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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 説明は以上でございます。 

  皆様からご質問、ご意見等を頂戴できればと思います。 

  恐れ入りますが挙手をいただきまして、地区と名前をおっしゃってからご発言をお願いい

たします。 

  いかがでしょうか。 

参加者 私自身は子どもがいませんので、具体的にわからないところがありますけれども、堀

金だけが自校給食という形をとっているという理解でいいですね。 

学校教育課長 私のほうからお答えいたします。 

  自校給食に近い学校給食センター方式と言いかえてよろしいかと思います。 

  堀金学校給食センターというのは、いわゆる市の条例で設置させていただいておりまして、

その中には堀金学校給食センターというふうに位置づけがされております。ただ、堀金小学

校とくっついてそのセンターがあるという状況でございます。 

ササガワ わかりました。 

  それで、一つ気になったといいますか、知りたいのは、子どもたちと学校訪問をして、栄

養士さんと子どもたち、一緒に給食を食べているという実施状況がありましたよね。その子

どもたちの実際の給食への意見、評価といいますか、それがこの４つのセンターの中で比較

検討されているんでしょうか。 

  というのは、私の知り合いのお孫さんなんですけれども、今、２年生になりましたけれど

も、トマトが嫌いでいつも残していたと。ところが、学校に上がったら給食のトマトはとて

もおいしいので、好き嫌いがなくなったという、非常にありがたいと。そこのママも試食会

で行ってみたら、確かに非常においしかったと。トマトに限ってかもわかりませんけれども。

そういう、うちの子どもにとってはとてもよかったので、是非堀金の今の制度といいますか、

システムを続けてほしいという声を聞きましたので、それでもって、私、今日来てみたんで

すけれども、そういう実際に給食を食べている子どもたちの反応、意見、評価、それを４つ

のセンターで比較検討しているんでしょうか。それを知りたいんですけれども。 

学校教育課長 それぞれの、じゃ、４センターございますので、所長さんからお答えをさせて

いただきたいと思います。 

堀金学校給食センター長 堀金につきましては、参加していただいた方からの感想ですとか、
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そういうものもいただいておりますし、後日、学校とクラスのほうからそういう話をいただ

いて、堀金の中だけでやっておりまして、他のセンターとの比較検討みたいなことはちょっ

とやっていないです。 

ササガワ 実際の声はどうなんですか。子どもたちの声は。 

堀金学校給食センター長 とてもおいしい給食だと。それから、特に生産者の人たちと一緒に

食べるときは、このおばあちゃんがつくってくれたとか、おじいちゃんがつくってくれた野

菜だということで、そういうときは特によく食べるようです。ですから、特にやっぱりそう

いうときは、子どもたちも緊張しながらも楽しく食べているようです。 

中部学校給食センター長 中部学校給食センターは、豊科と明科に給食を提供しております。 

  この食育の関係で状況が出ておりますけれども、学校訪問という形で直接クラスに入って、

子どもさんの意見を聞いたりしております。中にはどんなものが好きですかとか、嫌いだっ

たということもおのずと広がって意見を聞いているんですけれども、食育のトマトというこ

とになると、中部のほうは数が多くなってしまうものですから、なるべく地元を使うという

ことも意識していますけれども、なかなか賄い切れないところもあるんですけれども、例え

ばよくあるカレーというのがございますけれども、はっきり言うとうちのカレーはあまり好

きじゃないけれども、給食センターのカレーは好きですとか、そういう話は聞くことがござ

います。ですので、どこのセンターも同じだと思いますけれども、各センターで一生懸命調

理員の方がつくっていただいて、いい反応があります。 

  確かに好き嫌いがございまして、ピーマンとかパプリカがだめだとか、ゴボウがだめだと

かそういう話もありますけれども、基本的にはおいしい給食ということで話も聞いておりま

すし、中にはクラスで、給食の調理員の方に、いつもおいしい給食をありがとうというよう

なメッセージをいただいたこともございます。 

北部学校給食センター長 私のほうでは、３小学校、２中学校へ給食を提供しております。 

  先ほど他の所長からもお話がありましたとおりに、学校訪問を北部では今日から始まりま

した。栄養士２名おりまして、今、手分けをして回っているところであります。一月くらい

かけて回るようになります。 

  給食の味につきましては、学校訪問のときに様子を生徒から聞くようになっていると思い

ます。 

  それから、日々の給食に関しましては、先ほど資料２の２ページにありましたとおりに、

連絡ノート等によりまして各クラスとの必要事項のやりとりを行っております。 
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  それから、給食の味につきましては、土曜日のときに、堀金の給食センターはうんとおい

しい、他の給食センターはあまり味がよくないという意見を出された方がいらっしゃいます

が、私は約10年ほど前に堀金給食センターの所長をやっておりました。それで、今回また一

応定年をしまして、再任用ということで今、北部でやっておりますけれども、両方の味をわ

かっております。それは、どの給食センターも、栄養士の方が日々の献立を立てまして、一

生懸命子どものために考えております。味を両方私は知っていますので、特に堀金だけがお

いしくて、他の給食センターはあまりおいしくないということは私はないと思います。両方

の味を知っていますので、それは私のほうから自信は持って言えると思います。そんなこと

があります。 

南部学校給食センター長 私はちょっとこの４月から初めて給食センターに来たものですから、

詳細についてはまだ申し上げられませんけれども、栄養士さんのほうから聞いております話

では、先ほどの学校の紹介にもありましたけれども、給食ノート、こういったものを１人１

クラスお渡しする中で、生徒等々の意見交換をしながら、そういった意見を取り入れてやっ

ていると。 

  また、給食郵便ということで、毎日献立の中で適宜写真等も入れて紹介するということで、

私も検食等を４月からやっているわけですけれども、とてもおいしい給食だというふうに感

じております。栄養士さんなんかに話を聞くと、カレーなんかはやっぱり特においしいとい

うことで評価を受けているというふうに聞いております。 

  以上です。 

学校教育課長 私からも少し補足をさせていただきます。 

  ここには出席しておりませんけれども、教育長、それから隣にいらっしゃる部長、私、そ

れから市の教育委員４名いらっしゃいます。この皆様は、年に必ず１回は17校へ訪問して、

学校の様子をつぶさに見させていただいております。学校の先生の指導等々でございますけ

れども、それにあわせて給食も子どもたちとみんな一緒にとらせていただいております。

我々も子どもたちの中に入って給食をいただくわけなんですけれども、必ずお子さんには、

今日の給食だけではなくて、ふだんはどうかなというようなことをお聞きしております。 

  学校給食は非常に大事な部分だと教育委員会はもちろん認識しておりますので、そういっ

たことも日ごろから積み重ねさせていただいているということを申し上げたいと思います。 

  続いてどうでしょうか。 

参加者 今、給食がおいしい、おいしくないというようなお話なんですけれども、それ以前の
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問題としまして、今、前でにおいでの行政の皆さん、堀金の100年史というのをお読みにな

っていらっしゃいますか。堀金小学校の100年史です。お読みになっていますか。 

教育部長 見ております。 

参加者 ありがとうございます。 

  この100年史の中で、堀金小学校の学校給食がなぜ行われたかという歴史が相当、伝統も

含めて書かれているわけです。会場においでの皆さんでご存じない若いお母さん方もおいで

になると思います。 

  私自身も堀金出身じゃありませんので、あまり体験をしていないところなんですけれども、

この100年史の給食の部分を読んで、抜粋の部分を読むだけではありますが、本当に感動し

ました。というのは、あの戦後、食料難の時代に、堀金の小学校の先生方、それからお母さ

ん方、それから地域の青年団の女性部、それから農協の皆さん、力を合わせて子どもたちに

体力向上、食料難の時代に子どもにだけは食べさせてあげたいという、そういう思いで自校

給食を始めた最初はみそ汁給食だということが書かれていますよね。 

  それで、私が一番感動したのは、大豆、その当時、まだ配給ということだったらしいんで

す。各家庭に大豆が配給されるということなんですけれども、私たち各家庭の親御さんたち

は、まず学校の子どもたちにこの大豆を優先的にあげようじゃないかと。その大豆でみそを

つくって、それでみそ汁給食というのを始めたという、こういう歴史があるということなん

です。データを見ますと、その以後、体力が非常に向上しているというデータもグラフで載

っています。 

  ですから、私、あまり給食の問題には関心がなかったんですけれども、こういう歴史的な

地域の皆さんの力で子どもたちを育てていこうと。給食というのは、体力を向上させるだけ

ではなくて、子どもたちの心も育てると思うんです。 

  今日の市民タイムスに、イイヌマ画伯と、それからノムラ画伯の記事が載っていました。

ああいう立派な画家が出たというのも、やはり環境、本当にこの安曇野のすばらしい自然環

境、こういうものの中で心が育まれて、それですばらしい芸術家となって、今現在も私たち

はそれに親しむことができるし、感動することもできるんじゃないかなと思うです。 

  給食もそういう点からいくと、そういう環境です。周りの大人たちの環境、思い、それか

ら優しさとか、そういったものによって心が育まれてきたんだなというふうに思います。私

の夫は堀金出身で、とても給食のことにこだわっていたので、なぜなのかとずっと私はわか

らなかったんです。それで、この100年史を読んで初めて、ああ、そうなのか、夫の言って
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いたことはこういうことだったのかなというふうに感じたんです。 

  ですから、この給食というのは、ただ単に体力をつくるとかそういうことだけでなくて、

給食環境という周りの人々との環境が心を育てていくというふうに思うんです。 

  ですから、そういう点からいって、食育というのは、最近こういう言葉は、私は子どもの

ころはこういう言葉はありませんでしたけれども、このごろ聞くようになったので、ああ、

こういうことなのかなというふうに思えるようになったんです、食育というのが。 

  ですから、そういう意味から言ったら、堀金の学校給食が、そんなすばらしい歴史の中で

延々と続けられてきたという、このことの歴史をどういうふうに行政の方々は考えておられ

るのか。とても軽んじておられるんじゃないかなというように、私、今の説明を聞いても感

じました。 

  それで、質問ですけれども、堀金の学校給食は老朽化、それから少子化という、こういう

２つの理由で統廃合をしていく、廃止をしていくという話なんですけれども、平成17年に建

てられて、学校もとても立派な学校です。県下一の立派な学校なんです。それと同時に建て

られたセンターですけれども、老朽化というのは、じゃ、どこがどう老朽化しているのか。 

  それから、少子化ということを理由に、こういうふうに今、書かれています。ですけれど

も、この少子化というのは、私、行政の方が出されている資料をくまなく勉強させていただ

きました。そうしましたところ、この少子化というのは堀金小学校が少子化しているという、

何かそんなような説明だったと思うんですけれども、実は堀金が一番少子化じゃないです。

皆さんの出されたデータから見ますと、堀金の高齢化率、人口が少ないから子どもの数は少

ないです。でも、率からいいますと、高齢化率は堀金が一番低いんです。一番高いのが豊

科・穂高29.8％です。これは平成27年のデータですけれども、それで、子どもさんの15歳未

満の比率、これは、堀金が一番高いんです。ちなみに、豊科・穂高は12.7％と12.9％、三郷

13.7％、明科に至っては10.9％、堀金は14.6％で、子どもの率は一番高いというデータを皆

さん出されておられるんです。 

  ですから、老朽化というのと少子化というこの２つを理由にした廃止、統廃合ということ

は、理屈が成り立たないんじゃないかなというふうに思うんです。 

  ですから、私自身は、孫もこちらにいませんし、うちに子どももいませんので、じゃあと

言うと関係ありませんけれども、でも、この今の給食を食べて育った子どもたちが都会に出

て行って、それで、ああ、自分たちはああいう環境の中で育てられんだなという思いを持っ

て、誇りを持って、それで再びふるさと、この安曇野を考えて、堀金を考えてくれたらどう
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なんですか。将来の人材を育てるということにつながるんじゃないかなというふうに思うん

です。 

  私は本当に、うちの孫もアレルギーなんです。都会におりますので、このアレルギー給食

というのはやってもらっていないんです。今はもう中学生になったので、その辺は大分穏や

かになってきたんですけれども、毎日私の娘である母親がお弁当をつくってあげなければな

らないんです。それで、ああ、堀金小学校はいいな、うちの子どもも堀金小学校に移らせた

いなということを本当に切実に言っておりました。それで、試食にも来てお世話になったん

です、親子で。それで、でもやっぱりそういう事情は許されないから、移り住んでくること

はできないです。我慢して都会で暮らしているわけなんですけれども、いまだにアレルギー

は多少残っています。 

  ですから、そういう点からいいますと、娘が言うには、もう私の周りにもアレルギーの子

は都会にはとっても多いと。そういうことであれば、是非安曇野市は日本全国に、世界中に、

今、インターネットというのがあるわけですから、配信して、そういう苦しんでいる親子、

子どもさんを、是非安曇野のほうに誘って、そこで育てられるようなそんな発信をしてもら

えないかということを言っております。 

  ですから、そういう立場から言うと、少子化だから統廃合していくんだという後ろ向きな

そういう政策ではなくて、いや、こういういいことをやっているんだ、堀金ではこんないい

給食をやっているんだということを全国に発信されたらどうですか。うちの娘は発信すると

言っていました。やっぱり自分が生まれたこの堀金が大事だというふうに思いますから。 

  ですから、是非そういう立場で、マイナスな方向でなくて、そんなことを発信していただ

けたら、そんないい学校があるんだったら私も移り住んできたいわという人があらわれるか

もしれないじゃないですか。そういう前向きな形でこの問題を捉えていってほしいなという

ふうに思います。 

  それから、身近な方でも、穂高のほうからとか、そんないい給食をやっているんだったら

是非堀金に転校したいわという人も、私、直接耳にしました。あるいは皆さんのこのマイナ

スな方向での政策でいったら、いや、これだったら、こんなに安曇野市の財産をどんどん投

げ捨てるようなことであるなら、こんな市には住みたくないわね、集団移住しようじゃない

かなんていう冗談も出てきているんです。 

  ですから、その点、もう本当にこんな簡単な、短い、拙速な説明会で、こんな重大な問題

を決着するのではなくて、もっともっと皆さんにも考えていただきたい。勉強もしていただ
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きたいし、私も勉強していきたいなというふうに思います。 

  それから、長くなって申しわけないんですけれども、そちらで出されている第２案のメリ

ットの中で、メリット、民間に委託するということなわけです。 

  民間企業というのは、企業というのは赤字では成り立っていかないわけですから、黒字に

するためにどういうことをやるかというのは、それは考えれば簡単なことはわかりますよね。

もうけを出さなきゃいけないということです。この食育という教育において、もうけを出す

民間を導入するというのは、これは本当に考えていただきたいなというふうに思いますし、

ここに書いてあるように、雇用期間制限のある非常勤調理員については、民間委託により長

期安定雇用に移行が期待できるなんて、こんなことは言えるんですか。民間企業はどういう

事業がくるか知りませんけれども、どういうふうにお考えになっているのかわかりませんけ

れども、そういう点で是非これを、ちょうどいいテーマを提供していただきましたので、是

非市民的な議論の場にしていただければありがたいなというふうに思います。 

  本当に食べることは、食育というのは心を育てます。その点で、是非行政の皆さん、考え

てください。私、今日こんなふうにここへ来るつもりはなかったんですけれども、いや、こ

れは大変だと。教育にかけるお金というのは未来への投資ですから。未来への投資というこ

とは、安曇野市にいかにいい人材を、優秀な人材を育てていくかということになるわけです

から、そういう点からこの給食を考えていただきたいと思いますし、ちょうどいいテーマを

提供していただけたなと、そんなふうに思います。 

  すみません、長くなっちゃって。思いだけを伝えちゃってすみません。 

教育部長 すみません、ありがとうございました。 

  それと、堀金の小学校の100年史には、堀金小学校の給食以外の歴史も書いてございます。

堀金小学校の給食は、過去に２回、文部大臣表彰を受賞しているという、地域の皆さんが本

当に地域の子どもを自分たちで育てようというすごい取り組みをされてきたということで、

敬意を表したいと思います。 

  ただ、私どもも資料２のほうでも説明しましたけれども、要は堀金だけじゃなくて安曇野

市として、今、食育というものに取り組んでおります。そういう中では、堀金だけではなく

て安曇野市全体の子どもたちのためによくなればということを考えて、食育の取り組みとか

をしているということもご理解いただければと思います。 

  それと、老朽化と少子化の話なんですが、建物は、最初挨拶で申し上げました、まだ平成

17年建てですので、まだまだ十分もちます、建屋としては。ただ、問題は設備なんです。調
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理器具なんかのほうは、どうしたってやっぱり設備ですので、もう法定の耐用年数でいくと

もう７年経っているものもあります。既に耐用年数を超えているものもありますし、ただ、

毎年のメンテナンスとかをしていく中でまだもっていると。業者さんに聞きますと、ちゃん

と手入れさえしていけば10年、15年はもちますよというようなことを言われております。 

  ただ、どちらにしても、間もなくそういう更新時期が来るということは事実でございます。

堀金は平成17年ですので、当然ながら一番早く来る。ただ、その後、中部と南部も平成19年

につくっております。どちらにしても、他のセンターでも同様の話は出てくる話ではござい

ます。 

  あと、少子化という話につきましては、当然ながら市全体のお子さんたちが減っていると

いう事実でございます。ただ、ちょっと転入、転出は把握できない部分がありますが、生ま

れたお子さんたちからのデータというのは私ども持っております。小学校単位でもって確認

をしているところでは、子どもたちが増えていく小学校、出生だけ考えていけば、お子さん

たちが増えていく小学校もあります。ただ、大半の小学校は、やはりお子さんたちの数が減

っていく。私どももひと・まち・しごと創生総合戦略というようなことで、人口ができるだ

け減らないようにということを、いろんな施策を取り組んでおります。今現在、まだ安曇野

市の人口の減り方というのは緩やかな減り方ではあります。ただ、そうはいってもやっぱり

日本全体の人口が減っていく中で、なかなかやっぱり減るのを抑えるというようなことは、

全体としてはちょっと難しいような状況ではあります。 

  それで、資料の１のところの２ページ、ご覧いただきますと、学校給食センター、それぞ

れ担当する小学校とともに、提供給食数という欄がございます。こちらを見ていただきます

と、この４月１日現在で8,030食の給食を提供しておりますが、その下の括弧書きで書いて

ある最大１万600食というのが、今、４センターでつくれる給食の数です。そうしますと、

2,000食以上、見ていただくと、今、提供給食数に余裕があるという現状があるのも事実で

はございます。 

  それと、民営化の話なんですけれども、私ども業務委託ということをちょっと説明させて

いただきました。資料３の３ページの下に、民間の業務委託の業務内容というのが書いてご

ざいますが、調理業務であるとか食器等の洗浄や保管業務、配送車の運転業務等でございま

す。恐らく心配されているのが、今までの説明会でもお話に出てきたんですけれども、民間

は利潤を上げるために、食材を落としてそういうことをするんじゃないかというようなお話

をいただいていますけれども、あくまでも業務委託しかできませんので、業務委託しかでき
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ないということは、今と同じように県の栄養士が献立をつくって食材の手配をするという仕

組みというのは、それを民間にお願いするということは、今、できませんので、食材を安く

して、その分をもうけるというようなことは、今、たとえ民間委託、業務委託をしても、で

きない仕組みになっています。 

  市内の認定こども園は、全て現在は業務委託をしております。ただ、恐らく、じゃ業務委

託をしているから、認定こども園の給食がおいしくないとか、多分そういうような声は、私、

ちょっと聞いたことがございませんので、仮に業務委託をしても、おいしい給食が提供され

ているのではないかと私は考えてはおります。 

参加者 孫が２人小学校、１人中学校、来年もう１人小学校に入ります。高校に行った孫が１

人いて、中学校卒業しました。５人います。 

  私、質問が２つあります。 

  １つは、資料３の３ページの案が４つありますよね。この４つ以外に、自校方式に近い堀

金のやり方を、他の学校にも広げるという案がないのはなぜなのかということを聞きたいで

す。それが１点です。 

  それから、２つ目は、資料１の一番最後のページ、安曇野市中学校給食の理念（目標）と

いうのがありますよね。これは、例えば第１案の現在のままということでは、この理念、目

標は達成できないのか。それから、各自校方式を他の学校に広げるというやり方では、この

理念、目標は達成できないということで、そういうことから第２案、第３案、第４案を出し

てきたのかということを答えてほしいと思うんです。 

  それから、できれば今、民間委託の内容は、現在では食材でもうけることはできない仕組

みだというお話がありましたけれども、一旦民間に委託しちゃったら、ずっともとへ戻すの

はなかなか困難ですから、20年、30年、50年続いていくと思うんです。 

  もう皆さん方が退職するというのはずっと後で、皆さん方は責任のないところで、例えば

遺伝子操作をした食品の輸入だとか、それから今、中国で問題になっているように、農薬が

大量に入れられた食品の輸入だとか、そういうことが絶対にないということを言えないわけ

です。皆さんが責任を、外の、何十年も先の話ですから、あり得ないということは言えない

と思うんですが、その点ちょっと聞かせてもらえませんか。 

教育部長 ありがとうございます。 

  まず、堀金の給食センター、センター方式の中の親子方式と言われております。小学校で

給食をつくって、中学校へも運んでいるということ、これが自校給食はなくてセンター方式
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といわれる中の一つの方法ではございます。 

  それで、合併前の町村、安曇野市は５つの町村が合併して安曇野市になっています。その

中で、自校給食を行っていたのは堀金村だけです。他の３町１村はもうセンター方式をとっ

ておりました。明科は当時東筑摩郡でございましたので、生坂村と共同調理場をつくって給

食センターをつくっておりました。ただ、合併前に、当時の豊科町が明科、豊科町は今の防

災広場のあたりに、給食センターが合併前はありました。どちらにしても、豊科も給食セン

ターはつくり直さなきゃいけないという話でありましたので、明科に一緒にやりませんかと

いう話を合併前にされて、明科はもう合併するんだから、生坂ともやってる共同調理場をや

めて、じゃ一緒にやりましょうという話になって、平成19年から一緒にやっているというこ

とでざいますし、他の穂高、三郷ももともとセンター方式という中とっておりましたので、

合併協議の段階で自校給食というような話は出てはいなかったとは聞いてはおります。 

  逆に、堀金へも一緒にそういうセンター方式、多分17年の時点でも恐らく３つでも可能で

はないかという中では、働きかけはあったとは聞いております。当時の堀金村もそういう話

の中で、当初は村営住宅ですとか小・中学校のちょうど中間ぐらいにあった土地が使えると

いうことで、まず最初はちょっとそちらのほうにセンターをつくろうかという計画があった

ようでございます。ただ、村内でいろいろ話す中では、自校給食をやっていた経過があるの

で、小学校につくって中学校に運ぼうという今の親子方式のセンター方式になったというこ

とは聞いております。 

  堀金はそういう歴史がある中で自校方式をとりましたけれども、他の自治体、４町村はセ

ンター方式を合併時から選んだという経緯がございます。今から逆に自校方式に戻すという

ことになりますと、今まで給食センターを整備してきた投資というものも無駄になってしま

いますし、新たにどうしてもそのお金、別に工事などが発生するということになりますので、

これについてはちょっとなかなか現実的には難しい話ではないかと思っております。 

  給食の理念の話なんですけれども、私ども、堀金給食センターのいいところというのは、

他のセンターでも取り入れていきたいなということは考えております。やっぱり堀金は物産

センターと食材を提供している方たちとしっかりと明確になっているというところがござい

ます。ただ、他の物産センターからも農産物を仕入れている給食センターはあります。ただ、

やっぱり規模的に小さいというのはありますので、確かにこの安曇野市は米作地帯ではある

んですけれども、野菜がそんなにたくさん皆さんつくっているかというと、なかなかそうで

はないと思います。それでも実際に今、物産センターなんでも当然野菜とか提供いただいて
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いる農家さんはありますので、他のセンターでもそういう仕組みをもっともっと広げていく

中で、安曇野産の食材というのをもっと使うような食育というのをできればいいなと思って、

そんなようなことを今、農政課のほうとも話を進めたいと思ってはおります。 

  ですので、自校給食に近い形ではなくても、今やっているセンター方式の中でもそういう

いいところを取り組むことによって、地産地消の推進というものをもっと今以上に進めてい

くことができるのかなとは思っております。 

  あと、食材の安全性の問題なんですが、じゃ、未来永劫本当に確約できるかと言われてし

まうと、すみません、私もそこまでの確約というのは何とも言えないところがあります。た

だ、今現在は業務委託しかできないです、給食センターの場合。そうであれば、あくまでも

栄養士が献立をつくって食材を発注するという仕組みは変わりませんので、そうである以上

は民間業者が食材を自分でもって発注してもうけを上げるということは、現在の仕組みの中

では考えられないということしか、ちょっとお答えはできませんけれども、現在の仕組みは

そうなっております。 

学校教育課長 他はいかがでしょうか。何でも結構でございます。 

  どうぞ。 

参加者 皆さん自校給食のほうが、やっぱり堀金のほぼ自校給食というのがいいなという意見

が、私はそういうふうに感じとれて、私自身もほぼ自校給食の堀金のほうがいいなと思って

いるのですが、できたらやっぱり堀金のようなほうが、地元の野菜を確保しやすいし、いっ

ぱい何校分もつくると、やっぱり地元の野菜を確保するのが大変だとおっしゃっていたよう

に、少ないほうが小回りがきいて、地産地消がしやすいんじゃないかなとは考えています。 

  あと、さっき○○さんがおっしゃっていた、それぞれの給食センターの比較としては、個

人的には残渣量とかではかれるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺どんな感じか

伺いたいです。 

学校教育課長 それでは、２番目の残渣量の関係で、各所長さんからお願いできますか。 

堀金学校給食センター長 すみません。残渣量につきましては毎日はかってはいるんですが、

やはり献立によって好き嫌いが出たりしまして、日によって全然足りないようなクラスもあ

れば、たくさん残しちゃうようなクラスもある。 

  現状、同じようなものを食べていただいても、クラスによって食の強いクラスと食の弱い

クラスとがあるんです。ですから、うちとしては、つくったものを規定の管理に合うだけた

くさん食べていただきたいんですけれども、どうしても好き嫌いの問題なのか、全体的に食
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が細い問題なのかわからないんですけれども、残渣量が多いクラスもあります。 

  そういうときは、あまり食べないクラスの分を、たくさん食べるクラスのほうに少し分け

てあげたりとかして、できるだけ残渣量は少ないようにさせていただくような対応はとらせ

ていただいております。 

中部学校給食センター長 中部でも、基本的には毎日残渣量ははかっております。堀金のセン

ターと同様に、各センターでも同じだと思いますけれども、基本的に食べていただきたい栄

養量がございますので、極端なことはあれですけれども、多少の今の調整というか、食べる

クラスには少し多目にやるとかそういうことは調整しております。 

  ですので、メニューについてもその残渣量によって考慮しながら、栄養士の先生も考えて

いただいているということで対応しております。 

北部学校給食センター長 先ほど２人の所長が言ったとおり、残渣量は毎日はかっております。

それで、一番理想は、各４センターとも同じメニュー、献立ならいいんですけれども、同じ

献立、メニューだと食材の調達が難しいということで、４センターとも全部献立が違ってお

ります。ただ、安曇野の日とかそういうときには一緒になるときがありますけれども、そう

じゃないものですから、同じ献立でしたら残渣量で比較できますけれども、そうじゃない場

合はちょっと残渣量だけでは比較は難しいと思います。 

南部学校給食センター長 残渣量については同様にはかっております。 

  栄養士さんなんかの話を聞くと、やはり先ほどから出ておりますけれども、クラスごとで

やっぱり食の細い、太いがあるかどうか、差があるというお話は聞いておりますので、そう

いった関係では調整をしているというふうに伺っているんです。 

  あと、ほとんど他のセンターと同様でございます。 

  以上です。 

養育部長 あと、小さなセンターのほうが食材の小回りがきくんじゃないかという、そのとお

りだと思います。事実、堀金は提供給食数が少ない中で、実際に生産者の皆さんから少ない

量の食材でも提供いただく中でということは、当然ながらできております。 

  あと、堀金は、最初の説明でもちょっと言いましたけれども、やはり今日、堀金でいえば

地元産の野菜とかを提供いただいた場合には、今日の大根は誰々さんのところの大根ですよ

とか、あとは、併設している給食センターの入り口には、提供されている農家の皆さんの写

真が張ってあるというようなお話は聞いてはおります。 

  ただ、そういうものは、仮に堀金給食センターが統合されたとしても、そういう仕組みと
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いうのは当然残すことは可能だと思いますし、食材も場合によれば全体の中の一部というよ

うなことになるかもしれませんが、提供さえいただけるのであれば、そのような形というの

はとり続けていけるのかなと。先ほども言いましたけれども、できればそういう堀金の給食、

物産センターの仕組みというのを、他のセンターでもできるだけ広げていってもらえないか

ということを、これからちょっと模索したいとは思っております。 

  やっぱり堀金のQ食の会の皆さんと何回もお話をしましたが、やはり生産者の皆さんも、

やっぱり自分たちの食材を、自分らの地元の子どもさんに食べてもらっているということは、

すごい生きがいになっているということは、お話を聞いていてもすごくよくわかりました。

だから、逆にそういう仕組みを、堀金以外の地域でもできないかなということを模索してい

きたいと思っています。 

  今、市では、コミュニティスクール事業というのを10年以上続けております。学校の中へ

いろんな皆さんに、地元の方が入っていただいて、いろんな協力をいただくというようなこ

とをやっております。 

  ただ、今までというと、どっちかというと何か特殊な能力というと変なんですけれども、

学習田とかあるときには、やっぱりお米をつくったり野菜をつくったり、そういうことがで

きる人がご協力いただくとか、学習補助的なものであったりすると、やっぱりそういうこと

の経験がある方にやっていただいているというのが事実。 

  あと、部活動補助員なんか、もちろん少し変わってきて部活動指導員という名前になって、

今でも本当に補助だけで、校外活動とか試合とかを引率とかできなかったんですが、今年か

らそういうものも引率できるようになってとか、制度も少し変わってきてはいます。ただ、

できれば普通の市民の皆さんも、何かできるだけそういう学校の中に入れるような仕組みと

いうのが、今、できないかなというのは、そのコミュニティスクールなんかでも、何か特殊

な技能があるとか、こういうことができるという人でなくても、ごくごく普通の皆さんに、

学校の中へ入っていろんな協力をしていただけないかなというようなことも模索をしたいな

とは思っております。 

  昨年の春先ですが、明科地域でちょっと児童のあまりよくない話があったんですけれども、

そのとき私も、朝、青パトで明科地域の登校時間中、ちょっと回らせていただきました。そ

のときに、明科地域の皆さんというのは、本当にすごいんです。皆さん出ていただいていて、

子どもを見守ってくださっているんです。そういうのを見て、この地域力というのはすごい

なというのを思いました。 
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  今は変な話なんですけれども、知らない方がお子さんに声をかけると、お母さんが、挨拶

とかすると、知らない人だから返事しちゃいけないよというようなこともあるようでござい

ます。だから、同じ近所に住んでいたりしても、結局お子さんたちと顔見知りにならなけれ

ばなかなかコミュニケーションがとれないというようなこともありますので、何かできるだ

け地域の子どもを地域で育てる、そんなことをどんどん実現できるような仕組みを考えてい

きたいと思っております。 

  以上でございます。 

参加者 今のご説明を聞いて、意見なんですけれども、この学校給食の問題に限らず、いろい

ろな市の案というのが、ある方面いろいろ出てきますよね。それを今までずっと見ています

と、市の案どおりに事が動いていってしまっている。どこで十分な討議をされたのかという

こともよくわからないままに、市の案どおりに全てのことが動いていってしまっている。 

  それで、今、行われている説明会、これは５月18日、19日、21日、22日と４回にわたって

説明会がされるというふうに知らされていますけれども、この説明会４回が、給食を考える

第一歩であって、これから給食について構想を練っていくというような段階というふうに理

解していいのでしょうか。その辺をお聞かせください。 

教委部長 ありがとうございます。 

  今まで公共施設の説明会でありますと、基本的には市が方針を決めて、こういう方針でや

りたいですという説明会が行われてきたのが事実ではございます。 

  冒頭の挨拶でも言いましたけれども、市の保有している公共施設、合併前からのものがみ

んな持ち込まれている中で、同じような用途のもの、同じような機能のものというのが重複

してあることは事実ではございます。 

  先ほど言いました再配置計画、基本方針の後に再配置計画というのをつくっているんです

けれども、その中で、現在市が保有している施設を全てこのままずっと維持していけばどう

なるかというシミュレーションを出しています。通常、全部もう鉄筋コンだというような想

定にはなっているんですけれども、通常鉄筋コンだと50年耐用年数があるんですけれども、

30年たったら取得価格の６割を掛けて大規模改修をしましょう。そして、60年後にもうやっ

ぱりだめになっちゃうので、じゃ全く同じものを建て直しましょう。そうするとどのくらい

費用がかかるかというのをシミュレーションしましたところ、年間で平均すると約40億円か

かるという試算になっています。もうこれにはただ建て直しだけで、年間の維持経費とかそ

ういうものは全く含まなくて、そのくらいお金がかかっちゃうというような話、シミュレー
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ションになっています。 

  その中では、さすがに毎年毎年施設の維持をしていくだけでもってそんなお金はやっぱり

出せないよということで、公共施設再配置計画10年計画案、29年度発表いたしました。再配

置計画の中では、いろんな公共施設の種類ごとに、将来的には、じゃ何パーセントにしまし

ょうというようなシミュレーションを出しまして、最終的には60年後までには32.9％床面積

として減らしましょうというのを立ててございます。それを具体化したのが10年計画案。じ

ゃ、向こう10年間の中で、今、市の保有している施設のうち、この施設は幾らかけて改修し

ましょうとか、逆に譲渡しましょうとか、譲渡・廃止しましょうとかという方向をまとめた

もので毎年更新しています。 

  その中で、今まで話題になってきたのが、明科の長峰荘と穂高のプールかと思います。こ

れらにつきましては、市の方針が決まって、それについてもう現状市としてはこうしますと

いう説明会をさせていただいたところ、何でそんな一方的に決めるんだということで、長峰

についても時間がかかりました。また、長峰荘は、最終的に民間でもって引き受けてくれる

ところがありましたので、無償譲渡という形をとって、今、民間のほうで営業が始まってい

ます。穂高のプールも、一昨年度そういう説明をしたんですけれども、やはりすごい反対が

多かったという中で、昨年１年間、説明とかしてまいっている経過がございます。 

  この給食センターの話を、今回するに当たっては、まず現状を皆さんに知っていただきた

いということで、この説明会を始めております。今回皆さんからいただいたご意見、提言等

につきましては、この後また私ども持ち帰って、教育委員会であるとか学校給食運営委員会

というような組織もございます。 

  この学校給食センターの運営委員会というのは、校医さんであるとか、ＰＴＡの代表であ

るとか、学校長の代表であるとか、そういう皆さんが入っていて、給食センターのいろんな

方向づけをする上位設置した一番重要な委員会ではございます。そういう中へ皆さんのご意

見を、こういうご意見がありましたということを説明していきながら、ここの方向性を決め

ていきたいとは考えております。 

参加者 今までの意見とか論議を今、聞いて、感じることと私の意見ですけれども、食育とい

うところをもっともっと突き詰めてもらいたいと思います。 

  さっき○○さんから、堀金小学校の給食の歴史、それから２回も文部大臣賞で表彰を受け

たようなことを、私、初めて聞いて、そんなにすばらしい学校給食がこの堀金であるんだと、

安曇野の地であるんだということをすごくうれしく思いました。 
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  私自身ももうはるか昔ですけれども、自校給食で育った人間です。それで、あるお母さん

は、自分は朝日村の出身で、そこも自校給食だと。学校の帰り道、給食のおばちゃんと話を

しながら帰ったのがいまだに覚えているというような、そういう食育という意味では、数字

だとか何かにあらわれないんだけれども、一人一人の子どもたちなりが心の中にあると思う

んです。 

  私自身も、近所のおばちゃんが学校給食のおばちゃんで、学校で学校給食についての作文

を書かされたことがあって、そのおばちゃん、いつもおいしい給食をありがとうというよう

に、多分書いたんでしょう。そうしたら学校で、校内放送でその作文を読み上げられたんで

す。そうしたら、そのおばちゃんが、物すごく感激してくれて、私は〇〇というんですけれ

ども、○○ちゃん本当にありがとう。あの作文でおばちゃんは本当に元気が出たよ。ありが

とうと言われたんです。それが今も私の気持ちの中にあるんです。 

  そういう意味では、給食といえども非常に大きな、人間が生きていくためには食べなけれ

ばいけませんと、１日３食のうちの一つが学校給食なわけですよね。そういう意味では、堀

金の親子方式というか、自校給食は、本当にかけがえのないものだと思います。 

  最近、老朽化ですとか少子化ですとか、人件費ですとか民間委託とか、非常にたくさん出

てきましたけれども、○○さんが言ったように、子どもに対する投資というのは未来の投資

ですから、この安曇野市でそれを守り通すというところを、是非行政側にわかってもらいた

いと思います。 

  そういう意味では、この４つのセンターの中で唯一残っている自校給食、親子方式を、さ

っき穂高の○○さんも言われていたけれども、他でもやってもらいたいというぐらいに要求

があるわけです。 

  それと、いろんな意見を聞いていらっしゃると思いますけれども、是非今の子どもたちを

育てている親御さんの意見、日中は働いていらっしゃるからだめだと思いますし、土日でも

説明会を持っていると思いますけれども、ママたちに聞いたら、学校からも説明会があるか

ら行ってくださいというチラシだか何かをもらったけれども、どういう説明があって、何の

ために説明会を開くのかということは言われなかったと。私が、今こういう動きがあるんだ

よと言ったら、初めて知ったと、それは大変だということで、お母さんたちも気をもんでい

ると思います。 

  それと、子どもから、ママ、今日の給食すごくおいしかったから、うちでもつくってと言

われるんですって。だけれども、レシピがないからママはつくれないとか言うんだけれども、
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子どもたちが学校給食を楽しみにして、今日の給食は何だろうなと思って、それで学校に行

くという、親にとってはありがたい話だと思いますけれども、それほどに子どもたちの心に

は給食ということは、大人の考えている以上なものがあるんだということを、是非行政の方

はわかっていただいて、是非存続をしてもらいたいと思います。 

学校教育課長 大変ありがたいといいますか、励みになるご意見をいただきました。ありがと

うございました。 

  他、いかがでしょうか。 

  後ろの方。 

参加者 先ほどから皆さんのご意見を聞かせていただいていますけれども、私は堀金で育ちま

した。先ほどから賞をいただいた給食をいただいて育っています。 

  是非とも残していただきたいという気持ちは本当にあるので、安易に考えていただきたく

ないなと思いますし、本当においしい給食で育ったということで、今でも思い出に残ってい

ますし、ありがたいと思っていて、それが食育だったと私も思っていますので、簡単に合併

するとか民営化するとか、そういうことには進めていってほしくない。じっくり考えていた

だきたいと思います。 

  どんなふうにしてというのは、私たちすぐには答えは出ませんし、子どもたちのために本

当においしい給食をつくっていただきたいという、それだけですので、意見は言えないんで

すけれども、私たち、よい方向に持っていっていただきたいという思いは強いですので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  続けて、他、いらっしゃいますか。 

参加者 すみません。私はこんな機会をあえて与えていただいたので、急にこの給食、食育と

いうのにこの年になって目覚めたというか、そんな感じなんです。 

  ですから、こういう機会を与えていただいたということは、これは大変大きな成果だなと

いうふうに思います。こんな私でさえも、そういうことに関心を寄せるようになったんです

から。 

  それで、堀金の給食の献立と、他のセンターの献立を、私、知り合いの方からいただきま

した。内容はそれぞれのセンターで違うというお話でしたので、確かに違うわけなんですけ

れども、その中身というのがもうまるっきり違うわけなんです。堀金だけを褒めるわけでは

ないのですけれども、この豊富な食材を使った内容を見たら、もう一目瞭然だなというふう
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に思うんです。先ほどそんなに変わりないというふうなお話だったんですけれども、この献

立を見たら、もう本当に堀金の給食はいろんな食材を使って、愛情込めてつくられているな

というのを見せていただきまして、私もこれはちょっと試食をしてみたいなというところま

で気持ちが来ております。 

  それで、この給食を食べて育ったある方、もう30歳過ぎた方ですけれども、この給食をつ

くる部屋が校内にあるということは、もうそろそろお昼近くなると給食のにおいがしてきて、

それで食欲のない、食の細い自分でも、ああ、給食だな、楽しみだなということで、五感を

通じて給食が食べられて、今、この体力を維持できているんですという話を聞いたんです。

確かにその方は職が細くて体力がなさそうなんですけれども、でも、あの給食があったから、

今のこの体力を維持できているんですという話を聞いて、私、自分自身と比較したらもう考

えられないような体力的な状況なので、ああ、そうなんだと。五感を通じて、それで心が育

っているんだ。においとか、それからつくってくれているおばちゃんの顔とか、そういうも

のを通じて、それで自分は大きくなって、今現在いるんだなと、ありがたいことだなという

ふうにその人は言っておりました。 

  ですから、本当に先ほどからのご意見のように、これをきっかけに、統廃合ありきという

説明なんだと思います、正直言って。そうなんですよね。ですけれども、そうではなくて、

これを広く市民の間に討議の場として提供していただくという、こんなチャンスにしていた

だければいいんじゃないかなというふうに思います。 

  先ほど○○さんのほうからも、ありきではないということを是非考えていただきたいなと

いうふうに思います。 

  そんなわけで、私、あと何回かありますので、今日これだけ出たらもうやめようかなと思

ったんですけれども、夜のほうも出てみようかなというふうに思ったくらい、興味が湧いて

きました。すみません、いろいろ言って。お願いします。 

学校教育課長 どうもありがとうございました。 

  他にいかがでしょうか。 

参加者 何度もすみません。 

  今、災害があちこち起きていますよね。それで、市のほうから防災マップ等は配られてい

ますけれども、もし一旦そういう災害が起きたときの市民の集まる場所に、小学校だとか公

民館とかいうところが指定されていますけれども、そこに給食センターがあるということは、

そこでもし何かあった場合の、災害のときの炊き出しがそこですぐできるという利点がある
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んです。そういう意味でも、私はこれを単に給食ではなくて、地域にどう貢献するのかとい

うところを、また視野を広げて捉えていく必要があるんじゃないかというふうに思います。 

  堀金支所のところに調理実習棟がありますよね。あれなんかも、そういうときは非常に機

能を発揮するんじゃないかと思うんです。そういう意味でも、堀金の自校給食、廃止ではな

くて、民間委託ではなくて、丸ごと存続を是非やってもらいたいと思います。 

学校教育課長 大変貴重なご意見、ありがとうございました。 

  他にどうか発言、はい。 

参加者 うちの息子も堀金小学校で、今、２年生で、給食のほうを毎日毎日おいしくいただい

ています。 

  うちの息子が、おみそ汁がすごくおいしいと言って、子どもから、堀金の物産センターに

行ったときに、このおみそを学校で使っているからこのおみそを買ってと言って、うちはお

ばあちゃんもやっぱりおみそをつくる人なんですけれども、おばあちゃんのおみそじゃなく

て常念みそがいいと言って、ちょっとうちはおばあちゃんの手前もあったので、一応おばあ

ちゃんのおみそも使いながら、じゃ、常念みそも使って、合わせみそでといってうちでは使

っているんですけれども、先ほど堀金の所長さんが言っていましたけれども、生産者の顔が

見える野菜を子どもたちが食べたりだとか、あと、ガラス張りの調理室、つくる人が見える、

そういうとても身近に感じる中で子どもたちは食事をすることができるというのはとても大

切なことだと思うので、私自身、自分がセンター方式の状態で給食が届けられて給食を食べ

ていたので、正直言って目の前で食事のにおいがするとかそういうのを感じたことがなかっ

たので、できればやっぱり今の子どもたちには残してほしいなと思っています。 

  なので、この先、丁寧に説明をしてくださるということですので、きちんと保護者の声を

よく聞いてもらって、できるだけ、子どものことをやっぱり一番考えているのは保護者なの

で、保護者のことを、言葉をきちんと聞いてもらって、やっぱり聞き取ってもらいたいなと

思います。よろしくお願いします。 

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 うちの上の子が小学校１年生になりました。下の子がまだ認定こども園の年小になっ

たばかりで、正直、給食センターのことは何もわからないので、今回議論をする前にまず知

るところから始めようと思って、今日、参加させていただきました。なので、すみません、

堀金の取り組みとか全然知らなかったんですけれども、今日ここで聞かせていただく中で、
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私個人的にも堀金の給食センター、現在のまま存続していただきたいなと思います。 

  あとは、穂高に今、住んでいるんですけれども、自分の周りには正直まだ給食センターの

検討というか、この問題について知らない方も、正直まだすごくいるので、広報あづみのと

かいろいろで、またこの問題についてまず知っていただくのも必要かなと思っています。 

  あとは、子どもたちの声も聞いてほしいなと思っていて、もちろん今までも説明を聞いた

りとかした意見だったんですけれども、もしかしたら直接言えないこともあるかもしれない

ので、ちょっと大変かと思いますが、アンケートとかを小学生、中学生に限ってとって、給

食を今後どうしていきたいのかということを聞いていただけたらなと思っています。よい方

向に進むことを願っています。ありがとうございました。 

学校教育課長 いただいたご意見を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、どうでしょうか。 

参加者 すみません。さっき私の質問の仕方が悪かったと思うんですけれども、私は北部給食

センターに試食に行ったことがあるので、残渣をはかっているのは知っているんですけれど

も、パーセンテージを市民、他のみんなが一覧としてわかるように、メニューが違うのもわ

かるし、いつも栄養士さんが一生懸命メニューを考えてくださるというのも知っているので、

でも、悪い意味での比較でもなく、どれぐらいあるかというのもみんながわかるように、今

後表示していっていただけたらいいなという質問というか、あらわしていただけたらなとい

う感じです。よろしくお願いします。 

  今日はわからないと思うので。 

学校教育課長 わかりました。ちょっと今日は多分数字が出ていないと思います。 

  それで、大変申しわけないんですけれども、今、残渣率の４センターの比較をした場合に、

例えば公表した場合に、どういう効果といいますか、そういうものがあるかというところは

どんなもんですか。 

参加者 そうですね、何かやっぱり廃棄するのにお金がかかるというのも聞いたので、そうい

うこととか、経営のこともわかるし、例えばみんな頑張って食べられる、まあ無理に食べる

必要はないと思うけれども、食が細い子もいるから、食べられる子は頑張って食べようかな

と思ったりするかなというのもあるし、比較みたいなものもわかるかなとは思うので、わか

ったらいいかなとは思うんですけれども。 

学校教育課長 わかりました。ありがとうございました。参考にさせていただきます。 
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  他はどうでしょうか。まだ少しお時間がございますので。 

参加者 もしわかれば。山形でしたか、市の名前は忘れちゃいましたけれども、今の残渣の問

題で、学校だけに限らずいろいろな食べるところのものを集めて、塩分を取り除いて、それ

で肥料に戻して、また農業に使うというようなことをやっている市があるんです。そんなよ

うなことは検討というか、ありますか。あるかないかだけ教えてください。 

学校教育課長 私も新聞で見た覚えがございますが、安曇野市におきましてはそういうかかわ

りのところはない状況です。 

  他、この際給食に関係することは何でも結構でございますので、どうぞお話をいただけれ

ばと思います。 

参加者 すみません、ちょっとこの間、急にいろいろと話を聞くようになったんですけれども、

先ほど、今の残渣のことに関してなんですけれども、私の知り合いのお子さんが小学校５年

生の男の子なんです。とても体格がいいんです。それで、この献立を見て、僕はこの給食で

お昼は足りているかと聞いたら、足りてない。そうでしょうね、その体格ではねと。じゃ、

余った給食をおかわりできないのと聞いたら、それもじゃんけんだと言うんです。だから、

お母さんに聞いたら、おうちへ帰ってきたらもう夢中でとにかくご飯を食べなきゃいけない

と言うんです。 

  ですから、そんなようなこともあるということで、実際の話ですので、お耳にしておいて

いただければいいかなと。そんな子どもには優先的に食べさせてあげることはできないのか

なと、単純な疑問です。そんな状況を耳にしています。 

学校教育課長 所長さん方、コメントありますか。事例か何かありますか。 

中部学校給食センター長 先ほどもご説明差し上げましたけれども、クラスによってやっぱり

食のいいところと少ないところとございます。ですので、もう食缶自体が決まっているので、

それ以上、２つも３つもというわけにはいかないんですけれども、対応できる範囲内で少し

大目に汁物だったら入れるとか、そういう配慮はしております。 

  それ以上ということになると、やはりこれは私どもの対応できない部分があるので、でき

る範囲の中で対応しているというところでよろしくお願いします。 

参加者 はい、結構です。 

学校教育課長 他、どうでしょうか。 

  どうぞ。 

参加者 先ほどの質問と重複するかと思いますけれども、あくまでもあれだけ説明会があって、
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いろんな多角的な意見が出ていたのに、いつの間にか結論が出ちゃっていた。そして、しか

も聞かされた内容では、お金のことが第一番で決まっていったようだよと、こんなことには

本当にならないようにだけは、この場でお願いしたいと思います。 

  以上です。 

学校教育課長 そういうご意見があったことはもちろんお伝えをさせていただきます。 

  他、どうですか。 

参加者 議員ですけれども、第１回目の説明会のときにもお願いしたんですが、それはできな

いというふうに言われたんですが、学校の教職員、それから栄養士、栄養教諭、それから調

理員の方の、栄養士、栄養教諭のところまでは、いろんな学校を経験、いろんなセンターを

経験しているわけで、しかも給食についての食育の最前線でいるわけで、そういう方の食育

についての、いわゆる堀金の給食センターのような形で、あるいは自校方式でやっている学

校とそうじゃないところが、食育上どう違うのかと。子どもにとってどうなのかという、是

非そういう資料を出してもらいたいと思うんです。 

  １日もあればそんな資料はすぐ出てきますのでと私は思うんですが、例えば堀金小学校以

外にも、安曇野市内の子どもたちは、毎日トラックで運ばれてきたコンテナという入れ物の

中に入っている食器缶を持って、教室まで運んでいくわけですけれども、私の知っていると

ころの学校では、取り出す前に誰もいないところに向かっていただきますと言って、そして

食缶を持ち出すんです。それで、返すときには、調理員も栄養士もいないところでいただき

ましたと言ってそれを返すんです。そういうことを年間200日やっているんです。 

  それに対して、堀金小学校は、取りに行くときにそこに調理員や栄養士がいるかどうか、

もう片づけも終わって全部棚に子どもが取りに来られるような状態になっていれば、そこに

いなくてもいいわけですけれども、いつでもそこに行けば調理の現場が見られる。そこに向

かっていただきますと、あるいはいただきましたと言って、持って行ったり返しに来たりす

るわけです。そこで当然人がいれば、今日はおいしいからねと、何々を残さないように食べ

てねとか、今日はどうだったねと返すときには聞いたりとかいう、そういうやっぱり人間的

な触れ合いがあるわけです。 

  それは一つの例ですけれども、それだけに限らず、すぐにそんな資料は出せるわけですか

ら、是非そういう材料を出してもらって、先ほどからも子どもの意見、保護者の意見、それ

から生産者の意見や納入業者の意見、そういうものもという意見が出ていましたので、是非

給食の最前線の食育の現場でやられている方の意見も、給食センターで働いている方、それ
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から栄養教諭、栄養士の方も何千食をつくっているところでも、本当においしいものを出そ

うとして一生懸命頑張っているんだけれども、やっぱりそこで自校方式でやっているところ

と、そうじゃないところの限界があるわけですから、どういう方向で安曇野市はやっていく

かというところを、しっかり市民的議論をするためにも、その資料を出していただければと

思います。 

  以上です。 

学校教育課長 現場の方の意見も資料として出してほしいというご要望だと思います。 

  第１回目のときにもお答えをさせていただきましたが、やはりこれまでずっとこの資料で

説明を申し上げてきたという経過がございます。資料２につきましては、今回新たにこの説

明会用につくったものではございます。今回予定されている明日までの説明会につきまして

は、まことに申しわけございませんがこの資料で、同じ議論の土俵をそろえるということで、

何とかご理解をいただければというふうに思います。 

  ただ、今後、我々も皆さんからいただいたご意見も踏まえて、さらなる検討をしていくわ

けでございますけれども、当然現場の声というのは聞く必要がございますので、そういった

ときにもきちんと吸い上げていけるようにしていきたいというように思っております。 

  他にいかがでしょうか。若干時間がございますが。何でも結構ですけれども。 

（発言する者なし） 

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

 

◎閉 会 

教育部長 それでは、皆さんの意見も出尽くしたようでございます。本日は大変貴重なご意見、

たくさんいただきました。ありがとうございました。 

  また、皆さんのご意見、ご提言、教育委員会、また学校給食運営委員会等の中で報告させ

ていただく中で、また今後の方向性を出していただきたいと思います。 

  本日はまことにありがとうございました。 

 


