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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 それでは、皆様からご意見、ご提言、ご質問などをお受けしたいと思います。 

  恐れ入りますが挙手をいただきまして、お名前をおっしゃってから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 一旦老朽化に伴う施設の改修をするとしたら、一体どれくらいお金がかかるのかとい

う見込みがあって、こういう大体このまま現状維持か、統合するかというところが判断でき

るのかなという感じがしますので、そういったところは試算されているのか。 

  まず手始めに、堀金の給食センターを改修しなきゃいけないというふうに私は読めたんで

すけれども、そういった場合、どれぐらいお金がかかるのかという見込みは計算されている

のか。 

教育部長 堀金の給食センター、平成17年４月から稼働しております。建物自体が当然ながら

まだまだ新しくて問題ないです。ただ、やはり問題は調理器具でございます。耐用年数等、

ちょっと物によって違うんですけれども、早いものでは７年程度ということを聞いておりま

す。ただ、毎年メンテナンスを業者さんにやっていただいている関係で、業者さんからそう

いうものであっても10年から15年くらいもちますよということを聞いております。 

  改修費用のほう、業者さんからの概算見積もりでいきますと１億3,000万円程度。ただ、

これは、給食センターの調理器具、基本的には工事が伴った工事になりますので、ちょっと

そういう工事部分は含まれていないということは聞いておりますので、倍近い金額がかかる

のかなとは思ってはいます。 

  ただ、他のセンターも、堀金は17年ですけれども、中部と南部、19年から稼働しておりま

すので、他の給食センターにおきましても、同様のことは今後発生はしてまいります。 

学校教育課長 他にいかがでしょうか。 

参加者 今の費用のところについてですけれども、今、４つ案が挙げられていますけれども、

例えば10年、20年、30年といったときに、試算したときに、費用の面ではどれが一番メリッ

トが出てくるのかというところが一つ。 

  ちょっとそのままいいですか。質問だけさせてもらって。 

  資料３の３ページ目の３番のところ、少子化の状況とありますけれども、これはこの先ど

うなるかというのは見込みが立っているものでしょうか。出生者数とか多分市のほうでデー
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タを持っているので、この先31年、32年といったときにどうなるかというデータが知りたい

なと思います。 

  その２つ、お願いします。 

教育部長 まず、最初の４案の中で、どれが一番メリットがあるかというご質問でございます。 

  金額的なことでいけば、基本的には統合、統廃合というものがメリットは出てまいります。 

参加者 いずれは具体的な数値が示されるというふうに思ってもよろしいですか。 

教育部長 そうですね、方向性が決まれば、改めて説明会を行う際にはそういうシミュレーシ

ョンなりをお示しはしていこうと思っております。 

参加者 この統廃合というのは、コストだとか設備のところを優先しているのか、子どもたち

の食育というところを優先しているのか、最初に読み上げていただいた目標、目的というと

ころからすると、子どもたちの食育を優先すべきかなと思うので、コストに関係して方向性

が変わるということはあるのでしょうか。 

教育部長 私ども、子どもたちの食育というものを十分考えているつもりではございます。 

  先ほど資料２でご説明いたしましたように、堀金は確かに地元の食材はたくさん使ってお

ります。他のセンターに比べて。ただ、他のセンターもそれぞれ努力はしている中で、地元

産の食材であるとか食育の取り組みというのはやってはおります。 

  堀金の給食センター、特に食材提供者の皆さんとの結びつきが非常に強いということも聞

いてはおります。地元産の食材が提供される際には、今日の大根はどこどこさんのうちの大

根ですよという放送を、給食のときに放送されているとか、併設している給食センターの入

り口には、食材提供者の皆さんの写真を張ってあるというようなことをお聞きしてございま

す。 

  ただ、そういう取り組みというのは、今後においては当然ながら、仮に堀金給食センター

が他のところに統合されたとしても、取り組みとしては継続できる取り組みだと思いますし、

私ども、逆に市内にある３センター、堀金以外の幾つか物産センターございまして、物産セ

ンターから食材を提供していただいている給食センターは他にもあります。ただ、やはり堀

金みたいな、そういう生産者の皆さんが会をつくっているというところはないので、そんな

ような仕組みというのが他でもできないかということを、これからお願いしていこうとは思

っております。 

学校教育課長 それと、２点目の今後の少子化の見込みということであります。 

  お話をいただいたように、我々も出生状況から、いわゆる自然増、減の関係で把握はして
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ございます。 

  堀金地域で、いわゆる堀金小中学校に通われると思われるお子さんの推移でございますけ

れども、ちょうど毎年、５月１日現在に学校基本調査という、いわゆる国の機関統計という

ものが記帳されておりまして、その数値がまだ出ておりませんので、昨年度の５月１日現在

での推計で申し上げますと、堀金小学校の場合、2024年度で348人でございます。それから、

堀金中学校におきましては、同じく2024年度には231人、計579人。これは、くどいようです

けれども、いわゆる社会増、例えば宅地ができて引っ越しされてきたとか、そういうものは

加味しない場合です。あくまで自然増減の関係で申し上げるとそういう数字になります。 

  これは、平成30年度５月１日時点で、堀金小中学校合わせて817人でございました。現在

は785人でございますけれども、それからいたしますと、2024年度には238人の減少が見込ま

れております。 

  以上でございます。 

参加者 ありがとうございます。 

  その少子化を見込まれた状態での設備改修だとか、そういうところ、数が減った状態で試

算されているということでしょうか。それとも、今の人数のまま推移した状態でこの先の金

額も影響が出てくるのか。 

教育部長 先ほど言った１億3,000万円は、基本的には設備というものがその人数が減ったか

らなくなるというものではなくて、どうしても一定のものは必要になりますので、現在と同

じもので入れかえることを前提に金額は出していただいております。 

参加者 ありがとうございます。 

  すみません、ちょっともう一点、同じ３ページ目の一番上に書いてある（４）安曇野農産

物使用のデメリットというところ、これ、デメリットを挙げられていますけれども、今まで

に困っていたとか、供給不足によって何か対案を強いられたとか、そういうことはあるんで

しょうか。 

堀金学校給食センター長 給食食材で、例えばジャガイモをあらかじめ頼んでおいたんですけ

れども、実際には用意をできないというようなことを連絡をいただいて、それで、急遽中信

地区産というんですか、そういう県内産のジャガイモに変更して納品してもらったとか、そ

ういうことはあります。 

  でも、一応地元の生産者の、このくらいは用意できるというようなお話を聞いた中で、献

立を立てさせていただいてつくっているということです。どうしても足りない場合は、やっ
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ぱり県内産のほうを優先して大体立てさせていただいております。 

参加者 ということは、デメリットじゃなくて、現状と一緒という理解でよろしいですか、こ

こは。 

堀金学校給食センター長 要は、天候によって、予定していた天気で、例えば２週間後にはと

れる予定だったけれども、雨が続いちゃってどうしてもだめだと。 

参加者 わかります。今と変わらないんですよね。 

堀金学校給食センター長 それはそうです。そういうことです。 

参加者 デメリットとして特別取り上げられていたので、何か今後悪くなる見込みがあるのか

なというのを気にしただけです。 

堀金学校給食センター長 そうじゃないです。 

参加者 わかりました。ありがとうございます。 

  以上です。 

学校教育課長 他にいかがでしょうか。 

  どうぞせっかくの機会でございますので、学校給食に関連したことは結構でございますの

で、ご発言をいただければと思います。 

参加者 すみません、続けて。 

  給食センターの、私個人としては現状維持をまず最初にやって、まだ最大能力に対して大

体どの給食センターも８割ぐらいで稼働しているということですので、まだもうちょっと現

状維持で進めていただいて、先ほど出生率のほうであったように、半分ぐらいまでいってし

まったときに考えてみてはどうかなというのが私の意見です。 

  そういった中で、私、堀金だもので、小学校に給食センターがあるという状況が、私も生

まれは全然違うところなんですけれども、給食室があったような小学校で育ったもので、給

食室に見学に行ったりとか、身近につくっているところがあるというのは、すごく食育にと

っていいことだと私個人的には思います。 

  なので、最初から統合というところよりかは、もうちょっと頑張っていただいてというふ

うには、していただきたいなというふうに思っています。 

  そういった中で、給食センターを現状維持するに当たって、多分資金の話が一番ネックに

なってくるというか、お金があれば維持が一番いいかなというところが率直な意見なもので、

そういった中で、市とかの条例で、給食センターの基金をやったりするのがいいんじゃない

かなと思います。何もなくて、じゃ老朽化が進んだので税金を投入しましょうとなると、単
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年度予算でお金を出してくださいというふうに予算をつくらなきゃいけないので、そうでは

なくて、今後こういうふうに老朽化が進むので、基金として市税の中から幾らずつためてい

きましょうというふうにしたらどうかなというふうに考えます。 

  さらに、プラス、お金の話で申しわけないんですけれども、ふるさと納税で使用目的あり

の項目があったりします。そういった中で、私はそういう、例えば堀金給食センターとか給

食センターの維持のために、ふるさと納税をやるという項目が安曇野市にあったら、こうい

う課題が出たときに、素直に納税というか、あれは半分寄附なんですけれども、寄附ができ

るかなというふうに思います。 

  なので、食育、私、小学校の子どもを持っているもので、特に保護者、直接関係する保護

者としては、食育の観点でも現状の地産地消とか、堀金だったら堀金の物産センターのもの

を使うというのはすごくいいことだと思うので、寄附となるとまたちょっとお金が出しにく

いところがあるんですけれども、ふるさと納税だとぐるっと回ってそのまま税金がキャンセ

ルになるもので、素直に給食センターのためにお金を出すというのがしやすいと思うんです。

なので、そういった活動とかをした上で、どうしても維持ができなくなったら、じゃ統廃合、

どうしてもというふうに思います。 

  だもので、８割ぐらいだったら何年かかって、さらに老朽化の問題は給食センター全体の

問題だと思っているので、基金とかそういった対象となるセンターの老朽化の課題を出して、

保護者に協力を求めるというか、センター側というか市の方から、是非ふるさと納税でやっ

てくださいと一言言うとやりやすいというか、お金も集まりやすいんじゃないのかなと思い

ます。 

  ちょっと試算したんですけれども、15年で老朽化が起こると、メンテナンス等を最大にや

って15年で、今、堀金の小中学校で約800人いるという、七百何十人とかということで、ふ

るさと納税をこの800人で15年、１万6,000円ずつやったら２億円ぐらいになるんです。なの

で、全部保護者にそういった納税というか、寄附のしやすい形、しかもふるさと納税だと

2,000円、もとを出てぐるっと回って、自分の税金がキャンセルされるので、そういったの

とか、あとは条例で基金をつくって有志の方から寄附をいただいたり、市税の中で2,000万

円とか1,000万円ずつ毎年ためていきましょうというような、プールできるようなシステム

をつくったらどうかなというふうに考えます。 

教育部長 ありがとうございます。 

  ただ、ちょっとふるさと納税に関して言いますと、まず、ふるさと納税という制度は、基
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本的には返礼品というのがやっぱりあるというのが一つの魅力だとは思います。市内の方が

ふるさと納税された場合には、総務省のほうから趣旨に反してしまうと。ふるさと納税は、

ご承知のように当然ながら税金、所得税、住民税の控除がありますし、2,000円を超えた部

分では控除になります。なおかつそこに返礼品というものがありますので、市内の方が寄附

された場合、結局返礼品だけは持ち出しみたいになってしまいます。基本的には市内の方か

らふるさと寄附された場合には、返礼品はお出しできない仕組みになっています。 

  もう一つ、昨年の猛暑を受けまして、小中学校にエアコンの整備を、今、進めております。

現在、小学校、昨年度設計をして、昨年度末に入札を行いまして、今、小学校のほうのエア

コン工事、10校入っております。その際に、財源といたしまして、ふるさと納税を活用させ

ていただきました。 

  ふるさと納税、本市にしていただく場合に、それぞれ幾つかの目的が決まっています。市

長が認めた施策であるとか、あとは子どもたちのためにという。この２つに関しては、昨年

の段階で、ほとんど小学校分を充てる中で、あまりもうないのが現状ではございます。一応

その寄附の目的、それぞれあとは産業振興であるとかそういう目的がありますので、やはり

そういう寄附者の方のご意思というのをちょっと崩せないなというところはあります。 

  また、基金等とか、今、言われたそういう仕組みができないのか、またちょっと検討のほ

うはさせていただきたいと思います。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  では、続けてどうでしょうか。 

  本当にどのようなことでも結構でございますので、ご質問なりご意見なり、お伺いをした

いと思います。 

  どうぞ。 

参加者 続けてすみません。 

  民間委託に関して、何か具体的なところとかは考えていらっしゃるのかというところと、

あと、給食センターの理念に基づいて民間委託といっても、ＮＰＯ法人とか非営利団体にお

願いするだとか、普通に民間だとお金儲けが第一になっちゃうので、そういったところじゃ

ないところをやろうかとか、委託するに当たって、こういう学校給食の理念に基づいた運営

とかをしていただけるようなところを選んでいただきたいとは思うんですが、何か具体的な

ところとかを考えていらっしゃるか。 

教育部長 今、民間委託のお話が出ました。 



令和元年 5月 21日  学校給食センター市民説明会（豊科会場：午後） 

－7－ 

  資料３の３ページの下に、民間の業務委託をした場合の考えられる業務というのを書いて

ございます。基本的には業務委託しか今は想定できませんので、調理業務であるとか食器等

の洗浄業務であるとか、配送業務であるとか、そういうものしか業務委託というのは現在で

きないような形になっております。 

  今までの説明会の中でも、そういった委託とかをしちゃうと、業者さんが利益を出すため

に食材を安くして利潤を上げるんじゃないかというようなお話も出ましたが、今現在は業務

委託しかできませんので、先ほど申し上げました、献立をつくって、食材の発注等をすると

いうのは、これはあくまでも栄養士の仕事になっております。そこまでは業務委託等はでき

ない状況ではございます。 

学校教育課長 他にいかがでしょうか。 

参加者 実は、日曜日もちょっとお尋ねしたんですけれども、まだ資料を見れば見るほどいろ

いろわからない点がたくさん出てきましたので、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

  まず、言葉の確認等をちょっとさせていただきたいんですけれども、資料３の２ページ目

に、学校給食における県内産・安曇野産食材数の割合というのが書いてありますけれども、

この県内産というのは、安曇野産を含まない長野県産という理解でよろしいでしょうか。 

堀金学校給食センター長 はい、そうです。 

参加者 ありがとうございました。 

  ちょっと引き続きいろいろとお尋ねしてもよろしいでしょうか。 

学校教育課長 できましたら、一問一答でお願いできますでしょうか。 

参加者 一問一答で、はい。続けてやるんじゃなくて。 

学校教育課長 どうぞ。１回ごとにお答えをさせていただきます。 

参加者 ありがとうございます。 

  同じ２ページのその次の３のところに、安曇野産農作物の使用のメリットとか、次のペー

ジのデメリットというのがあります。この項目というのは、堀金給食センターをそのまま存

続させたときのメリット、デメリットというふうに考えて、理解してよろしいでしょうか。 

堀金学校給食センター長 存続といいますか、現状ということです。 

参加者 ありがとうございます。 

  そうすると、その次のところの安曇野産の農作物の使用のデメリットを３ページに書いて

ありますけれども、これというのは、堀金の物産センターに限ったデメリットなんでしょう

か。それとも、先ほどご説明にあった他の物産センターもあると。そういうところでやった
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ときにはこれは解消するのかということを、まずちょっとお尋ねしたいと思います。 

堀金学校給食センター長 これにつきまして、うちの給食センターは、堀金物産センターと取

引をしている関係で、堀金の物産センターのかかわるものということです。 

  ですから、もしそこで食材が調達できない場合は、農協とかそういうところにお願いをし

直すという形になります。 

参加者 それは、存続をしても、あるいは廃止になったとしても、この問題というのは地産地

消ということを推進する上では全くデメリット、メリットというような話じゃなくて、全て

の他の物産センターのようなところというのはみんな共通の問題だと思うんですけれども、

いかがですか、それは。何か解消するわけですか、それは。 

  仮に堀金給食センターを廃止にした場合、このデメリットというのは解消することだと思

っていいんですか。あえてここの、堀金物産センターのデメリットと書かれているので、ち

ょっとそういうお尋ねをしたいんですけれども。 

堀金学校給食センター長 一応、現状の関係だけをちょっと書かせていただいていて、その後

の４案について、どの案になるかわからないけれども、現状の関係だけをちょっと書かせて

いただいたということです。 

マツモト ありがとうございます。 

  それじゃ、その他の第２、第３、第４の案というのは、このデメリットは生じないわけじ

ゃなくて、同じ問題が起き得るということでしょうか。 

教育部長 地産地消を進めていけば、他の物産センターからもやっぱり食材等を提供してもら

うのがどんどん増えてくれば、ちょっとこういう可能性になってくるということはどこでも

あり得る、今後についてはあり得る、全くないということはないと思います。 

参加者 要は、やはり地産地消というのを進めるというのは、基本的にその供給量に合った規

模の給食数ということだと思うので、これは、大規模にすればするほど、当然安定供給とい

うのはもっと難しくなるというふうに僕は理解しています。 

  ですので、この４番のアというのは、ちょっと堀金物産センターのほうの使用のデメリッ

トというのはおかしいんじゃないかと思います。 

  イのほうが特に僕はちょっと気になったんですけれども、これ、例えば今、存続するか、

あるいは廃止するかというようなこういう議論を、今、しようとしているわけですね。今、

この資料を見ると。あるいは民営化するというような話を、今、されているわけですけれど

も、我々もそのつもりでここで聞いてはいるんですけれども、ということは、この４番のイ
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というのは、例えばメロンというのはあえてここに書かれているのでちょっとお尋ねしたい

んですけれども、仮に廃止するというふうな方向になったときは、これは、堀金では○○さ

んのメロンを使っているので、それがよくないので、堀金の給食を廃止すると市は言ってい

るというふうに、これは理解していたんです。 

  その辺をそういうふうに理解せざるを得ないので、ちょっとそこのところをお尋ねしたい

んですけれども、これをデメリットでわざわざ挙げているのは、そういうふうな意図なのか

どうか。ちょっとまずお聞きしたいと思います。 

堀金学校給食センター長 すみません、そういう意味ではないです、全然。要は、給食に一番

おいしいときにメロンを出したいんだけれども、その時期を献立に合わせられにくいという、

そういうデメリットだという意味です。 

参加者 ありがとうございます。 

  それは、食べごろというのは当然いろんな食材である話なので、これは堀金物産センター

のデメリットではないと思うんです。そういういろんな食材には、それぞれの食べごろがあ

るものもあるという、食育の上では非常に重要なことなので、これはむしろメリットに入れ

るべきではないでしょうか。 

  あえてここに書かれているので、じゃ、これは例えば他のセンターのように2,000食、

3,000食つくったときに、メロンは出せるようになるんですかと質問したいんですけれども。 

教育部長 ここに書いてあるのは、要は献立というのはあらかじめ一、二週間分とか１カ月分

をお示しをしなきゃいけないと。そういう中で、日にちを合わせるのが非常にやっぱり難し

いということで、ここに書かせていただいたということでございます。 

参加者 ありがとうございます。 

  ということは、大規模になったときには、このメロンはもう使えないというふうに理解し

てよろしいですか。 

教育部長 その辺は、どんなように供給していただくかとか、いろんなその中でもってまた考

えていく話かなと思いますけれども、ただ、今現在として、やはり献立をあらかじめお示し

をする中では、やはり献立に、この日に加えるというのは、非常に難しいということで書か

せていただきました。 

  ただ、将来においては、どんどん地元のものを多分使うようになってくれば、供給量とい

うのがどうしても使用できるものがたくさんでなければ、ちょっとまたその辺違う方法とい

うのを考えていかなきゃいけないとは思います。 
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参加者 ちょっとなかなかその辺、僕、これは理解できないんですけれども、例えばメロンを

スイカにかえたらいいとか、そういう単純な話では僕はないと思うんです、これは。食材の

食べごろというのをやっぱりきちんとうまく調整しながらやるというのも、もちろんつくる

側としては非常に大変なことだと思いますけれども、食育という意味では当然これは大変大

事なことだと思うので、ですので、こういうところを物産センターの使用のデメリットと書

くのは、ちょっとこれはおかしいのではないかと思います。 

  ですので、物産センターのデメリットというふうに書くのであれば、他のところは、じゃ、

繰り返しになりますけれども、第２案、第３案、第４案、民営化したらどうなるのか、大規

模になったらどうなるのか、このデメリットは解消するのかというような書き方を、資料の

ほうでしていただきたいなと思います。 

  それで、ちょっと次に飛ばしまして、４ページのほうに質問させていただきたいんですけ

れども、ここのところ、先ほどの方の質問と少しかぶるかと思うんですけれども、ここも明

らかにメリット、デメリットというのは、先ほどの物産センターを使うメリット、デメリッ

トということだというふうに理解しておりますけれども、ここで、例えばメリットのところ

で、効果的な、例えば民間でできることは民間に委ねることを基本とすると、それで、効果

的な民間活力を期待できると書いてありますけれども、これは、どうして行政、例えば市の

人がやったらだめで、民間に頼んだらこういうのがもっとよくなるのかというのがよくわか

らない点です。その辺はいかがですか。 

学校教育課長 それでは、私のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

  ご存じのとおり、公共施設の管理運営を代行させる指定管理者制度というものが、地方自

治法の改正によって制度化されたということがございます。いわゆる民間でできることは民

間に委ねる、民間活力という言葉ですけれども、やはり行政としましても、最善を尽くして

いるわけでございますけれども、やはり民間の知恵といいますか、そういうものを活用でき

る部分はしていければというように思っております。 

  部長が再三申し上げておりますように、コアな部分は市教委が責任を持って行います。献

立の作成、食材の発注、あるいはもろもろの検査、そういうものは教育委員会がしっかりや

ります。 

  ただ、より効率的といいますか、そういう業務のシフトですとか、そういうもののスキル

というものは、ある程度民間から転用をいただく価値はあるかなというふうに思っておりま

す。 
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  以上でございます。 

教育部長 すみません、ちょっと１つ補足なんですが、今、認定こども園は全て業務委託をし

ております。特に認定こども園のほうから、給食が何かまずいというか、いろんな不備があ

るとかそういうような報告を、ちょっと私は聞いたことはないです。 

  以上です。 

参加者 それで、４番の今後考えられる運営方法のメリット、デメリットというのはいろいろ

あるんでしょうけれども、ちょっと気になったのは５番で、給食業務を省略化して３学校給

食センター化にする場合、あるいは民間委託する場合についての課題というふうにここに書

かれています。ところが、先ほど、まだ何も全く決まっていないというようなお話をされて

いたので、ちょっとお尋ねをしますが、これは、堀金の給食センターを存続する場合の課題

というのは全くないと思っていいんでしょうか。 

  恐らくそれは、先ほどから質問に出ていると思うんですけれども、改修費用、設備の更新

費用とかそういうのもあると思うんです。そういうことを、具体的になぜここに書かれない

のかというのがわからない点です。５番の集約化することだけの課題を書いて、なぜ堀金の

課題、存続するときの課題を書いていないのかと。むしろこれは書いていないということは、

全く課題がないというふうに理解してしまう可能性もあると思うんです。ですので、やはり

きっちりと課題としてコストまで含めた上で、こういう資料をつくるときには書いていただ

きたいんですけれども、それは検討されていないんでしょうか。 

教育部長 日曜日の堀金の説明会でも、経費の話、堀金を他のセンターに集約する場合の経費

というのが出ていないじゃないかというお話をいただきまして、ただ、私どもは、この説明

会というのは、給食センターは今、こういう現状と課題というのがありますよという説明を

して、逆にそういう経費を出してしまうということは、堀金の給食センターをもう統合を前

提にしているということになるので、そういうことはまだ先送りに、先送りという言い方は

変ですけれども、そういう方針が出るまでは、予算、そういうものの金額を出すことは考え

ておりませんという説明をしました。 

  ただ、皆さんのほうから、そうじゃなくて、そういうのが出ないと判断できないじゃない

かというお話をいただきました。そういう中で、当然ながら見積もりも、ただ業者にくださ

いとは言っても、すごい大がかりな見積もりになってきます。備品等工事が伴うようなもの、

なおかつ堀金の、今、給食センターにつきましては、じゃ、後利用をどうしようかというこ

ともある程度考えた中でもって、見積もり等をお願いしなければいけません。 
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  そうなりますと、ただ見積もりを無料でくださいということは難しいと思いますので、９

月なりの予算、補正予算のほうへそういう見積もりをとる予算というものを要求する中で、

金額的なものをこちらにとりまして、またお示ししていきたいとは考えております。 

  以上です。 

参加者 ありがとうございます。 

  それで、すみません、もう２問ほどさせていただいてよろしいでしょうか。 

  先日の中部の説明のときに、給食センター方式になっても、子たちが食べる学校じゃなく

て、遠くでそういうつくるようになったとしても、食育というのは十分できるというお話を

されていたと思うんです。そのときに、やっぱり子どもたちの目の前でつくる、あるいはど

ういう食材をどういう人がつくって、どういう人たちが調理してというのを日常的に見せる

ということが、非常にもう食育の根幹だと思うんですけれども、それに対して部長さんのこ

の間のお話だと、給食センターに移行しても、遠くでやってもそういうことは可能だよとい

う、そういうふうなお話をされたと思うんです。 

  そこで、ちょっと僕も自分で調べてみました。昨日、今日とちょっと調べてみたんですけ

れども、自校給食に比べて、そういうセンター方式のほうが、そういう食育の面で何かとい

い点というのをいろいろ挙げているというのは、全く見つからなかったんですが、ですので、

そこでちょっと部長さんにお尋ねしたいと思うんですけれども、そういう遠くでつくるとい

う状況になったところでも、そういう自校給食を上回るような、何か斬新な、そういう食育

の案というのを具体的にお持ちなのかどうかということをお尋ねしたいと思います。 

（「具体例」の声あり） 

参加者 例えば毎日毎日教室にライブ配信をする、最近ではにおいを出すというのもあるとか

ないとかというふうに聞きます。いずれにしても、何らかのそういうふうな具体的な案をお

持ちで、そういうふうな遠くに行っても食育ができるというふうなことをおっしゃっている

のかどうかというのを、ちょっと確認したいと思います。お願いします。 

教育部長 すみません、私、日常的なそういう現在の堀金でもって行われているものが全てで

きるというような言い方は、多分しなかったと思います。 

  ただ、今、堀金給食センターでやっているいろんな取り組み、先ほど言いました今日の食

材は誰々さんのうちの食材ですよということを、アナウンスであるとかそういう給食センタ

ーのところに、今、食材提供者の方の写真を張ってあります。それを、そういうことは取り

組みできます。逆に他の物産センターでも、堀金みたいなそういう農家の方たちが一緒にな
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って食材を提供してくれるような仕組みというのは、これからまた交渉していきたいという

お話は差し上げたつもりです。 

  申しわけございません。じゃ、今の自校給食を上回るものが何かあるかと言われると、す

みません、すぐには浮かんでこないのは事実です。ただ、堀金でやっている仕組みを、市内

の他の子どもたちにも、やはり同じようなものを味わわせてあげたいとは思います。 

参加者 ありがとうございます。 

  最後に、ちょっと一つというか、もう少し詳しく説明をいただきたいと思うのが、資料１

の一番最後の理念、非常に立派な理念が６つ書かれています。安曇野市学校給食理念という

のが書かれています。このそれぞれの理念、１から６までありますけれども、この理念が、

統廃合した場合、あるいは民営化した場合、これがどのように変化するのかというのをご説

明いただきたいと思います。さらにこれがどういうふうによくなっていくのかということを

お話しいただければと思います。 

教育部長 ここに書いた理念というのは、現在、４つの給食センターでこういうことにしてい

こうという目標にしてやっていることでございます。特にそこでもって統廃合が行われたか

ら、じゃ、この理念が変わっていくかというと、そういうものではないと私は考えておりま

すが。 

参加者 もちろん理念は変わらないというのは、それはもう目標ですのでいいんですけれども、

その目標を達成する上で、どちらのほうが目標を達成していくことが可能なのか。例えば地

産地消にしても、食育にしても、より目標を達成するためには、どちらの、例えば民営化す

る、あるいは統廃合したときに、どちらのほうがすぐれているのか。目標に近づけることが

できるのかということをお話しいただければと思います。 

教育部長 先ほどから申し上げておりますけれども、堀金物産センターの仕組みというのはす

ばらしいものだとは思います。十分認識しております。そういう仕組みを他の物産センター

でもできないかということを、今後取り入れていく中で、市内の子どもたちにとって、この

理念に掲げた、目標に掲げたそういうものに近づけていけるような形にしていきたいなと私

は思っております。 

参加者 ありがとうございます。 

  堀金方式を全域、全市に広めていくというのは、とてもありがたいことだと思います。で

すので、そこのところをちょっと具体的にお聞きしたいんですが、例えば６つの項目、いろ

いろあります。手づくり給食の実施というのがあります。やはり手づくりというとなると、
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それなりに手間もかかるし人もかかるということなんですけれども、それが例えば統廃合し

たら、この手づくり給食の実施がさらによくなるのかということを、一つ、今のは具体例で

すけれども、やっぱり６つ項目があるわけですけれども、それぞれについて統廃合したらど

うなるのか、民営化したらどうなるのかということを、もう少し具体的に説明していただき

たいと思います。 

学校教育課長 現状の維持のままであろうが、統廃合しようが、この理念が変わることはない。

それは再三部長のほうから申し上げている次第です。やりやすいか、やりやすくないかは、

今後の我々の努力次第だというふうに思います。 

  それから、民間委託した場合ということでございますけれども、まず、民間にお願いする

とした場合に、この理念を、目標を達成するために、皆様はどういうことをしていただけま

すかということを、まず我々のほうで聞きます。それに基づいて、それがすばらしいもので

あれば採用されるかもしれませんし、それがほど遠いものであれば、それは直営を維持して

いくというような判断になろうかと思います。 

  いずれにしても、今後の我々の努力次第、統合してもしなくても、このことはやってまい

ります。 

  以上です。 

参加者 ありがとうございます。 

  僕自身がそんなに食育の専門家じゃないので、ちょっとよくこれはわからないところで、

やっぱり大規模化すればするほど、ここに掲げている目標というのは全て後退してしまうと

いうふうに僕は思ってしまうんです。ですので、具体的に一つ一つの目標が、じゃ、統廃合

したらどうなるのか、よくなるのかどうかというのをお聞きしているので、目標自体が変わ

らないというのは、もちろんそれはいいです。到達地点の目標を掲げているのはもちろん変

えずに、その目標にどれだけ近づくのかということを、統廃合したらより今の現状よりも近

づくのか。あるいは民営化したら、この目標に、今の堀金よりももっといいものになるのか

ということをお尋ねした上で、それをもう既に考えられているはずだと思うんです。その上

でこういう計画を出されていると思うんです。まさかそれを、例えば統廃合した後に考えま

しょうという話じゃないですよね。ですので、現時点でそれがどういうふうに変わるのかと

いうのを、今、どういうお考えなのかというのをお尋ねしているんです。 

  ちょっと目標自体を変える、変えないは、それはもう目標自体はそのままもちろん変えな

い。だけれども、その目標にどれだけ近づいているのか、近づけることができるのかという
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ことを、統廃合した場合、民営化した場合にそれぞれにちょっと説明していただきたいと思

っています。 

学校教育課長 何度も申し上げますけれども、１から６までです。これは、それぞれ何一つと

っても、統廃合するしないにかかわる問題ではないというふうに私は思います。 

  従いまして、どのような形態になろうが、民間に委託をしようが、この１から６というの

は着実に進めてまいりたいということであります。 

  以上です。 

参加者 ありがとうございます。 

  例えば地産地消の推進というのも書かれています。ですけれども、この資料を見ると、や

はり地産地消を進めるということは、逆に大規模化するとできないと、もう資料には書かれ

ていますよね。 

  資料３のところを見ると、例えば資料３の４ページの４の（３）、大きなセンターになれ

ば、地元の生産量の少ない食材の使用については困難になると。実際に地産地消の観点から

いえば、使える食材が限られてしまうと。だから、そういう意味では、先ほど何ら変わりな

いというお話をされましたけれども、うんと変わると思うんです。地産地消がこれは後退す

るという意味、市のほうの資料がそう書いているわけですよね。だから、何ら変わらないと

いうのは、ちょっと僕は理解できないんですけれども、もう一度ご説明していただけますか。 

学校教育課長 大規模化になると地産地消がしづらいというのは、例えばサラダ一品について

も、この野菜は堀金産であるということは難しくなるというように思います。ただし、安曇

野産ということに拡大すれば、むしろ大量なものを仕入れていける可能性は出てくるという

ように思っております。 

  要は堀金産にこだわるか、安曇野産にこだわるかということもあるかもしれませんけれど

も、安曇野市である以上、私は安曇野産にこだわるべきだというように思っております。 

  以上です。 

参加者 その安曇野産にこだわるというのは、確かに安曇野市は広いですけれども、先ほどの

顔が見えるというお話をされたときに、例えば写真を張ったりというお話をしました。やは

り今の堀金の規模であれば、堀金の子どもたちが、やはり自分の知っている人たちが多いわ

けです。そこの地元の農家、おじいちゃん、おばあちゃん、あるいは近所の人、そういう人

が多いからこそ、名前を言ったらわかると。 

  ですけれども、ただ単に遠くの人であれば、三郷の人の名前を言われても、誰ですかとい
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う感じ。例えば北海道の人、最近だと地産地消じゃなくて、生産者の名前とか写真とかを張

っている食材は多いです。基本的はそれとかわらなくなってしまって、むしろ食育という意

味では後退してしまうのではないかと思うんです。 

学校教育課長 三郷というお話が、今、出ました。仮に堀金が三郷の給食センターと一緒にな

った場合、例えば今日のリンゴは三郷の誰々さんであるとか、今日の大根、野菜は堀金の

誰々さんであるとか、これは三郷小学校や堀金小学校に同時に流すことは可能だと思います。 

  それから、写真の掲示、顔の見える給食づくりというところでは、堀金だけが写真の掲示

等をしているわけではございません。それぞれのセンターでも行っておりますし、何よりも

各センターは、２階から昼食調理見学、つぶさに見ることができるます。そういう子どもた

ちを、例えば総合的な学習の時間などを使って、しっかりと見せて解説してやる。あるいは

三郷南部の給食センターは、子どもたちが給食の調理員さんに感謝のお手紙を書いてくれて

おります。それを給食調理センターの中に張り出して、調理員さんはこれを励みにして頑張

っております。こういう双方向の取り組みもされております。 

  ですから、それともう一つ申し上げておきたいのは、学校給食がイコール食育というふう

にとらわれがちですが、そうではございません。学校の教科と家庭の中で、きちんと食育と

いうものは取り上げられております。こういうものをあわせて、我々は推進してまいりたい

ということでございます。 

  以上です。 

参加者 今、食育の話をされたので、追加の質問になってしまいますけれども、よろしいです

か。 

学校教育課長 一度区切らせていただいて、他の方、ご意見があるかどうかお聞きしてもよろ

しいですか。 

参加者 先ほど、安曇野市に合併したんだから、安曇野産、各地域の、堀金産にこだわる必要

はないと。それはちょっと地産地消的には、まあ農家的にはどうということはないと思うん

です。学校教育は食育だけじゃないという話、私も理解できますが。 

 学校給食が食育だけやっているということじゃなくて、また別メニューでやっておられる

ということも重々承知していますが、食育という地産地消の観点でいえば、やはり中学校も

小学校も地区に必ず１個ずつあるので、今は。それで、せめて給食センターも４センターで

すね。できればそこの近くの食材を入れて、率が多少、今時点は落ちていても、それをなる

べく利用して、農家の顔が見えるところがベターじゃないのという流れであったと思うんで
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す。 

  例えば、堀金なのに明科に大量にあったら、それを南部に入れるかというのが、足りなけ

ればそれはやむを得ないですけれども、あれば限りなく農政サイド、ＪＡとかとも協力しな

がら、それを入れて使うのが基本じゃないかと思うんですけれども、その辺がこれから結論

を出す前に、各セクションと調整するとは思うんですが、その辺はきちんと捉えていただか

ないと、各農家、あるいは物産センターも、各地域に拠点の農産物施設がある中で、やはり

その辺は疑問に思われるんじゃないかと私は個人的に思いますが、いかがですか。 

学校教育課長 要は、安曇野市のコミュニティスクールという事業もそうですけれども、子ど

もたちが大きくなったときに、地域に育ててもらえたとか、この地域で育ってよかったと思

っていただくことが、我々としての大きな目標の一つです。 

  そういった意味では、今、おっしゃられたとおり、できるだけ近いところから食材は提供

していただくということも一つの考え方であるとは思います。 

  ただ、堀金以外、安曇野には、さまざまな特産品があります。例えば、リンゴの時期にリ

ンゴが食べたくても、三郷にはふんだんにあっても、こちらにはないとかそういうこともご

ざいます。ですから、我々も今さらですけれども、安曇野市全体の子どもたちを見る立場に

あります。ですから、その辺をご理解いただければというふうに思います。 

  以上です。 

学校教育課長 すみません、他、どうですか。 

参加者 このたびは、このような説明会を開催してくださり、ありがとうございます。 

  今の段階では、安曇野市の給食センターを今後どうするかは、全くの白紙であると考えて

よろしいでしょうか。 

教育部長 そのとおりです。 

参加者 よろしいですか。 

  じゃ、今後は住民の声によって幾らでも変わる可能性もあると考えてよろしいでしょうか。 

教育部長 今回の説明会、この結果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、そういう組織がございます。そういう中で、今回のご意見、こういうものがあり

ましたということをご説明していく中で、今後の方針を皆さんと一緒にまた決めていくよう

な形になろうかと思います。 

参加者 ありがとうございます。 

  あと、今後の方針をいつまでに決めるのかとか、最終決定をいつ決めるかとか、そういう
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スケジュールがもし決まっているようでしたら教えていただけますか。 

教育部長 すみません、まだスケジュールも決まってはおりません。今までの市民説明会とい

いますか、特に公共施設に伴う市民説明会、一昨年、昨年と明科の長峰荘であるとか穂高の

プールの説明会をしてまいりました。やはり結論ありきの説明会、こういう方針ですよとい

う説明会であったがために、なかなか皆さんのご理解を得られなかったということがござい

まして、基本的にはこういう現状をまず知っていただくことから始めようということで、今

回説明会を始めております。 

参加者 わかりました。ありがとうございます。 

学校教育課長 こちら。 

参加者 先ほど民営委託の話が少し出ていまして、そちらのお話のほうで、保育園の給食のほ

うも、今、民間委託されていますというお話でした。 

  今、そんな状態になってどんな様子なのかなというのは、私はちょっとわからないんです

が、皆さん一生懸命やっていただいて、子どもたちにおいしい給食を出していただいている

ということはあると思います。 

  ただ、この給食センターのことを検討していくに当たって、保育園の民間委託と学校給食

センターの大きな規模の民間委託ではかなり違っているということも、よくよく考えて検討

したほうがいいかなと思います。 

  それで、今、この３ページのところに、下のところに、１番から６番のものを委託する業

務として考えられるというふうに、委託する業務は下の６までのものが考えられるというふ

うに挙げられています。あと、栄養士の先生だとか、献立を立てることとか、食材を選ぶこ

ととか、それでそういったまず最初に伺うところの部分においては、委託するものではない

というふうになっていますけれども、私もしっかり調べているわけではないので、以前ちょ

っとこんなことを調べたときに感じたのが、調理師の方たちは、今、栄養士の先生とすごく

チームワークよくタッグを組んで、本当に意思疎通をしながら日々の給食をつくっていただ

いていて、その中で、今度はセンターで委託になった場合に、栄養士の先生方と調理の方々

と、あとまたいろんな方々とのチームワークというのがとても難しいというお話を、実際働

くところでお聞きしたことがあります。 

  栄養士の先生が調理場に入って、いろんな実際に指導をするとか、そういうことも難しく

なってくるだとか、チームワークをうまく組むというところになかなか難しいところがある

というのを聞いたときに、やっぱりおいしい給食を出すには、そういうこともすごく大事な
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ことだなと思いますので、いろんな問題点だとかいい面だとかがあると思いますが、そんな

こともあったら、そこはやっぱり考えなきゃいけないなと思いますし、いろんな方面から現

場の方の意見を是非よく聞いて、検討する必要があるんじゃないかなというふうに思います。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  私が申し上げたのは、この３つの方針に共感できるような業者という意味でございますの

で、その前に申し上げたとおり、こういった中心的な部分は栄養教諭の先生なりが仕切って

いただきます。あくまでこういった目標にきちんと共感していただけるような業者さんを、

選ぶとすれば選びたいということです。 

  ただ、今、おっしゃっていただいたように、いわゆる偽装請負の問題とか、そういったも

のにもきちんと留意をして検討していきたいというように思います。ありがとうございまし

た。 

  他にはないでしょうか。 

参加者 ちょっとお聞きしたいんですけれども、堀金の中で、この３案ありきみたいな形でう

わさが流れたり、話が出ています。そこは今、この説明会を聞くと、まだ全部イコールの状

態だよということは理解しましたけれども、ちょっとそこだけ多分訂正されたほうが、この

先進めやすいんじゃないかなというふうに思いました。 

  あと、行政のやることというのは、多分民間の人というのはみんな否定から入っちゃうの

で、ちょっとそこがよくないなと思います。小学校、中学校、保育園とか含めて、現状把握

というのがされていますか。何か、皆さんがどう思っているかというところを。 

  されていないとすると、各家庭でこの給食センターをどう思っているかというところを、

例えばアンケートをとっていただいたり、どういう点が心配かというところを多分抽出して

いただいて、それに対応する答えを用意してもらったほうが、双方の進め方がやりやすいの

かなというふうに思いましたが、いかがでしょうか。 

教育部長 ありがとうございます。 

  アンケートというお話、今回説明会の中で何回か出ております。ただ、それをどうしてい

くかというのは、私どもも検討させていただきたいとは思います。 

学校教育課長 続けてどうでしょうか。 

参加者 私、まだゼロ歳の子どももいるんですけれども、個人的には一番今の温かいものが届

けられる状態がいいなというふうに思っています。ちょっとその他のデメリット、メリット

を除いてですけれども。 
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  ちょっと失礼かもしれないですけれども、もしお子さんとかいらしたら、給食センターの

食事を食べたいか、自分の学校でつくった食事を食べたいかというところを、ちょっとお聞

きしてもよろしいですか。全体的なところは除いて、個人的なところでの考えを。 

教育部長 私、生まれは大町です。大町で、小学校は自校給食でした。小学校へ通うときに、

私のところは集団登校だったんですが、たまにひとりで行かなきゃいけないとき、給食のお

ばちゃんと一緒に話をしながら行ったとか、そういう記憶はあります。 

  ただ、当時は今みたいなそんな食育なんてありませんでしたので、給食の調理をされてい

る方は調理センターにいる、給食室にいるだけで、調理をしている。私どもは学校に行って

も学校の中だけでいますので、そういう交流とかは特になかったですので、逆に私どもの大

町のときには、ずっとミルクが脱脂粉乳だったんです。中学校に入って、中学校はセンター

だったのかな。牛乳が出まして、逆に初めてうんと感動した記憶がとか、中学校になって、

ソフト麺が初めて出たのかな。小学校ではパンだけしかありませんでした、私の場合。そう

いう中では、どっちかというと中学校になってからのセンターのほうが、何か記憶には残っ

ているのは事実ではあります。 

参加者 ちょっと話がずれちゃったんですけれども、親として、子どもというのは多分何も自

分で選択できないですけれども、自分が親だった場合に学校給食がいいのか、給食センター

がいいのかという、ちょっとその視点。 

  恐らくそれを思っているのが、アンケートをとっても結果として返ってくると思うので、

その辺の子どもに対してのメリットみたいなところを、給食のメニューがよくなりますよだ

とか、減りますよなんか、ちょっとそういう点でお聞きしたいです。 

教育部長 すみません、私、去年から教育委員会へ来ましたので、まだ各センターの給食とい

うのは全部食べたことはないです。 

  ただ、昨年度、南部で試食させていただきました。はっきり言って、結構おいしかったな

という記憶しかございません。 

  じゃ、自校給食がいいのか、センターがいいのかと言われると、私の中ではどちらでも同

じなのかなという認識しかないのは事実です。 

参加者 わかりました。ちょっとそこの考え方が、もしかすると我々とずれているのかもしれ

ないので、一度現状把握されたほうがいいのかというふうに強く思います。 

  ありがとうございました。 

学校教育課長 それでは。 
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参加者 私自身も堀金で生まれて育って、子どもも今、堀金にいるんですけれども、私は堀金

の小学校の給食で、何十年も前ですけれども、食育というのはあまり今より力を入れていな

いときだったんですけれども、給食の先生としゃべったりとかして影響を受けて栄養士にな

って、県外で働いて、都内とか横浜とかで働いていたんですけれども、やっぱりそっちは給

食センターがメインな感じで、そういうところにも研修とかは行ったりとか、働いたことも

あるんですけれども、まずそうなるのが、今、怖いです。 

  今、実際、名前を言ってしまったんですけれども、子どももアレルギーがあるので、安心

して通わせているのが変わるのが怖いというのが思っていることで、すみません、私、遅れ

てきちゃったので自己紹介はわからなかったんですけれども、説明されている方々が、もう

完全に統廃合よりに聞こえてしまっています。それがもう本当に怖いというのがあって、認

定こども園にも、今、子どもが下に、１歳の子が通っているんですけれども、その子もアレ

ルギーがあるんですけれども、そちらも民間委託なんですけれども、栄養士さんとやっぱり

顔を合わせて、アレルギーというのは卵アレルギー、小麦アレルギーとかだけれども、子ど

もによってやっぱりレベルも違うし、ちょっと違うところもあるんですけれども、堀金小学

校の栄養士さんも参観日に顔を合わせたら声をかけてくれるし、子どもにも声をかけてくれ

るし、そういうことがすごくありがたくて、やっぱり命にかかわることなので、感謝を、今、

とてもしています。 

  アレルギーというのは、やっぱり人数で見たら少ないので、少数意見になってしまうんで

す。でも、命にかかわることなので、そこを少数意見として捉えられてしまうのはとても恐

ろしいなと思っています。 

  やっぱり今、認定こども園で、これから小学校に通うお母さんとかも、今、こういう議論

が出ていることも知らないという方が大多数で、あと、小学校のＰＴＡ総会のときに、見に

来てくださったんですけれども、あれだけの、あの単純な説明しかされていないのに、でも

こんな堀金給食センターがなくなりますよみたいな話が出るという、知らなかったゆえに質

問しなかった、意見を出さなかったのに、それが、反対意見がないので可決になるのはとて

も恐ろしいと思っています。 

  以上です。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  少しお答えをさせていただきますが、ＰＴＡの会議に出した資料は、１、３は全く同じも

のであります。地産地消の関係は、今回お聞きしたいということから、資料２をこの説明会
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用につくりました。 

  それから、アレルギー食につきましては、全く同じ考え方であります。命にかかわる対応

というのは大事になってくる。市費といいまして、市の税金からアレルギーの栄養士さんを

お願いしてございます。これにつきましては、当面継続をもちろんする予定であります。 

  少し説明させていただきますと、安曇野市は、平成17年10月１日に３つの町と２つの村が

合併をして誕生いたしました。その前から、もう説明会でお聞きになった方もいるかもしれ

ませんけれども、当時一番人口が大きかった穂高町、その次に大きかった豊科町、その次に

大きいといいますか、三郷村、明科、堀金がありましたけれども、堀金を除いて前からセン

ター方式ということを取り入れられていたんです。 

  ただ、同じ給食センター化を歩むにしても、新しい市になってからそういった経緯といい

ますか、経過があるということも申し添えておきたいというように思います。 

  以上でございます。 

参加者 今のご説明で、昨年の小中学校の常任委員会での説明と、この資料は全く同じだとい

うふうにお話しされましたけれども、先ほど僕自身が質問したところというのは、実は変更

されているので、あえて今回聞かせていただきました。 

  安曇野産のもの、要は堀金物産センターの使用のデメリットというところで、常任委員会

で配付された資料には、アはそのままだったと思います。ですけれども、イのところ、先ほ

どのメロンの話ですけれども、そこのところに何て書かれていたかというと、物産センター

から仕入れた場合は、食材の規格化がされていない。まちまち、大きさがバラバラになって

いて、加工の手間がかかるというのを書かれていました。 

  それについても、それも食育の一つじゃないかなと、僕はそのときに僕の個人的な意見を

言わせていただいたんですけれども、それが今回こういうふうなイという特殊なメロン等は、

まだもっとひどい、何かちょっとこれはデメリットなのというような、非常に疑問な、これ

じゃ幾ら何でも城取さんに失礼じゃないかと思うようなこういうふうな項目が書かれている

ので、それで先ほどちょっと質問させていただいた。 

  なので、全く同じじゃなくて、こういうところちょっと変わっているので、なぜ以前書か

れたところを消して、今回わざわざそのメロンの話をここに書かれたのかという事情を説明

していただけますか。 

堀金学校給食センター長 確かに前回は、形がふぞろいで扱いにくいというふうに書かせてい

ただきました。それを、物産センターの生産者との会議のときに、ふぞろいでも使ってほし
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いんだということを強く言われたものですから、それをちょっとこの項目に変えて、資料と

してつくり直したという状況があります。 

参加者 じゃ、これは、こういうふうな今のメロンの話というのは、先ほど僕が質問したよう

な感じで、○○さんがこれを読んでおられるんでしょうか。 

堀金学校給食センター長 〇〇さんは読んではいないと思います。 

参加者 これ、普通読んじゃう、何かそのメロンを提供してしまっているので、それで堀金の

給食センターがなくなっちゃうというふうに思われてしまいますよね、これ、どう見ても。

デメリットでわざわざメロンというのを挙げて、非常に繊細な食材なので、これじゃちょっ

とデメリットでしょうというふうに書かれているわけですよね。 

  なので、読む人が読むと、これはメロンが原因なんだというように、どうしてもこれは思

っちゃうんです。だから、デメリットじゃないのに、そういうことをあえてこのデメリット

で書く必要がわざわざあるんでしょうかというのが、先ほどからしつこいようですけれども、

質問させてもらっている理由です。 

教育部長 ご質問の趣旨がよくわかりました。 

  すみません、多分明日、口頭の修正にはなると思いますが、その辺は修正しながら。 

  それで、ただ、今、所長が申し上げました、堀金の給食センターであっても、皮むきであ

るとかそういったものは、機械を使わないと当然ながらできないのは事実です。そうします

と、やっぱり一定の規格、こういうものでないと、やはり調理ができない。全部手で皮をむ

く程度でもって済むならいいんですけれども、やはり小さな堀金であっても、機械化を進め

てあります。ないとできないというのは事実だということはちょっとご理解いただければと

は思います。 

学校教育課長 ○○さん、実は私も堀金でして、小さいころからも親戚づき合いをさせていた

だいております。 

  逆に、３ページ（４）のイは、城取さんに敬意を表していると私は思います。丹精込めて

つくられたものを、本当においしいときに子どもたちに食させてあげたい。そういうことの

意図でございますので、そういうふうにとらわれるのであれば、それは自由だとは思います

けれども、そんなような感想を私からは言わせていただきます。 

参加者 デメリットのところに書いてあるんです。物産センターを使う。 

参加者 書き方の問題だと思うので、そこは、デメリットということではなくて、今、現状取

り組んでいるところの困り事という観点で書いちゃっていると思うんです。 
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  なので、こういう統廃合のところに関して議論する中で、デメリットというと、コスト的

なところもあったり、効率化するための悪いところというふうにとらわれてしまうので、あ

えてここに書く必要はなくて、別の意見として、コメントとして書くのが適切ではないかと

いうふうに思うんですが、どうですか。そんな感じだと思うんですけれども。 

参加者 この資料をつくられた責任者の方はどなたかわからないんですけれども、やはりそれ

で、敬意を表して書いているんだというふうな説明であれば、それはそれで僕はいいと思い

ます。じゃ、そういう説明をされればいいかと思います。 

  ただ、ちょっと素朴な疑問として、読む人が読むと、これはそういうふうに読めないかと

いう話をしただけなので、それは敬意を表してということであれば、ちゃんとそれを説明さ

れればいいんじゃないでしょうか。わざわざ書き直す必要はないかと思います。 

学校教育課長 ありがとうございます。貴重な意見、お二方、皆様、ありがとうございました。 

  他はいかがでしょうか。 

参加者 たまたま小学校と地区のＰＴＡで厚生部を２年続けてやったので、給食センターも見

学したし、給食も実際食べました。何か本当にすごくよく考えてつくってくださっていて、

それから、本当に温かいものが本当においしくて、こんなおいしいものを食べられているん

だなというのが安心しました。なので、なくなっちゃうんだったらもったいないなという気

持ちがすごくあります。 

  もう給食というのは、子どもたちにとってとても大切なこと、人間にとって食べるものと

いうのは大切ですけれども、本当に今、成長期ですし、うちなんかそうなんですけれども、

学校から家まで遠いので、歩いて帰るのも大変なのを、おいしいものをしっかり食べて帰っ

てほしいという気持ちもあるし、本当に給食というのは子どもたちにとって大切なので、経

費削減ということですぐに決めてしまわないで、時間と労力をかけてしっかり考えていって

もらいたいと思います。 

  それには、知らない人が結構いるのに、気がついたらなくなっちゃっていたんだよという

のじゃちょっと困るので、実際周りに聞いてみると、ええ、そうなのという人がまだいるん

です。なので、しっかりみんなに知ってもらうようにしてもらって、アンケートは是非とっ

てもらいたいですし、それから、例えば勉強会、例えば私だと堀金小学校しか今まで見たこ

とないですけれども、他のセンターの見学会ができるとか、あと、他の学校の、例えば堀金

がもし三郷と一緒になるのであれば、三郷のも食べてみたいし、お互いに三郷の人も堀金の

を食べてみてもいいし、そんなふうな試食会とかもやったりとかして、いつか子どもたちが
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少なくなっちゃうということで、センターが例えば３つなり、下手したら２つとかに統合さ

れちゃうかもしれないじゃないですか、いつかは。わからないですけれども。でも、そうな

っても安心できるように、そういう勉強会、試食会なり見学会なりしてお互いに話し合って、

いいところ、悪いところ、どんどん話し合って、もう４センターが本当にいいセンターだね

と言えるぐらいのレベルアップをして、いつか統合しても、どの親もみんな安心できるぐら

いレベルアップするぐらいの勢いで勉強会をして、それから統合とかしているのであれば安

心なんですけれども、ちょっとやっぱり知らないこと、わからないことがあると、どうして

も不安だからいろいろ言っちゃうんですけれども、その辺を考えて、本当に子どもたちのた

めなので、もう親のほうも労力、時間、頑張るので、安曇野市の皆さんも頑張って、もうそ

んなに、私、県外者なんですけれども、安曇野市のは多分とてもおいしいので、せっかくな

ので、本当に子どもたちのために頑張って、いいほうに進めてもらいたいと思います。 

教育部長 ありがとうございます。 

  今、各センターで試食というのはできるようにはなっております。ただ、事前の申し込み

等が必要になりますけれども、ただ、そのあたりはもう少し周知をさせていただく中で、大

勢の方に給食を食べていただけるような形をとっていきたいとは思っております。ありがと

うございました。 

学校教育課長 まだお時間ございますので、どうぞ、発言されていない方、お願いできればと

思います。 

参加者 たびたびすみません。 

  今の４センターに、現状白紙だということで、効率化とか老朽化が起こってきたので議論

していく中で、統廃合の案も出たという形だと思います。 

  ただ、こういう公共施設とかの事業というのは、現状を維持していくというが一番、より

よくしていくのはもちろんなんですけれども、今の形を崩さないためにはどうしたらいいか

というのを出して、出し尽くした後に、じゃ、効率化しましょうか。効率化というか、統廃

合とか数を減らしましょうかというふうになると思うので、今後、現状維持で事業を継続し

ていくには、どういうふうに事業を改善していく必要があるのかというのを、各センターご

とに議論していただきたい。 

  人員の削減、民間委託になると、ちょっと話は別で、でもそれも一つの案として、あまり

直接かかわり合いのない配送業のところから民間委託していきましょうとか、ちょっとずつ

改善していって、それでもお金が足りないというふうに、多分これ、案が出たのというのは



令和元年 5月 21日  学校給食センター市民説明会（豊科会場：午後） 

－26－ 

金だと思うんです、結局。効率化しなきゃいけないと、市税を回すわけにもいかないという

のがあって、こういう案がぽこっと４案が出てきて、一番効率的なのはセンターの統廃合に

なっちゃうと思うんですけれども、そうなる以前に、今の４センターの現状を維持していく

にはどうしたらいいかというのを各センターで考えて、事業を継続していくには、じゃ、例

えばさっき言ったような基金をお願いするような形にしましょうとか、老朽化が起こるのは

もうわかっている話なんです。わかっている話なのに、最初わかったときに、そういうふう

に基金なりプールする仕組みを入れなかったのは問題かなとは思うので、今でも遅くないと

は思うので、そういう仕組みを入れていただいたり、先ほどふるさと納税の話で、返礼品あ

り、なかったら別に出してもいいんでしょうか。ちょっと私、詳しく知らないので、返礼品

がなくて、返礼品のかわりに現状の給食センターを維持して、食育に、このすばらしい理念

に基づいたもとで、給食センターの事業を存続するために、ふるさと納税でぐるっと回って

キャンセルされるからやってくださいというふうにすれば、出してくれる人なんていうのは

結構いるんじゃないかと。私は出したいと思います。 

  特に子どもがいるおうちだと、現状のもので維持して、この理念を達成するためにお金を

出しますよと。戻って出すというよりか、寄附してキャンセルして、自分のところでプラマ

イほぼゼロになるんですけれども、そういうふうにしてくれたりということがあるとは思い

ます。 

  ということで、いきなりこの４案を出した、前の穂高のプールとか、あれもなくすのを前

提で話をしたから云々という話があったと思うので、現状は白紙だと今のこの場ではおっし

ゃっていただいているので、じゃ、今後どうしていくのかというのも含めてアンケートをと

っていただくというのもあったり、こういう意見があるからこうしていきましょうという新

しい案が出たりとか、私が言ったみたいに、じゃ、維持していくためにお金をどこからもら

いますか。市税だけじゃなくて。例えば給食費も、５円分だけ、10円分だけこういう基金に

宛てがうので、協力してくださいというのを、各ＰＴＡとか学校にお願いするとかというこ

とをした上で、統廃合、民間委託というのが最終手段じゃないかと思います。 

  逆にちょっと、私、思ったんですけれども、各学校に給食室があるという状態を安曇野市

の売りにしていく。センター方式から各学校に、特に小学校。中学校のときは私もセンター

だったり小学校から持ってきたりというふうな状況だったので、中学校になると、どういう

ふうに食材が使われて、どうなっているかという分別というか、知識もついてくるので、や

ってくれている人がいるんだなというのは感じ取ることができると思うんですけれども、小
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学生の小さいうちに、自分の学校でたくさんの給食を一生懸命つくっている従業員の方、私

だったらおばちゃんがたくさんいたんですけれども、おばちゃんが目の前にいると。私の小

学校は牛乳瓶だったんです。瓶、ガシャンと落として割っちゃうと、給食室のおばちゃんに

ごめんなさいと言ってもらいに行ったりとか、そういう経験がすごい鮮明に覚えているんで

す。 

  なので、逆にお金の問題はあるとは思うんですが、１学校なり１校区内中に１つの給食室

がある学校、昔の方式です。各学校に給食の施設をつくりなさいというお達しが、その昔あ

ったと思うんです、給食が始まるときに。そこの最初に部分に逆に戻る。目の前で給食をつ

くってくれる人がいるという環境がすばらしいことだと私は思うので、逆にそういうふうに

していったらどうかなと。 

  もちろんコストの面はあるので、そこはバランスが必要だと思うんですけれども、なので、

そういったのを売りにして、市民から税じゃなくて寄附でお金を持続的に集めて、それで事

業を運営していくというのが、ちょっと食育だけに着目しちゃった意見になっちゃうんです

けれども、食育に関心のある人のお財布のひもをちょっと緩めていただいて、今後、安曇野

市を担っていく子どもたちにとって、食育、農作物、どうやってつくっているのか。じゃ、

自分も農家になりたい、畜産やりたいという人が出てくる土壌をつくるような方向に持って

いく事業にしたらどうかなと、ちょっと大き過ぎる風呂敷ですけれども、そういうふうに私

は思います。すみません。 

教育部長 たくさんの話ありがとうございます。 

  ふるさと納税に関して言いますと、市内の方でもふるさと納税はすることは可能です。た

だ、先ほど言いましたように、返礼品はないということにはなります。 

  ただ、ふるさと納税にあまり期待しちゃうと、東御市のトレーニングセンターですか、た

しかふるさと寄附でやろうということで予算を組んでみたところ、そんなに集まらないので、

一般財源を投入しようとしたら議会からというような話もあるやには聞いております。 

  資料１の１ページ目のところに、４センターの現状を書いてございますが、その中で堀金

の給食センターの工事費、つくるときには３億5,000万円、３億6,000万円近くまでかかって

いるという事実はございます。これだけのものをつくるにはやっぱりそれだけお金がかかる

ということになってくると、今、言った小学校は10校ありますので、そこにセンターを整備

していくということにはちょっと膨大なお金がやっぱり必要になるという現実はございます。 

  もう一つ、各センターでも、今、言われたように、いろんな事務改善、取り組みは今もし
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ておりますけれども、あらためてここに４人のセンターの所長がおりますので、それはまた

取り組んでいただきたいと思うし、やっていただきたいと思っております。 

  ただ、現状として、安曇野市は、私はさっき公共施設再配置の基本方針のお話をしました

が、その後に再配置計画という、公共施設基本方針というものをつくっているんですが、こ

れは、要はこのときに、現在保有している市内の公共施設を、単純に全部もう非木造、耐用

年数50年と想定し、ほとんど非木造です。耐用年数50年なんですけれども、30年後に取得価

格の６割をかけて大規模改造します。そうすると10年間余命が延びますので、その30年後、

60年後には、全部建て直しましょうと、同じものを。そうしたところ、その建て直し費用だ

けを試算したところ、年平均でもって約40億円かかるという試算が出ました。 

  やはりこれは、市として、今、全ての公共施設を保有することは難しいという中から、そ

の後に再配置計画を出して、現在29年度から10年計画案というものを出しております。その

後出した再配置計画の中では、市内にある公共施設を用途区分別に、将来の床面積が、60年

後ではございますが、このくらい減らしていきましょうというものを出してございます。そ

のときに出している削減率が32.9％になっております。その後、29年度からは再配置計画、

10年計画案という中で、向こう10年間に残すべき改修をする施設、どのくらい費用をかけま

しょうとか、廃止とか譲渡をしていかなきゃいけない施設というものを表にしたものが、今、

ホームページ等でご覧になれるような状況にはなっております。 

  私ども、できることはどんどんやっていきたいと思います。ただ、やはり全ての公共施設

を維持していくということは、非常に難しいという現実があるということは事実ではござい

ます。 

参加者 すみません。全ての公共施設を維持していくのが難しいということだと思うんですが、

じゃ、どういう安曇野市にしたいんですか。どこをとがらせたいんですか。どういうふうに

して、他の県外とか県内の方々に安曇野市に来てもらわないといけないんですよね、大きな

話だと。じゃ、どこを魅力的にするんですかというのを考えて、維持と廃止ともっと充実す

るべきところというのを見極めていただけたらなと思います。 

  そういった中で、こういった食育というのは、一つ特徴のあるべきところでもあるので、

伸ばしていくところじゃないのかなと思います。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  若干お時間がございます。どうぞ、あるご質問を続けていただければと思います。 

参加者 二度目なんですけれども、私、お恥ずかしながら、今まで、上の子がもう高学年なん
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ですけれども、こういう会議とかも全然知らなくて、この前、役員になったら、他の保護者

からこういうのがあるよと教えてもらって知るぐらい無頓着で申しわけないなと思ったんで

すけれども、結構いると思うんです、そういうお母さん。 

  この時代なので、知ろうと思わなかったら知れなかったみたいなのだと、ちょっとお役所

の方のやり方としてはどうかなと思うので、こういう資料とかはＳＮＳとかに発信するとし

ても差し支えはないですか。 

学校教育課長 この資料は、安曇野市のホームページの中に既に掲載をしてあります。約１週

間前か、３日、４日くらい前ですか、させていただきました。 

  それから、周知の件ですけれども、堀金小中学校の保護者の皆様には、ちょっと間際にな

って大変申しわけなかったんですけれども、個別の通知をさせていただきました。通知が遅

くなった理由ですけれども、言いわけがましいんですが、まずは小中のそれぞれのＰＴＡ総

会で、こういうことを行うから周知のほうをさせていただく、考えさせていただくというこ

とをお断りしたいがために行わせていただきました。 

  堀金小学校のＰＴＡが、５月11日でしたか、そこでご了承いただいて、各ご家庭にこの説

明会の通知を出させていただいたということです。 

  この次に計画する説明会には、そういったご意見もしっかりと踏まえながら、開催してい

けるところは開催していきたいというように考えます。 

参加者 聞きたいことが二、三あるので、一問一答でお願いします。 

  まず初めに、公共施設再配置計画の中に、今回のこの給食センターの廃止とか統廃合の話

は出ていないんですが、大変大事な施設のことでありまして、どうしてもともとの計画の中

にそういうものを発想して進めてこられなかったのかというのを聞きたいんです。 

  もちろん公共施設再配置計画、10年計画の前に、公共施設再配置計画のもともとの理念に

関して、住民の方々に長い時間をかけて理解、納得していっていただく中で、個別具体的な

話を出してくるというのが常套なわけですが、そこまでのことがなされてこなかったはちょ

っと残念で、お伺いしたいのは最初の質問です。 

教育部長 10年計画案の前に再配置計画というものをお出ししてあります。先ほども言いまし

た10年計画案、再配置計画の中では、用途区分別の施設の保有面積、60年後にどの施設をど

のぐらい減らすというものを出してございます。その中には小中学校、給食センターがちゃ

んと載っております。 

  10年計画案は、あくまでもこれから10年間の間に、残すべき施設はお金をかけなきゃいけ
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ない、補修していきましょう。そうはいってもやっぱりこの施設はもう持ちこたえられない

と、利用も少なくなっている。そういう中では、譲渡であるとか廃止をしていきましょうと

いうことを載っけたものでございます、10年計画案は。 

  ちゃんと再配置計画の中では、小中学校給食センターというものは減少するということで、

記載をしてございます。 

参加者 私が言っているのは、10年計画案の中に載ってこなかったことを言っているわけです。

総論の中としては触れられていたかもしれませんが、それは市民の皆様になかなかご理解い

ただけていない状況の中できたと思いました。ですから、どうして10年計画案の中に載って

こなかったのかというのは、私の素朴な疑問だったわけです。 

  それは、でももう答えていただいたので結構ですが、２番目の質問は、今回第１案から第

４案というのが書かれているわけですが、私もこの案自体を見たのは今日が初めてでありま

して、実は堀金学校給食センター、はっきり書いていないですけれども、全体の効率化のこ

ととかいろんなことの中で、一番古いということと、一番規模が小さいということの中で、

多分俎上に上がったんだと思いますが、長期の公共施設再配置計画を考えていくのであるな

らばそうあるべきなんですが、果たして一番古い、小さいということがどういうことなのか

というのを、総合評価の中で考えていく必要があるかと思うんです。ということは、何を言

いたいかというと、他の３センターも含めて果たしてどうあるべき、安曇野市の学校給食セ

ンターの姿が、子どもたちのためにということを第一の目標に据えた部分に、どういう子ど

もたちを育てたいのかというのがまず前提にきて、その目標達成のために進んでいくのにど

うなのかというところにきて、もちろんお金のことは関係ないわけじゃないんですが、その

後にお金のことというのがきたらいいのになと思うわけです。 

  その意味で、この堀金学校給食センター、伝統もあり、非常に顔の見える関係で、私は豊

科ですが、そのことは聞いているし、よくそういう思いを私も感じてはいるんです。 

  ですから、そういう選択肢の中で、なぜ堀金学校給食センターが一番のものとして上がっ

てきたのかだけちょっとお伺いしたい。 

教育部長 先ほど来、説明させていただいております。資料の中にございますように、現在の

給食の提供数というものが2,000食以上の余裕があるという現実があります。 

  それと、子どもの数というのも、私どもとしても少しでも減るのを抑えようという努力を

いろいろしております。ただ、そういう中でもやはりお子さんの数はどうしても減っていっ

てしまうという現実はございます。 
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  その中で、現在の給食センターの現状というものがどういうことであるのか、それを説明

させていただいているのが今回の説明会でございます。 

参加者 わかりました。 

  最後の質問になりますが、今回説明をしてくださっていて、部長さんがおっしゃったよう

に、結論ありきではないということなので、今までの長峰荘とか穂高プールとは違う形で臨

んでくださっているというのは、市民、住民の方にはよかったことかなと思います。それが

形だけでなくて、本当にそういうことであっていっていただきたいというふうに思うわけで

す。 

  それで、長期で考えていく場合に、この学校給食センターの課題を考えるときに、もし万

一、廃止統合だとかというほうに最終的に向かっていく可能性もあるということであれば、

実は堀金学校給食センターだけの問題ではなくて、他の３センターも長期の中では今回のこ

とも含めて影響を受けるわけです。そういう場合には、公共施設再配置計画として、また、

10年計画案の中では、やはり今回堀金学校給食センターという形に出てきていますが、そう

いうことだけではなくて、安曇野市全体の問題として、長期の問題として、堀金の問題だけ

ではなく、全体をやはりご説明をしていく。そういうことが今後は必要じゃないかと思いま

すので、そういうことも含め、そして、さっき何人かの方がおっしゃったように、今、うま

くいっているものを、少しでもそれを維持することも選択肢の一つとして、できる限りの工

夫をすることも前提として、あらゆる手段、方法を考えていただく中で、長期にわたる安曇

野市全体の課題として、どういう子どもを育てていくのかというのを第一に考えて進めてい

ただきたいんですが、今のはいかがでしょうか。 

教育部長 私ども教育委員会では、たくましい安曇野の子という目標を掲げて、今、取り組み

を進めております。これは、当然食育だけではございません。いろんな面において子どもた

ちが元気で、頭も使っていただいて、感性豊かな子どもになるようにということで、いろん

な取り組みはしているつもりではございます。 

  ただ、一つあるのが、大前提としてやはり悲しいことではありますが、やっぱりお金がな

いと、結局何だかんだやりたくてもできないという現実はございます。どれかを選択すると

きに、どうしても他のものを諦めなきゃいけないという現実。確かに教育委員会の中でも、

学校施設等につきましては、予算等比較的つけていただいていることは事実でございます。

もう大規模改造は建物的には全部終わっています。ただ、体育館の非構造部材といって、ち

ょっと天井から落ちてきてしまうというようなものがまだ残っているところがあるもので、
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そこだけやっておりますけれども、ただ、市の公共施設全てを見た場合には、じゃ、そうい

う耐震化が全て終わっているかというと、そういう状態ではございません。 

  すみません。そういう現実があることも事実ではございます。何かをするときには、何か

をやっぱり諦めなきゃいけないとかというのも現実として、だから、子どもにかかわること

だから、じゃ、教育委員会の予算が全て要求どおりに通るかというと、当然ながらそれは無

理な話ではございます。 

  ただ、私どもも、精いっぱい子どもたちのために、一番何がいいのか、逆にお金を使わな

くてもできるような事業はないのかということで、そんな取り組みも、今、してはおります。 

  食育に関して、ずっとこの説明会でも申しております堀金のやっているあのすばらしい取

り組みというのは、私どもも重々承知をしているつもりではございます。ただ、逆にそうい

うすばらしい取り組みであるなら、他のセンターでも取り組めるような形にはならないかな

ということも考えて始めてはいるところではございます。 

参加者 すみません、答えていただけない部分があるので、ちょっとだけ確認でお伺いします。 

  堀金学校給食センターのことが、今、俎上に上ってはいますが、さっきお話したように全

４センターというものが、将来、じゃ、お金の問題が一番にくるのであれば、私はそうした

くないんですけれども、将来、他の方もおっしゃったように、４センターが３センターだけ

じゃなくて、３センターが２センターだ、あるいは市内唯一のものになるということだって

可能性が全然ないわけじゃないわけです。それがいいかどうかは議論をするべきだし、やっ

ぱり市民の声を一番大事にして、それを酌み取って行政の皆さんがなさってくださることに

なると思いますので、その意味で、将来にわたっての何か市民、住民の方にご理解をいただ

く、息の長い活動というか、行政の取り組みというか、市民の皆様にかかわってくるかかわ

り方をどうお考えになってくださっているんですかというところだけちょっとお伺いして、

それで終わりになります。すみません。 

教育部長 公共施設に限定してよろしいわけなんでしょうか、今のお話というのは。 

参加者 ですから、４センターの学校給食センターのことを、今、たくさんの公共施設がある

中で取り上げて、お伺いしたわけです。 

  さっきおっしゃったように、全部の公共施設を維持するのに40億円かかると。ですから、

誰も全部を残してくださいなんて言っている人は一人もいないわけです。その中でも、これ

だけはとか、ここはというのはそれなりにあるわけで、それは市民の願い、声、それをでき

るだけ酌み取って反映してくのが市の行政ではないかと思って、さっきの学校給食センター
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全体の話、それを市民、住民の方にご理解いただくための今後のやり方をお伺いしたという

ことです。 

学校教育課長 時間が過ぎております。大変申しわけございません。 

 そもそも論に返るわけですけれども、27年２月の市の公共施設再配置基本方針、それから、

その直後に出ております専門家の皆様によりますこの基本方針の内容、考え方が、理にかな

っているか、合理的であるかということを検証してもらっています。ここを、逐一は時間が

ないもので読みませんが、専門家の皆さんの意見として、義務教育施設は除こうというとこ

ろを言っています。義務教育施設なんか削ることは適当じゃないというふうに、初めは書こ

うかと思っております。それははっきり書かれています。その中で、そうはいっても義務教

育施設まで踏み込まないと、市の将来的な目標は達成できないというふうに書かれています。

苦渋の選択であったことはうかがえます。 

  その中で、やはり少子化という物は現実のものでありますので、将来の少子化を見込んで、

それで出てくる面積、学校施設、小中学校については２割程度、給食センターについては１

割程度減らすのはやむを得ないというのがそのときのご意見でございました。 

  それともう一つ、この意見書の中に、結論を決めて住民説明会をしてはいけません。計画

を持った段階できちんと話をして、よく聞くようにという部分があります。我々はこの原点

といいますか、当時の方針に立ち返ってこの説明会を持たせていただいているということで

ございます。 

  しっかり答弁になったかどうかわかりませんが、よろしくお願いしたいと思います。 

参加者 すみません、さっきの１個だけ。 

  将来に向けてどういうふうに長期でしてくださるか、それだけお願いしてもいいですか。

それ以上は要りません。 

教育部長 今回のような説明会、必要なタイミングで市民の皆様に現状をご説明しながらとい

うような、こういう形というのは、今後続けていきたいとは考えております。 

学校教育課長 時間超過しております。最後、もしこれまでご発言されなかった方で発言した

いという方は、挙手をお願いできますでしょうか。 

（発言する者なし） 

学校教育課長 明日も堀金総合体育館で、午前10時から、それから午後７時から予定をしてご

ざいます。今日ご発言できなかった方につきましても、そちらのほうでまたお願いできれば

と思います。 
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 ─────────────────────────────────────────────────  

 

◎閉 会 

教育部長 どうも皆さん、長時間にわたり大変お疲れさまでございました。大変貴重なご意見

をたくさんいただきました。 

  今日いただいたご意見を、また教育委員会であるとか委員会の中で話をして、こういう話

があったということを伝えていきながら、今後の方向性、また決めていっていただきたいと

考えております。 

  本日は大変ありがとうございました。 


