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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 私どもからの説明は以上でございます。 

  それでは、お座りの皆様からご質問、ご意見を承りたいと思います。 

  恐れ入りますが、こちらで指名をさせていただきますので、お名前をおっしゃっていただ

いてからご発言のほうをお願いしたいと思います。 

  では、よろしくお願いいたします。 

参加者 この問題、ちょっと市のホームページで見まして、問題というか課題は２つあったと

思うんです。１つは、今の堀金給食センターが、合併前に基金等の積み立てを利用して整備

したというふうに伺っております。結局三郷とか豊科みたいに変なことをやっていなかった

堀金が、健全な財政運営の証拠だと思うんですけれども、それをただ単に経緯の説明とか集

約化というようなことで潰しちゃって、果たして住民として許容できるかどうかと。 

  しかも市長は、まあ昔のことを蒸し返すようで申しわけないんですが、必要最小限なんて

言って選挙に出ておいて、100億円もかけてでかい庁舎を建て、また今度、体育館を建てる

わけでしょう。それも合併協議会のときから1.5倍くらい膨らませたもので、38億円。そう

いった箱物にはばんばんお金を使うのに、よりによって文教予算を、昨年とか考えられない

と思うんです。しかも学校給食でしょう。子どもの口の中に入るものをつくるんですよ。経

費の節減なんていうことは私は全く考える必要はなくて、学校給食というものはむしろ自校

方式でやっていくのが基本だと思います。 

  少子化、少子化といって、あたかも少子化が問題かのようにおっしゃるように私は聞こえ

たんですが、子どもの数が少なくなるということは、それだけきめの細かい教育や、学校給

食にしたら食材の調達とか、むしろメリットだと私は思います。先ほどから地産地消の推進

とかいっても、結局大規模センター化で使える食材は、結局大量生産されたものが多くなっ

てしまうんです。例えば100人、200人程度の小学校で自校給食といえば、本当に近所の農家

の皆さんの手づくりの食材が使えたりするわけなので、本当にそこら辺を考えると、むしろ

学校給食なんていうものは大規模化するメリットは全くないと思います。 

  それから、ＴＰＰになって遺伝子組み換えのものがばんばん日本に入ってきています。そ

ういった食の安全とか、あるいは食品添加物とか残留農薬とか、そういった賢い消費者を育

てるための食育も、これからはますます重要になってくるんではないかと思います。 

  それからもう一つ、民営化の話なんですけれども、民間業者に、こういうふうに民間活力



令和元年 5月 19日  学校給食センター市民説明会（堀金会場：午後） 

－2－ 

なんていうふうに何か格好いいことを書いていますが、民間業者は利潤を上げることが必要

になってきますので、必ずそこにはいろんな無理が出てくると思います。例えば食材につい

ても、先ほど申し上げたように、結局安いものになっちゃうんです、民間業者は。そこら辺

の安全をいかに担保するか。 

  これ、私事なんですけれども、うちの息子が秀峰に行っているんです。秀峰の中学校は、

学校給食を完全に民間業者に委託しているんです。そうしたら、うちの息子は何と言ったか

と、三郷小学校のときはおいしかった。秀峰の給食はまずくて食えないと怒って帰ってきま

して、うちの女房はずっとお弁当を持たせました。そうしたら、中学３年になったときには、

クラスでやっぱりお弁当持参の友達が七、八人。最初うちの子１人だけだったんですけれど

も、増えました。それが現実なんです。 

  結構今の集約化された南部の給食センターですら、民間の給食業者に比べるとおいしいも

のをつくっていただいているので、これは是非現状の４センター、むしろ大規模化したセン

ターをこれからも小回りがきくように、自校方式にしていくくらいの方向でいかないと、私

はだめだと思います。安心・安全なものを本当に子どもには食べさせたいと思いますので、

以上、私の意見でございます。 

教育部長 ありがとうございました。 

  合併する前から、基本的に堀金以外の町、村はセンター方式をとっていたことは事実でご

ざいまして、明科は生坂村と共同で調理場をつくっておりました。合併する前に、豊科から

の申し入れがありまして、豊科につくる中部のほうへ一緒になるというようなことがありま

して、そんなようなことをしてきた経過がございます。 

  確かに堀金の給食センターも小学校に併設してつくっておりますので、廃止するというこ

とになると後利用のこととかいろいろ出てきますけれども、ただ、逆に他のセンターをやめ

て自校方式にするとなると、それまで投資したお金というのが無駄になっちゃうというよう

なことがありますし、新たにつくるとなるとまた費用もかかるというようなこともあるのは

事実かなとは思っております。 

  あと、少子化できめの細かな教育ができるんじゃないかという、そのとおりだと思います

が、ただ同時に少子化になれば、税収も当然ながら減っていくという事実がございます。私

ども、できるだけ人口が減らないようにということで、いろいろな取り組みは、今、しては

おります。そういう中で、急激な減り方というのは多分今のところないのかなと。ただ、緩

やかであるけれども減少しているというような現状になっているのかなと思います。 
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  あと、民営化というか業務委託の話の中で、食材が何か安いものになっちゃうんじゃない

かというようなお話がございましたが、先ほどの資料３の３ページの下に、業務委託した場

合のこういうものが考えられるというものが書いてありますが、基本的には献立をつくるの

は、業務委託しても県の栄養士が献立をつくって、食材の発注をするという形になります。

あくまでも業務委託というのは、調理業務であるとかそこに書いてある食器等の洗浄である

とか、配送車の運転業務であるとか、そこに書いてあるものが業務委託されるということで、

食材の購入まで含めてそっくりどこかへ任せてしまうとか、そういうことは現在はできない

ような状況にはなっております。 

学校教育課長 はい。 

参加者 １点聞きたいのは、この給食センターをどうするのかという話題が出たのは、去年の

12月の市民タイムスの報道でしたよね。そのときに、もう既に関係者には意見を聞くような

ことを書いてありましたが、食育ということを大きく捉えると、これは地域の課題だと思う

んです。やっぱり元気な子どもを育てるというのは地域の財産であるわけですから、そうい

う意味では、まずは説明というのは地域の住民にまずして、いや、これはＰＴＡの問題だか

らＰＴＡに任せますよとか、予算を提供してくれる人たちには出したほうがいいよねという

ようなふうにいくのが普通だと思うんです。 

  市では、行政の進め方は、協働とか地域づくりと言っていますが、やっぱりこの食育の問

題は、地域づくりの観点から、まずは今回みたいなふうな説明会のように、去年の12月の時

点で説明会をすればよかったと思うんだけれども、半年たった今になって説明会というのは、

何か理由があるのでしょうか。 

教育部長 給食センターの現状につきましては、昨年８月に堀金小学校のＰＴＡの常任委員会

でまず説明させていただいて、その後、学校給食センターの運営委員会であるとか、堀金中

学校のＰＴＡの常任委員会、あと教育委員会とか、そういうところに話をさせていただいて、

今回のこの市民説明会になっております。 

  今、市民説明会のほうが先じゃないかというお話がございましたけれども、私どもといた

しましては、まず給食にかかわっているＰＴＡの皆さんたちに、まずご様子なりをお聞きす

る。そういう中で、やはりアンケートであるとか市民説明会というような要望も当然ありま

したし、私どもとしては、実際に一番関係されるＰＴＡの皆さんたちからそういうお話をさ

せていただいたという状況ではございます。 

参加者 もう半年たっているわけだから、よりこの説明会を深めるためには、じゃ、そのとき
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に聴取した意見はこんな意見がありましたよというようなことも、資料として出してもらっ

たほうが、説明会は深まるのかなというふうにちょっと思ったもので、今、そういう意味で

発言しました。 

  それで、もう一点ですけれども、公共施設再配置計画の10年間の計画には、給食センター

はないんですよね。何でその計画にないものが、10年計画にないものが、今、こうして検討

しようというのは、10年間協議をして、11年目にやりましょうという意図があるとは思えな

い。 

  再配置計画の中で、学校給食センターは率で11.7％でしたか、減らしましょうというよう

な数値になっていて、それは、延べ床面積に換算すると690か700弱ぐらいの面積になるんで

すが、その面積は堀金の給食センターのスペースとニアリー・イコールになってしまうんで

す。ということは、28年にその再配置計画をつくったときには、既に堀金は人数も減ってい

るから、廃止の方向でいこうよというような思いがあったような気がするんですが、その10

年の再配置計画にないものを、今、ここで４パターンを出して説明する意図はどこにあるの

かなというふうに思います。 

教育部長 ありがとうございます。 

  再配置計画の話が出ましたけれども、平成28年６月に再配置計画というのを立てておりま

す。その中で、各用途区分別の施設の保有面積、将来的、60年後にはこうしていこうという

ものができておりまして、合計では32.9％の市の保有施設の床面積を減らしていこうという

計画になっております。 

  その中で、学校施設につきましても、児童生徒数が減少するということから、約２割は減

らしていきましょうという計画になっております。それを含めて全体で32.9％、60年後まで

に減らそうという計画になっております。 

  その中で、29年度から10年計画案というものを示させていただいております。それは、向

こう10年間に市が保有している施設を改修したり、民間へ譲渡したり廃止したりという10年

間の計画を一覧にした資料を、平成29年度からつくっております。 

  今、言われましたように、給食センターについては、全くこの中に入っておりません。た

だ、その10年計画案の中で、学校施設の改修等は計画的にやっていくというところは入って

おります。 

  今回のこの説明会は、給食センターの現状をまず皆さんに知っていただきたいということ

で行っております。最初の説明でも申し上げましたが、廃止というものが、今、もう方向と
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して決まっているとかそういうわけではなくて、今の現状を皆さんにお伝えする中で、皆さ

んからのご意見をお聞きしていこうということで、この説明会をやっております。そういう

中で、10年計画案にはまだ載っていないということになっております。 

参加者 私の、何でそういう質問をしたのかということの結論なんですが、自校給食をしてく

ださい。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  他の方いかがでしょうか。 

参加者 先ほどＰＴＡの常任委員会のほうでという話があったんですが、一般の保護者のほう

にはその件は一切連絡が来ていないんですが、それで、やっぱり３月の学級懇談会で、うち

のクラスは、そういう話がありますということを言った保護者の方がいまして、知っている

方というので聞いたところ、１人、２人、市民タイムスを見て初めて知ったという人が数人

いただけで、実際に常任委員会で市のほうで説明があったという話は、一切ＰＴＡの正副会

長さんのほうからもクラスのほうには出てきていないので、もう一度改めて小学校、中学校

のほうに、給食を自校でやってほしいか、合併してやったほうがいいのかというアンケート

を、保護者と生徒にとっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

教育部長 ありがとうございます。 

  それに関しては検討させていただきたいと思います。 

学校教育課長 続けてお願いいたします。 

  いかがでしょうか。 

参加者 今の話の続きになるんですけれども、今回の説明会のお話を保護者のほうが知ったの

も、小学校は火曜日、月曜日が土曜参観のお休みだったために、小学校は明けた本当に火曜

日だったんです。今日の土曜日という形で、中学校のほうもゴールデンウイーク直前の最後

の出席の日ということだったんですけれども、今回、保護者の意見なり周りの意見が聞きた

いということであれば、もっと早く説明会の通知を個人的に学校のほうに配布することは可

能だったのかなと思うのと、あと、なぜ中学校のタイミングと小学校のタイミングが同時に

近いものなのに、こんなに差があって配布されるのかということを、ちょっとお伺いしたい

んですけれども。 

教育部長 この市民説明会の周知につきましては、広報について、４月中旬、17日の広報い出

しております。ホームページも同じような時期に出しております。 

  それと、小中学校のＰＴＡの皆さんへの、ちょっと周知の時期がずれたというのは、ＰＴ
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Ａ総会に合わせてこういうものがありますという告知をさせていただいて、今回ありますと

いう通知をお配りしたという中でもって、時期的にずれたということになっております。 

  最初は、少しＰＴＡ総会の中で、少しお時間をいただく中で、少しお話しできればと思っ

ていたんですけれども、やはりお話を進めていく中では、ちょっと告知をする時間がないと

いうことで、ＰＴＡ総会の中で告知をさせていただいて、通知をお配りさせていただいたと

いうことでございます。 

学校教育課長 はい。 

参加者 堀金の学校給食のメリットとかがとてもすばらしいなと思ったんですけれども、この

メリットを、デメリットが大分少ないんです。それをやめるということは、費用の削減とい

うことだったんですけれども、どの案にしても結局費用がかかると思うんですが、具体的な

数字がここには書かれていないんです、その係る費用の。そうすると、今まであったいいも

のをなくすほどの費用がわからないんですけれども、そこのところをちょっと詳しい数字が

ほしいなと思いました。 

教育部長 説明資料の中で、すみません、資料３の４ページのところで、人件費の削減とか施

設の経常経費の削減ということが書いてございます。そこに書いてある所長、事務員、アレ

ルギー栄養士、配送員の人件費というのが、大体年間1,000万円。あと、堀金給食センター

の施設の維持経費、年間にかかっている維持経費というが大体2,000万円ちょっとぐらいで

あります。 

  私ども、堀金でやっている食育、Q食の会の皆さんから食材を提供いただいて、子どもた

ちの給食に出しているという仕組み、大変すばらしいものだと思っております。市内には他

の物産センターも幾つかありまして、物産センターから直接食材を仕入れている給食センタ

ーもありますが、やはりQ食の会みたいな大きな組織になっていないのが現状ではございま

す。そういう中では、この堀金の仕組みというものを他の物産センターでも取り入れていた

だいて、他のセンターの安曇野産の食材割合というのが少しでも増えていけばいいなという

ことで、今後取り組みをしていきたいと、そういうふうにも考えております。 

参加者 すみません。堀金のほうにかかっている費用はもちろん大事なんですけれども、それ

以外に今回新しい案として出されているものに関しまして、新たに設備を直さなくてはいけ

ないとか、例えば給食センターをなくした場合に改修工事をしなくてはいけないとか、そう

いった費用がかかるかと思うんです。そういう費用がどのぐらいかかるのかが、ちょっとわ

からない。この資料だけだと。 
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  それで、それをかけてまでやめるほどのものなのかということもわからないので、そうい

う詳しい資料もできればいただきたいです。 

学校教育課長 大変ごもっともなご意見だと思います。 

  ただ、詳細な費用をお示しするということは、ある程度方向づけをしてからというふうに

我々考えております。例えば、今の堀金の給食センターをこういった用途に使っていきたい

となった場合には、その用途に応じた費用というものはそれぞれ異なってまいりますので、

今、単にそういった費用面だけの話ではないというようなご意見をたくさん頂戴しておりま

すけれども、やはり我々もそのとおりだと思います。詳細を示して、費用の総額を示してと

いうことは、また次の段階でと考えておりますので、ご了承いただければと思います。 

  以上でございます。 

参加者 さっきから聞いていると、この案というのは、どういうプランになるかは白紙だと言

っているんですが、もう既に何か廃止する方向というような感じになるし、いい点が多いと

いうことを、どうしてそれをもっとアピールできないんですか。それをやめるとか、なくす

とか、統合とかでなくて、じゃ、堀金のいいモデルがあれば、それを逆に市内、県内、国ま

で発信をして、それでもうちょっとこういう魅力のある、こういった状況をアピールして、

むしろそれをメリットに使ってというようなふうな気がするんです。 

  それで、何かにつけては費用だ、費用だと言うんですけれども、逆に本当にこの堀金の給

食は非常においしいという評判は私も聞きますし、私の娘ももう大きくなって、私、孫もい

るんですけれども、その娘も、ああよかった、楽しみだというふうにきて育てているんです。

そういうことをまず基本的に考えて、逆にどうしたら残していけるかということを、どうし

て優先的に考えないかというのが、ちょっと私、疑問です。 

教育部長 ありがとうございます。 

  先ほども言いましたが、堀金のいいところは私どもも市内に広めていきたいなとは考えて

おります。堀金だけの子どもじゃなくて、安曇野市の子どもたちみんなが良い環境の中で給

食を食べられるというかは考えております。 

  ただ、一つあるのが、先ほど説明でも申し上げましたが、建屋は平成17年に建ててありま

すので、まだ15年目ですか。比較的新しいです。ただ、調理器具が既にもう耐用年数とかが

過ぎているようなものもございまして、堀金の給食センターの調理器具を全て改修すると、

交換なんかするだけでもって１億円以上かかるという話は聞いております。ただ、そこに当

然ながら全部工事が伴いますので、そうするともっと費用がかかるのかなということはござ
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います。そういうタイミングがそろそろやっぱり来ているということが現実としてあるとい

うことも、今回お伝えさせていただいている一つではあります。 

参加者 今、具体的に１億円とかという数字が出ましたよね。そっちだけ出て、何でこれから、

もし堀金の給食センターをやめるとか統合するとかというときになった場合に、幾らになる

かという、一番大事なところだと思うんですけれども、そこをどうして数値というのが出て

こないんですか。 

教育部長 それは、先ほど申し上げました、結局、後利用とかを決めないと、どういう具合に

直していくかというのが出てこないという部分がありますので、そういうことでございます。 

参加者 だから、マイナスの一部はわかりますよというのはわかりました。だけれども、それ

で変わる場合にどうなるかということを、実際にコストとしてはじき出さないと、どうにも

ならないんじゃないですか。おかしいじゃないですか。足す前に、もっと考えるわけでしょ

う。コストだけ言うなら。 

  我々としては、現状の、今、○○さんも言われたように、○○が言われたようなこと、あ

るいは皆さんが言われたようなことからすれば、このまま持続してほしいと、そういうふう

に思っています。コストだけ言うなら、そういうこれからかかる費用も見積もって、幾らに

なるかということも出すべきだと思いますけれども。 

学校教育課長 大変ごもっともなご意見だと思います。 

  ただ、費用を出すということは、ある程度方向性を絞っていかないと出せないということ

でございます。今はその時期ではないと思っておりますし、いずれはそういった費用面の詳

細もお示しをしながら、再びご説明を申し上げる機会があろうかと思います。ご了承いただ

ければと思います。 

参加者 言っているのは、マイナスの１億円だよということが出たからには、それにかわるも

のだったら幾らかかるということは、当然民間なら考えますよ。違いますか。皆さんの意見

を聞いてみてください。 

教育部長 すみません。１億円と言ったのも概算見積もりなので、実際に本当にどのくらい全

部設備を変えればいいかというのは、先ほど言った多分それ以上かかるだろうと、ちょっと

漠然としたところではございます。 

  後利用とか、結局というか、本当に、じゃ廃止ということが決まって、廃止という方向性

が出て、じゃ、後利用をどうしようかというものが出れば、しっかりとした見積もりとかを

出すことは十分可能かと思います。 
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  ただ、まだそこまで、今、話がいっているわけじゃないのでという具合に私どもとしては

考えてはおります。 

学校教育課長 申しわけないですが、ちょっと初めての方がいらっしゃいますので、お願いし

たいと思います。 

  どうぞ。すみません、お子さんのほうから。どうぞ。 

参加者 給食では、ない場所からお金を出すことはできないでしょうか。意見を聞きたいです。 

学校教育課長 ごめんなさい。もう一度お願いしてもいいですか。 

参加者 僕たちの給食のこと以外からお金を引くことはできないんですか。 

参加者 子どもが言いたいのは、今回、自分たちの堀金の給食センター以外のところから、お

金を要は引くというか、給食センターを廃止する以外に、何かそのかわりになる方法はない

のかというのを聞きたいらしくて、どうしてあえて子どもたちの給食センターが、まあ標的

という言い方はおかしいですけれども、対象になってしまうのか。経費を削減というのであ

れば、給食センター以外のところで、他の施設でも何でも構わないので、他のところからま

だ引けるところがあるんじゃないかと。本人的には、自分たちのところじゃなくてもいいん

じゃないか、他のところからちょっとずつでも経費を捻出することができないのかというの

を聞きたいらしくて、本人たちには全く説明が今のところない状態で、こういう手紙を学校

からもらってくるまで、これは何の手紙なのだろうかといったときに、給食センターの説明

会があるよと言ったら、そうしたら本人が、今日は自分たちが参加しちゃいけないのかとい

う話をされたもので、今日ちょっと連れてきたんですけれども、やっぱり堀金の大半の子ど

もたちが堀金の給食が大好きで、毎日帰って来て、明日の献立は何かというのを献立表で見

るぐらい大好きなんです。 

  なので、その自分たちの給食センター、そばにいて先生たちと一緒に食べている、その先

生たちのつくっているところが見られない、そこの給食が食べられないということが、市の

方や保護者が思っているよりもすごく大きなことで、要は第二のお母さんのご飯が食べられ

ない、そういう気持ちがすごいあるみたいです。 

  それが、三郷で、例えば南部給食センターと合併して、そこの給食が食べられるよと言っ

ても、やっぱり自分たちが間近で見ている、いつも一緒に食べたりとか、さっきも給食を一

緒に食べるというふうに、私たち、つくっているところはもう見られる状態に堀金はなって

いるもので、その給食がなくなってしまう、食べられなくなってしまうということは、すご

く毎日つらい思いを、今、しているような、食べていない大人の方にしてみれば笑っちゃう



令和元年 5月 19日  学校給食センター市民説明会（堀金会場：午後） 

－10－ 

ような問題かもしれないんですけれども、私がすごく心配しているのは、中には堀金の給食

じゃなくなったことで、給食を食べなくなってしまう、給食自体を食べられなくなってしま

うお子さんも中にはいると思うんです。そういう話も聞いたことがあって、他のところの県

外ですけれども、給食が違う給食センターになったり、委託で変わった場合に、食が合わな

くて食べられなくなったという話も聞きました。 

  なので、やっぱり、さっきのメロンがそうですけれども、子どもたちはすごくメロンも楽

しみにしていて、堀金の給食自体をすごく楽しみにしている。そんな給食をあえてなくさな

きゃいけない理由、そこじゃなきゃいけない理由というのもお聞きしたいですし、さっきも

他の方が質問していましたけれども、そんな中で、親としては、この後その給食をなくす必

要性があるのかというのを、やっぱり賛成する、反対する、どういうふうな計画に賛同する

かというところで、すごく決めたいところがあるんですけれども、実際さっきもおっしゃい

ましたけれども、今後もどれぐらいの費用がかかって、どれぐらいのコストがかかって、例

えばこの案であればこれぐらいの金額がかかるけれども、お母さんたちいいですかと言われ

れば、この金額なら子どもたち、マイナスが出てしまうのであれば、給食をなくしてもいい

かなという目安になるんですけれども、今、実際に案は出ているけれども、その案、廃止す

るということが決まらないと、それに対する費用が捻出できないとおっしゃられてしまうと、

じゃ、もしかしたら廃止になった後、自分たちが廃止でいいよと言ったものの、多額なお金

がかかってしまったり、だったら廃止と言わなかったのにという方も、多分この中にいると

思うんです。それを考えるための説明会をしていくはずなのに、先のことがわからない。そ

の案に対しててんびんにかけられないのに決定をしなくちゃいけない、廃止になるかもしれ

ないと思っていること自体が、ちょっと子どもたちにも負荷がかかるし、私たちも困るとい

うところで、廃止、廃止じゃないとか決める前に、どういう選択肢があって、それに対して

どういうお金がかかって、それがどうして堀金の給食センターを廃止することにつなげてい

かなきゃいけないのかという順番というか道筋が、ちょっと違うんじゃないかなというとこ

ろで、今日はそれが、私は説明会で聞けるのかなというふうに思って来たんですけれども、

結局この資料に見ている限りでは、こういう案がありますよということはわかったけれども、

じゃ、それに対して自分は反対できるのか、賛成なのかということには結局至らなくて、さ

っき、やっぱりその費用を出してほしいというのはもっともで、そういう費用を仮にでも、

さっき仮に１億円と言ったんですけれども、概算で仮に幾ら、仮にこういうメリット、デメ

リットの金額があるよというところを親に示してほしいし、同時に子どもたちにもそういう



令和元年 5月 19日  学校給食センター市民説明会（堀金会場：午後） 

－11－ 

可能性があるので、どう思うかということもやっぱり聞いてもらいたいなと。こういう子ど

もたちがいるんだなということは、わかっていただきたいなと。その上で、そういう話を進

めていってほしいというふうに思います。 

  当の本人たちは切実に考えていることなので、どうぞ一番本人たちをおろそかにしないで

もらいたいなというふうに思うんです。本人たちの給食なので。 

  それがうちの子も言いたかった。 

教育部長 ありがとうございます。 

  今回、この堀金の給食センターの話を、今、させていただいていますけれども、先ほど言

いました公共施設再配置計画の中では、60年間で32.9％の施設の保有床面積を減らそうとい

うことで計画をしています。ただ、60年後ということは、うんと先ではありますが。 

  ただ、その中で、私どもの所管施設でも、解放館であるとか昨年度末で廃止をした施設も

ございますし、今後においても使わなくなっているような施設であれば、廃止とか譲渡とか

というのを、今、進めているところではあります。 

  何で給食センターの中で堀金かという話が何回か言われています。資料１のところの２ペ

ージの上に、学校給食センターの所管というのが、４つのセンターがどこの学校を担当して

いて、どのくらい給食を提供しているかというのを書いてありますけれども、堀金の場合は

1,100食つくる能力があるけれども、今、870食をつくっていますということが書いてありま

す。一番下を見ていただくと、今、４つのセンターで8,030食の給食を提供しています。た

だ、括弧書きの下の最大10,600というのは、４つのセンターで１万600食の給食はつくるこ

とが可能だということでございます。そうすると、2,000食以上提供給食数には余裕がある

というような現状があります。 

  先ほどから何回か費用の話が出ています。ただ、これは多分、簡単に、じゃ、業者さんに

見積もりをお願いしてすぐ出てくるかというと、大変ちょっと、見積もりを出してもらうに

もやはり当然お金が必要かと思います。そういう声をちょっといただきましたので、また私

どもはそういう予算はないので、また９月であるとかそういう補正のタイミングで、それを

ちょっと費用計上、費用の積算の予算を上げるような方向で考えていきたいとは思います。 

参加者 堀金小学校の給食センターがなくなるという話を、ちょっと二、三日、それを耳にし

たときに、私は耳を疑いました。何かの間違いではないかということを思ったわけでありま

す。全く唐突な話で、びっくりしました。 

  今、金額的なことも出ておりますけれども、私は教育委員会に合併までいたものですから、
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その点について小学校の歴史、それから堀金小学校の愛着する点がありました。ちょうど合

併したものですから。そのときのことについて説明したいと思いますけれども、堀金小学校

の給食は、みそ汁給食から始まっております。それは、昭和21年に、戦後間もなくから始ま

っておりまして…… 

  そして、堀金小学校は今年で133周年になります。給食関係においては、先ほど申し上げ

ましたようにみそ汁給食から始まりまして、その後、おかず給食となりまして、昭和29年に

給食室ができました。それから、昭和31年からパンによる完全給食が開始され、昭和45年４

月から米飯給食実験校として県下でただ一校だけ指定されまして、昭和46年から月、水、金

の週３回の米飯給食を行いまして、県内外から多くの視察団が連日来校し、１日400人も来

た日もあったとのことでございます。 

  そんな節に、昭和54年には、昭和38年にも続きまして２回目の学校給食優良校として、文

部大臣賞を受賞しました。それは、県下のトップを切って米飯給食実験校の指定校となりま

して、学校給食の運営と指導の努力に優れた成果を上げられたことに対する表彰であります。 

  その時期の教育長さんが、小田多井の丸山敏文さんです。学校教育にはもちろん、社会教

育、生涯学習にも力を入れて、現在も活発に行われている公民館活動は、この丸山先生の功

績によるものです。 

  丸山先生によると、大きな給食センターは、調理する食事は工場で生産する品物みたいな

もので、料理をつくってくれる顔の見える自校給食でなければいけないとの理論に、じっと

聞かされまして、教育されてきました。そのことが、頭から私は離れません。学校現場での

食育でなければならないとの理論でした。 

  次に、今の堀金小学校の給食センター建設のいきさつ、経緯について説明します。 

  私は小学校、中学校とも自校給食をするものと思っていましたが、山口村長は、小学校も

用地がないので、村営住宅の用地がある。そこへセンターをつくりたいと建設委員会で説明

されましたが、その後、建設委員会で検討の結果、委員会としては小学校を自校給食センタ

ー方式にして、中学校へは給食を運ぶという現在の状況になったわけでございます。そうい

うことで山口村長にお願いしたところ、よし、わかったと、快く承認してくださいました。 

  それはよかったんですが、教育委員会としては、そのセンターの用地を確保しなければな

らなかったのですが、担当者、職員に大変な苦労をかけてしまいましたが、またここで近隣

の用地を提供してくださいました皆様方に、心から感謝を申し上げます。このような大変な

苦労があってつくった給食センターを、経営上の問題でなくすことは、心配りのない事務的
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な政策ではないかと思います。 

  どこの学校でも伝統はあります。まさに堀金は自校給食の伝統校です。教育は心です。私

の心の底からの叫び声を聞いてください。今の自校給食を続けていただくようお願い申し上

げます。 

  以上です。 

学校教育課長 当時のご苦労話までお聞かせをいただきまして、ありがとうございました。貴

重なご意見として今後も参考にしてまいりたいと思います。ありがとうございました。 

  他、いかがでしょうか。 

参加者 今日のいただいた資料のことで、いろいろとお聞きしたいことがあります。 

  今日の資料１、一番最後のページに、給食の理念、安曇野市学校給食理念（目標）という

ことが書かれていて、これは非常にすばらしいこういう理念が掲げられています。やはりこ

の目標、そして理念を実現していくためには、どういうふうな形式の給食がいいかというこ

とを、しっかりといろんな方々に議論していただく必要があると思います。 

  ところが、今日の資料３の４ページを見させていただきますと、もう基本的にはっきりコ

ストの話が一番メーンになってしまっていて、子どもたちにとってどういうのが一番いい給

食のあり方なのかというのは、ちょっと結論し過ぎているんではないかと思います。 

  例えば地産地消の話だとかいろいろな手作りの話というのがありますが、これは先ほど堀

金の所長さんよりお話がありましたように、例えば資料３の３ページでしょうか、安曇野産

農作物使用のデメリットというのがあります。そこに、その年の天候や農作物の生育状況等

により、安定的に供給してもらえないというふうに書かれています。これは、もちろんその

土地、その地域の供給量ということがありますので、そういうようなことは当然あって、こ

れも食育の当然一環だと僕は思っています。 

  やはり大規模になればなるほど地元の食材を使うということはやっぱり難しくなるし、無

理に地元のやつを使おうとするとなると、今度は逆に献立に制約が出てくると。非常に、今

の堀金の規模であれば900食、800食ぐらいであれば柔軟な献立が立てられるのに、大規模に

なってしまうと、じゃ、安曇野産の食材から選ばなきゃという話で、まず数字ありきになっ

てしまうと、バラエティー豊かな、そういう子どもたちに楽しんで食べてもらうような、そ

ういう献立をつくるのがより困難になってしまうと思うんです。 

  いずれにしても、大規模にすればするほど、この安曇野市の給食の理念というのは、目標

からますます遠ざかると思います。ですので、この理念が、例えば民営だったらどうなるの
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か、あるいは統廃合したらどうなるのかというようなことを、しっかりとやっぱり議論して

いただかないといけなくて、もうコストの話だけではないと思います。 

  やはり少子化になって、子どもたちはますます本当に地域の宝になってきています。なの

で、こういう子どもたちの毎日毎日のこと、それで、子どもたちの体をつくっていく、例え

ば勉強、スポーツ、それが大ごとになることなので、やはりそれはもう、食育というのはと

ても勉強やスポーツ以上に大事なことじゃないかというふうに思います。そういうふうな食

育の拠点となるのが、まさに今の堀金の給食センターであって、単に小学校、中学校の食育

の拠点というだけでなくて、やはり堀金全体の食文化の発信地でもあるというふうに、いろ

いろな情報をいただいていますので、そういう役割もあると思います。 

  さらには、小学校自身が二次避難施設になっていますので、災害時、そういうときにも、

やはり堀金の給食センターというのはとても頼りになる。しかも他の地区と違って鉄筋コン

クリートということですので、耐震性も非常にまさっていると思います。なので、そういう

ふうな防災の観点、一般の地域の人には特にそういう防災のこともやっぱり心配だし、さら

に給食センターの数を減らしてしまうと、何かそういう災害があって、どこかの災害、その

他事故があって、どこかの給食センターが例えば稼働できなくなってしまったとき、そのと

きに、先ほど説明でまだ余力があるというお話をしていましたけれども、そういう余力をふ

だんからちゃんと確保しておけば、いざというときに、例えば別の３つのところに割り振る

ということだって可能だし、万が一そういう、例えば道路が壊れて運べないとかいうときに

も、いろんな手段が講じられるんじゃないかと思います。 

  ですので、やはり小学校、中学校の子どものことは大事ですけれども、それにも加えてそ

ういう地域の食文化、そういうことを担っているということを考えていただきたい。 

  堀金はやはりすばらしいところなので、こういうところというのはもっと他の地域に広め

ていただいて、やはりその規模に合った、その地域の供給量に合ったような、やっぱり変わ

らない自校給食というものをもっと進めて、何十年先の話ですから、ずっと続く話なので、

やっぱり市の計画、最初に合併したときの協定というのがあるかと思いますけれども、それ

でも十何年たって、やはり子どもたちのことをもっともっと真剣に考えていただきたいとい

うふうに思います。 

  特に再配置計画というのを先ほどおっしゃられて、僕自身も少し市のホームページから資

料を拝見しました。そうすると、ほとんどの教育施設がどうも２割ぐらいというのが多い中、

なぜか給食センターだけは11．何％か、何でこんな中途半端な数字なんだろうと思いました。
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調べてみると、どうもほとんど堀金の給食センターの面積に近いというのがわかってきまし

た。もちろんこれは僕の邪推かもしれませんが、そういうふうな、もう数年前に、実はもう

堀金給食センターをなくすという話があって、あえてそういう20％じゃなくて11．何％とい

う数字をつくっているんじゃないかなというふうに勝手に想像してしまいました。 

  にもかかわらず、昨年の常任委員会では一切決まっていませんというふうに説明されてい

たので、じゃ、やっぱり僕の邪推なのかなというふうには思っています。 

  先ほどのＰＴＡの説明会についても、今回の来週の説明会は、小学校のとても重要な常任

委員会、校外指導部会と重なっているというふうに聞いております。ということは、地区長

や、あるいは副地区長は参加できない。恐らく常任委員会の日程というのは、教育委員会で

しっかり把握されていると思うので、なぜそういうふうなところにわざわざ重ねてあるのか

というのが、ちょっと僕は理解できないところです。 

  昨年の常任委員会の説明でも、丁寧に説明していくというふうにおっしゃられていたわけ

ですけれども、その後やっぱり周りのお母さんたち、お父さんたちに聞いても、そんなこと

は何も聞いていないよという人がほとんどです。確かにホームページに載っけられたとか、

広報に出されたという説明はありましたけれども、大事なことはどれだけ多くの堀金の保護

者の人、あるいは地域の人がこの問題について知っているかと、現在知らされているかとい

うことが一番重要なので、なので、ちょっと載っけたからそれでいいだろうとかそういうふ

うな、広報の仕方としてはいかがなのかなというふうに思います。 

  いずれにしましても、やはり子どもたちの食育、それからやはり毎日毎日子どもたちの、

例えば食べ残しだとかそういうふうな状況と、好き嫌いだとか、やっぱり目の前で見て、そ

れであわせて献立をつくったり、次の日は、じゃ、こうしようというふうに考えてもらえる

というのは、もうまさにその場にあってできることだと思います。ですので、例えば幾ら高

価な食材を使っても、それはもうあまり遠くでつくったなんていう、そういうふうな食育の

根本的なところではできないと思います。ですので、やはり堀金方式、自校給食、他の地区

にも是非広めていただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

教育部長 ありがとうございました。 

  広報の仕方とかについてなんですけれども、私ども、今回のこの説明会、昨日から始めて

いるこの市民説明会で、本当に皆さんに説明をこれから始めていくというスタンスでおりま

す。 
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  昨年からＰＴＡの常任委員会であるとか給食の会の皆さん、区長の皆さんにもお話をさせ

てきた経過がございますが、ただそれは、こういう説明会をしていきたいということを説明

をしてきたというだけで、今回、昨日から始まっているこの市民説明会が、初めての大々的

にやる市民説明会と位置づけておりますので、ご理解をいただければと思います。 

  それと、先ほども言いましたけれども、堀金給食センターの仕組み、Q食の会の皆さんの

ご協力であるとかというのは非常にすばらしい仕組みだと思っています。ただ、その仕組み

を、逆に堀金だけじゃなくて全市的に他の物産センターなんかでも取り入れてもらえないか

というようなお願いをこれからしていく中で、堀金の子どもだけじゃなくて、安曇野市の子

どもたちがみんなおいしい給食を食べられるというようなことにしていきたいなと思ってい

ます。 

参加者 自校給食を進めていただけるという話ですか、今の。 

教育部長 ただ…… 

参加者 堀金のような。 

教育部長 ただ、自校給食に戻すかという話になると、やはりすみません、最後になって結局

お金の話になっちゃうんですけれども、じゃ、今さらつくったらセンターを全部やめて、じ

ゃ、自校方式にしましょうかというのは、ちょっとなかなかもう難しいのかなとは思います。 

  堀金はもともと自校給食を小中やっていましたけれども、合併前の他の４町村はもうセン

ター方式をもともと取り入れていたという経過がございますので、ただ、自校給食でなけれ

ば食育の推進ができないのかというのも、やっぱりそういうのも考えていかなきゃいけない

ことじゃないかとは思うんです。 

  安曇野市は米どころなので、確かにお米は全部安曇野産を使っています。ただ、野菜につ

いては、確かにそんな野菜の一大産地とかというほどじゃないので、なかなかというところ

はあるかとは思うんですけれども、そうはいっても実際に野菜をつくってくださっている農

家さんは結構いらっしゃるわけで、他の物産センターも通じながらそういう皆さんと協力で

きるような形というのも、仕組みとして取り入れていければいいなと考えてはいます。 

参加者 今回が始まりだというお話をされたので、これは非常にやっぱり食育、子どもたちの

将来にかかわることなので、今後やっぱりじっくり時間をかけて、やはりＰＴＡ初め地区の

人たち、それから市のほうで議論していただきたいんですけれども、例えばこれから急にそ

ういう施設の改修が必要になったときとかは、もう当然やっていただけるとは思うんですけ

れども、大体これから２年、３年かけて、しっかりＰＴＡで議論して、さらにそれから何年
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かかけて市のほうで議論していただけるという、そういうことでよろしいですか。 

  50年先、60年先の計画に、今、話をされているわけですよね。ですので、そのぐらいの、

何年もかけてこれから議論していこうという、説明会もこういうふうに今回のやつを頻繁に

もっていただけると、そういうふうに理解してよろしいですか。 

教育部長 そうですね。ちょっと今後の説明会の進め方というのは、ちょっと私ども、まだし

っかり考えてないところがございます。ただ、どちらにいたしましても、今回の説明会が全

てということは考えておりませんので、また機会があれば、そういう機会というのはつくっ

ていきたいとは思っております。 

参加者 今、おっしゃった疑問というものが、どうもストーリーからすると堀金の給食センタ

ーを廃止しようというストーリーがちょっと見えてくるもので、今の上の方、資料を操って

いるっている上の方は、いろんなことを急に変えることが得意な方が多い。穂高プールも今

年廃止なのに、利用する方のことを考えてちょっと延ばしましょうよ、もう耐用年数が過ぎ

ているけれども、延ばしましょうよねという方針を出されているわけですよね。ということ

は、この給食センターについても、施設が古いとはいっても、施設と一般の方が聞くと、何

か建物が古いんじゃないかというふうに思われがちなんですけれども、建物は30年ぐらい大

丈夫。ただ、給食をつくる機械はやっぱり10年から15年ぐらいが耐用年数なので、そろそろ

かえなきゃいけない。だけれども、かえるにはもったいないので、ちょっとそこは廃止する

じゃないかという何かストーリーが見えてくるような気がするので、やはりそういうことを

考えると、他の中部でも南部でも、今、十七、八年だから、そろそろ耐用年数が来ますよね。

ということはそこにもお金がかかるわけで、食育についてはお金ではなくていいものを提供

するというベースがないと、コストの話ばっかりしちゃうと何か寂しいじゃないですか。 

  ○○さんがおっしゃったように、堀金地域は、食育については歴史がある。やっぱりその

歴史を引き継いでいく、語り継いでいくことは俺たちの義務だというふうに思うので、何か

この説明会が終わって、説明会したで、じゃ、来年あたりからちょっと廃止の方向にいこう

なんていうことを決めかねない上の人の予感がするので、やはり今の質問に対しては、10年

計画に入っていないので、11年にはやりましょうぐらいのことを言わないと、みんなせっか

く来た人たちが不安で不安で今日寝られなくなってしまうので、そこら辺のところは是非よ

ろしくお願いします。 

教育部長 10年計画案の話、もう一度、ちょっと繰り返しになっちゃうところはありますけれ

ども、まだ堀金の給食センター自体の、じゃ、廃止の時期と言っちゃっていいのかな。 
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（「よくないと思います」の声あり） 

教育部長 ごめんなさい。廃止の時期とかそういうものが決まっていないので、当然ながらま

だ10年計画案とかには入っておりません。 

  ただ、今後、今回この皆さんのご意見等をまた参考にしながら、また庁内でもいろいろ話

をしていきます。また議会の皆さんとも話をしていかなきゃいけないことです。当然ながら。 

  ただ、そういう中で、じゃ、そういう話がいつとかということは、来年とかということは

当然ないんですけれども、ただ、じゃ、それが本当に11年後なのかというようなことも、私

としては、ちょっと今、明確には言えないところはございます。ただ、皆さんから出してい

ただいたご意見、当然ながら今後の方向づけの中の参考には十分させていただきたいとは考

えております。 

参加者 コストじゃないと思うんです、食育は。コストで考える問題とそうじゃない問題があ

って、これはコストじゃないと私は思っています。 

  それから、豊科で昨日ですか、意見を聞いたと思うんですけれども、どんな意見があった

かを教えてください。 

  それから、今回みんなでもって話したことを、やっぱり書記さんか何かがおられて、そう

いったものをとっているのか。なぜということだったものですから、ちょっとその辺も聞き

たいんですけれども。 

学校教育課長 私のほうからお答えをいたします。 

  昨日10時から豊科公民館で同様の説明会を開催させていただきました。いろいろ意見をい

ただきました。また、本日もいただいておりますので、この意見はきちんとまとめて報告を

させていただくようにしたいと思います。 

  やはり昨日の説明会におきましても、今日これまで頂戴したご意見、ほとんどそれに含ま

れると思います。コストの話ではないということ、あるいは自校給食化に向かっていくべき

ではないか、あるいはしっかりと議論をしてほしい、話し合いをしてほしいと、まずここに

出されたご意見とほとんど重なるというように思っております。 

  以上でございます。 

参加者 部長さんが最初に挨拶の中で、学識者を入れて意見を聴取したというような話をちょ

っとされたと思うんですが、その学識経験者の皆さん、どういう立場の人で、何人で、どう

いう内容の議論をされたのか。具体的に、もしかすればホームページか何かに出ているとす

るならば、それをまた見させていただくわけなんですが、まあ諮問をしたということだと思
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うんですが、諮問の仕方によっては廃止の先生たちをたんと入れるかと。自校給食は最初か

ら潰さないと思ってそういう先生たちを入れたのか。そこら辺の具体的な話をしていただい

て、そして、その学識経験者の内容によっては、先生たちの認識というのはどの程度なのか。

教育委員会として食育に対しての考え方、そういうことをきちっと言ってもらわないと理解

できないことが多分にあります。よろしくお願いします。 

教育部長 私、挨拶の中で言いましたのは、公共施設再配置基本方針、27年２月に作っており

ます。この中では、安曇野市の公共施設をどうしていけばいいのかということを方向づけし

てございます。その中で試算をしまして、現在の市が持っている施設を全て維持していくと

すると、鉄筋コンクリートの建物は通常50年なんですけれども、耐用年数。30年たったら取

得価格の６割をかけて大規模改修をして、60年もたせましょうと。そうした場合に、じゃ、

費用がどのくらいかかるかということを計算しております。 

  その中で、そうすると年間で約40億円の費用がかかるという試算が出ました。これは、も

う維持経費とかは除いても、単純に施設を維持するために、要は30年たったら６割かけて大

規模改造して、60年たったらまた同規模の建物を作り直すというその費用だけで試算をした

ところ、年間平均にすると40億円かかってしまうと。 

  そういう中では、市の施設を全て現在の状態で保有することは無理だということ。では、

どうしていこうかということで、基本方針の中で、そうしますと、じゃ、今後どのような方

向でもって公共施設を考えていけばいいのかという中で、市場性であるとか必需性であると

か、そういう中でもって区分けをしました。まず一つの方法として。そういう中で、小学校

であるとか図書館であるとか、そういうものは義務的なものになっている。要は民間でもっ

て行うことはできないという部分です。当然ながら給食センターもそういう中に入っており

ます。 

  私、先ほど挨拶の中でただ申し上げたのが、そういう義務的に入っているものであっても、

改修等行うときには、機能移転であるとかそういうことができないか考えるようにというの

は、そのときの学識経験者の方たちからのご意見です。 

  それで、もう一つ基本方針の中で出した考え方というのが、施設の利用方針、軀体余命の

評価と利用度の評価という中から、現在の市の持っている施設を区分していったらどうかと

いう考え方。そういう考え方でもって公共施設の今後を考えていく。そういうやり方でいい

かというのを諮問したというのが、専門委員会への諮問ということでございます。 

  委員は５名の委員さんでございます。どういう皆さんかといいますと、大学の教授である
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とか民間のシンクタンクの方たち。あくまでも市としがらみのない方たちに、市の公共施設

の今後を考えていくその方向性が、そういう考え方でいいのかというのを考えていただいた

ということでございます。 

  これは、別に給食センターをどうこうしようということでやったということではございま

せん。市の公共施設全てを、先ほど言ったようにただ建て直すというか、持っているだけで

もっても年間40億円かかってしまうという現状の中で、全ての公共施設を維持することは難

しいと。では、どういう方向でもって検討していけばいいのか。先ほど言った２つの方法で

考えていっていいのかということを諮問して、そういう考え方でやってくださいという答申

をいただいたということでございます。 

参加者 その学識経験者の人の話は、公共施設に対しての諮問をしているということですよね。

学校給食の本当の食育というものの諮問をしたということじゃないということだと思います

が、では、この大事な食育というものの考え方は、教育委員会としてどうして前面に大事な

ものとして扱っていないのかどうなのか。 

  とするならば、当然機械というのは耐用年数が来れば、必ず切りかえをしてやらなきゃい

けない。そんなことは常識的なことなので淡々とやればいいことであって、どうして。 

  ということは、先ほどから話が出ているように、もうありきで話をしているからおかしな

話になって、そうじゃなくて、もう少し教育委員会としてこれだけは守らなきゃ、子どもの

ためにという考え方が前面にどうして出ないのか。そこら辺の考え方はどうなんでしょうか。 

教育部長 先ほど給食理念のお話も説明いたしましたが、この理念に近づけていきたいという

ことで私どもはやっております。ただ、恐らく皆さんとのお話の中で一番のずれているとこ

ろというのが、センター方式、堀金の給食センターもセンター方式ではあります。ただ、親

子と言われている、要は小学校でもってつくって中学校へも配送しているということで、全

くの自校給食ではございません。ただ、小学校でつくっているということが、確かに小学生

の皆さん、においも嗅げるし。 

  もう一つは、やっぱりQ食の会の皆さんが食材を提供してくださっているという中で、そ

ういう仕組みというのが非常に進んでいるということは十分認識はしております。 

  ただ、私どもも堀金のよさというものは十分に認識しておりますし、そういうものを他の

センターへも広げていきたいとは思っております。 

  ただ、どうしても皆さんとずれてしまうところが、私どもはセンター方式であってもそう

いうものに近づいたことはできるのではないかという考え方があるのは、そういうのは持っ
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てはいます。やはり確かに学校の中に併設してある給食センターということで、非常にメリ

ットというのは大きいとは思いますが、ただ、それだけが、じゃ全てなのかというと、そう

でなければ本当においしい給食が提供できないのかとか、食育ができないのかというと、そ

ういうことはないのではないかなという立ち位置というのが、私どもそういうところもある

のが事実ではございます。 

参加者 私どもというのは、誰のことですか。 

教育部長 教育委員会でございます。 

参加者 我々は違います。 

学校教育課長 奥の。 

参加者 私もこの小学校の建設、そして給食センターを提案し、かかわった人間ですので、一

言発言させていただきます。お聞きしたい点がありますけれども。 

  当時は小中のＰＴＡの皆さんは全員、そして議会も最終的には全員、先ほど○○からお話

のある、教育委員会は全員、２年、３年かけて、本当に堀金が合併する前ですので、住民合

意で建てた小学校です。 

  そして、スタートは田中知事のときでしたけれども、給食センターが本題です。これは、

自校給食をしているからということで、県からお金が出たんです。それをきっかけにして具

体的な建設計画が進みます。そこにいらっしゃる、今、議員でいらっしゃる方も当時は大賛

成で動いたんです。ですから、今度議会で反対することはないと思いますけれども、率先し

てこの堀金の立場を守っていただけると思っております。○○さんですけれども。そういっ

た人だから発言しておきます。 

  お聞きしたいのは、こういう聞いた結果を、昨日、おとといしたのがありますし、22日ま

であるんですが、どういう具合に生かすかということなんです。今日も反対、自校給食を続

けてほしい、廃止しないでほしいという声が圧倒的だと思うんです。廃止してほしいという

声は一人も聞かないんです。だとすれば、この意見をどう生かしていくのかということを、

まずお聞きしたいんです。反対の声を。ということは存続ということになるわけですね。残

してほしい。 

  先ほどから聞いておりますと、お金の問題だとか耐用年だとか、あるいは再配置計画だと

いうことだから、畳まざるを得ないと、こう言うんですよね。案というのは、畳む案も一つ

の案です。それから、維持するのも案です。案というのは正副２つをあわせて出して案なん

です。だとすれば、維持する案はどうやったらいいんでしょうか。皆さんがこれを維持して
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ほしい。しかも全体とは言わなくても自校給食を続けてほしい。続けるにはどうしたらいい

んですかとお聞きしたいんです。一つです。 

  それから、自校給食は、先ほどもいいのはわかっているという話ですから、じゃ、センタ

ー給食から自校給食に。お金がかかる。お金がかかっても、子どもは未来の財産です。堀金

や安曇野の財産だけでなく、国家や社会の財産です。財産を守れない自治体というのはどう

いう自治体でしょうか。これは、市長が答弁か教育長の答弁だと思うんですけれども。 

  そして、そういうこととあわせて、少数の意見を尊重するというのが日本国憲法の精神で

すし、民主主義の根本です。少数は消してしまえ、行政に逆らうのは消してしまえというの

は、本当に行政のあり方でしょうか。今日聞いていて、つくづく思います。 

  それから、財政の問題が出ました。財政の問題はどうでしょう。皆さんご存じのとおり、

ニシムラさんが財政の関係で市政の計画を練っていく段階で、人口減と聞きましたよね。今

年はどうでしょう。内閣官房が庁舎でやりましたけれども、ペットボトル１円を行政からい

ただこうという提案を、内閣官房がしたんです。これでどうなりますか、財政。年に。今の

財政の中でのやりくりじゃないんです。外から生み出す方式を、私、提案しましたけれども、

16年前に。今、実現の方向です。内閣官房がお金を出してもいいんじゃないかと、ペットボ

トル１個から１円取ってもいいんじゃないかという方針を出したんです。聞いていると思い

ます。部長さんですから。 

  それから、ふるさと納税、８億円もあるわけです。これは、目的基金にすれば使えます。

８億円なんて８分の１使えばいいじゃないですか。 

  だから、こういう具合に考えていけば、大変だから削っちゃうのが当たり前じゃなくて、

いかに財政を生み出すか、いかに残していくかと知恵を使うのが、市民と皆さんじゃないで

すか。そして、議員だと思うんです。知恵もないので、あるままでしようがないと言って削

るんだったら、知恵は要らないです。議会も行政も要らないです。ここについてどう考えて

いるんでしょうか。お聞きします。３点。 

  他の点もあるんですが、今日は聞くだけにしておきます。 

教育部長 今回、この市民説明会でいただいたご意見、ご提案は、また今後の方向性を決める

ときの参考にさせていただきます。 

  自校給食の話に関しては、私の個人的な考えですけれども、それが全てではないのではな

いかなというのが考えではございます。 

  子どもが財産ということは、全く私も同意見でございます。私どももたくましい安曇野の
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子どもをつくるという理念のもとでいろんな事業を取り組んでおります。 

  すみません、あと何でしたか。 

参加者 財政で知恵を出すんだ。 

教育部長 私どもも、全くただやみくもに、何でも何でも施設を、じゃ壊していきゃいいとか、

そういう具合に考えているわけではございません。私どももないなりに知恵は出しているつ

もりではございますけれども、先ほどふるさと納税の話が出ましたが、ふるさと納税の基金、

10億円ちょっとくらいかな、ありました。 

  ただ、昨年度の猛暑を受けまして、小中学校のエアコン整備をする際に充てるということ

で、小中学校合わせるともう10億円以上の金額を見込んでいますけれども、昨年度に実施設

計をやって、昨年度末、小学校分のエアコンの入札をしました。そちらのほうにふるさと納

税のほうを充てる予定ですので、そんなにももうふるさと納税の基金というのは残らない状

況ではあります。現状として。 

  中学校分に関しては、新たにどのくらい、ちょっとふるさと寄附があるかというところで

もって、あればできるだけ充てたいということを考えていますけれども、あともう一つ、ふ

るさと納税の場合には、今、５つかな、それぞれ目的によって寄附をいただいています。そ

の中で、市長の選んだ政策とか、そういう子どものことということで使う基金というのは、

今現在はほとんどエアコンのほうでなくなっているという状況にはなっています。 

参加者 ごめんなさい。意見を聞いて考える、参考にすると言うけれども、参考にするんじゃ

なくて、多くの意見がそうだった場合にどうするかということなんです。今、残してほしい

ということが圧倒的じゃないですか。違いますか、この会場で。 

 廃止してもいいという人は一人もいないんです。だから、こういうのをどう生かしていく

かということを聞いているんです。 

 それからもう一つは、今のふるさと納税、ここは議論するところではありませんので、お

答えしていただければいいんです。ふるさと納税も、目的でできるんです。総務省から通達

がちゃんとありまして、けさもテレビで言っていましたけれども、じゃ、堀金の給食センタ

ーを残してほしいということになれば、これでちゃんと生かせるんです。そういうことを市

に使ってほしいという、１億円だったら。10分の１です。ね。そういうことです。ちょっと

お答えいただければありがたいなと思うんです。 

教育部長 この説明会で出た意見は、教育委員会、また給食センター運営委員会のほうへちゃ

んとお伝えはしていきます。そういう中で、またそういう皆さんのご意見を聞く中で方向を
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出していくということになろうかと思います。 

参加者 最終的には教育長なり市長なりが出てきて説明していただけますか。 

教育部長 また、検討させていただきたいと思います。 

参加者 あまり時間もないので、ちょっと端的に述べさせていただきますけれども、どうも話

を聞いていると、もう既に廃止の内示か何かがあるんじゃないでしょうか。 

  というのも、安曇野市の行政、過去、全てそうなんです。平林市長のときの67億円の市庁

舎が100億円に膨らんだ経緯とか、プールの廃止の経緯とか、あるいは南部総合体育館が、

合併協議会で6,000平米からなぜか8,000何百平米膨らんだ経緯とか、みんなわけのわからな

いところで決まっているんです。 

  その代表的なのは、例えば三郷の総合支所の建てかえ。三郷の地域審議会では、旧三郷役

場を改修して使うという答申を出していたにもかかわらず、全面改築になりました。それを

検討した庁内の議事録、私、見たことがありますけれども、会議の冒頭に、副市長が、今日

のことは口外してはいかんと出席者に箝口令をしいて、資料は回収。このことは議員にも話

しちゃいかんみたいなことを冒頭言って、もう既にそのときは三郷総合支所が全面改築とい

うことで決まっているんです。どこで、じゃ、そういうのが決まったのか。市長と語る会の

ときに、私、質問しましたが、はぐらかして答えませんでした。 

  今回のことも、多分もう教育長さんのあずかり知らないところで、もう方針が決まってい

るんじゃないですか。僕の想像ですけれども。でも、多分そうだと思います。どうも歯切れ

の悪い答弁とか、教育長さんの責任じゃないのかもわかりませんけれども、是非その辺をき

ちんと市民にわかるような議論の経緯を、今後の方針の参考にしていただく。多分どういう

方針が出るか、もう多分廃止の方向で今後進んでいくんだろうと思いますけれども、廃止な

ら廃止で、その経緯がどこの誰がいつ決めたのかということを、きちんと市民がわかるよう

に情報を開示していただきたいなというのが意見です。 

  多分、今の市議会、今日は議員さんもいらっしゃっていますけれども、いまだかつて市長

提案を否決したことがないんです。予算案とかも。だから、実際あまりチェック機構が、議

会が働いてないのが安曇野市なんです。その分、本当に市民にわかるような情報公開を是非

お願いしていっていただきたいないと思います。 

  以上です。 

学校教育課長 他にいかがでしょうか。 

参加者 昨年からＰＴＡの常任に対して説明をいただいたんですが、先ほどのお話のとおり、
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ただこれからどうなるかわかりませんよということで、概略について説明を受けさせていた

だきました。 

  ＰＴＡの役員の任期は２年です。これは、僕、昨年副会長をやって、今年度、その後、会

長になりまして、任期は２年です。行政の方も恐らく転勤等々があります。議員の方も任期

が当然あると思います。 

  今回のお話については、まだ全然、私の認識では今後どうなるかわかりませんよというこ

とで、次回の説明会についてもいつ開催されるのか。当然今回の一連の説明会の中で議論を

していって、じゃ、次回どういうふうにしましょうかということを多分いろいろと打ち合わ

せをされて、次回になっていくと思います。 

  私たちとすると、次回こういった説明会があったときに、今回の一連の説明会の中でどう

いった質問がありました。それについてどういうふうに回答しました。なおかつ行政ではど

ういうふうな検討をしました。いわゆる議事録ですとか、あとは行政の考え方、今回の質問

についてのいろいろ検討した中での回答、そういったものを次回の説明会でご提示をいただ

きたい。でないと、結局任期のある人ですとか、次回初めて出る方、その流れが全然わから

ないと、どうしても今回の説明会が無駄になってしまう。次回に生かされないと私は思いま

す。 

  あと、あわせて、当然こういった議論については期日の設定が必須だと思います。60年先

と先ほどおっしゃったんですけれども、60年先の問題を、じゃ、いつになったらどういうふ

うに決めていきましょうねということが、やっぱりある程度設定されていかないといけない

と思います。廃止ではなくて存続、いずれにしても両方の議論をしていった中で、最終的な

結論をいつぐらいまでに出すのか。そのあたりについても次回の説明会についてはご提示を

いただきながら、じゃ、そこからスケジュールを逆算していって、市民、それから各団体に

対して詳細な説明をしていったほうが、より密度の濃いお話と、あと透明度の高い議題にな

っていくと思いますので、次回以降、是非そういったことも含めて検討いただきたいと思い

ます。 

  以上です。 

教育部長 ありがとうございました。 

  議事録につきましては、皆さんの目に触れるような形で、できるだけ早い形でやっていき

たいと思います。 

  また、いつまでというようなお話につきましても、そのようなこともしていきたいとは思
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います。ありがとうございました。 

学校教育課長 時間も少なくなってきております。他、いかがでしょうか。 

参加者 今、前にいる市の職員さんの中で、堀金出身の人がいると思うんですけれども、その

人はどう思っているのかを聞きたいです。この給食についてお話を聞けたらと思います。 

学校教育課長 じゃ、それは私からお答えします。 

  私、この中、今日、職員が出させていただいている中で、私が堀金出身です。家もそう遠

くないところにあるんです。だから、堀金村というところに大きくしてもらったという気持

ちはあります。 

  でも、堀金の子どもたちはもちろん大事なんだけれども、僕たち、我々、私たち教育委員

会は、やっぱり市内全域のお子さんを大事にしていかなくちゃいけないという立場なんです。

いいところはもちろん広げていきたいし、悪いところはできるだけなくしていきたい。それ

ぞれ君みたいな子どもたちは、本当に次代を担う宝物だと、これは教育委員会共通の思いで

す。堀金のいいところは伸ばしていきながら、他方、全市といいますか、安曇野市全体のこ

とにも目を配りながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

男性●● 給食はおいしかったですか。 

学校教育課長 おいしかったです、とても。私が小学校４年のときに、さっきお話が出たんだ

けれども、米飯給食というのが初めて導入になって、とてもおいしくて、給食をつくってく

れている人からも何か話をした覚えがあります。とてもおいしかったです。 

  それと、次の説明会をもちろん計画いたしますけれども、その前に、それぞれの給食セン

ターを知っていただくという意味からも、一般の方も対象にした給食体験会みたいなものを

企画したいと思っております。ですから、そういうときが来たら、是非また出てもらいたい

と思います。 

  以上です。 

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

 

◎閉 会 

学校教育課長 最後、厳しい質問をいただきましたけれども、では、約束させていただいたお

時間がまいりました。これで本日の説明会のほうを閉じさせていただきます。 

  部長よりご挨拶を申し上げます。 
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教育部長 長時間にわたり、ありがとうございました。皆さんからいただいたご意見、教育委

員会、また給食運営委員会の中でこういうご意見があったことを伝えていく中で、また議論

を深めてまいりたいと思います。 

  それと、ＰＴＡの皆さんも結構いらっしゃるので、一つお願いがあるんですが、安曇野市

では、今、お弁当の日という取り組みをやっている学校がございます。要は児童生徒、子ど

もたちが自分でもってお弁当をつくってきて食べるという取り組み、結構これが明科のほう

で始まっているんですけれども、食育を考える上で非常に有意義だということを聞いており

ます。もしそんなことを取り組めるようであれば、またご検討いただければということを思

いお伝えしまして、お礼の挨拶にかえたいと思います。 

  本日はどうもありがとうございました。 


