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第９回広陵町中学校給食運営委員会 議事録 

 

開催日時   平成２６年８月１１日（月） 午後１時３０分～３時 45分 

開催場所   広陵町役場 ３階 大会議室 

出 席 者   委員 13 名 

畿央大学 健康科学部 健康栄養学科 准教授 

        博士（健康科学） 管理栄養士 上地加容子（副委員長） 

 広陵西小学校区   河合 知加 

 広陵東小学校区 脇本めぐみ 

 広陵北小学校区 堀口真寿美 

 真美ヶ丘第一小学校区 岡本恵美子 

 真美ヶ丘第二小学校区 牧村 恵子 

 大阪教育大学名誉教授 元広陵町教育委員長 菅野 耕三（委員長） 

 元広陵町議会議長 山田 光春 

 保護者 福知 多枝 

 奈良県教育委員会 保健体育課 主査 上村 庸江 

 広陵中学校長 北本 政治 

 真美ヶ丘中学校長 植村 佳央 

 真美ヶ丘中学校 福本嘉代子 

 （欠席委員） 

 広陵北小学校栄養職員 山本 典子 

広陵中学校 濱野 直美 

事務局 松井教育長、奥西教育委員会事務局長、増田教育総務課課長、 

松川教育総務課主幹、中川教育総務課課長補佐、谷野教育総務課係長 

中村学校教育課課長、橋本教育課課長補佐 

コンサルタント 株式会社 かんこう 東、大倉 

     

配付資料   第９回広陵町中学校給食運営委員会 次第 

第９回広陵町中学校給食運営委員会・資料 

・広陵町の学校の概要及び給食の実施状況 

・学校給食の方式とメリット・デメリット 

・方式の組み合わせによる比較検討まとめ（総括表） 

・センター方式の場合の建設可能な町保有空地（候補地）についての検討 

・広陵町における方式別・学校組み合わせ別のケーススタディ（まとめ） 

・方式別の個別検討 

・方式別・学校組み合わせ別の整備スケジュール案の検討 

・参考１. 参考事例でのアレルギー対応の状況 

・参考 2. 広陵町の調理員の現状 

第８回広陵町中学校給食運営委員会 議事録（案）修正版 

委員からの要望事項、委員からの要望事項のまとめ（途中配布） 
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１． 開会（事務局） 

 

２．委員長あいさつ（委員長） 

・ いよいよ最終段階を迎え、今日は結論を出していただきたい。ご審議をよろしくお願いする。 

 

３．第８回運営委員会議事録（案）の承認について 

・P3 ○○委員発言は○○委員の発言に変更（委員からの指摘） 

・P6 ○○委員発言の「自校方式よりも防災面で」を「自校方式よりも被災時の対応面で」に変

更（委員からの指摘） 

・P6 事務局発言のはじめに「自校方式でも防災対応は可能である。」を追加。防災に関して・・

が続く（委員からの指摘） 

・P6 事務局発言の後に、○○委員「先日、訪問した、最近建った富雄南中学校の自校式の給食

室には、どのような防災対応がなされているのか。」を追加。その後に、事務局「わかりません」

を追加（委員からの指摘） 

・P10 その他の第８回委員会→第９回委員会、第９回委員会→第 10回委員会（事務局からの訂

正） 

・以上を修正のうえ承認する。 

 

○「第９回広陵町中学校給食運営委員会・資料」について（委員より） 

・[参考１] 富雄南中学校、アレルギー食調理員数の記述について、代替食→除去食に修正しても

らった。 

 

４．審議事項について 

○事務局より資料の説明 （事務局） 

・第９回広陵町中学校給食運営委員会・資料（前回資料からの修正点）  

P2：学校給食の方式のメリット・デメリットについて色文字の部分を追加、訂正、削除 

P6-4→P3、5：センター長の人件費の計上を削除、それに伴う合計の減額 

P6-1→P3、5：真美ケ丘中のイニシャルコストの 2・3階配膳室改修費について 

既存 EV 利用としていたが、修正漏れのため 6,000 千円に訂正 

P3：B：中学校センター方式+小学校自校方式のトータルコストに記載ミスがあり訂正  

4,470,110 千円→4,480,110 千円、5,810,210円→5,820,210 円 

 

○委員長：ご質問、ご意見はないか。 

○委員：真美ケ丘中で既存のエレベータを使う件は、現場を見ていれば、初めからわかる話であ

る。どうして第 9回になって金額の変更があるのか。 

○事務局：P6-2 にあるように、当初から既存のエレベータを利用する方向で 6,000 千円と考えて

いた。P6-1 は修正漏れであり、今回気が付き訂正した。申し訳ない。 

○委員：広陵中学校の自転車置場の配置の件もそうであるが、きっちりと現場を見て検討すべき

である。 
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○委員長：他にないか。（特になし） 

どのように進めたらよいか。提出いただいた資料を配布しているので、まずご一読いただくの

でよろしいか。 

○委員：これは採決のための材料になるのか。 

○委員長：そういうわけではない。どうしても出席できない方もおられるので、他の方も含めて

事前にご意見を出していただいた。参考資料にはなると思う。 

○委員：欠席された方の意見も賛否に入れるのか。ただの意見とするのか。 

○委員長：それをどうするかについて、うかがっている。 

○委員：私は出席した者のみの意見を反映させるのがよいと考える。 

○副委員長：○○委員に関しては公務とお聞きしている。全員揃うのは難しいので、この日に設

定したのだったと思う。やむを得ない理由での欠席であることは理解していただきたい。 

○委員：それは理解するが、皆も公務を持っている中で貴重な時間を割いて出席している。この

委員会は諮問機関であり、広陵町の議会で条例ができて、議会側からの推薦で委員になってい

る。それだけ重みのある委員会である。そういう自覚を持つべきである。 

○委員長：どちらの方式がよいのかについてお考えいただいていると思う。投票にするか。 

○委員：投票でもよい。記名にするか無記名にするか。 

○副委員長：以前、委員長は、皆が納得するまで協議をすると言われていた。 

○委員：運営委員会設置条例の第 6 条の３に「運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決

し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。」と明文化されている。 

○副委員長：皆さんは、どちらにするか決まっているか。迷っている方がいるのであれば、どう

いうところで迷っているのかを検討した方がよいと思う。 

○委員：まだ悩んでいる。採決するにあたり議事録を全部読んだ。私は 2 回目から出席したのだ

が、以前の懇話会でデリバリー方式の話があがっているのに、2 回目でデリバリー方式はなし

という話になっていた。広陵中の自転車置き場を改修しなくてよいのはデリバリー方式であり、

デリバリー方式が現状と変わらないと言うのなら、選択制でなく、皆をデリバリーにすれば問

題ないと思う。なぜデリバリーがなくなったのかと保護者の方に聞かれても答えられない。自

校方式とセンター方式は、どちらも建物を建てなければならず無駄な感じもする。この２つの

方式での採決には、答えにくい。 

〇委員：自校方式かセンター方式かに絞った方がよいと言ったのは私である。デリバリー方式に

は現行のような選択のイメージがあり、全員がデリバリーという頭がなかった。デリバリー方

式は今でも機能していないので、自校方式かセンター方式かに絞った方がよいと思ったのだが、

もう少し議論すべきだった。 

○事務局：何年か前に中学校給食をどうするかということで、教育委員会では懇話会、町では食

育を兼ねた検討委員会を立ち上げた。その中で全員対象のデリバリー方式の現場として、亀山

と京都の見学もし、結局、弁当持参と選択制のデリバリーという形に決まった。当初は少ない

数でも受けてくれる業者がなく、1 社になってしまい、注文数も毎日わずかになった。奈良県

内に大きな業者がないという問題もある。今回、中学校給食を実施していくにあたり、この運

営委員会を立ち上げて方式を決定していただくことになった。デリバリー方式については、そ

れ以上話が進まず、自校方式かセンター方式かということになったという経過である。 
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○委員長：学校給食の中で食育をしっかりやっていきたい。デリバリー方式は、業者がつくって

持って来るだけなので、つくっている人の顔が見えない。それもデリバリー方式が消えた一つ

の要因である。センター方式にしろ、自校方式にしろ、つくっている人の顔を見て感謝の気持

ちを持ってもらいたい。 

○副委員長：資料 P７の開始時期からみて、平成 28 年 4 月開始の自校方式と中学校のみのセンタ

ー方式が有力だと思うが、気になるのは、小学校の学校給食の問題が残ってしまうことである。

小学校の給食設備等の改善を約束していただきたい。 

○事務局：今回は中学校給食の方式について検討していただいている。小学校については遅れて

いる部分もあり、県や国からも指示をいただいている。必要なところは改善していくというこ

とでご理解いただきたい。 

〇委員：中学校 2 校のみのセンターではもったいない感じがする。時期が遅れてでもセンターは

良いものをつくっていただきたい。また、小学校の設備もきっちりしたものを入れていただき

たい。広陵町の幼稚園には給食がなく、広陵町から他の市町村の幼稚園に行く方がいるという

話もあることから、幼稚園、小学校、中学校を含めたセンターを希望していた。中学校給食の

話だと言われれば、そうであるが、幼稚園等のことも踏まえて考えてほしい。 

○副委員長：献立を立てるのにも小学校と中学校は別々の方がよいという話であった。幼稚園は

ますます別の方がよいように思う。現場として、幼小中のセンターは考えられるのか。 

○委員：コスト面や最新設備を入れるということでは、幼小中を一つにするのがよいと思われる

かもしれない。しかし、小学校と中学校だけでも一緒に実施するのは難しい。小学校 1年生と

中学校 3 年生とでは味付けはまったく違う。献立についても小学校を中心に考えると成長期の

中学生に必要な栄養がとれない。ましてや幼稚園と中学校で同じメニューというのは難しい。

学校給食の献立について、以前は栄養基準をクリアしようとして作成していたが、現在は、個々

に応じた栄養量を独自に計算してそれに合わすという方向に変わってきている。また、小中学

校と幼稚園は文科省の管轄であるが、幼稚園と同年代のお子さんのいる保育園は厚労省の管轄

である。配送時間の問題もある。学校行事によって給食時間が変わることもあり、すべてに対

応するのは難しい。献立、味付け、切り方、時間などの面からみて、1 か所の施設で行うのは

難しい。 

○事務局：幼稚園については、施設の古い園もあり、統合等の計画もある。認定こども園として、

幼稚園と保育所を一体化することも考えていかなければならない。幼稚園給食については、そ

のような問題をクリアしてからでないと難しい。小学校は、当初から自校方式であるが、建設

年度がまちまちで、建替が迫っている施設もあり、今後何十年も使える施設もある。投資する

にあたっては、しっかりした検討が必要になる。 

〇委員：せめて小中をあわせたセンターにしないとメリットがないと考えており、当初から、小

中をあわせたセンターを希望していた。ここで時間をとるよりも、まず方式を決め、センター

方式に決まった場合は小学校も視野に入れてほしいということを要望としてあげたらどうか。

小学校の耐久年数は 65年と言われているが、40年くらいで建て替えているところもある。40

年を基準とすれば、どの学校の給食室も古くなっている。 

○委員長：他にないか。 

○副委員長：小学校の建設年度がまちまちで、その辺を考えて投資しなければいけないというこ



 
 

5 

 

とだが、機械類については、ばらついてでも入れていただいた方がよいと思う。一斉にではな

く、一部の小学校から入れていくという考えもあるのか。 

○事務局：多額になるので単年での投資は難しい。施設の拡張や設備の改善については、複数年

にまたがって進めていきたい。 

○委員長：私自身はできるだけ皆さんの合意を得て、一つの案にまとめていきたいと思っていた

が、条例に従うべきとのお声が出た。記名式の投票でよろしいか。 

（異議なし） 

 

５．給食の実施方式について 

＜投票結果＞ 出席委員 13 名にて記名式投票で採決 

・センター方式：７名（上村庸江、堀口真寿美、岡本恵美子、牧村恵子、山田光春、福知多枝、

福本嘉代子） 

・自校方式  ：６名（菅野耕三、上地加容子、河合知加、脇本めぐみ、北本政治、植村佳央） 

○委員長：以上により、当委員会では、実施方式としてセンター方式で答申することとする。 

町長の諮問事項は、①実施方式、②実施場所、③実施時期、④その他中学校給食に関する重要

事項、となっている。 

②の実施場所については、古寺町営住宅北側、③の実施時期については、中学校 2 校のみで平

成 28 年 4 月に間に合うようにということになる。④のその他中学校給食に関する重要事項に

ついて、ご意見をお願いする。 

 －事務局より委員からの要望事項のまとめを配布－ 

○事務局：この資料には、本日受け取った 2 人の意見は反映されていない。事前に預かった資料

から、要望事項と思われる分を抜き出したものである。 

○委員長：まず、アレルギーの問題についてはいかがか。アレルギーの問題については、独自マ

ニュアルをつくっていただきたい。 

○委員：専用のコンベクションオーブンまではいらないが、アレルギー専用調理室をつくってい

ただきたい。また、アレルギー専用調理員をおいてほしい。広陵町内の 2、3 歳のアレルギー

の子供さんのお母さんからも、入園、入学後の生活が心配であると、相談を受けています。こ

れからもアレルギーの子は入学してくると思うので、よろしくお願いする。 

○委員長：今月の広報に国保中央病院が食物アレルギーに真剣に取り組んでいることが掲載され

ている。ここともしっかり連携をとっていただきたい。奈良市では中学校の先生方を対象に研

修会を実施した。広陵町でも徹底し、間違いがないようにしていただきたい。そのようなこと

も含めしっかりしたマニュアルをつくることを要望したい。 

次に給食委員会については、納入業者の選定委員会などきめ細かい委員会を立ち上げてもらい

たい。それに関してはいかがか。 

○副委員長：県の方で指導をされている○○委員のご意見をいただきたい。 

○委員：学校給食に関係した委員会の設立は必要であると思う。あまりたくさんあると大変だと

思うが、食育など学校給食の指導に関して教職員を中心に進める委員会や物資を選定する委員

会など、それぞれ必要だと思う。 

物資の購入に関しては、入札制度も必要だが、一番安いものを入れるというのはどうかと思う。
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見積もり合わせをし、物資を選定する委員会も必要と考える。 

また、献立作成委員会は、学校給食を中心として食育を進めるため、学校の先生に入っていた

だき、教育委員会の指導のもと、栄養士が中心になり、各学校の声も吸い上げながら実施する

委員会であり、学校給食の指導や食育を進めるうえで、ぜび、あればよいと思う。 

○委員：答申として出したものが実際に機能しているのかどうか、委員会が設立され、運用され

る経過について、半年後でも１年後でも良いので聞かせていただけたらと思う。 

○委員長：この委員会では食育について議論してきた。単に食事を提供するだけでなく、教育の

一環として、先生方にもご協力いただき、しっかりと食育をやってほしい。食事への感謝の気

持ちを持つよう、日本の文化にも心配りし、マナーなども含め指導してほしい。現在よりもき

め細かな給食委員会を立ち上げていただきたい。 

○委員：大阪狭山市での委員会構成を参考に、献立策定委員会、物資購入委員会、物資納入業者

選定委員会をあげておいたらよいと思う。物資と業者については一応分けておいて、後に教育

委員会でまとめていただいてもよいかと思う。メンバーの構成としては、中学校の PTA の保護

者にも入っていただいた方がよいと思う。 

○委員長：次に、建物に係ることでは、センターにランチルームを入れてほしいということを明

記したい。さらに、センターを利用して食育が行えるよう、保護者にも見ていただけるような

施設にしたいということも要望に入れたい。建物について他にあるか。 

○委員：ランチルームでの試食や見学、食育講習の実施ができるようにしてほしい。また食育イ

ベントのための調理室を設置してほしい。 

○委員：センター方式で答申することが決まった。このことを委員長、副委員長から早めに町長

に報告していただければ、用地関係も早く前に進むのではないか。 

○委員長：29日に答申する。皆さんには事前に案を見ていただき、修正のうえ、この日に町長に

来てもらって答申をする形にしたい。 

○委員：そのシナリオで結構だが、事前に報告いただきたいと思う。 

お金がなくて最終的にプレハブになるというようなことがないように、ぜひ委員長からも念を

押していただき、きっちりしたものをつくっていただきたい。 

○委員長：要望事項に入れたいこととして、調理員の 3 年雇用の問題がある。民間委託でなく、

町で雇う場合には配慮していただきたい。 

○委員：設計と厨房設備の業者については、必ず実務経験があることを選定の条件に入れるよう、

要望書に入れていただきたい。他市の事例では、「この 10 年以内に何㎡以上の給食センターを

建てた経験がある者」といった形になっている。HACCP や汚染区域と非汚染区域で食材が一方

通行で流れるようにすることなど実務経験がある業者なら、当然わかっていると思う。 

○副委員長：広陵町は栄養士の数が少ないようなので、県からの派遣職員に加え、ぜひとも町で

も雇ってほしい。 

○委員：栄養士は県から 3 名、プラス町で 1 人ということになると思うが、その 1 名は学校では

なく教育委員会に常駐し、全体を見渡して、7校全体の給食を管理していただきたい。 

○委員長：現場を知ることも重要であり、全体を見渡す人も必要である。その点もご配慮いただ

けるよう要望したい。 

○委員：他市では、献立の写真や食材の産地等をインターネットで公表しているところが多い。
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広陵町でもインターネットでの給食情報の開示を進めていってほしい。 

資料にあってもここで発言しないと反映されないのか。 

○委員長：そうである。皆さんの了承を得る必要があるので、発言していただきたい。 

○委員：調理員や配送業者は、民間委託でよいと思う。3 年雇用の壁もそれで改まるのではない

か。 

建物を建てる業者の選定についても、施設業者選定委員会のようなものが必要だと思う。 

給食委員会も含め、委員に任命されて、出席できない場合や支障がある場合は、代理を立てる

か、交代することを明確にしておいた方がよいと思う。 

食育については、職員や栄養士だけに任せるのでなく、生徒に指導できる方に食育ボランティ

アをお願いすることも必要かと思う。 

○委員：たくさんの項目があるので資料の中からいらないものをはずしていったらどうか。 

○委員長：重複もあるので、言ってほしい。 

○委員：太陽光発電、生ゴミ処理機など地球環境にやさしいものを採用してほしい。 

被災した場合のために非常用電源など熱供給の確保をお願いする。 

コンベクションオーブンや急速冷却器など新しい機材について、栄養士の意見を吸い上げなが

ら選んでいただきたい。 

先生方の負担を減らすため、配膳員の雇用をお願いする。 

○副委員長：○○委員の意見に関連して、民間委託とする場合は、学校給食の経験のある業者を

選定していただきたい。選定した業者が派遣業者など別の業者を連れてくることがないように

ということもある。 

○委員：建物についてですが、いくつかのセンターを見学したことがあります。１F入口の事務所

の窓が、透明なガラス窓になっているセンターがあり、来客が見えたら、窓を開けて、手を振

って挨拶されていました。事務所から、来客が見えるのが素晴らしいと思いました。入口は車

いすでも入れるようにスロープをつけ、身障者用のトイレがあるなどあらゆる人に配慮した設

計にしていただきたい。 

○委員長：そのとおりである。また、２階からの上から目線で見学するのでなく、１階のガラス

を透明にして、横から見られるようにしてもらいたい。 

○委員：前に教育長が、センター方式に決まったら、町営住宅の横以外の用地も考えると言われ

た。他に良い土地があるのであれば、それについても考えてほしい。私自身、今の候補地の古

寺は、川の横であり、心配である。センターと決まったら、他の土地も探すといわれていたの

で、ぜひ、既存の土地に一部土地を買い足し、最適な広さにしたり、新たに土地を買うかして、

センターにふさわしい土地を探してほしい。古寺は「ここにあげた中から、選ぶとすれば、こ

こしかない」という意味で、皆が承認した。他に候補がないか、充分、検討してほしい。よろ

しくお願いします。 

○委員長：それでは、ほぼ意見が出揃ったので、④その他中学校給食に関する重要事項として答

申したい。答申内容については文章化し、皆さんに事前に見ていただき、29日にはほぼ出来上

がった段階にしておいて、その場で町長に答申したい。 

○委員：記名投票であったので、投票結果について、議事録に名前を残してほしい。 

○事務局： 議事録で名前を明らかにする。 
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○その他 

・第 10 回委員会：8月 29 日（金）AM10：00～ 中央公民館 

  

６．閉会 

○副委員長挨拶 

以上 


