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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。どうか皆さん、ご意見、ご質問、ご提言等ございま

したらよろしくお願いいたします。 

  恐れ入りますが、挙手をしていただいて、お名前をおっしゃっていただいた後にご発言を

お願いしたいと思います。 

  いかがでしょうか。 

参加者 給食センター、これは難しいことをしゃべっているのであれなんですけれども、簡単

に言って、堀金の給食センターを老朽化に伴うという言葉、聞いているほうは理屈にしかと

らないかもしれない。でも、現実はそうかもしれない。わからないところはあるんですけれ

ども、これを直す費用と、これから直してから何年間それが大丈夫ですという期間にかかる

費用と、これをもう、じゃ仮に穂高とかそういうところのコンテナで運んでもらう、それの

費用と、ここにもついている学校の設備費用補助金、これは毎年ですよね。今あるわけじゃ

ないので、多分これであるお金、これは足したときどのぐらいの差があるのかは、今、出ま

すか。 

教育部長 堀金の給食センター、施設自体は鉄筋コンクリート、平成17年から稼働ですので、

施設自体はまだ新しいわけです。ただ、先ほど説明したように調理器具、やはり耐用年数等

がありまして、中にはもう耐用年数を超えているものも当然ながらございます。業者さんに

聞くところでは、耐用年数を超えていてもちゃんと毎年メンテをやっていれば、10年、15年

は大丈夫ですよという話はいただいていますが、ただそろそろ、17年から稼働していますの

で、交換の時期が間もなく近づいてくるということは事実でございます。 

  ただ、これは他のセンターも同じで、堀金は17年ですけれども、南部や中部は19年なので、

他のセンターについても同様のことは当然起こってまいります。 

  費用の関係なんですが、堀金の調理器具を交換する場合には、一応業者さんからは概算見

積もり１億3,000万円程度というものはいただいてはございます。ただ、電気工事であると

かそういうものは別だと聞いておりますので、それ以上にお金がかかるということだとは思

います。 

  ただ、他のセンターを改修するとかということに関しましては、私ども今回の説明会は、

あくまでも給食センターの現状を皆さんに知っていただくということで考えておりましたの

で、他のセンターの改修費用等の見積もりはとってございません。ただ、日曜日の説明会で
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もそういう説明はさせていただいたんですけれども、やっぱりそういう数字が全部出ていな

いと判断できないじゃないかというようなご指摘もいただきました。ただ、業者さんからい

ただく見積もりも、ただ無料でもって出してくださいという見積もりではなくて、当然なが

ら改修したり備品を買ったり、要は物を買うのと工事とかは一緒にみんな絡んでくるもので、

一つのメーカーさんからの見積もりじゃ済まないので、その点ではしっかりしたお金を払っ

た、しっかりした見積もりというのを、９月の議会なりの補正でお願いする中でやっていこ

うとは思っていますので、すみませんけれども他の施設の改修費用であるとか、仮に堀金の

給食センターを廃止した場合の後利用にかかる費用というのは、まだ現在のところはないで

す。 

  あと、すみません、それと伴って財源です。じゃ、国からどういう補助金があるのかとか

というのも、まだそういうものも、ちょっとその辺については数字は出していないです。 

参加者 わかりました。 

  娘たちに、給食なくなるかもよと簡単に言いました。楽しみにしている温かい給食が食べ

られなくなるんだと。 

  やっぱりコンテナで運んでくると思えば、限られますよね、運送できる食材。今、ここで

つくって、すぐ食べられる食材。出ているものはあったと思うんです。でも、どこまでここ

から温かいままで運搬できるか。温度もそのまま一定でいられるのか。まあ食べるのは自分

たちじゃないので、子どもたちなので。それで、子どもたちが嫌だなと思う。 

  あと、それと言うと、物産に自分のおふくろも食材を出しているけれども、たくさんつく

ったっていいんだよ、自分の孫たちが食べてくれるんだからと言ってつくるんです。 

  そういうわかるところもあるんです。大変だなとも思いますけれども、でも、子どもが食

べるもの、食べて喜んでいるのが継続していただきたいのにという、裏もあると思いますけ

れども、そこをちょっと考えてほしい気持ちはまず一つとして言いたいなと。 

堀金学校給食センター長 食材の保温の関係等、ちょっとお話しさせていただきます。 

  堀金の小学校につきましては、食缶に盛って配膳棚のほうへ移します。確かに時間差はち

ょっとあるんですけれども、まず中学校のものを盛って、温食缶です。二重の保温食缶とい

うものがあります。それに盛って、それをさらに温かい用のコンテナに入れて、冷たいもの

は冷たい用のコンテナに入れて、それで、さらにコンテナ車に積み込んで持っていきます。

ですから、そんなに冷めたりとか温かくなっちゃったりというのはあまりないです。 

  それは、その場で盛ってもらうというのに比べたら、確かに温度は少し下がったり、サラ
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ダだったら少し温かくなったりとかはあると思いますけれども、そういうことで、二重、三

重に温かいものは温かい、それから冷たいものは冷たいというようなことで配送させていた

だいております。 

  中学のほうもそういうことで配送していて、特に、今日の汁が冷たかったよという話は今

のところ聞いていないものですから、多分温度は保たれているというふうに思っております。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  それでは、続いて他の方いかがでしょうか。 

参加者 まず、特に違和感を感じたことを申し上げます。安曇野市はこの給食理念、とてもす

ばらしい理念がございます。１番から６番まで、子どものことを第一に考えた、本当に立派

な理念が存在している。安曇野市の学校給食理念、目標です。 

  この理念に一番のっとった決断、考えをしていくべきじゃないかなと思うんです、岐路に

立ったときに。なんですが、終始メリットとデメリットの内容が、予算であったりとか大人

の都合であったりとか、何かちょっと趣旨があさっての方向に向かっちゃっている気が、と

ても違和感としてありました。この理念、目標に、とにかく少しでも近づくような判断を一

つ一つしていくべきなのではないかなというふうに、とても思います。 

  この目標を実現するために一番望ましい形というのは、自校給食が一番望ましい形だとい

うことは誰でもわかることだと思います。学校の中に給食室があり、給食のおばさんが毎朝

給食の支度をする。近くの農家の人が野菜を納めに来る。子どもたちが過ごす日常の中にそ

ういう風景があり、そして、３時間目、４時間目、おいしいにおいが学校中に立ち込めてく

る。今日の給食は何だろう。今日、うちのおばあちゃんがつくっているアスパラが出る。そ

ういう日常の中に、私たちの暮らしている安曇野の畑と水と自然の、そこから一体となって、

学校の中に、お昼ご飯の給食の中にそれが存在しているという、そういう形が一番望ましく

て、理想の形だと思います。この目標にのっとって、やっぱりそれが、そして、子どもたち

が少なくなればなるほど、まあ子どもたちが増えてきっとセンター化された経過があります

が、子どもたちが、じゃ少なくなってきたら、自校給食への方向というのに今後かじを取り

直すチャンス、きっかけなのではないかなと私は逆に思うんです。 

  センター化することでそこを補ういろんな努力をされている。ここに、給食ノートだった

りとか、何か情報誌を発行してみたりだとか、とても努力をしている。講座をしたりとか、

少しでも給食と子どもたちの距離が縮まるような努力をされていて、それはすばらしいと思

いますが、本当の理想は、やはり当たり前のように子どもたちの生活の中に給食が入ってい
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るということが、一番望ましい姿だと私は思います。センター化することによって、やっぱ

り北部なんて3,000食をつくる。3,000食の主菜を手づくりすることは不可能なんです。昼間

に子どもたちに届ける副食、汁物はつくれますが、主食は手づくりできていない状況ですよ

ね、今。そこまで3,000食、主菜は手づくりできないんです。だから、保温するとかレトル

トを温めるとか、そういう形で今、補っています。3,000食、無理です。 

  なので、本当に手づくりしたおいしいものを、地元のものを子どもたちに提供するには、

自校給食が望ましい。そっちの方向に是非かじを切っていただきたい。 

  今、実は安曇野市の中で、堀金が一番そこに近い形をとっていると思います。そこをなく

してしまうのか。そこは本当にもう一回そこの理念にのっとって、大人たちがこれから少な

くなっていく子どもたちにどんなことを私たちができるのか。そこを本当に真剣に、丁寧に、

注意深く決断するときが来ていると思います。よろしくお願いします。 

教育部長 ありがとうございました。 

  まず、合併のころの給食センターのお話をさせていただきたいと思います。 

  安曇野市は３町２村が合併して安曇野市となっております。合併する前は、堀金は小中学

校ともに自校給食をとっておりました。ただ、他の４自治体、３町１村は既にもうセンター

方式をとっておりました。特に明科町は、東筑摩郡ということもあって、今の生坂村と一緒

に共同調理場をつくって給食センターを行っておりました。ただ、明科町も安曇野市に合併

するということになったので、豊科町が働きかけをして、じゃ、私のところの給食センター

はもう古くなっているのでと、今の防災広場のあたりですか、あったのが。もう古くなって

いるので、じゃ、一緒にやりませんかという話をして、平成19年に明科も一緒に中部の給食

センターのほうへ参加したと。ですので、生坂のほうはそれまで明科と一緒にやっていたん

ですけれども、独自にやるようになった経緯がございます。 

  穂高や三郷ももともと給食センター方式をとっておりました。そういう中で、合併当時の

話を聞きますと、やはり学校給食の関係では、そういうセンター方式というようなお話がさ

れていたようでございます。当時の堀金村もそういう話の中では、ちょうど中学校と小学校

の間くらいですか、何か村営住宅の跡地か何かがあるという中で、最初は何かそこでもって、

じゃ、センターをという話もあったようですが、やはり自校給食に近いものがいいという話

の中で、ただ、堀金も自校給食ではございません。要はセンター方式の親子方式というやつ

です。小学校でつくって、子どもである中学へ運んでいくということ。ただ、小学校にして

みれば、自分のところで併設してありますので、今、言われたような、においも嗅ぐとかい
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うことは実際ございます。 

  あと、堀金の給食センターの仕組みの中でやっぱりいいと思うのは、やはり地元の皆さん、

物産センターへ野菜とかを出してくれている地元の方たちが、やっぱり顔が見えるというの

は実際にあると思います。給食のときにもそういう農家の皆さんの食材が出るときには、今

日のこの野菜はどこどこの誰々さんの野菜だよと放送したりとか、センターの入り口のとこ

ろには生産農家の方の写真とか張ってあるというお話も聞きました。 

  ただ、そういう仕組みというのは、確かに自校給食のメリットというのはたくさんあると

思います。でも、じゃ、センター方式で確かに全く同じ物、においまで、じゃ、嗅げるかと

いうと、それはやっぱり無理ですよね。同じ場所にないので。ただ、他の仕組みというのは、

他のセンターでも、特に安曇野市というは物産センターがたくさんありますので、他の給食

センター等も物産センターから食材を仕入れているところはございます。ただ、堀金みたい

に、やっぱり生産農家さんたちがそういう組合をつくってやってくださるというところはな

いので、そのような仕組みというのを広めていけないかというようなことは、これも取り組

んでいかなきゃいけないとは認識しております。 

  食育のお話が出ましたけれども、１日３食ご飯を食べるとすると、１週間でもって21回ご

飯を食べます。そのうち学校給食というのは５回ですよね。当然ながら食育の取り組み、給

食センター、学校でもやっております。ただ、やはり家庭でやっていただくことも、これは

大変重要ではないのかなという具合に思ってはいるところでございます。 

  私どもは、先ほど言いました、確かにお金の話を全てだとは言ってはおりません。ただ、

資料１を見ていただきますと、資料１の１ページには、それぞれ４センターの建設費用が書

いてございます。堀金の給食センターであっても、建設費用、鉄筋コンで3億5,679万円とい

うものが、建てるのにはかかっておりました。他のセンターは当然ながら規模が大きいので、

もっとかかってはおります。 

  もう一つは、２ページのところに書いてある提供給食数という話になるんですが、今、各

センター、説明したように、今年の４月１日、8,030食の給食を提供しております。ただ、

その下に最大と書いてある１万600食というのが、今、４センターでもってつくることがで

きる給食の数。そうしますと、2,000食以上というのは余裕があるという状況ではございま

す。 

  お金の話が全てではないですけれども、そうはいってもお金がなければいろいろなことが

できないのも事実ではございます。昨年度、猛暑を踏まえて、小中学校のエアコンの整備を
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お認めいただきました。総額でもって11億くらいお金がかかります。こういう話をすると、

エアコンとかというのは夏場の猛暑の話なんだから、命にかかわる話だから別じゃないかと

いうようなことも言われましたが、ただ、何かやるときにはどうしてもやっぱりお金がかか

るのは事実。要は、その予算をどこへ集中して入れるのか。選択と集中ということが、これ

からますます私どもは必要になってくるんじゃないかと思っております。 

  施設の話になっちゃいますと、学校の施設とかは比較的予算をつけていただいておる中で、

耐震化というのはもうほとんど終わっています。ただ、体育館とか講堂なんかの非構造部材

という、天井から物が落ちてきちゃうようなものがまだ少し残っていますので、そこだけや

っています。まだ残っていますけれども、基本的には小中学校の耐震化工事というのは終わ

っていますので、安全な環境にお子さんたちが学んでおります。 

  ただ、市の施設の中では、まだやはりそういうこともできない施設というのもたくさんあ

るのは事実ではございます。 

  私どもも、何が何でも、じゃ、みんなこういう施設を減らしていきゃいいなんていうこと

は考えておりません。ただ、その中で、やはりどこに集中するか、どこに選択するんだ、機

能移転ができないのかということは、やはり考えていかなきゃいけないことだとは思います。 

  確かに自校給食とセンターを比べて、私のいろいろ考えた中では、確かにやっぱりにおい

は、これはどうしたって場所が離れちゃうから無理だろうと。でも、生産者の顔が見えると

いうことに関しては、他の物産センターでも協力いただく中はやっぱりできるんじゃないか

なと。先ほども資料２も説明しましたが、今、交流給食というのも行っております。そうい

う中で、つくっていただいている方たちの顔が見られるような仕組みというのも、今、進め

てはおります。ただ、やっぱり堀金みたいなそういうQ食の会みたいな組合がないというの

は事実で、そういうものに関しては、今後やっぱりそういうような仕組みを広げられるよう

にしていきたいとは思っていますけれども。 

  あと、センターに従事している皆さん、全部で87名の方がいらっしゃいます。所長さんと

か栄養士さんも含めてはいるんですけれども、決して堀金の仕組み、堀金のセンターだけが

おいしいということじゃなくて、味なんかでいけば、所長さんの中には複数のセンターを経

験した方もいらっしゃいますので、お話を聞けば、味だって別に変わりないよというような

お話を聞いていますし、だから、すみません、私のちょっと個人的な部分もあるんですけれ

ども、食育とかを進めていく中で自校給食がベストなのかもしれないんだけれども、ただ、

自校給食でなければ絶対に食育が推進できないとかということではないのではないかな。い
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ろんな仕組みというのが、いろんなことを取り入れていく中では、十分おいしい食事を、給

食を提供することは可能だし、安曇野の子どもたちが日本で一番おいしい給食と言えるよう

な給食というのを目指すということは可能じゃないかなとは思っております。 

  以上です。 

学校教育課長 どうぞ。 

参加者 今のお話をお聞きしますと、何か堀金の給食センター、自校給食を廃止したいような

というふうに聞こえました。 

  私は10年前に引っ越してきたんですが、やはり堀金は自校給食ということで、とてもうれ

しく思い、引っ越してくるポイントでもありました。その自校給食がなくなってしまうのは

とても残念です。地元食材を本当に積極的に取り入れている給食を、是非残してほしいと思

います。 

  今、お金のことをおっしゃいましたが、やはり食育というのは、ああ、食べておいしかっ

たと食べてしまえば、なくなってしまうもの。お金が幾らかかっても、その場でなくなって

しまうものでありますが、今の子どもたちが大きくなって、それから、これからの未来の子

どもたちのためにも、やっぱりお金はかけていかなければいけないというか、大切なものじ

ゃないかなと思います。例えば大きな建物を建てたり、何か大きな施設をつくったりすれば、

その場で立派な建物を建てて、目にすれば、ああ、すごいというか、価値がわかるものでは

ありますが、やはり今後の、未来の子どもたちということを考えた上で、学校給食の理念に

沿って考えていただきたいと思います。 

  それから、堀金小学校のＰＴＡとして言いたいんですが、この市の説明会には、今、見た

ら、本当にそんなに人数がいらっしゃっていないんですが、今までも大体このくらいの人数

がいらっしゃっているんでしょうか。 

  何かこの間のＰＴＡ総会のときに、こういう市の説明会がありますという話だけで、他の

聞いている人たちは、何の説明なんだろう、堀金の給食センターをやめるという話は全くな

かったので、足を運ぶ人もちょっと少ないんじゃないかなと思うんです。それで、やはり堀

金のＰＴＡとしては、ＰＴＡの全体の意見を、廃止してからとるのではなくて、意見を聞く

ために説明会を開いてしっかり聞きたい、このような説明会をＰＴＡに対してもしていただ

いて、アンケートにしろ何にしろ、みんなの意見を聞いていただきたいなと思います。 

  来週には給食試食会もあります。そのときにはきっとそんな話が出るのかなというような

気もします。堀金小中のＰＴＡの声を是非取り上げて、話を進めていっていただきたいと思
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います。 

  以上です。 

教育部長 ありがとうございました。 

  すみません。説明会につきましては、ちょっと経過を少しはお話しさせていただきます。 

  昨年度、堀金小学校、中学校のＰＴＡの常任委員会でありますとか、学校給食センターの

運営委員会であるとか、物産センターQ食の会の皆さんであるとか、堀金地区の区長会の皆

様には、同じような説明をさせていただいております。使った資料、基本的には今回と同じ

なんですが、資料の１と３をもとに、今の現状、こういう現状になっていますということを

お話ししてきた経過はございます。 

  それで、今回、すみません、ご通知から時間が短かったということなんですけれども、４

月中旬の広報、ホームページには掲載はしております。ただ、小中学校のＰＴＡの皆さんに

は、総会のときにこういうものがあるということをお伝えした上でご通知を配ろうというこ

とをしました。中学校のＰＴＡ総会は連休前でしたので、まだよかったんですが、小学校の

ほうのＰＴＡ総会が先週の土曜日でしたか。ＰＴＡ総会…… 

（「11日」の声あり） 

教育部長 11日ですか、すみません。 

  ということでＰＴＡ総会のときに、ご通知をお配りしていいですかということをお諮りし

て、それでもってお配りした関係で、火曜日になってしまったということがありました。あ

まりお時間がなかったということに関してはおわびを申し上げたいと思います。 

  それで、今後につきまして、私どもといたしましては、今回の説明会、どちらにしてもＰ

ＴＡの皆さんだけとか、ＰＴＡ以外の皆さんだけとかというくくりじゃなくて、あくまでも

市民の皆さんに対しての説明会ということでやっております。特に今まではＰＴＡの役員の

皆さんもおいでいただいたので、そういうお話はなかったんですが、改めてこういう説明会

の場を設けてほしいという要請があれば、またそういうＰＴＡの皆さんの説明会であるとか

そういうことはやりますので、またそんなようなお話があれば言っていただければとは思い

ます。 

学校教育課長 それでは、次に、この説明会への出席された人数でございます。 

  ５月18日土曜日ですが、これは午前中、豊科公民館でやっておりますけれども、そのとき

には８名の方がご出席をいただきました。５月19日日曜日午前中にこの会場で開きました説

明会には、40人の皆様にご出席をいただきました。また、昨日は、午前中と夜に２回に分け
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て豊科公民館で説明会を開きましたが、午前中が11人、夜が15人、延べになりますけれども

74人のご参加をいただいております。 

  以上でございます。 

参加者 今、この説明会を５回開くわけですか、全体で。 

（「６回です」の声あり） 

参加者 ６回ですね。そのうちの４回が堀金ですよね。ということは、ターゲットは堀金の給

食を廃止するということが眼目ですね、どうも。そういうふうにしかとれないんですが。 

学校教育課長 ターゲットという表現はちょっと我々にも疑問がございますけれども。 

参加者 私はやっぱりこの理念、市の理念、給食。食育という面で非常に評価しますし、これ

に一番のっとっているのはやっぱり堀金だと思うんです。それをなくすということは、やっ

ぱりまずいんじゃないかと思います。 

  私は自分の経験で言ったら、給食というのは１回も食べたことはないんです。学校給食は。

そういう年代なんです。だから、食べたいなと思っているんです。だから、そういう面では

もっとそういう年代の人たちも学校給食にかかわって、一緒に子どもと、孫よりもっと小さ

い子どもたちか、そういう人たちと一緒に食べるような機会、どこかの私立の中学、学校だ

と思いますけれども、やっているんです、地域に開放して。そういうことも考えたっていい

んじゃないかというふうに思います。 

  それからもう一点、他の面から考えると、ここ安曇野というのは地震の可能性が、大きな

地震がありますよね。そういう災害があったときには、やっぱり被災者に対して冷たい弁当

でなくて、給食で温かいようなものが提供できるという、そういうことはこの堀金のような

小さい規模じゃないとできないんです。その場合には、あっては困るんだけれども、堀金の

子どもたちは他のセンターからの、その時期を振替えても、被災者の方に供給できるという

そういう面で考えたら、それも必要じゃないかと思います。そうすれば、あまりにも財政だ

けで考えが出てきているようには思うんですけれども、その面も考えていけば、その場合は

給食センターが閉じていればできないんです。給食センターが動いていて初めてできること

なんです、応急措置が。そういう面でも考えてもらったらいいんじゃないかというふうに思

います。 

  以上です。 

教育部長 ありがとうございます。 

  堀金中心に説明させていただいているという理由の一つの中には、先ほど言いました堀金
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の学校給食センターが17年４月、一番早くから稼働していて、その中では、先ほども言いま

した調理器具等の交換時期というのが、近い将来一番早く訪れるということがあって、その

ような形になっております。 

  それと、あと、各給食センターで試食はできます。あらかじめお申し込みとかいただくこ

とは必要になるんですが、今、ＰＴＡの皆さんには自分の学校の給食をご希望する方は食べ

られるような仕組みはあるんですけれども、ただ、２学期くらいからになるかと思いますが、

各センターでの試食のできる日にち等を一覧表にしたようなものを学校を通じたりして配布

する中で、市民の皆さんの自分のお子さんの学校の給食センターだけじゃなくて、他の給食

センターの給食というのも是非食べていただければとは思います。ただ、先ほど言いました

１食330円でしたか。 

（「はい、そうです」の声あり） 

教育部長 かかりますので、それだけご負担はいただくようにはなります。 

参加者 途中から来ましたので、ちょっと資料の内容でしかわからないため、もしかしたら同

じ質問とか同じような回答になってしまうかもしれないんですけれども、申しわけありませ

ん。 

  資料３の最後の４ページのところに、メリット、デメリットについて考えらえる案につい

て書いてあるんですけれども、第１の案のメリット、デメリットは、現在と全く変わりない

ということで書いてあります。なので、メリットもデメリットも変わりないなら今のままで

いいんじゃないかと私は思ったんですけれども、最初、広報でこの情報を聞いたときに、給

食センターの何の説明会なのかというふうに、堀金に住んでいないので余計思ったんですが、

でも何か給食というのは大事なことだから聞いてみようと思って来たんです。 

  そして、今、ちょっと話を聞いていて、メリット、デメリットが全く現在と変わりないな

ら、一体何をしようとしているんだろうというのを感じました。 

  あと、（３）番のところの３番目の案についてのメリットなんですけれども、お金につい

て軽減ができていいということしか書いていないんですが、これはお金以外のメリットとい

うのは全くないということなんですか。その辺を教えていただきたいと思います。 

教育部長 ありがとうございました。 

  この１案に関しまして、現状と変わりないという中で、メリット、デメリット、現在と変

わりないということは書いてはございます。ただ、施設を維持していくということにはお金

がかかりますので、効率化だけの観点から見れば、十分他の給食センターでもできるところ、
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そういう施設を残していくということは、そういう分の費用は別にかかるということにはな

っていくかとは思います。 

  あと、第３案の場合、お金のことしか書いていないというお話がありましたが、５番目の

一番下にも書いてありますけれども、堀金の学校給食センター、施設としてはまだまだ新し

い施設ではございます。仮に統廃合、統合とかということになって、ここの施設が空くよう

になれば、後利用というものについても考えていくことができるのかなと、逆に。考える必

要があるというように考えていくことができるのかなと思っております。 

  できればそういうような話も、こういう説明会の中で少しはできればいいのかなと思って

はいたんですけれども、基本的にやっぱり説明会においでくださっている皆さん、やっぱり

今の給食センター、自校給食に近いこの形がいいんだよというお話の中では、そういうとこ

ろまでお話ができなかったというところがございます。 

  ただ、市の一つの現状の中で、放課後児童クラブについて、安曇野市というのは小学校４

年生までの受け入れ、それと、受け入れ要件として、75歳未満の祖父母の方がお孫さんと同

一学区内においでになる場合、就労等とか病気等をしていない、要は保育ができるという場

合にはご遠慮していただいているというのが現状ございます。そういう中では、仮に堀金の

場合であれば、給食センターがもし後利用というか、使えるのであれば、現在の堀金給食セ

ンターは昔の保育園を使っているんですけれども、４年生まででも定員的にはもういっぱい

だという話を聞いていますので、そうであれば低学年用に学校内で使うというようなことも

可能性の一つではないかなとは思っております。 

学校教育課長 はい。 

参加者 ３番のメリットについては、お金以外のメリットもあるという話でしたが、１番につ

いては、是非書類を書き直していただきたかった。これだと、もう書類を見た感じでは、今

までどおりで十分じゃんとしか思えない書き方なので、ちょっと資料としてこれで４回説明

会を行ってきたというのは問題があるのではないかなと思います。 

  以上です。 

学校教育課長 ありがとうございました。参考にさせていただきます。 

  他の方、いかがでしょうか。 

参加者 娘が穂高南小学校に通っておりまして、北部給食センターに提供していただいている

と思うんですけれども、これ、見させていただいて、堀金のセンターがやっていることと、

他の南部とか中部とか北部がやっている資料、見させてもらって、正直、堀金学校給食セン
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ターのやってくださっていることは本当にうらやましいなという、これと比べてしまうと、

やっぱりこれのほうがありがたいなという、ちょっとこれを見させてもらって思ったんです

けれども、あと、堀金の物産センターというのは、すごく他にもありますし、すてきな物産

センターはありますけれども、やっぱりちょっとレベルが違いますよね。皆さんわかると思

うんですけれども、私は穂高ですけれども、わざわざ毎回堀金の物産センターに、野菜は堀

金の物産センターとやっぱり思って、買いに行くんです。夏は７時半とかから開くんですけ

れども、もう10人ぐらい並んでいるんです。ご存じですよね。あんなに安曇野市で輝いてい

る場所というのは他にありますか。ないですよね。私、安曇野市のホットスポットと呼んで

いるぐらい、本当に一番熱いと思うんです。 

  ただ、スーパーとかだって、朝９時に開店しますよというとき、ちょっと皆さん、長野県

の人は真面目なので、駐車場にいるということはありますけれども、開いたらもうずっと人

がひっきりなしに、もう２時から３時ぐらい、物がなくなるまでずっと人がいるんです。何

でなんだろう。もともと堀金の皆さんで組合をつくったりとか、かなりレベルがもともと高

い住民の方が住んでいるとは思うんです。このまちのつくり方もすごくいいなと思いますし、

公民館もすぐ子どもが行ける場所にあって、小学校も中学も近くにある。子どもが自転車に

乗らなくても歩ける、何ていいつくりなんだろうと。 

  明科もすごくコンパクト、いいなと思ったんですけれども、すごくいいな。穂高にいて何

て体育館が遠いんだろう、何て市役所が遠いんだろう、すごい住みにくいまちとやっぱり思

ったんです。その中で、堀金はいいなと。 

  私は都会からちょっと七、八年前に越してきたきたもので、やっぱり比べてしまうので、

すごくいいなと思って、そういうレベルの意識の高い堀金村の皆さんが集まっていて、あの

物産センターをつくったんですけれども、やっぱり働いている方の肌艶、お母さんたちの顔

色がいいですよね。朝からにこにこしていて、お母さんのご飯をつくるところがあります。

私、あれを見たら、お母さんたちみんな楽しそうに働いているんですよ。やっぱりあの意欲

というのは、私がつくったものを子どもたちが食べてくれる。だから生き生きしているとい

うのはやっぱりあると思うんです。 

  堀金物産センター自体が安曇野市にとってすごくいい観光名所になっているじゃないです

か。やっぱり日本一、大型バスが乗りつけて、皆さんもう、ああ、こんな野菜があるの、す

ごいすごいというので、皆さん都会の方は買っていく。 

  もし堀金の学校給食センターに卸せなくなるとなったら、やっぱりお母さんたちの意欲も
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うせていくし、やっぱり農家の方の意欲も落ちていくと思うので、そうすると、やっぱり物

産センターに来るお客さんも減るような、私は気がするんです。お母さんたちの対応もすご

くいいですし、やっぱりどんどん物が売れるからうれしいし、すごくいい相乗効果になって

いくと思うんです。給食センターに卸せるからお母さんたちが頑張って、そして、物がもっ

と売れるという、すごくいいサイクルをつくっているのに、これ、ちょっと切っちゃうのは

非常に何か安曇野市にとってもったいない気がするんです。都会の人たちが喉から手が出る

ほどほしいシステムだと思う。絶対に都会ではこのシステムはできないので、他の市町村に

自慢できるような、コンパクトな、優秀な、レベルの高いシステムなのに、これはわざわざ、

先ほど言われましたけれども、特にデメリットもメリットもないと言っているのに、やめて

しまうのはちょっと私には非常にもったいない、安曇野市のマイナスになるんじゃないかな

と、これ、今回読ませていただいて思いました。 

  ここの堀金、娘が小学校に入るときに、一回だけ来たんです、小学校には。入学前健診か

何かで。ああ、何かきれいでいい小学校だ、しかも自校給食なんだ、引っ越そうかなとかち

ょっと思うぐらい、やっぱりこれは都会の人とかから見ても、ここはいいなと素直に思える

地域だと思うので、非常にもったいないので、是非もっとお母さんたちの笑顔がずっと続く

ようにやってほしいなと思います。 

教育部長 ありがとうございました。 

  物産センターの皆さんともちょっとお話はさせていただいてはいるんですが、仮に堀金給

食センターがなくなって、他のセンターに統合になっても、またそちらのセンターのほうへ

食材等の提供はいただけるというようなお話は聞いてはおります。 

  ただ、その場合に、やっぱりセンターが大きくなると、必要な野菜の量というのがちょっ

とどうなのかなというような心配が当然ながらあります。ただ、私ども、先ほども言いまし

た他の物産センターでも、当然農家さんたちがいろいろ野菜とかを入れてくださっているの

で、堀金みたいな仕組みができないのかなと。そうすれば、安曇野産の野菜というのも、も

っと給食センターでの使用割合というのが増えていくような、そういうことをしていきたい

とは思っております。 

参加者 ごめんなさい。朝、違う直売所に肥料を買いに行ったんですけれども、会計に行った

ときに誰もいないし、また私一人が最初の客で、初めてレジをあけたくらいのレベルなんで

す。やっぱりあの物産センターは、絶対ちょっと他にはないです。 

学校教育課長 ありがとうございます。 
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参加者 今、物産センターの話が出たんですが、物産センターのお話をされたということで、

以前説明をされたということで、やっぱり堀金の給食センターに野菜などを提供したいとい

うような意見は、どんなような意見だったんでしょうか。物産センターの他、説明したとき

の話、どういうような話が出たんでしょうか。 

  あと、先ほどの話にちょっと戻るんですが、堀金小のＰＴＡの常任委員会に出た話をされ

たときは、どんな話で進んでいったのか、ちょっとお聞きしたい。その物産センターが、や

はり私たちの野菜を届けて、給食センターを残していきたい、残してほしいというような意

見が出たのか、どんな話だったか、もうちょっと詳しく教えてください。 

教育部長 物産センターの皆さんとのお話の中では、やはり自分たちの、堀金の子どもたちの

ために、今までも野菜をつくってきたということはあるので、やっぱり今の形を続けてほし

いという要望は強くいただいてはおります。 

  ただ、そうはいっても、どうしてももし仮に他のセンターへの統合とかということになっ

た場合は、そういう場合には今までどおり野菜の提供は続けていただけますかというお尋ね

をしたときには、今のままが一番いいんだけれども、でもそうなってしまえばそれはそれで

しようがないので、またそういうそちらのほうへも提供というのは考えてはいってくれると

は聞いてはおります。 

学校教育課長 堀金小学校と堀金中学校のＰＴＡの常任委員会に我々お邪魔をして、この件に

ついて少し説明をさせていただきました。 

  当然限られた大変短い時間であったものですから、我々の説明がほとんどで、頂戴した意

見というのはあまり数はないんですけれども、一番の目的はこういうことを考えていく時期

が来ていますという形でお示しはさせていただきました。 

  特に私の、今、メモを持っていなくていけないんですけれども、特段、今のままで不都合

は感じていないんだけれどもというような、会長さんからお答えをいただいたように思いま

す。今の状態で別に我々は不都合は感じていませんという。 

  もう一つは、委員さんは恐らく松本市にお住まいになっていたのかな。松本市の例を挙げ

られて、給食センター化というのは、松本市は今、西部と東部しかございません。まだ波田、

四賀、梓川にはもちろんそういうものもありますけれども、旧松本市ということになると、

東部と西部２カ所で約１万5,000食をつくってそれぞれの学校に配っているという状況です。

そういう流れがあることは承知はしているということなんですが、その上でやはりアレルギ

ー対応食、こういったものはきちっと今後も継続していただきたいというような意見を頂戴
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をしております。 

  以上です。 

参加者 やはり先ほどの話に戻るんですが、説明をもうちょっと詳しく、全ての保護者の人た

ち、あと、これから小学校に上がる保護者、保育園の親御さんとか、そういった人にも今の

現状にどういう意見を持っているかというのをお聞きする機会も、やっぱりもっと必要かな

と思いました。 

学校教育課長 おっしゃるとりだと思います。 

  そういうこともあって、まず、４月の堀中のＰＴＡ総会、５月の堀小のＰＴＡ総会、我々、

所長と一緒にお邪魔をいたしました。 

  これは極めて大事な話ではあるものですから、我々もできるだけご参加をいただきたいと

いうことで、ＰＴＡ総会でご了承をいただいた上で、それぞれの各保護者の皆様、個別に学

校を通じて通知をさせていただいております。周知に関しては、堀金小中だけでいいのかと

いう問題はあるんですけれども、これからも市民の皆様向けの説明会というものはきちんと

行っていきたいというように考えております。 

  以上です。 

学校教育課長 他、いかがでしょうか。 

参加者 １点伺いたいんですけれども、もうその堀金のセンターというのは、どちらかという

と廃止の方向でもう動いているというふうな認識でいいんでしょうか。それとも、これから

決まっていくというふうな認識でよろしいんでしょうか。 

教育部長 今現在、堀金の給食センターをどうこうしようということは白紙の状態ではござい

ます。今回の説明会の、皆様から出たご意見やご要望を、教育委員会であるとか学校給食セ

ンター運営委員会であるとか、そういうところでもってこの話を伝えていく中で、方向性を

今後出していきたいということでございます。 

参加者 ありがとうございます。 

  いただきました資料の３の学校給食における県内産・安曇野産食材の割合なんですけれど

も、やはり堀金の学校給食センターは飛び抜けて割合が高いんです。 

  私は子どもが３人いて、２人が今、北部学校給食センターで給食をお世話になっています

けれども、毎年センターの視察に行って栄養士さんに伺って、なかなか県内産食材の割合が

上げられない理由として、やはり3,000食近い食数の多さがネックになっているということ

を毎年おっしゃっています。 
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  やはりこの堀金のコンパクトなシステムが、安曇野産食材を利用する、地産地消を進める

上で、すごくこのサイズが適正なのかなというふうに感じているんです。毎年給食センター

の視察に行って、直接現場の栄養士さんのお話を伺うと、やっぱり食数が多いと確保できな

い。安曇野というのは農作物が多いようでも、なかなかそれだけまとまったものを供給して

もらうシステムがないとおっしゃっていて、何かご説明の中でもいただきましたけれども、

そういう堀金のようなシステムを他にも広げるという試みを是非進めていただきたいという

のと、あとは先ほどのお話で、自校給食に近いから堀金を選んだ、子どもに食べさせたいか

ら。これは、率直なやっぱり母親の意見でして、いろいろ子育てしているお母さん方に伺う

と、隣の隣の塩尻市は、条例でセンター方式はとらないと定めているんです。自校給食。そ

れは、やっぱりセンターにはない多くのメリットがあるということを、行政の方を含め、市

民の方を含め、皆さんでそういう認識を本当に共有されているんです。 

  子育てをしているお母さん方で、これからおうちを建てようというときに、ちょっと個人

的な企業名を挙げるのも何ですけれども、長野県にすごい大きい企業がありますよね。安曇

野も選べる、松本も選べる、塩尻も選べる。それで、どこかと聞くと、自校給食だから塩尻

にしようかなと思っているんだよねという話をよく聞きました。 

  私、子どもを幼稚園に通わせているときに、ちょっと市の行政の方から、安曇野市が少子

化で困っていて、お子さんを育てているお母さん方のお話を聞きたいということで、前、穂

高の幼稚園なんですけれども、何名か保護者をピックアップというか、来ていただければな

ということで伺ったことがあるんですけれども、少子化を何とかしたいというふうに行政の

方はおっしゃっていて、やっぱり安曇野市の少子化をとめるという意味でも、短期的に見た

ら堀金の給食センターを廃止して、それで金額的に予算を削減できたとか、かかるお金が減

ったとか、そういうことはあるかもしれないですけれども、長期的な視野で見ると、この堀

金の給食センターとここで確立されたシステムというのは、全国から子育て中のお母さんを

呼び込むのに十分なぐらいのメリットがあると思うんです。私も生まれ育ちが神奈川県で、

こちらに越してきた者なんですけれども、やっぱりいろんなことをきっかけに、子どもは自

然の中で育てたいという方もいるし、何かそういう子育て中のお母さんたち、安曇野の人口

を増やすという意味でも、ここの給食センターの存続は本当に安曇野市の長期的なメリット

になると思うので、是非ご検討いただきたいと思います。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。参考にしてまいりたいと思います。 

  他、どうですか。 
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参加者 先ほどそういう堀金を廃止するということは決まっていないという回答がありました

けれども、確かに最終的には決まっていないかもしれないけれども、中長期計画だかで、ち

ょうど堀金の給食センターの面積を減ずるというのは出ているんです。だから、もうそうい

う方針が決まっているわけですよね。それをはっきりさせておいてもらったほうがいい。 

  それからもう一つ、先ほど私が堀金の給食センターを廃止することがターゲットだと言っ

たら否定されましたけれども、でも、この説明の中に、大きなものがもう一つあるんです。

民間委託という問題。これは、堀金だけじゃないですよね。全市的な問題ですよね。それを

こう掲げながら、これは全市的にやらなきゃいけない。だけれども、堀金中心に開いている

わけでしょう、この説明会を。そう見ると、どうしてもこの堀金の給食センターをなくすと

いうことで提起されているとしか思えないわけです。その点は。 

学校教育課長 ○○様も、市からのいろいろな情報に目を通されているかと思います。 

  堀金の給食センターを、面積を減ずるというふうに、今、おっしゃっていただいたんです

が、確かにございます。ただそれは、60年の間の話であります。 

  それともう一つ、民間委託の関係ですけれども、確かに全市的な問題です。この説明会は、

広報あづみの４月、11月号、それから、ホームページなどで広報させていただいております。

また、ツイッターでも発信をさせていただいております。おっしゃるとおり民間委託という

のは堀金だけではございません。全市的な問題でございます。それについてもご意見をいた

だければというように思います。 

  ただ、60年先といいましても、今の建物、設備が60年はちょっと厳しいかなという中で、

10年間の計画というのがございます。向こう10年間でこの施設を何年度に廃止なり統合して

いきたいという計画は、市のホームページにも載せさせていただいております。その中には、

堀金の給食センターの名称はございません。ただし、この10年計画というものは、毎年度更

新をいたします。ですから、来年度入るかもしれない。５年先かもしれない。10年先かもし

れない。それは今のところは、もちろん申し上げているように白紙だということであります。 

  以上です。 

学校教育課長 他にいかがでしょうか。 

参加者 先ほどの小学校、中学校のＰＴＡ総会でいらしてくださって、給食センターを考える

会があるのでご参加をお願いしますというのを、私も両方、中学でも小学校でも聞いたんで

すが、子どもが持ってきたプリントにも、堀金給食センターがなくなるかもしれないという

文言は一つもなかったんです。堀金地区では、ちょっとそのことを考えようと推進してくれ
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ている方もいらっしゃって、そういう方の話を、プリントの中身はこうなんだってというの

をお母さんたちに話したら、ええ、そんなことになっているの、あのプリントからじゃ何も

わからないよねという話だったんです。 

  なので、やっぱりもう一度、小学校、中学校のほうにも、そういう詳しい文言の書かれた

プリントがあると、やっぱりちょっと私、今日の会、今回初めて来たので、前回堀金に何名

ぐらい出たかわからないんですが、もうちょっとたくさんの方の意見を聞けるんじゃないか

なと思っていて、もしそういうことができるのであれば、こうこう、こうで、こういう会を

開きますというようなプリントをもう一度配っていただけるといいかなと思います。 

学校教育課長 わかりました。十分参考にさせていただきます。 

参加者 もう一ついいですか。 

  私は自分自身も堀金小学校、中学校卒業生なので、おいしい給食を食べてきたんですけれ

ども、自分が大人になってというか、堀金を出てから、いろんなところで普通の会話で給食

の話とかになったときに、給食なんておいしくなかったよみたいな話を聞くと、すごいびっ

くりだったんですよ。堀金の給食というのはつくっている調理員の方も見えるし、この漬物

はどこどこのおばちゃんの漬物なんだってとか、そういう話が小学校のころから普通に話題

としてあったので、すごく家庭のご飯と同じぐらい、子どもにとったらお母さんがつくって

くれる給食、ご飯だったなと思って、昨日たまたま堀金小学校出身の、今、違う地域に住ん

でいる人と給食センターの話になったときに、あの給食センターをなくしちゃうなんてもっ

たいな過ぎると言って、堀金なんて駅もないし、何もないし、給食センターが一番の売りじ

ゃんねと言って、そのお母さんも、今、子育てをしているお母さんなんですけれども、あれ

をなくしたら堀金に何が残るかと言っていて、他にも常念とかいろいろすばらしいところは

あるんですけれども、先ほどもおっしゃっていたように、子育て世代のお母さんからしたら、

とても魅力的な堀金の給食センターだなと、自分も食べてきて、子どもたちも食べさせても

らっていてすごく感じるので、是非残してほしいなと思います。 

  子どもたちも本当に毎日給食の献立を見て、よし、今日はこれだと言って頑張って学校に

行けるというか、それぐらい本当に毎日楽しみなものですし、うちは近所でお豆腐屋さんが

あるんですけれども、学校の給食のお豆腐というのは、あそこのうちのお父さんのお豆腐だ

よねとか、顔も実際に子どもたちが見えるんですよ、あのお父さんがつくったお豆腐だとか、

このおばちゃんがつくった野菜だとか。そういうのというのは本当に温かいなと思って、何

か今の世の中だからこそ是非そこを残してほしいなと思います。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。 

  本当に、先ほど部長が申し上げましたとおり、堀金ももちろんそうですけれども、各セン

ター、本当に子どもたちに安曇野市の給食は全国一おいしいと思っていただけるような給食

づくりに励んで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 

参加者 前回、堀金のときと今日、２回目発言するんですが、説明を聞いていると、廃止しか

ないのかなと、そういう色濃い説明になっているんじゃないかと思うんです。大変私は不安

です。 

  それで、しかし、答えとしてはまだ決まっていない、廃止をしないということなので、は

っきり廃止と決まったわけじゃないという具合に考えていいんでしょうか。まず一つは。オ

ーケーですか。 

（「はい」の声あり） 

参加者 じゃ、そういうことで進めます。 

  私、この案が出てから、大体去年の12月ごろから話が始まってきていますね。それで、私

はこの小学校の建設、そして給食センター、保育園、こういうこと、あるいはここに日本一

のパチンコが来るという点で、堀金の人たちと一緒に運動したし、議会で初めに学校建設を

提案したんです、堀金の議会で。 

  そういう立場なものですから、いろんな人が毎日のように電話もかけてくるし、訪ねてく

るしという状況なので、全部を言うことはできませんけれども、ちょっと今日は時間はない

かもしれませんけれども、３点再度お聞きしておきたいと思ったんです。 

  廃止は決まっていないという前提ですけれども、ここの、前回言った３つの点で、もう一

回検討されたと思いますので、お答え願えればありがたいかな。 

  １点目のところです。それは、廃止という方向でなく、なくす方向、廃止をしないという

方向、維持するという方向は、どういう方法があるんだということなんです。維持しなけれ

ばこうやってやっていけば維持できるんだという方法をお聞きしたんです。対案というのは、

廃止したらこうなる、維持すればこうなるというような２つの点でメリット、デメリットで

すけれども、そこをきちっとすることが前提だと思うんです。 

  片方に偏った報告の仕方、説明の仕方になると、これは廃止の方向ととられても仕方ない

と思う。これは前回と同じです。だから、廃止しなきゃ、こうやって、こうやって、こうや

って、こうやっていけば廃止しないで済むんだという方向を、是非今日もお聞きしたい。 
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  それから、先ほどお声がありましたけれども、いいものは広めていくというのが人間社会

の当たり前の結果じゃないかと。いい、いいというものを廃止して、悪い、悪いというほう

をとるということは安曇野市政のあり方なのかと。だから前回、市長と教育長さんが出てき

て話してほしい。幾ら少数でも、少数意見を大事にする。いいものを大事にするとは民主主

義の原則だと思うんです。それは行政のあり方だと思うんです。これについてもう一回丁寧

な説明をしていただきたい。 

  ３つ目は提案しました。お金、お金と言って、初めて前回の19日で堀金の１億円と出てき

たんですけれども１億円だったらふるさと創生資金で８億円から10億円ですから、10分の１

で間に合うじゃない。これは、総務省のほうから、ふるさと納税の目的税としていえば、そ

れを使えると。堀金の給食センターをなくさなきゃいけないと、だから皆さん、堀金出身の

人だけじゃなくて、安曇野出身の人も含めて、こういう場合になくさないためにふるさと納

税をしてほしいと訴えればいいと思うんです。 

  それからもう一つは、私、16年かかって提案してきたんですが、地下水をただくみ上げて、

お金が企業で5,000億円も稼いでいるところがあるわけです、年間。だとすれば、ペットボ

トル１本１円でも50銭でもいいじゃないかと提案し続けてきたんです、堀金のときから。そ

れで、安曇野は地下水条例ができましたし、県と各自治体と協力して対応していくようにな

った。しかも、これは内閣官房が、ペットボトル１本１円でいいんじゃないかという提案を

したんです。私ども会議に出ていますけれども。呼ばれましたので行きました。内閣官房で

すよ。総理大臣のもとにいる内閣官房が、ただ水をくみ上げるんじゃなくて、このペットボ

トル１本１円でいいじゃないかと提案してくれているんです。そうしたら、5,000億円のペ

ットボトル１本１円だったら幾ら入りますか。だから、50億円、100億円入るわけです。そ

うしたら、安曇野市は税金が、市民税がゼロになる。法人税がゼロになる。こういう状況が

あるわけです。 

  それからもう一つは、安曇野市の発表の予算の中の、１億円は対応できない。設備をかえ

るだけのお金だったら、設備をかえれば15年またもつわけです。毎年１億円かかるわけじゃ

ないので。こういう点、きちっと説明する必要があるし、前回正確な回答じゃなかったので

もう一回お聞きします。 

  それから、２つ目です。〇〇さん、当時は建設の設計者です。当時の教育委員長です。 

学校教育課長 恐れ入りますが、一問一答でお願いすることは可能ですか。 

参加者 いや、いいですよ。３点ありますので。 
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学校教育課長 では。 

教育部長 すみません。私、今の質問で３つ以上かなと思っていたんですけれども、これが１

つ目ということですね。 

（「Ａ、Ｂ、Ｃと」の声あり） 

教育部長 廃止しない方法を示せと、今、言われました。 

  私、給食センターの現状について、ずっと今、説明をしてまいりました。４センターの状

況、提供給食数2,000食以上余裕があること。自校給食に逆にもししていくとすると、堀金

の建屋をつくる３億6,000万円くらいのお金というのが、他の小学校でもかかっていくよう

なことにはなってきます。 

  私は現状を今、説明している中で、こういう現状があるということをお話ししているんで

す。逆に提供給食数とかすごい余裕があるという状況の中で、じゃ、逆に〇〇さんはどんな

方法があるとお考えになるわけですか。 

参加者 僕は残してほしいと。だから、１億円かかるという金はふるさと基金でもいいです。

それから、ペットボトル１個１円という提案を内閣官房がしているわけです。安倍総理大臣

のもとの官房が説明しているわけですから、ここへ来て。それを取り入れたらいいじゃない

かと対案しているんです。１億円なんがすぐ終わっちゃう。 

  ここで議論したつもりはないんです。皆さんの答えを正確に聞くということが、私、今日

の仕事だと思っていますので、それで、ご参加の皆さんがどう判断するか。９万何千人の市

民がどう判断するかということです。自分の税金がどう使われているか。自分の子どもが将

来どうなっていくのか。 

  私も親ですけれども、孫がいますけれども、自分の食べ物や何かを抑えても、子どもはい

い育て方をしてほしいし、したいし、そういうのが親です。だから、学校給食だって、預か

っている１週間の何分の１しかないんだから、後は親が責任を持つみたいな言い方だったけ

れども、その３分の１か４分の１を預かるということは、市がその責任を負うわけです。親

にかわって、市と教育委員会が。そういう立場に聞こえないんだよ。非常に何か、申しわけ

ないけれども、僕、聞いていて冷たいと思います、市民に対して。 

  そして、先ほど言われる子どもの未来に対する考えが全くない。言ってしまえば。今、３

つも答えられないのなら。どういう子どもを安曇野市に育てたいのかと、食べ物をちゃんと

食べて、よく育って、これから50年、60年、日本の社会、安曇野市の社会をつくってくれる

子どもたちです。この展望がないんです。給食の理念、目標はあります。これは給食に関す
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ることです。子どもがこれを食べてどう育っていくのかということについて前提がなければ、

この６項目なり目標というのは、それは現場だけです。そういう点からこれを質問している

んです。 

  もう議会でないので議論はしませんけれども、質問にちゃんと答えていただきたい。私の

答えを言うというのは、私のほうに時間をください。 

教育部長 もちろん答えさせていただきます。 

  まず、ふるさと納税のお話がありました。ただ、ふるさと納税を財源にするということは

非常に危険だと、私、考えております。東御市でトレーニングセンターをふるさと納税を財

源につくるということでやっておりましたが、実際集まらない。じゃ、一般財源を入れよう。

また議会とももめているという現実でございます。ですので、ふるさと納税をはなから財源

として充てるということは非常に難しいだろうなということを思います。 

  それで、すみません、公共施設の再配置計画のことを少し話させていただきます。 

  公共施設再配置計画、基本方針の後に、基本方針はどういう方向でやればいいかというこ

と、専門委員会、専門委員の皆さんから意見を聞く中で方針を出して、再配置計画というも

のをつくりました。 

  その際に試算をいたしました。現在、市の持っている施設を、もう単純に30年後には取得

価格の６割をかけて大規模改造しまししょう。60年後には建て直しをしましょう。本来です

と非木造の建物は耐用年数50年なんですけれども、30年後の大規模改造をやって、取得価格

の６割をかける、費用をかける中で寿命を10年延ばして、60年後建てかえをしましょうとい

う試算をしました。そうしたところ、全ての施設を、同じように、じゃ、維持していく。今、

言った30年後に６割、60年後には建て直すということをすると、平均をすると費用的に年間

40億円かかるという試算が出ました。要は、これは維持経費とかではなくて、今ある施設を

維持していくだけで年間平均すると40億円かかってしまう。 

  安曇野市は対等合併をしております。対等合併ということは、当然ながら重複する施設と

いうのもあるわけではございます。ただ、合併の時点で、やはりそういう、じゃ、どこの施

設を潰そうとか統合しましょうという話はできなかったのは事実。やはりそこに住んでいる

方の思いとか、そういうものがあります。自分のところの施設がなくなるなんていうことは、

やっぱり嫌だよというようなことは誰でも思います。 

  逆に、必要だと言われる施設をつくってまいりました。５地域に全部つくったのが、図書

室もありますけれども、図書館です。当然ながら合併前もそういうような図書室等はござい
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ました。ただ、合併して複合施設にする中で、きぼう、みらい、ゆりのき、明科はもともと

ひまわりが前にあったのをそのまま使っておりますけれども、そうやって必要、皆さんが要

望された施設というのを整備してまいっております。要は合併したときよりも、基本的には

そういう施設というものだけ考えれば、増えている状況ではございます。 

  その中で、400億円の中の１億円だというお話がありました。ただ、私ども、先ほども言

いましたけれども、選択と集中ということがこれから今後ますます重要になるという具合に

思っております。何でも今のものを、こういう話をすると、私たちは何でもかんでも、じゃ

施設を潰していく。どの施設を潰すのも反対だと言っているわけじゃないんだというお話も

ありますけれども、ただ、結局は行政である私どものほうから、多分皆さんのほうにお示し

をする形をとらざるを得ないのは現実かとは思っております。いろいろ考えている中で、確

かに施設にそれぞれ思いのある方もおいでになります。本当に使っていない施設であればい

いんですけれども、やはりそうでない施設につきましても、利用度が低い、古くなってきて

いる、更新費用もかかるという中では、そういう苦渋の選択というのはどうしてもしていか

なければいけないということが実際にはございます。 

  ずっと、子どもを育てる視点がないんじゃないかというお話をいただきましたが、「たく

ましい安曇野の子ども」という目標を掲げて、私どもいろんな施策、今、行っております。

ただ、じゃ、堀金以外の給食を食べたお子さんたちがたくましくないのかとか、そういうこ

ともないとは私ども思っております。確かに自校給食の魅力というのはすごい言われており

ますけれども、ただ、自校給食でなくても、日本一おいしいと言われるような給食にしてい

きたいという思いは私たちにはございます。自校給食が全てなのかというと、先ほども言い

ましたそれだけが全てなのか、いろいろとお金とかかけ、投資とかをしていく中で、どこに

選択・集中するというときに、そういうことをいろいろと考えなければいけないのではない

かと私ども考えております。 

参加者 ちょっとごめんなさい。提案したものだから、議論になっちゃって。私は議論するつ

もりで来たわけじゃなくて、お聞きをしたくて来たんです。 

  だから、廃止する方法はるる語られています。廃止しなくて維持する方法についてお聞き

しているんです、前回。それで、幾日もたっているから検討されたと思うんです。 

  やっぱり聞いているだけなんです。私は対案もあります、全部。それは議会のときに言っ

てきましたから。だから、お答えいただければありがたい。お答えできないなら仕方がない。

維持する方法はないか、回避する方法はありますよということが、今日の説明会だという具
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合に私は認識します。 

  それから、２つ目のＢです。それから、内閣官房に言ったことについては答えられないと

いうことですので、安倍政権のもとでの方針が言えないのかという自治体としての重大問題

があると思います。私は内閣官房に言うつもりはありませんけれども。 

  それから、２つ目のＢです。〇〇さんが建設責任者のときに言いました。教育委員長とし

て、堀金の。あれだけ苦労したんだと、原稿用紙３枚つくってきて、この３番目の設計をお

話しになりました。だから、廃止しないで維持してほしいんだ。堀金の皆さんの合意でつく

ったんだと、私もそこについては言いましたけれども、そういう点について、きちっとした

堀金の経過を、それから、米飯給食は日本で初めてやったわけです。農林水産大臣から２回

の賞状をもらっているわけです。米飯給食をやったのは日本ではなくて、ここからスタート

しているんです。こういう歴史ある小学校の100年史に明確に書かれているわけですけれど

も、こういう点。それから、堀金の公民館報に載っています。全国のネットでもこういって

見られることができるわけですけれども、こういう点について、じゃ、Ｂの点で質問をしま

す。どうなんでしょうか。そういう歴史があっても廃止していくんでしょうか。 

教育部長 堀金の学校給食が文部大臣表彰を２回受賞されたということは、重々承知はしてお

ります。 

  ただ、じゃ、歴史があるからずっと残さなきゃいけないかという話になってくると、それ

に関しては、やはり総合的な判断の中でいろいろしていくしかしようがないのかなと私は考

えざるを得ません。 

  それと、一番最初の質問なんですけれども、私が最初から言っているのは、要は今、学校

給食センターの４センターの提供給食数を見ると、2,000食以上の余裕がありますというこ

とを言っております。これに関して、〇〇さんはどういう具合に思われるんでしょうか。 

参加者 議論しますか。じゃ、私、そうじゃなくて、市民から寄せられている声を質問に聞い

ているんです、こういうところで。説明責任があるんですよ、行政は。 

  今度の自治基本条例、安曇野市の、知っているんですよね。行政が市民に聞かれた場合に、

説明責任を果たさなきゃならないとなっているんです。ちょっとここで議論をするつもりは

ないので、聞くことにだけお答えください。時間があるから、それじゃ出しましたけれども。 

  そして、この〇〇さんは、自校給食だとはっきり言っているんです。議論があったけれど

も、小学校の自校給食をしなきゃならないという流れで、自校給食にして、それで中学に届

けることにしたんだということなんです。だから、〇〇さんが言ったとおり、堀金小学校は
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自校給食です。あなたは親子何とかと言いましたけれども、そんなことはないんですよ。だ

から、経過をちゃんとたどって、正しく説明していただきたいと、こう言ったんです。前回

も。間違った方向で言ったんじゃだめなんです。事実は事実なんです。しかも、わざわざ教

育委員会が出てきて、当時の説明をしてくれているんです。原稿を書いてきて。大方堀金の

100年史に載っているんです。ということです。 

  自校給食じゃないというなら、自校給食じゃないという形をちゃんと話をすればいいじゃ

ないですか。 

（「ちょっといいですか」の声あり） 

学校教育課長 すみません、そこのご質問にちょっと答えだけさせてください。 

  今のご質問ですけれども、まず、今の堀金小学校に併設をされている給食センターが自校

式であるかという点ですが、給食センター条例という条例が市にございます。これには、堀

金学校給食センターということで記載がありますので、学校給食センターという形にはなり

ます。ただ、自校給食に極めて近いセンター方式ということになるかと思います。 

  それで、堀金の給食センターでつくったものを堀金中学に運んでいるわけですので、これ

をもって通称親子方式というような形です。本当の親子方式というのは、一つの小学校が自

校方式で、隣の中学校に運ぶというのが親子方式なんですけれども、安曇野市は自校方式に

近いセンター方式と言えると思います。 

  また、〇〇様については、私のかつての上司であったことがあって、その経過を私は詳し

く知っているつもりでございます。本来であれば、合併した後に堀金小学校を建てようとい

うような、当時、広域的な調整がございました。だけれども、堀金は基金を積んでおりまし

て、それに基づいて合併前にきちんと残す、建てるんだということで、当時の村長が決断を

されてつくられた。 

  何度も聞いたこともあるかもしれませんけれども、合併前の豊科町であるとか穂高町は、

給食センター方式をずっと前からとっておりました。当時、豊科の合併前の町長さんが、い

よいよ豊科の給食センターが更新せざるを得ないということになりまして、どうしていくか

というときに、当時合併の枠組みにほぼ決まっておりました旧明科町が、生坂村と川手共同

調理場というものを、生坂村と明科町で運営をされておりました。だけれども、明科町は安

曇野市に参画をするということもあって、生坂村との共同調理を解消して、現在の中部給食

センターに、もう合併前から明科の小中学校に給食を提供したと、そういう歴史でございま

す。 
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  それで、要は合併がほぼ決まっていた段階で、堀金村も当然給食センター化というのを一

つ視野に入れざるを得なかったということがあります。そこで、当時の村長は、中間をとっ

て、堀金小学校と中学校の間に、ちょうど村が持っていた土地がございますので、そこに給

食センターをつくったらどうかということを考えました。ただし、そうではなくて、やはり

堀金小学校のほうに用地をわざわざ買い足して、給食センターを設置したということはお聞

きはしております。 

  以上です。 

参加者 いいですか。どちらにしても、堀金の場合には、小学校、中学の自校方式です。初め

から。私は議会で建設に携わっていますから。それは議事録に全部あります。だから、自校

方式だけれども、そういうときの事情で中学を小学校でつくって持っていくという形になっ

たことは事実です。そこは〇〇さんが言ったとおりです。事実は変えられない。堀金小学校

はどちらにしても自校給食の方式であることは間違いない。安曇野市全体を見ても、自校給

食は堀金小学校だけです。あれは近いと言っても。それがいいというわけだから、いいもの

をどうして広めないのかということなんです。多くのお母さんたちもやってほしいと、こう

いうふうな堀金小学校に来たいという人たちがいるわけですから、それを生かしてほしいと

いう願いが大きいということです。 

  だから、前回の40名といった中では、反対者は一人もいなかった。全部残してほしいとい

うことだったんですよね。 

  それから、先ほど、時間も来ていますので議論しませんけれども、なぜそういうものを廃

止しなきゃならないのか。安曇野市の事情で廃止していくのか、それとも本当に子育てにと

って、自校給食、地域の農産物の有効な形がいいのか。そして、この体力、気力をつけてい

くことによって、社会に出ていく子どもたちの未来に対して、これでいいのかということな

んです。逆行では、少子化の問題はちょっと今日は言いませんし、それから民営化の問題は

言いませんけれども、そういうことなんです。未来の子どもを皆さんが預かっているわけで

すから、いいものをどんどん残していってほしいということなんです。 

  先ほどこの点については部長が言いましたけれども、あえて議論しません。私はこの廃止

には反対ですし、皆さんの言っていることについては説明責任を果たされていない。だから、

一つずつ会場に出てきた問題は、ちゃんとこの前まとめて出していただけるというので、ち

ゃんと出していただいて、２回、３回、４回、５回、市民の人たちが、あるいはＰＴＡの人

たちが、あるいはお子さんたちも納得するような形で解決していただきたいと思うんです。 
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  以上です。 

学校教育課長 ありがとうございました。参考にしてまいりたいと思います。 

  他、ちょっと時間もあれですけれども。 

  どうぞ。 

参加者 すみません。ちょっと余裕がある、余裕があるという言葉がすごいひっかかって、こ

こに書いてある最大3,500食とかそういう試算に対しては、数だけを見たら余裕があるかも

しれないんですけれども、実際に給食センターに行かれたことはありますよね。 

（「はい」の声あり） 

参加者 つくっている現場を見たことがありますよね。全然主菜が手づくりできていないんで

す、一つも。だから、この安曇野市の理念４の手づくり給食を心がけるというのを、そもそ

も無視したセンターの計画だったのかなというのを、いつもいつも視察のときに思うんです。 

  給食センターの方に聞いても、もうこの食数ですら場所もないし、調理器具もないし、人

もないし、主菜は一から手づくりはできないとおっしゃるんです。だから、余裕はないんで

す。そこの認識をちょっと改めていただきたいというか、余裕はないです。 

  ここに書かれている食数に対して余裕はあるかもしれませんけれども、現場でつくってい

らっしゃる方とか栄養士さんのお話を伺えば、場所にも余裕がない、人手も余裕がない、お

金はない、ないない尽くしで余裕はないです。 

  すみません、ちょっと余裕がある、余裕があるという言葉がすごいひっかかったので、申

し上げておきます。 

学校教育課長 ２回目でしたか。 

（「いえ、初めてです」の声あり） 

学校教育課長 どうぞ、お願いします。 

参加者 手短に言いますけれども、何年か前に給食センターでノロウイルスに感染された方が

調理をされて、給食センターで給食が提供されなかったことがありました。そのときとても

困りまして、まず、お弁当を持っていかなければならないときがありました。 

  新聞にもたしか載ったと思うんですけれども、経験されたお母さんたちもいらっしゃると

思いますが、やはり私たち、お母さんたち、働いている側として、給食センターは安全で安

心でと思ってお願いしていたところ、たまたま本当に気をつかって衛生面とかチェック面と

か一生懸命されていたところにそういったことがありました。 

  給食の提供数からいいますと、堀金だけでよかったんじゃないかなと思います。少数だっ
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たからこそ、少ない人数の方に影響がありました。これが3,000食となりますと、これだけ

大勢の人に悪影響が出てしまいます。調理される側の人にとっても、責任として、やはりた

った１人の方が3,000食のものをだめにしてしまったとなると、やはりその人の精神的な苦

痛も大きいと思います。そういったことも、ちょっと私は意見として述べたいなと思います。 

  もし堀金の給食センターがなくなったとしても、そういった面でも本当に少数が残るとい

うのには理由があると思うんです。今や大きい企業が大量生産して安いものを売って、それ

でみんなが買うという時代でもありますけれども、町工場の人がロケットを飛ばす時代でも

ありますから、小さいものが残るというものは、本当にいい部分があるということがわかる

と思いますので、是非またこういう意見を皆さんで共有できる場をまた設けてほしいと思い

ます。すみません。 

教育部長 ありがとうございます。 

  昨年度、敷島パンと災害協定を結びました。万が一給食センターでトラブルが発生して、

給食の提供ができない場合、代替としてそういうパンとか、当然ながら給食と同じようなも

のには当然なりませんが、とりあえず代替的なものというのを提供できるような仕組みは、

今、つくってはおります。 

学校教育課長 すみません、じゃ、これで最後に、ごめんなさい、させていただければと思い

ます。 

  どうぞ。 

参加者 ２番の案で、民間委託ということが出ているので、これ、２番の多分民間委託という

ことをすれば、今までの給食センター、堀金のほうも全部残るという考えでこの案が出てい

ると思うんです。 

  民間というのは、市の関係の方々がもちろん管理していやっている今の現状で、大変だと

いうのであれば民間に委託するという考え方も、私はありではないかなと思います。でも、

その中で、デメリットという形でも書かれているんですけれども、逆に２番目のデメリット

というところは、やり方によってメリットになるのではないかと私は思います。 

  なので、その辺はメリットとして考えていただければどうかなと思うところと、あと、お

いしいものを食べさせたり、体によいものを食べさせようと思うと、金額が高くなって当然

だと私は思っています。なので、給食費を上げる、上げないという考え方、経済的な考え方

もやっぱりあるんですけれども、でも、それよりやっぱり地元の、ちょっとでも高くても、

地元のものを使ったもので料理したものが出てくるというのがすごく大事なことだなという
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ふうに思います。 

  あと、民間委託すると民間に丸投げになってしまって、全然市のほうではタッチしていま

せん、わかりませんという意見をやはり他のところで聞きますので、その辺をしっかり考え

た上での民間委託ということを考えていただきたいと、そのように思います。 

学校教育課長 貴重なご意見をどうもありがとうございました。 

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

 

◎閉 会 

学校教育課長 では、約束のお時間がまいっておりますので、これをもちまして説明会を閉じ

させていただきたいと思います。 

教育部長 長時間にわたり、貴重なご意見ありがとうございました。 

  すみません、どうも私の説明が大分不足しているというご指摘がありましたので、もうち

ょっと勉強はしたいと思います。ただ、今晩までに間に合うかと言われるとちょっと自信は

ないところはございます。 

  どちらに対しましても、今日の夜、また説明会がございます。こちらでもっていただいた

ご意見、先ほど申し上げました教育委員会、学校給食運営委員会のほうへご報告させていた

だく中で、今後の方向について、また方向性を出していきたいと思います。 

  本日は大変ありがとうございました。 


