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（山越堀金学校給食センター所長より配布資料に基づき説明） 

◎質問、意見 

学校教育課長 説明のほうは以上でございます。 

  それでは、皆様からご質問、ご意見等、何なりと結構でございますので、どうかご発言を

いただきたいと思います。 

  恐れ入りますが、挙手をしていただきまして、お名前をおっしゃってからご発言をいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。係の者がマイクを持っていきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  いかがでしょうか。 

参加者 ちょっと質問や何かの前に、その前提として説明の追加をお願いしたいと思うんです

が、堀金学校給食センターの現状と課題という資料３の堀金の給食センターを取り上げたと

いうことの理由は、中身を見ると何となくわかるんですが、その辺しっかり説明していただ

いたほうがいいんじゃないかということ。 

  それから、確認なんですが、堀金学校給食センターに農産物を納入しているQ食の会です

が、これはこの３月で解散したと思うんですが、そこだけちょっと確認したほうがいいかな

と思います。 

  以上です。 

学校教育課長 ２点ご質問をいただいたかと思います。 

  なぜ資料３で堀金学校給食センターの現状と課題なんだと。他のセンターはなぜ課題がな

いのかというようなご質問かと思います。 

  これにつきましては、資料１の１ページ、４センター、表の一番左側に稼働年月日を掲げ

てございます。これをご覧いただきますと、堀金給食センターが平成17年４月に稼働になっ

ております。小学校の建設と同時にこの給食センターを建設してございますので、施設、建

屋としての耐用年数はまだまだ先となります。ただ、そこにございます調理器具、設備が、

そろそろ耐用年数を迎えていくということが一つございます。 

  財務省令によります法定の耐用年数は７年とか８年であるわけですけれども、実際にはき

ちんとメンテナンスを毎年行っておりますので、メーカーに確認しましたところ、10年から

15年、あるいは物によっては20年もつ物もあるよというような話をいただいております。 

  いずれにいたしましても、建設後15年経過する中で、恐らく億単位、設置費まで入れれば

恐らくその倍以上の経費がかかってくることが想定をされます。 
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  そういったことも踏まえまして、今からこういった給食センターを課題として、堀金の課

題として一つ挙げさせていただいたという事情がございます。 

  Q食の会につきましては、大変申しわけございません。我々、解散をしたというようなこ

とはちょっと情報としては得てございません。これから団体のほうと確認をさせていただき

たいと思います。 

  以上でございます。 

堀金学校給食センター長 すみません。今のQ食の会についてちょっと補足させていただきま

すと、４月３日と４月８日に生産者の方と教育委員会との話し合いが行われました。その中

で、給食に是非地元の野菜を使ってほしいというご意見等をいただいております。 

  解散したかどうかというのがわからなくて申しわけないです。 

  それと、５月27日になったと思いますけれども、物産センターの給食生産者の方との堀金

給食センターとの打ち合わせ会議、野菜等の生産状況とか給食の献立情報等を打ち合わせさ

せていただく打ち合わせ会議を開催する予定にもなっております。これについて、確認をさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

学校教育課長 では、続けてご質問のある方はお願いします。 

  はい。 

参加者 地産地消と学校教育を推進する現段で、先ほど○○さんがおっしゃるとおり、堀金の

給食センターの現状の課題は、ハードウエアはここに載せてありますので、大体イメージは

わかります。ソフトウエアの課題はあると思うんです。稼働年月日は新しくても、その後何

年も経過していますので、その時点の課題とこの更新というか解消策、もしあるのであれば、

やはり同一でもってご提示いただかないと、意見言うにしてもどうにもならないかなという

のが１点。 

  もうあと２点、その工事費等が資料１のほうに載っていますが、建屋本体の工事費なのか、

調理器具の施設の工事費なのか、その辺の比較ができないのも一点。堀金給食センターは４

センターの中で一番当然古いものですから、いずれあとの３センターについても耐用年数は

当然迫っておりますので、いろいろ１案から４案まであるにしても、シミュレーションをご

提示していただかないと意見という話にならないと。その辺をどうお考えかが一つ。 

  最後に、５人の専門家と西村部長がおっしゃったとおり、５人の専門家のお話をいただい

てここの流れになったと思うんですが、これは合計で５人なのか、あるいはホームページで

５人の先生方の名前が出てくるか、検索ができるかどうか、その辺をお聞きしたいです。 
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学校教育課長 何点かご質問をいただきました。 

  では、順番を追っていきたいと思います。 

  食育と施設と一緒に提案していただかなければということだと思います。 

  堀金給食センターの場合、今、申し上げたように、設備の更新という課題が一つ。それと、

何と言いましてもこの資料２にございますように、堀金のセンターは、いわゆる食育、いわ

ゆる生産者との関係が、結びつきが強いということです。これはいい意味での課題だという

ように思っております。 

  そういった中で、堀金センターを廃止する一方で、一つは食育と推進というふうに、大変

相入れない、反する課題だというように我々も捉えております。それが、やはり今まで伝

統・歴史を持つこの堀金学校給食、地域が支えてきたという学校給食、これは絶対に火を消

すことはできないというように我々は思っております。 

  それを、では、どうしていくかというのは、これから皆さんと話し合いをして、意見をお

聞きして、具体的な方策を考えてまいりたいということでございます。 

  建屋と施設・設備の関係でございます。 

  建屋はご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、大変立派なものでございます。鉄

筋コンクリートづくり、何億もかけてつくってあるという形になります。これは全く問題が

ありません。あくまで問題になってくるのは設備、器具のほうでございます。 

教育部長 あと、シミュレーションの話なんですけれども、今回の説明会は基本的に給食セン

ターの現状と課題をご説明して、皆さんのご意見を聞きたいということでやっております。

ですので、シミュレーションとかつくっていくのは、この説明会の後ということにはなろう

かと思います。 

  あと、ホームページの公表に関しましては、昨年から堀金小中学校のＰＴＡの常任委員会、

また、給食の会の皆さん、堀金区長会の皆様へは説明をしてきている経過がございます。た

だ、市民説明会といたしましては今日が初めてになりますので、公表等につきましては市民

説明会の結果を踏まえる中で、公表等を予定していきたいと考えております。 

学校教育課長 もう一点ご質問をいただいていますので、先にお答えをさせてください。 

 これは、学校給食センターだけに対する意見ではございません。安曇野市の公共施設の再配

置、先ほども部長からご挨拶がありましたように、全て旧町村が持ち寄った施設をそのまま

持ち続けていくということは、大変財政負担がかさむ一つの大きな要因でございます。 

  そういうことも踏まえまして、公共施設をどう再配置していくかということにつきまして、
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安曇野市公共施設評価専門委員会というものが、平成27年２月に、市のつくった計画に対す

る意見という形でコメントをいただいています。このことは、市のホームページのほうにも

きちんと掲載をしております。 

  この中で一番大事なのは、結論ありきで説明会を開くということは、行政としてはならな

いことということが強く書かれてあります。それも踏まえて本日のような説明会を持たせて

いただいたということでございます。 

  以上でございます。 

参加者 私は、実際に小学校に子どもを、今、通わせている者なんですが、他の保護者のお母

さんからここ最近この給食センターの話題が上がっていることで、今日、できたら聞いてき

てほしいといったことを述べさせていただきたいと思います。 

  まずは、今、一番心配しているのは、堀金小の給食センターの廃止ということなんですが、

大体もしも廃止とか、いろいろこういう問題があることで、幾つかこの４つの案が提示され

ているんですが、これは具体的にまだ決まっていないようですが、大体いつごろこういうこ

とを行っていかなければいけないという状態なのかというのを、皆さん来年なのか、再来年

なのかというのをとても心配されていますので、大体で構いませんが、例えば何年後、５年

後、10年後の話なのか、そういったものを大体目安で教えていただきたいというのと、あと、

基本的には廃止は嫌だという意見が今のところ多いんですが、その理由としましては、やは

り先ほどからお話しされている地域の食材、安心した食材を今は提供していただけているの

で、そちらが何か他の大きいセンターになってしまうと、先ほどのパーセンテージを見ても

若干減っているように、ちょっとそういった安心した食材を子どもたちに提供していただけ

るのかという心配と、あとはやはり配送されるまでの距離があるので、温かさ、そういった

ものが、冷たい給食を食べることになってしまうのかというご心配ですとか、あとは味です。

味がやはり他の給食センターはおいしくないというお話を、よく皆さん聞かれるよう……す

みません、他のセンターの方に申しわけありませんが、堀金はおかげさまですごくおいしい

という意見もありまして、他の、具体的に小学校名は挙げませんが、あまりおいしくないと

いうお母さん方の意見がありまして、なので、ちょっと子どもたちが、給食は今、堀金は凄

く楽しみに子どももしているのが、他の給食になったときに、給食が嫌いになってしまうの

かという心配をされているお母様もいらっしゃいました。 

  その辺が今、保護者のほうから出ている意見ですので、そちらのほう、またご検討いただ

ければと思います。お願いします。 
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学校教育課長 ありがとうございました。 

教育部長 それでは、廃止の時期ということですけれども、先ほども申し上げました調理器具

とかが、耐用年数も過ぎているものもございますし、そろそろやっぱりそういうことを考え

ていかなきゃいけない時期には入ってくるかと思います。 

  具体的に、今、言われた来年、再来年なのか、５年後、10年後なのかということは、まだ

その時期については決まってはおりません。 

  あと、食材の関係なんですけれども、他のセンターでも地域の物産センターとか、あとＪ

Ａのほうから、地元産の食材というのは入ってきてはおります。ただ、堀金みたいにQ食の

会というシステムが他の物産センターではまだないのが事実です。それに関しては、今、農

政課のほうとも協議を始めまして、是非そういう仕組みを全市的に広げてもらえないかとい

うようなことは、今、お願いを始めているところではございます。 

  仮に、もし堀金給食センターが統合された場合につきましても、場所とすれば多分南部に

なる可能性が強いのかなと思っておりますけれども、ただその場合にも、今のQ食の会の皆

さんから南部のほうへ食材を届けていただくことで、今までと同じような食材の提供、ただ、

最初の説明会でも言いましたが、やはり量まで多くなってくる場合に、あまり量が少ないと

その一部にしかならないというようなことは発生する可能性もありますけれども、そんなよ

うなことを考えております。 

  あと、距離に関しましては、これは他のセンターでも、北部でつくったのを穂高だけでは

なくて、中部は豊科以外にも明科とかも配送しておりますけれども、保温の問題とかそうい

うことに関しては全く問題なくできております。 

  あと、味の話でよく言われるんですけれども、各センター、私もちょっと全部のセンター

の給食を食べたことはないんですが、昨年度は南部のほうでカレーをいただきましたけれど

も、大変おいしいカレーです。各センターで給食の体験会といいますか、先ほど言いました

１食の値段をお支払いいただければ、各センターでも給食、事前の予約とか必要になります

けれども、できますので、できればそういうものをご利用いただいて、各センターの給食と

いうのを、どんなものかというのを確かめていただければいいのかなと思います。 

  以上になります。 

学校教育課長 では、他にございましたら是非お願いいたします。 

参加者 いろいろお聞きしたいことがあるんですけれども、調理器具の耐用年数ということを

おっしゃられていると思うんですが、堀金学校給食センターは14年前に稼働して、あと、中
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部・南部は12年前ということで、２年間の差というふうに単純に思うんですけれども、じゃ、

２年後に中部や南部でもそういう調理器具の耐用年数の老朽化という問題が起こってくるん

じゃないかなと単純に思ったのと、あと、先ほどそちらのお母様がおっしゃられたように、

味のことは、私も堀金から他の地域に引っ越されたＰＴＡの方から、お子さんがちょっと不

安を持っているという話はお聞きしました。味もそうなんですけれども、量がおかわりでき

ないというようなことをおっしゃられていました。 

  あと、それと、いろいろご説明いただいた中で、資料２の各給食センター独自の食育・地

産地消の推進という表で、どのセンターもすごく努力されて、子どもたちのことを考えてよ

くやっていらっしゃると思うんですが、認めていらっしゃったように、堀金学校給食センタ

ーが一番この理念に近いことを物すごく努力されている部分な印象を受けるんですけれども、

堀金なんかは隣接しているセンターですし、自校給食といってもいいんじゃないかなという

状態だと私は受けとめているんですが、その自校給食をなくして、老朽化とかいろんな費用

対効果とかそういうことを考えて、今、そういう案が出されていると思うんですが、途中ま

では理念とかそういう、今、努力されていることとかは、子どもたちを中心に考えたお話だ

と思うんですけれども、最終的にこの第１案から第４案の中には、何か子どもが不在という

か、子どもたちの存在が見えてこない。学校という教育現場で、そういう教育的配慮という

か、そういうものが感じられないというのが、私にとっては一番違和感があります。 

  それで、最終的に民間委託ということも出てきていると思うんですけれども、民間に委託

するということは、その業者がもうけを出さなきゃいけないですよね、必ず。となってくる

と、どこでもうけを出していくんだろうと思ったときに、食材とかそういうものが結局安く

仕入れてとかいう考えに至るんじゃないかなという可能性はどう考えていらっしゃるのか。

目に見えない場所から持ってきた食材を子どもたちの口に入れていくというようなことに、

最終的になりはしないかなという懸念があります。 

  あと、第４案まで出ているんですが、第５案の提案として、少子化に確実になっていくわ

けですから、例えば全部の学校に堀金がやっていらっしゃるような隣接した自校給食センタ

ーを小規模でもいいからおつくりになって、そこで手厚く、子どもたちに目に見える、今の

堀金がやっていらっしゃるように、地元の農家の方々と協力し合って、今こういう問題が出

てきているときに、そういうことをお考えになったら、少人数の生徒に目が行き届くように、

手厚く、どんどん子どもが少なくなっていくのに対応するには、それが一番私はいいような

気がします。教育的観点から。 



令和元年 5月 18日  学校給食センター市民説明会（豊科会場：午前）） 

－7－ 

  費用面では、行政ではいろいろな工夫をされると思うんですけれども、私たちが払ってい

る税金はそういうところに是非使っていただきたいと私は思っています。そういう第５案も

つけ加えるといったようなお考えはおありでしょうか。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  何点かご質問いただきました。順番が前後するかもしれませんが、もし回答漏れがござい

ましたらご指摘をいただければと思います。 

  まず、調理器具の更新、他のセンターもそんなに違わないうちに時期が来るんじゃないか

というようなご質問かと思います。 

  改めまして、概要の２ページをご覧いただきたいと思います。 

  さらに学校給食センターの所管とありまして、提供給食数というものがあります。下の括

弧書きには、最大、これだけつくれる能力があるというものに対して、今は約何千食をつく

っているという見方になります。 

  やはりどのセンターも、まだ製造能力に余裕があるということです。できればこれを目い

っぱい発揮できるような体制にできないかなというのが一つございます。 

  そうすると、堀金学校給食センター、これはあくまで案でございますけれども、給食セン

ターをどこかのセンターにつけても、それは十分カバーできる能力が、今、あるわけです。

それに対して全てのセンターも機器を更新にかけていくということは、どうしてもそこにロ

スが出てきてしまうというふうなことを考えております。 

  あと、食育の理念ということでございます。 

  確かに、食育基本法という法律が平成17年に出ております。また、我々が所管している学

校給食法、学校教育法においても、やはり食育は大事にしなさいということが言われており

まして、実践してきております。 

  学校給食を通じて食育というのはもちろんですが、日々の学校の教育課程におきましても、

食育というのは十分取り入れて、小中学校で展開をしていただいております。一例を申し上

げますと、例えば田んぼ、畑をつくって、自らつくって収穫の体験、あるいはそれを使って

調理をする喜びというようなこと、おうちの皆様にも食育の大切さ、特に朝食の大切さであ

るとか、そういうことも取り組んでいただいております。保健指導、教育ファームというよ

うな言い方、保護者への食育の推進というようなものも、学校の教育課程を通じて展開をさ

せていただいているということであります。 

  そういった中で、実は安曇野市は発足前から、自校給食化というふうにかじを切ってきて
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はいないんです。といいますのも、豊科の給食センターは、今、本庁舎の北東に新しく建て

てあるんですけれども、豊科は以前から給食センターでございました。穂高も給食センター

できたということ。三郷もそういう形でございます。堀金は小中にそれぞれ給食室があった

ということでございます。 

  合併前に、既に豊科町が給食センターを建てかえるというときに、やはりこれは広域で対

応すべき課題だという当時の首長さんの思いから、当時合併の枠組みとして決まっていた明

科町さんに呼びかけて、明科町さんも川手共同調理場というものを生坂村さんと一緒に経営

されておりましたけれども、それを解消して、明科は豊科の給食センターにお世話になると

いうようなことを、もう合併前に決めておいております。 

  なかなかこれを自校給食に戻すということは、今までセンターに投資をしてきたお金にプ

ラスして、それぞれの学校に給食室をつくっていく。親子方式にするにしても、何らかの施

設投資が必要だということになってまいりますので、ちょっとそこはなかなか市民の方のご

理解を得ることというのはちょっと難しいのかなという気がしております。 

  要は堀金のセンターといいますか、堀金の地産地消への取り組み、給食センターの取り組

みというのを、これは堀金モデルと言うべきものだというふうに私も思っております。是非

これを全市に拡大していきたい、させていきたいというのが我々の一つの思いです。たとえ

堀金給食センターがなくなったとしても、堀金から運ばれてきた食材について、これはどこ

どこの誰々さんがつくってくれたからと、また、そういったものを掲示するとか、そういう

取り組みは引き続き継続が可能だというように考えております。 

  そういった顔の見える安心・安全な食材は、これはもうセンターとして真っ先に取り組ん

でいただいている話でございますので、その中においてもやはり地産地消、生産者との結び

つき、顔の見えるというようなことは、これは踏襲並びに拡充をさせてまいりたいというよ

うに思っております。 

  もしお答えに漏れがございましたら、ご指摘をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

参加者 何か自校給食という考えが、合併時からとおっしゃったのか、そういう考えが全くな

いということですか。 

学校教育課長 合併前はそれぞれの町・村があって、そこに町長さんがいらっしゃって、議会

の皆さんがいらっしゃるという中で、その中で私が聞いている範囲では、自校給食に戻した

ほうがいいんじゃないかということでは進んでこなかったというふうに思います。 
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  給食センター化をしていって、事が適切かどうかわかりませんが、合理的な運営を図ると

いう方向で進んできたというように思っております。 

参加者 その中で、平成20年にこの理念というのが制定されたというふうに書かれていますけ

れども、この理念は、本当に子どもたちのことをよく考え抜かれている理念だと思うんです

けれども、今、向かっている方向はこの理念から離れていくというような印象を私は持つん

ですが、その辺は絶対に離れていかないと自信を持って行政側はおっしゃっているんでしょ

うか。 

学校教育課長 理念でございますけれども、この中には施設をどうしていく、こうしていくと

いうことではなくて、やはり平成20年という年は、たしか学校教育法の改定がございまして、

そこで食育というものをきちっと位置づけられた。それを踏まえて安曇野市としてもこうい

った理念を掲げたというように記憶をしております。 

  限りなくこれは目標でありまして、絶対という言葉はちょっとどうかはわかりませんけれ

ども、限りなく努力はしてまいりたいというようには思っております。 

参加者 現時点では、多分すごく努力されていると思うんですけれども、今、これから向かう

方向のことを、今、お聞きしたんですけれども、いかがでしょうか。 

学校教育課長 ここに掲げてある給食理念の目標の実現、それから拡充に向けて、努力はして

まいりたいということでございます。 

参加者 今の時点でそうお答えになるとは思うんですけれども、今、何を言ってもいいという

ことですので、失礼があったら申しわけないですが、印象として、今、堀金のほぼ自校給食

がこの理念に一番近い形でやっていらっしゃるんじゃないかなと、80％の県内の食材を使っ

てということで思うんですが、それをなくすということですから、一番理念に近いものをな

くすということですから、理念から離れていくという印象をどうしても持たざるを得ないん

ですが。 

  そういう場合、あと、民間委託です。民間にもし委託していった場合に、この理念からま

たかけ離れていくんじゃないかという懸念については、どうお考えでしょうか。 

教育部長 じゃ、私のほうから。 

  確かに県内産の食材の使用率は、堀金がやはり一番高いです。ただ、他のセンターも当然

ながらそういう努力はしておりますし、先ほど申し上げましたように、市内には物産センタ

ー、堀金以外にもたくさんありますので、そういうところの協力を仰ぐような体制づくりと

いうのを今後していきたいとは考えております。 
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  あと、民間委託の場合です。 

  民間委託というか、給食センターに関しましては、もしやるとしても業務委託しかできな

いです。業務委託ということは、栄養士は私どもの栄養士、今で言うと県から派遣されてい

る栄養士が献立をつくって、食材の発注等をするということになります。あくまでも委託す

るのは調理業務であるとか洗浄であるとかそういうことになりますので、特に食材でもうけ

が出るとかということは想定できないかとは思います。 

参加者 例えば民間に委託した場合、人件費とかいろんなものを削減して利益を出そうと思っ

たときに、機械を導入して野菜を切るというときに、真っすぐのそろった食材じゃないと機

械が通らないとかとなったときに、いっぱい農薬を使ったような、そういう真っすぐした野

菜を入れていくみたいな、しようがないんだみたいなことが起こらないでしょうか。 

教育部長 今も申し上げた、基本的に食材の購入までの委託というのはできないはずです。あ

くまでも栄養士が献立をつくって、栄養士が食材の発注をする。資料の３に入っている業務

委託、下記の業務委託が考えられるというものが書いてございますけれども、要は調理であ

るとか、食器等の洗浄であるとか、配送業務、ボイラーの日常運転の管理であるとか、清掃

であるとか、こういうものは業務委託になりますが、食材の購入というのは業務委託には含

まれないと考えております。 

参加者 では食材は、もう厳しく行政からの、安曇野市の管理のもとに食材は購入される。永

遠にそういうことであるということで、お約束して下さっているということでよろしいです

か。 

教育部長 ちょっと永遠ということはわからないんですが、現在、業務委託しか給食センター

の場合できませんので、あくまでも栄養士は、今でいくと県の栄養士が献立をつくって食材

を発注という仕組みになっていますので、現在の仕組みの中では、今、言ったとおりの説明

になります。 

参加者 いろいろな問題が起こったときに、仕組みとか条例自体を変えてしまって、そういう

ふうなことができるようにするというような世の中だと思うんですけれども、そういうこと

はないということでよろしいですか。 

学校教育課長 条例を変えるのは、我々ではなくて議会の皆様でございますので、そこは…… 

参加者 では、議会の良心に任せるということでよろしいですね。 

学校教育課長 良心に任せるというご質問に対して、職員としてお答えはできません。申しわ

けございません。 
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参加者 わかりました。 

  先ほど、第５案として私が提案させていただいたことは、市民の理解を得られないだろう、

今までかけてきたセンターに対する費用とか、これから係るであろう自校給食にしたときの

費用とかが莫大なものになったら、市民の理解が得られないんだろうから、それはできない

とおっしゃったように思ったんですけれども、市民の理解が得られないという根拠はどうい

うことなんでしょうか。どういうところにあるんでしょうか。 

教育部長 それは、今まで堀金以外はセンター方式をずっととってきたという経過がございま

す。合併前の堀金以外の３町１村は、給食センターというもので行ってきたという経過で、

合併のときに、私もあまり詳しい話は承知していないんですが、やはり合併した後、現在あ

るそれぞれの給食センターが古くなっているので、それを統合していこうというような話も

あったということは聞いております。 

  だから、合併の時点、合併前からセンター方式をとっていた堀金以外は、もうそういうセ

ンター方式を続けていこうということが決まっていて、一説によれば、堀金もそれに参加を

していただきたいという呼びかけをしたということも聞いてはおります。 

  堀金は、もともと小中それぞれに給食センターがあったんです。それを、ただ、合併前に

小学校をつくる際に、どうも最初は、何か小中学校の間あたりにセンターをつくろうという

お考えもあったようです。ただ、最終的に小学校に併設してつくって、親子方式という形に

なったということは聞いてはおります。 

参加者 それはわかるんですけれども、これからの話を多分していかなきゃいけないというこ

とで、こういう会を開かれていると思うんですけれども、今、どこの地方都市でもそうです

が、住む人の取り合いというか、この安曇野市でももうどんどん高齢化していって、順番に

亡くなられていって、貴重な若い世代が子育てをしてくださるというのは、もう安曇野の宝

物としてみんなが大切にしていかなきゃいけないし、もっとそういう人たちにここに住んで

いただかないと未来がないというか、そういう状況で苦慮されているとは思うんですよね、

行政のほうも。 

  そういうことを考えたときに、例えばそういう食育とか子育てに物すごい適した市である

というようなアピールを、全国に向かって、今、アピール方法はいっぱいあるわけですから、

ネットとかそういういろんなものを駆使して発信できると思うんです。そういうことを考え

たときに、もっと安曇野市民を信用していただいて、税金をそういうところに使ってほしい

と思っている人はいっぱいいるんです。だから、そういう理解を得られないとか、そういう
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ことは絶対ないと私は思っています。 

  だから、行政がもしそういうことを提案して下さったら、市民に向かって、これから安曇

野市の将来を考えたら、子育てをもうみんなでやっていきましょうみたいな、それにお金を

使っていきましょうよという、何かそういう呼びかけをしていただければ、それに嫌だと言

う人はそんなにいないんじゃないかと私は思うんですが、もう最初から理解を得られないと

おっしゃるのは物すごく違和感を感じます。もっと信用していただきたいと思いますが。 

  是非第５案をここに入れていただきたいと思います。 

教育部長 先ほどのお話の中で、この４案の中には子どもが不在だというお話がございました。

ただ、その前に、食育であるとかそういうお話は十分させていただいたつもりですし、最終

的は行き着くところ、結局お金がないと何もできないというのは現実かなとは思います。 

  その中で、どこにお金を投資していくのかという問題につながっていく話だと思います。 

  私どもも、ただ漠然と予算を要求して、漫然とやっているわけではなくて、どこに集中し

投資すればいいのかということを考えながらやっているつもりですし、それを最終的には議

会の皆様がご承認いただく中で、予算というものがついているという仕組みになっています。 

  昨年度の猛暑を受けまして、小中学校のエアコン整備を昨年11月に臨時議会でもってお認

めいただく中で、昨年、小学校の実施設計が終わりまして、３月に小学校への工事発注が終

わっています。ただ、総額でもって11億円ぐらい、10億円を超える予算がやっぱり必要には

なってくるという現実がございます。それに関しては、議会の皆さんのご理解を得る中で、

財源としてはふるさと寄附の基金があるもので、とりあえず小学校分に関してはそれを充て

るというようなことでお認めいただいたところではございます。ただ、何かやるには結局お

金をどこかから持ってこなきゃいけないという現実はあります。それを、どこへ集中するの

か。どこへ集中してやっていくのかというのは、また皆さんからもいろいろご意見いただく

中で、私どももいろいろと考える中で予算要求させていただいていますし、最終的にそれを

決定される議会の皆さんは、議会としてのいろいろな説明会をやったり、いろいろな中でも

ってご判断されて、予算というものも決まっているということだと思います。 

学校教育課長 はい。 

参加者 先ほど子どもが不在だというふうに言っていたんですけれども、ちょうど堀金小学校

の、今、４年生と６年生の母親です。 

  今週、ちょうどクラスで学校の先生に言われて聞いたのか、家に帰ってきて、お母さん大

変だよと言って、堀金の給食センターがなくなっちゃうというんだよと言われて、もうそん
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なの絶対に嫌だからというふうに、それはもうびっくりしていて、子どもも。そんな、なく

なっちゃうなんて絶対に嫌だと言って、じゃ、今度説明会があるというから、お母さんがち

ょっとお話を聞いてくるねと言って、絶対に反対してきてと言われて今日参りました。 

  それで、ちょっとわからないのが、質問として、大体財政が大変だというのは理解できた

んですけれども、堀金の調理器材の老朽化ということが一番の理由のようですけれども、建

物も大丈夫だということです。調理器材の老朽化で、それを第１案の施設更新をして、市直

営で運営することが、市の全体の財政としてそんなに大変なことなのか。そんなにいろんな、

もっと削るところがあるのに、何でこの堀金の給食、一番、すごくいいところだと思うんで

す。自校給食に近くて、温かいものを温かいまま出して、冷たいものを冷たいまま出す。そ

れに、子どもたちもすごく毎日おいしいと言って、夕飯の際に給食の話題がよく出るんです。

今日はこんなものが出たとか、すごくおいしかったとか。もう子どもからも、もちろん堀金

小学校の親からも、すごく安心もできますし、是非とも他に移すとかそういうのを考えない

で、もう本当に器材が老朽化したら、もうそれを何とか更新して、市の直営で運営するとい

う第１案を、できたら自校給食のところへもできたらいいんですけれども、それが難しけれ

ば、何とかこの第１案で、そのままこれからの次世代のために是非そうしていただきたいと

思います。 

  質問の内容は、そんな調理器材の老朽化を、堀金の一給食センターの調理器材の老朽化を

更新するだけで、そんなに財政を圧迫するようなことなのかどうかという、そういう質問で

す。 

教育部長 概算ですけれども、堀金の調理器具の交換、ボイラーは除いて、１億3,000万円く

らい。ただ、これにはちょっと、調理器具の交換をするときには、工事を全部やらなきゃい

けないので、その分が含まれていない部分もございます。実際には倍近い金額がかかるのか

なというところもございます。 

  他の給食センターも、結局はそういう時期が間もなく訪れるという現実がございます。も

う一つは、先ほど言った資料１の２ページのところでもって、上のほうにあります、提供給

食数、今年つくっている給食が、提供8,300食なんですけれども、今、４センターでもって

つくれる給食の稼働能力というのは１万600食。2,000食以上の余裕があるという現実がござ

います。冒頭の説明でも申し上げましたが、昨年度に比べて提供している給食数も250食減

っているという現実もあります。 

  私ども、人口減少が言われていますが、その中でもできるだけそういう減少を抑えられる
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ようにということで、いろんな取り組みはしています。まだ比較的安曇野市は人口の減少も

緩やかではあるんですけれども、そうはいいながらも、やはり去年と今年でもって給食の提

供数を見るだけでも250食減っているという現実もあるのは事実です。 

  あと、もう一つの、給食センターを維持していくと、当然ながら施設のほうの維持費とい

うものも当然かかりますし、あとはそこに職員がいれば、職員の人件費というものもかかり

ます。 

  冒頭でも申し上げました、とりあえず仮にですが、堀金の給食センターを他のセンターへ

統合できた場合には、所長、事務員、県の栄養士、市のアレルギー栄養士、配送員というよ

うな職員に関しては、必要がなくなるというふうに考えられます。そうすると、継続的にか

かる経費というのも抑えていくことができる。 

  確かに、じゃ、堀金の給食センターがなくなったときの経費が、すみません、今、経費的

なものがすぐ出なくて申しわけないんですが、ただ、これというのは、結局は市全体を見る

中で、もし経費の節減をできるのであれば、やはりしていかないと、結局はどこかでもって

破綻をしてしまう。だから、すごく何か大きなものをただやめてしまえばということじゃな

くて、小さな積み重ねの中でもやはりそういうふうにしていかざるを得ないと私どもは考え

ております。 

  あと、堀金の給食センター、食材が地元産の食材だと、給食のときに今日の食材は誰々さ

んのうちの野菜、大根だとかタマネギだとかというようなことも放送されているとも聞いて

いますし、あと、給食センターの入り口のところですか、食材を提供してくださっているQ

食の会の皆さんの写真とかが張ってあるということをお聞きしています。やはり地元とのつ

ながりが、非常に堀金は近いということを聞いております。 

  ただ、そういう仕組みというのは、仮に他のセンターでもって堀金の小中学校へ提供する

給食をつくるようになっても、そういう仕組みというのは続けていくことが可能ではないか

と私どもは考えております。 

参加者 私も途中からだったんですけれども、一番よくわかる説明が、他の給食センターは最

大までいっていないので、堀金分を他に振り分ければ十分賄われていますよということだと

思うんです。そういうことですよね。 

学校教育課長 はい。 

参加者 ただ、そういうお金がかからないというか、経費節減になることと、子どもが不在で

あるとお母さんたちがおっしゃっている子どもの教育に関して、安曇野市の考え方のせめぎ
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合いだと思うんですけれども、それを行政が判断するわけではなく、行政は子どもの権利と

か子どもの教育についてきちんとやる安曇野市を目指すべきだと思うんです。お金の面、エ

アコンの話はまた別だと思うんですけれども、だから、そういう子どもの権利をきちんと守

るということを行政は目指すべきで、それとお金の問題があるのであれば、それは議会とい

うふうにおっしゃいましたけれども、議会は私たちの代表なわけなので、市民に問いかけな

くてはいけないと思うんです。最終的には議会が判断、議決するんでしょうけれども、その

議会の議員さんたちは私たちの代表なわけなので、議員さんたちは私たちの意見を吸い上げ

なくちゃいけないわけです。だから、そういうことをきちんと丁寧にというのだったら、そ

こを行政の人たちがきちんと考えていっていただかないといけないと思うんです。 

  だから、さっきのエアコンの話だとか、お金がないから仕方ないということは、安曇野市

民の生きる権利を奪う可能性も出てくるというふうに思って発言したほうがいいんじゃない

かなというのを一つ思いました。 

  それと、最初ちょっと私もいなかったのであれですけれども、安曇野市公共施設評価専門

委員会という方たちのご意見というかがあったというようにお聞きしたんですけれども、だ

から、これに関しては、教育の専門家だったり学校の先生だったり栄養士さんだったり、そ

ういう人たちの意見も十分聞くべきではないかな。だから、その人たちは公共施設の評価を

したいんですよね。お金の話をしたいわけですよね。 

 食育の専門家をきちんとこのことについては入れるべきだというのが一つと、あと、何か

聞いていて、きちんとした理念があって、一番理念に近い堀金があって、まだそこに到達し

ていないところがあって、これは私のかなりの補足ですけれども、堀金が食育としてはいい

わけですよね。他の人たちも、多分堀金みたいに給食を食べたいと思うんです。堀金ができ

ていて、他ができていないということに関して、他のところから堀金だけいいなというよう

な気持ちみたいなものが働いているのかななんてちょっと思ったんですけれども、だから、

そうだとしたら他のところのレベルアップを高めるべきじゃないかなというふうに思いまし

た。すみません。感想です。 

教育部長 昨年度、プールの市民説明会をやる中でも、今と同じように専門委員会のことに関

してご意見をいただきました。その際にも、やはりそういう利用者の代表、市民の代表が入

っていないというようなご意見がありましたが、あくまでも専門委員会というのは第三者的

な立場で判断をいただくということでやりましたので、そのやり方に関して利害関係者が入

るべきということではなくて、あくまでも第三者として公平な判断をいただくという中でや
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ったということでご理解をいただければと思います。 

  ただ、私どももソフト面でいけば堀金のよさというのを、全市的、他のセンターでも取り

入れたいということで、今後やっていきたいということでもって考えております。 

学校教育課長 どうぞ。 

参加者 さっき、穂高の方のご意見は、とてもいい意見だと思います。理想だと思います。 

  是非、第５案、皆さんが第５案を挙げたくないというお気持ちもあるかないかわかりませ

んが、是非全市的な説明会において、理想とするご意見があったということは強く伝えてい

ただきたい。 

  それで、堀金の話は、私も当時若干関係があったので、中学校が老朽化で、小学校は民間

委託だよと、給食センターだよという話があったやに記憶しております。ちょっと待てと、

センター化はだめだよと、自校給食だからという流れで、皆さん、諸先輩方が努力されて今

に至っている。 

  先ほど予算の話が出ましたが、合併から15年たとうとしている中で、それに固執する皆さ

んの人脈といってはなんですが、固執する必要は毛頭ない。 

  今後、穂高の方がご意見をおっしゃっていただいたように、15年、25年するうちに施設が

必ず老朽化してくると。その中で、そもそも論として、学校給食自体をどうするのか。統廃

合を含めて。今のこのまま流れていっていいのかということと、先ほど穂高の方がおっしゃ

ったように、自校給食にまさるものはないと個人的には思っています。ただ、予算との関係

というものがあるので、その辺は恐らく行政当局のほうからまた出てくるとは思います。 

  それで、日本において自校給食活動がだんだん増えている傾向が若干あると。市町村、自

治体によっては相反する方向に持っていくこともできるやに思っています。ヨーロッパ並み

とは言いませんけれども、堀金の校舎を建てるときに、隅っこは嫌だ、給食センターは。が

っと前へ持ってきて、全部レストラン風みたいにとは言わないけれども、どういう、子ども

に調理を見せるという考えもあるんじゃないかということで申し上げた記憶がございますが、

お前の言っていることは非常識だと一蹴されまして、いや、そうじゃないと。10年、20年先

はわからないから、やっぱり合併のときの調整項目は大体イメージとしてはわかりますけれ

ども、今後はそういうのはあるんですけれども、実は一般のことはまず置いて、選択肢を広

げた結果、やむを得ないというならやむを得ないです。 

  ただ、要するに出てきた、やっぱりそれに向けて建設的にやったほうの検討というものの

積み重ねも含めて、その結果も重要だと思います。ただ、結論は別として、子どものことと、
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それからＰＴＡになるわけで、皆さんのほうはどうします。これはＰＴＡの意見を全部吸い

上げて決定ということは多分できないと思いますけれども、市が責任を持ってやるというこ

との中では、市のほうの皆さん方の意見を尊重して、時期をかけていいんですけれども、そ

の辺はどうきちんと吸い上げていくか、必ずやったほうがいいと思う。 

  一番は伺うこと。ご意見はわかりました。豊科の方も意見を聞きませんかとおっしゃって

いただいたように、そういうことは実際なくてもいいですが、そういうふうにご意見があっ

たということはお伝えして、多くの方のご理解をと思います。 

  以上です。あとは堀金のときにまた申し上げます。 

  以上です。 

学校教育課長 そういった意見があったということはもちろんお伝えをするようにはさせてい

ただきたいと思います。 

  他はいかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

参加者 今日、今回は、この説明会が最初の説明会ということで、今後の説明会に向けてちょ

っとお願いをしたいんですが、一つは資料３で４案を示されたものを見ると、最終の４ペー

ジのそれぞれのメリット・デメリットを見ると、やはり行政の方がつくられたものという感

じで、現場の栄養士の方とか直接食育にかかわる教職員の方とか、そういう方々のメリッ

ト・デメリットというところがやっぱりないので、明日も説明会がありますけれども、そこ

ですぐ間に合わせることも大変かと思いますけれども、21、22日の説明会もありますので、

ちゃんと食育をやっている学校の職員だったら、すぐに幾つもメリット・デメリットを挙げ

られると思いますので、できたらそこのところ、21、22日の説明会には、そういう子どもの

教育に直接かかわっている学校の教職員と栄養士のメリット・デメリットの意見を添えてい

ただければというのが一つです。 

  それから、もう一つは、同じく資料３の４ページの一番下のほうで、今後、これからの課

題等についてということで、１番目に挙げられている中に、それぞれの地域の、先ほども意

見がありましたが、市民ということがないんです。一番最後の堀金物産センター等に入って

いるかなと思いますけれども、やっぱり市民の意見、とりわけ堀金地域については、それが

入っていないと何だと言って怒る市民もいますので、そこがまず聞くべきじゃないかと。今

まで堀金の学校給食をつくってきた市民の人たち、それを食べてきた市民の人たちの意見を

聞くべきじゃないかという声が強いですので、それは、もう明日の資料をつくっちゃってい
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ると思うので、これから直すことはできないと思いますが、そういうこともしっかり説明し

ないと堀金地域の人たちはちょっと大変かなと思いますので、入れてもらいたいと思います。 

  以上です。 

学校教育課長 大変貴重なご意見だと思います。ただ、この資料につきましては、ホームペー

ジのほうに既にアップをしたりしておりまして、４日間についてはこの資料で、公平性の観

点からしても通させていただければと思います。 

  ただし、この件につきましては、今回の説明会をもって終了という気はございません。今

後の第２次の市民説明会に向けての資料づくりの際の参考とさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

  他、いかがでしょうか。 

参加者 今日の説明会で、廃止と統廃合の部分について説明をしていただいたと思いますけれ

ども、その話の内容と民間委託の部分も一部あるんですけれども、堀金のセンターをどうす

るか、廃止・統廃合していくかということだと、結局センター全体の委託の問題というのは

別なんじゃないかなというふうには思っていたんです。それについての、ここであわせてご

説明しているのはなぜかということ。それから、今後もこの部分をもうちょっと説明をして

いただければなと思いました。今後のことで。 

  あともう一つは、説明の中に、市民向けの説明会は今回が初めてだと。これとは別に、堀

金、どんな会合でどういう話をされたのかというのはちょっとわからないんですけれども、

これまでの何らかの会で説明をされてきた経緯があるという話でしたので、そこでどんな議

論をされたのかということを、また何らかの機会で示していただければと思います。 

  以上です。 

教育部長 ありがとうございます。 

  ただ、この資料といたしましては、今後考えていく中で、給食センターのあり方がどんな

方向性があるのかということでこの資料をつくってありますので、こういうつくりになる。

今、統廃合と民営化は別の話ではないかということが出ましたけれども、ただ、将来的には

やはりそういうことというのが課題として、どちらにしても上がってくるということはあり

ますので、こういうつくりでしようがないのかなとはちょっと思うところがございます。 

  すみません。昨年度説明してきたのは、堀金の小学校、中学校のＰＴＡの常任委員会、そ

れと、食材を提供いただいている物産センター給食の会の皆さん、それと、堀金区長会の皆

さん。基本的には説明資料等は若干の手直し等ありますが、基本的には今回お配りした資料
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の１と３を使って説明をしてきております。 

  今、やっている説明、最初にも申し上げましたが、堀金給食センターの学校給食における

現状と課題をご説明しております。いただいたご意見につきましては、また取りまとめをし

て、将来での議論のもとに使わせていただきたい。当然ながら議会との議論といいますか、

説明等にもこの結果を説明していく中で、またご判断等仰いでいきたいとは考えております。 

学校教育課長 はい。 

参加者 すみません。最後にお願いがありまして、堀金小学校の保護者としまして、先ほども、

去年常任委員会とかでもお話ししてくださったということなんですが、正直、先ほどのお母

さんもおっしゃっていましたけれども、一般の者は本当につい最近というか、給食センター

がなくなるかもしれないという情報が入ってきて以来、全然、一番かかわってくるであろう

堀金小の保護者や子どもたちというのは、本当にまだ全然その意味がわかっていなかったと

いいますか、何が起きるんだという形で全然遠い話のような感じでずっと今日までおりまし

たので、もしこれからも第２回説明会ですとかいろいろ開催される予定であるならば、もう

ちょっと、一番お話を聞いている限りでは堀金小中がかかわってくる問題ではあると思いま

すので、堀金小中学校や、あと、変な話、もうこれから出てしまう子どもたちよりも、保育

園の子たちがこれから小学校に上がって、また小中と長い間これから給食に携わる方たちに、

もうちょっとわかりやすい説明をしていただけたほうが、親としては、本当に一部のお母さ

んたちはすごく慌てているお母さんたちもいらっしゃれば、本当に、給食センターがなくな

るというのはどういうことかと、その意味がわからないという、本当にすごく差があります

ので、正直、常任委員会というのは本当に６年生のお母さんとかそこら辺しか情報が入らな

いので、もっとみんなにわかりやすく、そういうホームページや何かだとやはりお母さんた

ちは見逃してしまったりもするので、学校のほうにもまた意見は出してみますが、もうちょ

っと学校全体に、小、中、保育園と、皆様にわかるように案内を出していただけたら、ご説

明がもっと、今日ももっと皆さんいらっしゃるかと思っていたら、すごく少なくて私も正直

びっくりして、学校のほうでも一応お知らせはいただいているんですけれども、それもちょ

っと１週間前だったりもしたので、もうちょっと早く連絡をいただいたほうが皆さんご都合

もついたかなというのもありますので、もうちょっとかかわってくる者たちに前もってわか

りやすいお知らせを出していただいたほうがよろしいかと思うので、是非よろしくお願いい

たします。 

参加者 今、お母さんがおっしゃったことを、私もすごく疑問に思っていて、こういう市民説
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明会の前に、学校としてこういうことが、今、課題になっていて、こういうことになってい

ますみたいな、ＰＴＡとか子どもたちに向けての説明会をされたのかな。多分それをされた

上で市民に説明されているのかなと、その流れとして。そっちが先じゃないかなと思ったの

で、そのことをちょっと学校に問い合わせをしました、個人的に。学校の、どなたとは言い

ませんけれども、トップのほうにおられる方のお答えとして、給食に関しては、学校はほぼ

行政に供給していただいているものなので、センターから入れていただいているものなので、

物は申さないとおっしゃったんです。学校とはほぼ関係ないみたいな言い方をされたんです

が、そういう認識で、それが常識的な考えなんでしょうか。ちょっと私、すごく違和感があ

ったんですが、その辺はそういうことなんでしょうか。事実として。 

  あくまでも行政とか教育委員会がかかわっているだけで、学校は直接、給食センターは自

校じゃなくなっても、センターに移っても、それは困るとか、子どもたちにもっとケアしな

きゃいけないから、目に見える形で今のままでいきたいとか、そういうことは言えない仕組

みというか、言わないというか、そうおっしゃったように思うんですが、そうなんでしょう

か。 

教育部長 すみません。ちょっと学校側のお答えですので、ちょっと私もしっかりとお答えで

きるかというと難しいんですけれども、ただ、そういう認識だったのかなということは思い

ます。 

  説明会につきましては、ホームページとか市の広報につきましては、４月の早い時期から

かな…… 

学校教育課長 17日です。 

教育部長 出しています。ただ、小中学校に関しましては、ＰＴＡ総会に合わせて周知をさせ

ていただいて、通知を配ったという経過がございます。中学校のほうは４月のうちだったん

ですが、小学校は連休明けだったということの中で、ちょっと時間的に今回の説明会まであ

まりお時間がなかったという具合にはなっています。 

  ただ、ホームページや広報に関しましては、ちゃんと出していたということでご理解いた

だければと思います。 

参加者 今のお話だと、私にお答えいただいた個人の先生の認識だったのかなとおっしゃった

と思うんですけれども、そういうことですか。 

教育部長 個人のというか、ちょっと私のお答えしていることじゃないもので、私がその先生

のお気持ちをちょっと代替できないということを言っているんですが。 
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参加者 いや、お気持ちじゃなくて、先生はそういう仕組みだと、安曇野市が。学校は給食に

対して物は申さないという仕組みですとおっしゃったんですが、そうなんですかとお聞きし

ています。 

学校教育課長 後でその先生に確認を、私のほうでさせていただきたいと思います。言った言

わないの問題でございますので、もしお答えいただけるようなら、その対応をした先生のお

名前を覚えていらっしゃるなら、私のほうに教えていただければ、後で先生のほうに確認を

しておきます。 

参加者 じゃなくて、さっきもそう言ったんですけれども、先生たちもかかわることだと私は

思うんですけれども、そういう認識でいいんですよね。先生たちの関係ないことじゃないで

すよね。 

学校教育課長 こうして市民説明会まで開かせていただいている中で、学校の先生は関係ない

とはもちろん申し上げないです。市民である先生方もいらっしゃいますし、当事者としての

先生もいらっしゃいますので、先生方を抜きにしてやるということではないです。ただ、か

かわり方というのはこれからいろいろ検討させていただいたいようには思っております。 

参加者 学校の先生たちにはかかわっていただきたいなと思って。 

  何か、ずっと明快な答えが全然得られていないんですが、安曇野市の仕組みはどうなって

いるんですかとお聞きしているんですが。 

教育部長 すみません。私どもが学校側に対して、そういうことは意見は言わないでください

とか、そういうことは申し上げておりません。ただ、学校側の配慮として、場合によればそ

ういう具合に言われた方もいるのかなとは思うところではございます。 

  私どもがそういうことを、意見とか言っちゃいけないとか、そんなことを言っているとい

うことはございません。 

  以上です。 

参加者 そういう敵対関係みたいな話し合いではなくて、もちろん学校が子どもたちを預かっ

ている教育現場ですので、そこで直接口に入るようなものですから、一番命にかかわるよう

な、直接的に。いじめとかいろんな問題はありますでしょうけれども、直接的に生命にかか

わるようなことを、学校現場で供給しているわけですから、口に入るものを。学校が関係な

いなんていうのは、もう本当に違和感しかないんですが、その学校側の、この堀金のほぼ自

校給食といえるようなものをなくしていくということに対して、その堀金の小学校なり中学

校なりが何かご意見をおっしゃったのか、どういう考えを持っていらっしゃるのかをお聞き
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したときに、いや、そういう考えを言う立場にないとおっしゃったんですが、そういう仕組

みですと、ここは。そうなんですかとお聞きしています。 

  言うなとおっしゃったとか、そんなことを言っているわけじゃないです。そういう仕組み

なんですかと。だから、行政側は学校に聞かない、そういうことは。行政で責任を持ってや

るべきことなので、学校には聞かないという仕組みなのか、それとも学校も巻き込んで、学

校の話ですから、もちろん校長先生、教頭先生、教職員の皆さん、今、堀金のセンターで働

いていらっしゃる皆さん、みんなを巻き込んだご意見をもちろん吸収した上で、こういう説

明会をされているのかということをお聞きしています。 

教育部長 すみません。学校に対して直接このことをというのは、こういうことを考えていま

すということはお伝えした経過がございますけれども、それに対しての意見というのは聞い

てはいないです。 

参加者 それは、そういう仕組みだからですか。そういう関係ですか。 

教育部長 確かに食にかかわること、命にかかわることです。ただ、じゃ、他のセンターが命

にかかわるようなものを出しているのかという、ちょっと何か極論の話になっちゃうような

気がするんですよ。 

参加者 いやいや、そんなことは言っていません。 

  食の形を、供給する形を変えるというお話をされていますよね。変える可能性があるとい

う。そういうことを言っているんです。他のセンターがどうとかそういうことじゃなくて、

今、話題になっているのは、堀金小学校の隣接しているセンターを、他のところに、経済的

な理由、いろんな理由で吸収してもらって、そっちに移していく。今の形を変えるというお

話ですよね。そのことについて学校側の意見を積極的に聞かないというのは、どういう意図

がおありになるんですか。どういうことなのか。 

  もう本当に一般市民として、何だかとても違和感があるんですが、そこが。言わないから

聞かないんじゃなくて、どうして積極的にお聞きにならないのかなと。 

学校教育課長 学校から積極的になぜ意見を聞かないんだというご意見かと思います。 

  給食センターを、例えば供給方法を変えていくですとかそういう場合には、給食センター

運営委員会という会議がございます。これは、条例に基づいて設置をされた委員会でありま

して、給食に関する重大な事項について諮問を受け、答申をするというような形になってお

ります。ここには小中学校の校長先生であるとか、学校医の先生、学校薬剤師の先生、ある

いはＰＴＡの代表の皆さんが入っておりますので、まずはこうした会を重ねて皆様の意見を
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お聞きして、そこのセンターの運営委員会にも報告をして、そこで必要があれば学校からの

意見を吸い上げるような形はとっていけるかというように思っております。 

  以上でございます。 

参加者 よろしいですかと言われれば、よろしくはないんですけれども、今の時点でそういう

お答えなんだなというふうに理解します。 

  ただ、先ほど何か、別に隠せとは言われていないので、私に答弁していただいた先生のこ

とは言ってもいいのかもしれませんけれども、もしそのことでプレッシャーがかかったり、

その先生に何かそういうことが起こると私もとても嫌なので、結構責任のある立場の方だと

いうふうに申し上げておきます。 

学校教育課長 わかりました。 

  もう少しお時間ございますので、どうぞ、何かありましたらお願いいたします。 

参加者 すみません、何度も言っちゃうんですけれども、さっきも第三者的な人たちで決める

というふうにおっしゃっていましたけれども、こういうことに関しては、やっぱり当事者が

入るべきだと思うんです。別に当事者が入っても、その人に利益誘導になるわけではないの

で、お金がその人に行くとかそういうことになれば、それは第三者的な人たちが決めるとい

うことは当然だと思うんですけれども、それはそうじゃないので、やっぱり学校の先生だと

か、子どもたちだとか、お母さんたちだとか、言ってみれば市民全部だと思うんですけれど

も、だから、そういうところからきちんと今の現状を説明して、意見を吸い上げるというこ

とを、丁寧にというんだったらそこを丁寧にやっていただきたいと思うんですけれども。 

  だから、第三者委員会で決めることではないんじゃないかなと私は思いました。 

教育部長 すみません。先ほど言いましたのは、公共施設再配置計画の基本方針をつくるとき

の専門委員会の話、これは、給食センターだけではなくて、市の公共施設全てに対しての基

本方針をつくるときに、そういう専門委員会からの意見を聞いたということですので、今回

この説明会というのは、先ほど課長のほうから申し上げましたけれども、再配置計画に掲げ

てある施設を、じゃ、今後どうしていこうかという個別の話になるときには、今まで、昨年

の穂高のプールもそうですけれども、市の方針が決まった後に説明会をやっておりました。

そういう中では、やはり市民の皆さんから不満も非常に多かったのは事実です。 

  今回は、あらかじめ現状を皆さん、市民の方に知っていただく中で、いろんなご意見を聞

いて、それから方針を決めていこうということで、今回の説明会をやっています。今回の説

明会というのは、ちょっと今までと違って、ワンステップを置く形の中で開かせていただい
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ている説明会ということでご理解いただければと思います。 

教育部長 もうお一方ぐらいいけるかと思いますけれども。 

（発言する者なし） 

 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎閉 会 

教育部長 それでは、長時間にわたりありがとうございました。 

  今日から市民説明会ということで、多分明日は堀金ですので、多分大勢の方がいらっしゃ

るのかなと思ってはおります。 

  今日いただいたご意見、また全部まとめる中でもって、また市としての方向づけの参考と

させていただきたいと思います。 

  本日はどうもありがとうございました。 

 


