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（山越堀金学校給食センター所長より配布資料に基づき説明） 

◎質問、意見 

学校教育課長 私どもからの説明は以上でございます。 

  これから、皆様から質問、意見、あるいはご提言等、お伺いできればと思います。 

  恐れ入りますが、挙手の上、地区名、お名前をおっしゃってからご発言いただきますよう

お願いいたします。 

  いかがでしょうか。 

参加者 ちょっと素朴な疑問なんですけれども、資料１の概要のほうを見ていただきたいんで

すけれども、センターの提供給食数の余力です。今、見てみると、中部が大体850食ぐらい、

南部が約700と読み取れます。 

  堀金センターでの提供給食数が、今、約900あります。一応、案の中に３センターで分割

して、堀金がなくなった場合は提供するということなんですけれども、少なくとも北部のほ

う、穂高から運んでくるという、結構困難じゃないかなと思っています。 

  そうなってくると、中部、南部の給食センターの一つでは、まず供給能力が足りないので

はないか。緊急時の話です。その余力の部分が、緊急時のときどういうふうに対策されるの

かというのは、何か案というのはございますでしょうか。 

教育部長 ありがとうございます。 

  あくまでも仮定なんですけれども、今、おっしゃられた通りの状況でございます。 

  仮に堀金をどこかへ統合するとすれば、南部を考えています。ただ、そうすると、南部は

現在の数からいきますとちょっと無理があります。そうすると、南部にある豊科南小学校、

これを中部へ持ってくるということをすれば、数的な問題というのはクリアができるかなと

は思っております。 

参加者 そのようなことが書かれていないんですけれども、どうなんでしょうか。 

教育部長 今回の説明会は、私ども、市でもってもういろいろな方針を決めて、それを皆さん

にお知らせするという説明会ではなくて、給食センターの現状、それをまず皆さんに知って

ただきたいということで、今回のこの説明会はやっております。 

参加者 ちょっと資料、案１から４まであります。私が、ちょっとすみません、読解力がなか

ったら申しわけないんですけれども、案１以外は基本的には廃止ありきのような感じがする

んですけれども、数で見た場合、案２、３、４となった場合、堀金はなくなってしまうわけ

ですよね。数から見ても、廃止ありきなんじゃないかなと、ちょっと見えちゃうんですけれ
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ども、そういうことではないということでよろしいですか。 

教育部長 今回の説明会でもっていただいたご意見、ご提言は、この後、教育委員会であると

か学校給食運営委員会のほうへお話を伝えます。そういう中で、今後の給食センターをどう

していくかという議論が、またそういうところでされていくということになります。 

参加者 わかりました。 

  ちょっともう一個いいですか。 

  廃止の理由というところでちょっと気になるんですけれども、資料の３でしたか、堀金セ

ンターの老朽化というのが一つ理由として挙がっております。 

  資料が飛び飛びですみません。資料１を見てみると、堀金センターというのは平成17年４

月に稼働しているんです。中部、南部は平成19年で、北部は平成24年となっており、建物の

構造なんですけれども、堀金は鉄筋コンクリートづくりです。北部、中部、南部は鉄骨づく

りというふうに書いてあるのでそのとおりだと思うんですけれども、一応普通に、一般的に

考えてなんですけれども、耐用年数というのはあるんですか。鉄筋コンクリートだったとし

て、耐用年数は50年なんです。鉄骨づくりだと34年です。そうなってくると、堀金だけ鉄筋

コンクリートづくりで耐用年数が16年多いはずなんです。一応耐用年数というのはあくまで

も国税庁の減価償却法の値なんですけれども、一般的、社会的に考えてみると、耐用年数イ

コール耐久年数というふうにみなしているのが普通だと思うんです。 

  その中で、堀金は中部、南部くらべて約２年ぐらい古いだけで、でも、堀金のほうが耐用

年数は多いわけです。たった２年古いだけで、そんな老朽化というふうになるのが、私はち

ょっと普通の感覚からして理解できないというのがございます。 

  というと、堀金だけで老朽化していくというのは、むしろ頑丈につくられているので、こ

れは矛盾しているように感じるんですけれども、そこら辺ご説明いただけますでしょうか。 

教育部長 説明の中で申し上げましたが、建屋は平成17年、まだ15年目ということですか。十

分新しいです。ただ、調理器具、設備につきましては、もう既に耐用年数を過ぎているもの

とかもございます。ただ、業者さんのほうには毎年見ていただいている、メンテとかしてい

る関係で、業者さんからも耐用年数７年とか、８年、まあ７年くらいが多いんですか、そう

いうものでも10年、15年もちますという話はいただいてはおります。ただ、どちらにしても、

もうそういう調理器具の更新時期が迫っていることは事実。当然これは、入れた、つくった

順番、堀金が真っ先に来るし、その後には南部や中部も来ますし、少し時間をたって北部で

も同じ状況が来るということではございます。これは、施設という意味ではなくて、調理器
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具のことを言っております。 

参加者 ありがとうございます。 

  今、調理器具という話があったんですけれども、最初、堀金のセンター、南部、北部、中

部を導入するときに、ランニングコストじゃないですけれども、その器具にしたって、何年

後には寿命を迎えるというのを見越して予算とかを立ててはいないんですか。 

教育部長 このセンターを整備した時点では、私ども、人口が減るということは全く想定外で

ございました。人口が減るということは全く想定していなかった。多分これは私どもだけじ

ゃなくて、日本中そうだったと思います。 

  平成26年、27年ですか、人口問題研究所ですか、そこでもって出された資料から、安曇野

市の将来的な人口が減るということ、それまでも若干の人口は減ってはいました。ただ、そ

の出されたものからいきますと、安曇野市の将来の人口が、2040年に７万8,000人くらいに

なるというのがたしか示されました。全国の自治体の将来の人口というのが示されまして、

緩やかな減少傾向ということは理解はしていたんですが、将来こんなにも人口が減るという

ことは想定外であったということは事実ではございます。 

  それともう一つは、対等合併をした安曇野市というのは、似たような施設というのが当然

ながらたくさんあるわけでございます。何回かもう同じ話を聞いている方は少しご勘弁いた

だきたいんですけれども、私、説明の中で再配置計画、再配置基本方針というものを説明し

ました。これは、将来たくさんある安曇野市の施設を、ではどうやって整理統合をやってい

けばいいのか、その方針を出したもの。その後に、28年に再配置計画というものをつくって

はございます。このときの試算で、現在持っている安曇野市の施設を、〇〇さんが言われま

した、基本的には鉄筋コンの建物というのは耐用年数は50年です。その中には鉄骨づくりと

かの施設はありますけれども、ちょっとそういう細かいことはやめて、とりあえず今ある施

設を30年後に取得価格の６割をかけて大規模改造しましょう。そうすることによって10年間

余命を延ばして、60年後にまた、じゃ同じ面積のものを建て直しましょうという試算をしま

した。ただ、この中には、もうランニングコストとかそういうものは一切含まれておりませ

ん。 

  その試算をしたところ、平均して施設の建てかえの費用だけで年間40億円かかるという試

算が出ました。そういう中で、とても今ある施設を全て維持していくことはできないと。た

だ、その中で、当然ながら残していかなきゃいけない施設がある。当然ながらあります。全

ての施設を廃止してしまえばいいというわけではございません。 
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  その公共施設再配置計画の中で、そういう年間40億円かかるのは、これは維持ができない

と。そういう中で、市が保有している施設の用途区分別に、将来の保有面積、60年後の保有

面積を出したものが、現在よりも32.9％、当時です、減らすという計画を立てております。

この中で、最初は学校施設については当初入っておりませんでした。ただ、学校施設につい

ても、やっぱり将来人口、子どもがうんと減っていくという中では、平均して２割程度の床

面積を減らしていこうということがこの中で入っております。 

  また、給食センターにつきましても、11．何％減らすというような目標が立てられて、そ

の後に10年計画案というものが29年度から示されております。これは、今、言った再配置計

画は60年後までにこういうことをやっていきましょうということ。ただ、その後につくった

10年計画案は、じゃ、向こう10年の中で残していく施設、保持していかなきゃいけない施設

は、じゃ、改修をしていきましょう。そうでなくても、役目が終わった施設とかがあれば、

そういうものに関しては譲渡であるとか廃止をしていきましょうというものを、個別の施設

ごとにお示ししたものが10年計画案というもの。これは、平成29年度からお示ししておりま

す。 

  ただ、この10年計画案、毎年更新をしております。やはりいろんな事情の中で、廃止をし

ようといった施設も時期がずれていることがあります。給食センターは、まだこの10年計画

案の中には一つも入っておりません。 

  この説明会でいただいたご意見等、教育委員会であるとか学校給食センター運営委員会で

あるとかの中でもってお示しをして、ご審議いただく中で、今後の方針を決めていただく。

こんな予定ではございます。 

参加者 最後です。長くなって申しわけないんですけれども、一つだけ。 

  資料の３の３ページ目ですか、ちょっと２ページ目からかかっていて、先ほど堀金のセン

ター長のほうからお話もあったんですけれども、特殊な野菜、例えばここではメロンという

ことを書いてありますけれども、おっしゃっていることはごもっともなんです。雨が少ない

だとかそういう天候に左右されるものだというのはよくはわかってはいるんですけれども、

献立をその最適な時期に合わさなくてはいけないというのがデメリットとして書かれている

んですけれども、むしろ子どもたちというのは、私、農家じゃないのでよくわからないとこ

ろもあるんですけれども、メロンというのはこういう最適な環境じゃないと育つのは難しい

んだよというのがわかる、わからせるというか、それが本当の食育というものじゃないんで

すか。 
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教育部長 おっしゃるとおりだと思います。 

  このことにつきましては、他の方からもご指摘いただきまして、要は給食をつくる上で、

先ほど言いましたあらかじめ献立をつくらなきゃいけない中では、なかなかそれをぴったり

の日に合わせることが難しいということで、ちょっとデメリットのところへ載っけたという

のに関しましては、私ども反省をしております。 

参加者 ありがとうございます。 

  じゃ、これ、意見を聞くというか、最後なんですけれども、私、今は三郷に住んでいます

けれども、ずっと堀金保育園、小、中と、堀金の給食を食べて育ってきたわけです。やっぱ

り堀金の給食というのはおいしいんです。ちょっと今、三郷に行って、南部で私は食べたこ

とはないんですけれども、なので、一その育ってき人間として、やはりセンターは残してほ

しいというのが私の要望です。なので、是非前向きに検討していただきたいと思います。あ

りがとうございました。 

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 ちょっと今日初めて参加させていただいて、ちょっと疑問に思ったところとかあるの

で、ちょっとこの場でお話しさせていただきたいんですが、この資料を見ていくにつれて、

先ほどの方と重複するところもあるんですけれども、まだ使えるものを給食センターとして

の機能を失わせて、別のものに変換させていくということは、またそこに改修費用がかかっ

たり何たらかんたらということを考えたら、この施設、調理用具だけ入れかえて、そのまま

存続させていったほうが効率的なんじゃないかなという気も、私、今、しているんです。ち

ょっと素人考えで、そうではないよということもあるんでしょうけれども、ちょっと何か見

るだけで、そんな考えがちょっと浮かびます。 

  それと、給食センターの理念として、地産地消であるとか食育であるとか、そこのところ

すごく重要なことを書かれていていいなと思います。 

  私の子ども、今、三郷小学校に通っていて、県下一番のでっかいマンモス校なんですけれ

ども、堀金小学校の給食センター方式を見ていて、すごくいいなと憧れています。何か堀金

の野菜を使って、お米を使って、自分たちのおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母

さんの育てたお野菜を使って、それを給食で食べられるということは、ちょっと三郷小、南

部ではほぼ考えられないことなので、100％無理というわけでないです。ですけれども、そ

れを実践させてくれるということはすばらしいなと、是非三郷のほうでもちょっと不可能か
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もしれなんですけれども、やっていただきたいなとは思っていることはあります。 

  食育というのはすごく大事なことだと思います。私もうち、農家で、お米とかつくってい

るんですけれども、つくり手の顔が見えるということであるとかそういうことは、すごく子

どもも喜ぶし、先ほどのメロンの話じゃないんですけれども、食育ということに関しては、

大量生産のものはどこか遠くから持ってきて、その１カ月の献立に無理やり合わせて、無理

やりという言葉はちょっとおかしいかもしれないです。それに何とか間に合わせて食材を調

達してくるというのではなくて、つくり手の人の顔が見える給食というのをやっていただけ

れば、すごくおいしさも倍増されてくると思います。調理員の顔も見られると思いますし、

すごくいいことなので、是非私としては、この堀金の給食センターは存続させてほしいと思

います。 

  老朽化、老朽化と言われますけれども、遅かれ早かれ10年後、20年後、南部も中部もそう

いう問題は必ず起きてくるわけですので、そこのところを何かうまくクリアしていったほう

が、子どもは減っていくかもしれませんけれども、思い出に残る給食づくりというのができ

てきたら、何かそれこそ理想なんじゃないかなと思います。そこから少子化というところを

逆手にとって、これは私の思い描いている勝手な理想なんですけれども、子ども自体が給食

の食材を自分たちの畑でつくって、それを給食に提供できるというところまでできたら、と

ても素晴らしい給食になるんじゃないかなというところを、ちょっと夢に描いているところ

です。 

  ちょっとご質問したいんですけれども、今回、堀金の給食センターの問題ということで、

この説明会は開かれているんですが、これから先、廃止というか、このまま現状維持で続い

ていくかまだわからないというところだと思いますけれども、他の三郷であるとか穂高であ

るとかの保護者、給食センターを利用させていただいている私たちみたいな者のほうには、

広報あづみのでお知らせがあっただけだったんです。学校からお便りが来たとかそういうこ

とではなくて、広報あづみのも注意して見ていないとわからなかったような市民説明会だっ

たんですけれども、これは、先ほど中部、南部に振り分けるというお話があったんですけれ

ども、南部の給食センターもこの問題にまるっきり無関係ではないと思うんです。ですので、

今回は堀金小学校の保護者の方に対するお便りを配布してあるとは思いますけれども、今後

どのような展開になるにつれ、他の市内の各地域の保護者の方に説明会をするという予定は

ありますでしょうか。ちょっとそこら辺のところをお聞きしたいんですけれども。 

教育部長 ありがとうございました。 
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  まず、改修費用の関係ですけれども、堀金給食センターの調理器具、全て入れかえをする

と、業者さんからの概算見積もりでは１億3,000万円ぐらいかかるということは聞いており

ます。ただ、調理器具ですので、そこに電気の工事であるとかちょっとそういうのは含まれ

ていないということですので、１億3,000万円よりもうちょっとかかるのかなとは思っては

おります。 

  それと、堀金給食センターの地産地消の取り組みの中で、やはり地元の協力、堀金物産セ

ンターへ、食材、野菜とかを提供してしてくださっている皆さんたち、Q食の会の皆さんが

食材を提供してくれているということで、おっしゃられるとおり、非常につくっている方の

顔が見える、たしか説明の中でも言っていたかと思うんですけれども、給食を行う際に、地

元の食材が入っている、出ている場合には、今日の大根はどこどこの誰々さんの大根ですよ

とかと放送もしていると聞いていますし、併設している給食センターのところには、給食の

会に食材を提供している皆さんの写真も張ってあるというようなことも聞いております。 

  その中では、非常に顔が見える状況になっているのは事実。ただ、私どもも今後において

は、市内には堀金以外にも物産センターがございます。中には物産センターから仕入れてい

る給食センターも他にもあります。ただ、堀金みたいな大量の野菜がやっぱり入ってくるよ

うな仕組みというのはできていませんので、今後においてはそんなような仕組み、他の物産

センターでもできないかということをお願いしていきたいなとは、今、思っております。 

  あと、今後について、他の地域でもそういう説明会の通知は出るんですかというご質問が

ございました。ちょっと説明会の経過を少し話させていただきたいと思うんですが、資料の

中にもありますけれども、堀金が若干とはいっても一番つくられたのが古いということ、そ

れと、提供給食数から見ると、2,000食程度余裕がある状況があるという中で、昨年度から

堀金小学校、中学校のＰＴＡ常任委員会であるとか、区長会の皆様であるとか、Q食の会、

物産センターへ食材を提供されている皆様方にこういう説明をしてきた経過がございます。

資料としては今回お配りした資料の１と３が主な資料でございます。食育に関しては、今ま

でそういう資料とかをつくっていなかったので、この説明会が初めてではございます。 

  この後につきましても、どちらにいたしましても、方向とかが決まれば当然ながら、また

ご説明の機会等は設けていきたいとは考えてはおります。 

  以上でございます。 

参加者 ありがとうございます。 

  方向性が決まってしまうと、私たちが意見を言ってもちょっと通らないなというところが
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あるので、できればこの場でいいというか、市内全域の保護者に最初の段階で意見を聞いて

から、そこから方向性を決めていくということのほうが、私は何か納得がいくんですけれど

も、知らないうちに方向性が決まっていて、これに従ってくださいと言われても、ちょっと

何か納得がいかないなと、民営化とかそういうことも絡んでくるので、もうちょっと早く全

域に知らせてほしかったなという気持ちがあります。ありがとうございます。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  それでは、はい。 

参加者 ２点に分けて、特に意見を言わせていただきます。 

  日曜日の日に、この場で小学校５年生が、堀金で学校給食を自分は食べる立場で、ずっと

それを食べていた。前に座っている大人の方々、それについてどういうふうに思っています

かという質問をした子の、私は祖父でございます。昭和26年生まれですので、学校給食の草

分けから祖父、父、本人と３代、60年にわたって学校給食を堀金で食べ、私は逆にうちで少

しでも野菜を自分でつくって孫に食べさせたいと思って、ここまで頑張ってきた立場から、

後で聞いて、孫ができてからその話を聞いたときが一番正直言ってうれしかったです。ああ、

食というのはそういうことなんだな。 

  私は、和食は日本文化の最も重要な部分であり、しかも私たちの生活に直接かかわる部分

で、日本でやっぱり誇るべき文化財というふうに思うんですけれども、学校給食も私は同じ

ようなことだろうと思います。 

  それで、60年間、平林課長さん、食べたお人だと思うんですけれども、食べて、育って、

何らかの形で自分たちの血や肉ももちろんそうなんですけれども、心の中の栄養等にかかわ

って、ここまでようやくこうなってきたのが、私は文化財だというふうに思います。これは、

もう橋渡教育長さんが繰り返し言っている、あの常念岳を見よと言った佐藤校長をして、堀

金の子どもたちが、今、どういうふうに育ったかということをあそこまで言っているわけで

すから、先ほどからの話だと、確かにそれは大事なことなんです。効率の問題。どうやって

将来という部分もわかるんですけれども、もう一つ重要な部分は、少なくてももう戦後60年

以上にわたってこういうふうに、ここまできていく。しかも、ここは非常に顔が見える給食

で、一つの私は誇るべき文化財になっている堀金の給食をどうするかということを、うちの

孫がまさに大人にそういうふうに言ったと思うんです。大人の皆さん、一体どう考えている

んですかと。やっぱりそれを、私も含めて答えなきゃいけないと思うし、チャンスだと思い

ます。給食ということを通して、人間が成長するということに何が必要かということを、も



令和元年 5月 22日  学校給食センター市民説明会（堀金会場：午後） 

－9－ 

う一回考えてという。 

  ちょっとだけ、私、文化財で残念なのは、松本で開智小学校、松本城に、両方とも実は何

回か、非常に厳しい状況も、壊されようとした、あるいは売られようとしたところを、本当

にその当時踏みとどまって、今、ああいう状態になっているわけです。ちょっと悔しいです。

松本のそれに対して、私たち、本当にこの安曇野で、文化財として残すものはこれなんだと

いうことが、本当になっているかどうか。 

  今の話を聞いて、少なくとも私、ご説明をいただく中では、その意思が非常に、まだ当然

教育委員会を経ていないからこうかというふうにも思うんですけれども、少ないというか、

これからそういう論議を是非入れていただきたいということを、まず第一に思います。 

  それから、２つ目。先ほどの三郷のお２人の方と全く私も同じことを考えているんですけ

れども、その給食がこういうふうなまないたに上るということに関して、他の、少なくとも

学校給食としてのそういう部分を通して、しかもそれがなくなってしまった旧４町村が一体

どう考えるかということを、きちっと示さなくていいだろうかと、先ほどの方に同調しつつ、

先ほどの話の続きなんですけれども、うちの孫は多分ここで意見を言うというのは相当勇気

がいったと思いますよ。じゃ、他の子どもさんはどうなるんですか。保護者、保護者と言う

けれども、一番食べているのは子どもですよ。その子どもの意見はきちっと聞かなくていい

んでしょうかということ。 

  それから、今、言ったように、他の町村のことですよね。そういうことをどういうふうに

周知し、ある意味食を考えるチャンスとして生かしていくというようなことで、今後どうい

うふうにしていただけるかという、そこのところを２番目のほうとして、私の希望、意見も

含めてそういうふうに、是非、先ほどのような形じゃなくて、私、ちょっとQ食の会ですか、

少なくともそこの物産センターの理事長に怒ったんだけれども、そういう曖昧工作みたいな

感じに、ちょっとしたガス抜きみたいなことばっかしやるんじゃねえよと、もうちょっとち

ゃんとしたところへちゃんとした論議をということを言ったんですけれども、是非そういう

ようなところも含めて、もうちょっと大きな場で長い時間をかけて、先ほど言ったとおり、

給食でさえも60年間ここまできているわけです。恐らく文化財ということになれば、食とい

うことになれば、私たちもうここまで生をずっと受け継いできているということになれば、

10万年とか、もっと言えば億という単位になるかもしれないようなことに関して、あまり、

例えばゴールをある程度ここまでというようなふうに先にしちゃうんじゃなくて、まずこう

いう実情があって、こういうことを皆さんどういうふうにお考えになりますかということを
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まず第一に、是非じっくり、本当に文化財としてどうするか、この安曇野の子どもたちをど

うするか、そういうような観点でコメントいただきたく、よろしくお願いします。 

  以上です。 

教育部長 ありがとうございました。 

  堀金給食センターの歴史、小学校の100年史は私も見させていただきました。昭和38年に

１回目の文部大臣表彰を受賞されていると。このときには学校給食の施設、運営と指導がす

ぐれているということから、全国学校給食優秀校として表彰されております。 

  第２回目といたしましては、昭和54年、全国給食大会におきまして、学校給食特別優良校

として文部大臣表彰を受けております。これは、県下のトップを切って米飯給食を実施、指

定校となって、学校給食の運営と指導に努力し、すぐれた成果が上げられたことに対する表

彰であると聞いております。 

  私ども、そういう堀金の学校給食、地域の方がすごい応援してくれる中でやられてきたと

いうことは、重々承知はしております。ただ、私どもも、先ほど資料２でも申し上げました

が、地産地消とかの取り組みというのはしております。これは、堀金給食センターだけでは

なく、他の３センターでも、今、やっております。確かに食材の提供という点でいくと、先

ほども言いました、堀金には物産センター、Q食の会があるという中では、安曇野産の食材

の使用とか、当然ながら多くなっております。 

  ただ、今後において、市内には他の物産センターもありますので、できれば私たちはそう

いう仕組みを他のセンターでもできないかということを、今、これから模索していきたいと

思っております。 

  ただ、安曇野市内はそんなに、お米は確かに全部市内産のものでもって賄えます。米どこ

ろということもありまして。ただ、野菜に関しては、やはりそんなにたくさんつくっている

農家さんはございません。ただ、堀金で不足する野菜であっても、他の地域でもって賄える

のであれば、そんなような形、要は安曇野産という中でもって、市全体の使用する食材とい

うのも今後増やしていかなきゃいけないんだろうなと私ども思ってはおります。 

  確かにおいしい給食を食べてきた堀金の子どもたちは幸せだとは思います。でも、やっぱ

り私たちは、堀金のお子さんだけではなくて、市内のお子さんたちのことを考えていかなけ

ればいけない立場にはあります。 

  今までの説明会の中で出たご意見の中としては、この自校給食、いい仕組みだから他の小

学校にもすればいいじゃないかというようなお話もございました。ただ、合併のあたりの経
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過を少しお話しさせていただきたいと思います。 

  自校給食を取り入れていたのは、合併前、堀金の小中学校だけでございました。他の４つ

の町、村は、既にセンター方式をとっておりました。その中でも東筑摩郡であった明科町は、

生坂村と共同調理場をつくって給食センターを運営しておりました。ただ、合併の枠組みが

決まる中で、豊科町が、うちの給食センターも建て直さなきゃいけないと、豊科の給食セン

ターの、今の防災広場のあたりだったかと思います。建て直さなきゃいけないので、合併し

て一緒に明科も安曇野市に来るんだから、うちと一緒にやらないかという話があって、明科

も、どうせ合併するなら一緒にやりましょうよということで、こちらができたのは19年です

けれども、中部学校給食センターで一緒にセンター方式ということでやっております。今も

中部は、豊科南小学校を除く豊科地域と明科の給食をつくっております。 

  やはり、そんなような経過がございますので、なかなか今からセンター方式、確かに県内

の自治体の中には自校給食を堅持している自治体もございます。塩尻もそうだとは聞いてお

ります。たしか大町もそうなのですかね。 

  ただ、やはり安曇野市、すでにもうセンター方式という形で進めてきておりまして、堀金

も条例的にもセンターという名前がついておりますし、文科省の区分けの中でいくと、要は

親子方式。小学校でつくって中学校へも運ぶというような方式、センター方式の中の親子方

式と呼ぶそうでございます。 

  その中で、今からやはり自校給食とか親子方式に戻していくことは、やはり大変難しいこ

となのではないかなとは思います。 

  堀金給食センターの建設費用も、資料にありますけれども３億6,000万円くらいかかって

おります。先ほども言いましたが、人口が減るということは、逆にチャンスじゃないかとい

うようなお話も何回かいただきましたが、ただ、人口が減るということは、当然ながら税収

も減るという事実が伴ってくることなのかなと思います。 

  私どもも、決して子どもたちのことを考えていないわけではございません。橋渡教育長が

つくりました「たくましい安曇野の子ども」を育成するにはどうすればいいかということで、

それぞれの施策を取り組んでおります。ただ、やはりお金がないといろんなことができない

のも、これは事実だと思います。思いだけでもってなかなかできない部分がある。その中で、

私どもは選択と集中ということをやっぱり考えていかなきゃいけないんだろうなということ

を思っております。 

  確かにいい仕組み、いい取り組みであれば、そういうものを全部へ広げていけば一番いい
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んですけれども、ただ、私どもはそういうセンター方式の中でも、できるだけ子どもたちに

いい食材を提供して、いい食育を進めて、たくましい安曇野の子どもたちをつくっていけな

いか。そんなことを今後もちょっと模索していきたいとは考えております。 

  以上になります。 

参加者 部長さんのお考え、私として納得できるところもありますし、非常に説得力のあるご

意見であるというふうに思いますけれども、いずれにせよ、そこを含めて、最初から、今、

言ったように、センターだから自校給食に戻すのはというようなことを先に論議しちゃうの

ではなくて、もう一回長いスパンで、本当にいい食というものをどう考えるかという、せっ

かくのチャンスだから、このところでやっぱり丁寧に進めていただくということだけでも、

是非私はお願いをしたい。 

  例えば逆に絶対に自校給食じゃなきゃいけませんよというようなことを言って、私は物を

言っているわけじゃありませんので、みんなでこれをあえてピンチでも、堀金にしてみれば

ピンチでもあるんだけれども、チャンスに変えられるような形がないかということで提案を

していますので。 

  以上です。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  では、次に、前での女性の方。 

参加者 私、ちょっと観点がずれちゃうかもしれませんけれども、今、お話を聞いている中で、

私の意見じゃなくて文句を言いたいなと思っているんです。 

  私は、新聞紙上で10カ年計画の中でないことが急に起きたというところで、すごく疑問に

思って、家庭の中でもこの話をしました。 

  私も息子がこちらに来るのに、本郷小学校から来たんです。そのときに、校長先生がまず

最初に話されたことが、うちは自校給食を、今さっき言われました表彰されて、本当にここ

はいい学校だよという形で最初に話された息子が、今、このことの学校に行く孫が、私にと

っては孫が通うようになりました。なので、本当に子どもたちに残っている給食のおばさん

との会話だったりとか、そんなことが家庭の中で話される。そういうことってないと思うん

です。 

  私の先ほど言いました本郷小学校も本郷村から松本市に合併したんです。そのときに、本

郷村が条件を出したのが、学校給食だけは残してくれ、自校給食だけは残してくれという、

その条件で合併したんです。すばらしいなと思ったんです。それは、いかに子どもたちを大
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事にしているかということです。 

  口にするもの、それをいかに大事にしているかということで、まず、プールのこともそう

ですけれども、安曇野市は、一番大事な子どもたちのことを考えているんですかということ

を、私はこれは文句を言いたいんです。そして、今、言われたように、堀金が持っている歴

史を壊すのではなくて、どうにかつなぐという方法を考えてほしい。ここにデメリットまで

書いてありますよね、３ページの最後に。ということは、もう統合あるいは廃止ありきで検

討されているということですよ。この前ですよね、堀金の子どもたちやＰＴＡや、堀金の住

民の人たちに、こういう問題が出ているけれどもどうしたらいいでしょうかといえば、必ず

意見が今、〇〇さんが言われましたけれども、出てくると思うんです。 

  そんな話を他ですると、昔、子どもたちが弁当におかずがないときに、親御さんが学校で

みそ汁をつくったという話を聞いたんです。いかに子どもたちを大切にしているかというこ

とがよくわかります。 

  少子化問題で切りかえないんです。少子化だったら増やす方向に、何でも少子化にまとめ

ないでほしいと思います。ここを自信をもって、それでもって学校を、逆に都会から子ども

さんたち、あるいは若いお母さん、お父さんたちを連れてくることもできると思うんです。

こんなに素晴らしい歴史のある、我がほうの安曇野市にもこんな学校があるんだよと言えば、

また変わってくると思います。それは、すぐ廃止じゃなく、もっと展望を持った、そういう

形にしてもらえればいいなと思います。 

  何せ全てがお金がないからというんじゃなくて、お金を上手に運営することがまた行政の

仕事だと思います。ただ単に大きなものをつくるのではなくて、いかに大事なものを残すの

かというのが、私は職員の方たちの知恵の出しどころだと思います。そこがとっても欠けて

いるので、本当に意見でなく文句だと、私は全くそう思っています。 

  大事な先ほど言われた歴史、そして、今、食育というところを持っていくのに、先ほど言

いました他の物産もあると言われたんですよね。じゃ、他のところのセンターは、そこの物

産を使うように知恵を絞ったらいいと思います。堀金を見習えばいいんです。あるものはち

ゃんと使って、皆さんに広めるという。ただ単に潰すんじゃなくて、広めて、みんなでこの

安曇野市の財産を共有すればいいんです。ただ単にお願いするとか潰す方向じゃなくて、も

っともっと知恵を出し合う。 

  行政の方も、やっぱり私たちも一生懸命にないお金を払って、税金を払っています。そこ

をどうか一番安定した職にいる人たちが、是非ともこれからの子どもたちの将来を、食べる
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という、おなかを満たし、心を満たして、そして安曇野のことを考える子どもたちに育てて

ほしい。都会に行くのではなくて、また都会からあの安曇野を思い出して戻ってくるような、

そんなふうに力を出してほしい。これは切なる願いです。 

  是非とも堀金に残っているこのすばらしい財産を生かして、他の地域にも逆に広めてもら

いたい。そうすることで、本当に子どもたちが農家をやったりとか、もっともっといいアイ

デアを出すとか、子どもたちにもしっかりと意見を聞いてほしい。そんなのが私の思いです。 

  どうか廃止しないでください。是非ともお願いいたします。 

教育部長 ありがとうございました。 

  ちょっと今、プールの話が出ましたけれども、今年の１月、12月にプールの方針が決まっ

たことを踏まえまして、方向が決まったら説明会をするという中で、改めて説明会をさせて

いただきました。 

  その説明会をやっているときに、私、ちょっと別の者から聞いた話がありまして、少し前

のテレビで、育成会長さんが川辺へ子どもたちを連れていったそうです。そして、子どもた

ちに、じゃ、ここでお前たちは思い切り遊んでいいんだよと言ったら、子どもたちがきょと

んとして、何して遊べばいいのと言ったそうです。今のお子さんというのは、私の子どもも

そうかもしれませんけれども、結局何か大人が用意したものの中でなければ遊べないような

状況になってしまったのかなというのが、そのとき感じました。 

  子どもを育てる上で、確かにプールは一つの手段としてはいいと思います。あるお母さん

が言っていました。朝、お金を渡してプールへ連れていっておけば、一日中、ご飯は自分で

て買って食べるし、一日面倒見てもらえるんだ、安全にと。ただ、そういう使われ方は、い

ろんな家庭のご事情がある中では、そういうのもあるかとは思うんですけれども、ただ、プ

ールが全てかというと、プールが全てではないのかなと。 

  そういうこともありまして、私ども、今年の夏には子どもたちがいろんな体験をできるも

の、市の行事とかいろいろなものをまとめたものをつくって、小中学生の皆さんには配布を

したいなと思って、今、計画をしております。 

  あと、他の物産センターでもどんどん堀金の物産センターのいいところを取り入れていけ

ばいいじゃないかと、私は全く同じ考えで、是非ともそういうことをやっていただけるよう

に、これから取り組んでいきたいと考えております。 

参加者 昨日に引き続きまして、また今夜もこの場に来させていただきました。というのは、

私、家には孫もおりませんので、給食の問題というのはあまりうちには関係ないなというふ
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うに思っていたのです。ちょっとはすかいにこの問題を捉えていたところなんですけれども、

先ほどの方がおっしゃったように、堀金小学校の100年史というのを抜粋して読ませていた

だいて、こんなすばらしい地域で育った人と私は結婚したんだなということで、もうすごく

感動したんです。その内容については、昨日長々話をしたので今日は話はしませんけれども、

ご存じの方はたくさんおいでになると思います。部長さんもご存じだということで、先ほど

も言われました。 

  先ほどの方もおっしゃいましたけれども、今、〇〇さんも言いましたけれども、この自校

給食、これは本当に堀金にとってはすばらしい文化だというふうに思うんです。食文化だと

思うんです。そういうふうに捉えたら、何も絵とか、それから音楽とかだけが文化じゃない。

このすばらしい食文化というのを継承して、それで、次の世代に引き継いでいくのが今現在

の私たちではないかなというふうに思うんです。 

  特に若いお母さん方、お父さん方、まだまだちょっと実感が湧かないかもしれないんです

けれども、皆さんが育てておられるお子さんがどう育っていかれるかというのが、皆さんの

老後につながっていくわけなんです。 

  それで、そういう点では、昨日も話しましたけれども、こういう場を与えていただいたこ

とに対して、私はありがたいなと思いますし、今まで無関心だったことに対して非常に反省

しているところです。早速昨日、部長さんが、明科の地域ではこうだったというお話がされ

たので、早速けさから私も実践しました。中学校の子どもたちが通る道すがら、行き会った

ので、おはよう、こんにちはと大きな声で、私のほうが恥ずかしがらずに声をかけるように

しました。地域ぐるみで子どもたちを守っていかなきゃいけないんだな、地域ぐるみで育て

ていかなきゃいけないんだなというふうに、おばあさんになった私ですけれども、先行き短

いというふうに思うんですけれども、でも、こんな機会を与えていただけたことには感謝だ

なというふうに思っているところなんです。 

  それで、未来の、そのような自分たちの未来でもあるんです。子どもを育てていくという

ことは。その未来の子どもたち、未来の人材だというふうに思うんですけれども、それは自

分たちの将来、自分たちの老後の人材を育てていく。それから広く言うと、安曇野市、この

地域全体を発展させていく人材を育てていくんだという、そういう立場で、この学校給食と

いうのを一つ捉えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。 

  先ほどからお話になっていますけれども、もしやっぱり、効率が悪いということですよ。

実際本当に私も今、ささっと計算しましたけれども、堀金の給食センターの人数、職員さん
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の人数からいって、他の３つの給食センターの人数からいくと、効率が悪いです。北部学校

給食センターでは、１人の単純計算でいくと、110人の食事をつくっています。それから、

中部では90人、それから南部では93人、単純計算。ところが堀金では58人というのが、職員

で割り振るとということでは、これは効率が悪いなということは確かですけれども、ですけ

れども、それ以上の何倍もの潤いが将来返ってくるんじゃないかなというふうに思うんです。 

  やはり、効率を考えたら、教育なんていうのは合わないのが当たり前だと思うんです。今、

子どもたちはここで生産活動をしているわけじゃないし、一銭も稼いでいるわけじゃないわ

けですから、当たり前だと思うんです。ですけれども、先行投資としてやっぱり子どもたち

にいい教育を与える。それから、いい環境を与えてあげるというのが、これは私たち大人の

義務だというふうに思います。 

  子どもを大事にしない行政、悪いけれども、私、大事にしていない行政だなというふうに

思うんです。この安曇野市の行政に明るい未来はないか。先ほどからのお話でいくと、人口

減、少子化、これでは衰退の一途じゃないですか。今、○○さんもおっしゃったように、何

とかここに若い人たちに来ていただくという、そういう政策を立てなかったら、もう安曇野

市は衰退の一途というふうな感じがします。それは私の意見です。 

  それで、質問ですけれども、この堀金の給食センターは学校給食を廃止というふうに、昨

日、今日の説明会で私は受けとめました。そうしますと、じゃ、一体いつ廃止ということで

具体的になるんでしょうか。１億3,000万円かけても廃止しない方向というのはないのかと

いうことです。 

  それからもう一つ、部長さんからのご説明では、50年、60年先、少子化がどんどん進んで

いってというお話がありましたけれども、さあ、そうなったときに、じゃ、今ある北部、そ

れから中部、南部、この給食センターはどういうふうになるわけですか。私が本当に今、が

っかりして、イメージを上げたら、他のセンターだって少子化でどんどん減っていったら、

この人数じゃなくなっちゃうんじゃないかと。そのときには、じゃ、どうするのか。そうい

うシミュレーションというのが一体ないのかどうなのか。あるのかということを、非常に今、

不安に思いました。 

  それと、この県内産・安曇野産の食材です。これは、表で示していただいていますので、

やはり堀金小学校が一番高いですよね。さあ、こういうときに、その他の足りない分につい

ては、どういうところから仕入れをしているのか。そういうのもちょっと心配になります。

もし県内産、それから県外産というようなことになると、当然輸送コストもかかるでしょう
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し、昨今のこの災害とかいろいろある中で、一体こういう食材が果たして調達できるのかど

うなのか。やはり地産地消100％にまで持っていかなかったら、いざそういうときには大変

なことになるんじゃないかなというふうに思います。ですから、この50％、半分ぐらいは地

産地消、県内産でやっているからいいじゃないかという問題ではないんじゃないかなという

ふうに思います。 

  ですから、ちょっとまとまらなくて申しわけないんですけれども、子どもたちが地域の人

たち、それから学校給食をつくってくれているおばさんたちから愛情を持ってつくった食事

を提供されて、食べて育った子どもというのは、やはり最近言われている承認欲求というん

ですか、そういうのが満たされて育った子どもというのは、非常にすばらしい人に育ってい

くのではないかなというふうに思いますので、その点について是非今後も行政の皆さん、考

えていただきたい。これをきっかけに拙速にこれを決めちゃうんではなくて、これを機会に、

先ほども方もおっしゃいましたけれども、こういう地域の子どもたちの問題を、私たち大人

や、それから私のように高齢者の者が考えていけるような、そんな地域づくりに持っていっ

ていただければありがたいなというふうに思います。 

  回答はいただかないで結構です。私の意見です。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  続いて他の方、どうでしょうか。 

参加者 私は今年度から、松本から堀金に越してきました。もともと夫がこっちの出身という

ことで、子どもが小学校入学を機にここへ来ました。 

  夫と義理の父から、堀金は自校給食で、その歴史も何となく聞かされたような感じで、私

も夫も仕事が松本なので、松本に居続けるという選択肢ももちろんあったのですけれども、

どうしても夫が堀金の自校給食を食べさせたいという強い思いがあって、私もそんなに思い

入れのない地なんですが、申しわけないです、その夫の思いと、自校給食だということで、

今回堀金小学校に入れさせていただきました。 

  先日のＰＴＡの会で給食センターの話が出て、ちょっとびっくりしてしまって、新１年生

に対して、外部から来た人には説明というかが、多分広報を見ない限りはないような状況だ

ったように私は感じていて、他に松本市外から来た親御さんとしゃべったときも、自校給食

だからここに来たのにという話になって、もうここが廃止ありきで今日ここに参加させてい

ただいて、４つの選択肢があって、こういう選択がまだできるような準備段階だと思って、

よかったなと思ったら、廃止の方向なんだという話の流れが私のほうに感じてきまして、ち
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ょっと本当に正直残念だという、正直な意見です。 

  先ほどもおっしゃっていたんですけれども、本当に自校給食というのはやっぱりすごいこ

とだと思うので、そういった理由でここに来ようと思った親が、私が知っている中で２人い

ますので、ちょっとそれは貴重な意見として受けとめていただいてもいいんじゃないかなと

思います。 

  ちょっと２つ質問なんですけれども、器具の入れかえに１億3,000万円かかるということ

で、ちょっと少子化ということで、後々老朽化ということを考えて、リースという選択とい

うのはないんでしょうか。それと、あと、公立学校の施設設備補助金というのは、器具には

使えないから、外側しか使えないから、そういうものは使えないという解釈でよろしいでし

ょうか。 

  あともう一点、食材の受け入れ、堀金地区は県産か安曇野産で結構仕入れているんですけ

れども、中部とか結構他の県産以外のものを使っているようなんですが、ちょっと松本にい

たときに、結構震災で被災している人が、やっぱりちょっと東のものを気にされる方が多く

て、ちょっとそういう食材とかを気にする人が結構多かったので、ちょっと私も気になって、

食べて応援という考えももちろんあるんですけれども、具体的にどの辺の産地とかというの

は、データとかあったりしたら、もし可能でしたら教えていただけたらありがたいです。 

教育部長 ありがとうございます。 

  器具の入れかえで、リースはどうかなという話がございました。当然ながらリースという

のも検討には当たるとは思います。ただ、価格的にどうなるかというのはちょっとわかりま

せんけれども。 

  ただ、リースなんかの場合、通常、補助金とかそういうものの対象にはならない。国なん

かの補助金の場合に、基本的にはやっぱり買うということです。今回設備なので備品になり

ますが、それが単独で補助金がつくかというと、ちょっと難しいのかなというところもあり

ます。 

  昨年の猛暑を受けたエアコンに関しては、これに関しては当然ながら備品なんですけれど

も、補助の対象となりましたが、これは本当に特例的な扱いで、国の説明では昨年度の申請

分だけということでありました。 

堀金学校給食センター長 給食に使っている産地の関係なんですけれども、季節によって違い

ます。その季節で一番最適な産地からとっていると。ただ、安曇野産というか、安曇野で野

菜がとれ始めたりした場合にはそれを中心にとらせていただいて、どうしても食材がない冬
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場、そういうのにつきましては、例えば九州だとか暖かいほうからの食材が中心になります。 

  それから、説明の中でちょっと申し上げましたけれども、北関東から以北、北の県の食材

をとるときには、放射能検査というのを市の独自でやっております。そんな形で、４センタ

ーあるものですから、４週間に一回回ってくるだけなので、毎日同じセンターでやっている

わけではないんですけれども、各センターで機械を回しまして、１週間ごとに北関東以北の

食材が入った場合は必ずやらせていただいているという状況です。 

学校教育課長 よろしいですか。ありがとうございました。 

  それでは、前での男性の方。 

参加者 私からは意見なんですけれども、ちょっと先ほどからも話として上がったところでは

あるんですけれども、今日ご用意いただいて配付いただいた資料を拝見させていただいて、

学校給食という事業についての現状、それから課題の抽出というところで、既にその時点で

学校給食の事業を利用しているユーザー側である子どもたちの目線というところが、現状だ

とか課題のところに関して全く入ってきていないというところ、そこに非常に違和感を覚え

ます。 

  私、企業に勤めている者ですが、現状分析をして課題抽出をするときに、ユーザーの利用

満足度だとかを考えないでそういったことをするというのは、正直、まずそれを出したら仕

事ができない人間だというように思われてしまうような内容であると感じています。 

  そういったところで、この資料にすごく違和感を感じるんですけれども、結果、今後のと

ころの中に、先ほどもお話がありましたけれども、丁寧に説明を尽くしていくの中にも、子

どもたちに対してというところが一切盛り込まれていないというところ、そこにも非常に違

和感を感じます。 

  そして、今、いろいろな皆さんの意見をお伺いしていく中で、堀金の学校給食というのが

非常にクオリティーが高くて、恐らくこの安曇野市の学校給食の理念に最も近い形で提供さ

れているもの、それをなくすというような案が盛り込まれていることは非常に残念で、先ほ

ど自校給食とご回答のお話の中で、確かに堀金の給食はおいしい。じゃ、他の地域のお子さ

んはどうなんだというお話がありましたけれども、そういったところで市の皆さんの堀金の

学校給食のクオリティーの高さというところをわかっていながら、その理念に一番高いもの

を除外していくという方法を案に載せられるというところ、そして、その案に対するデメリ

ットとして、今、現状のこのままでこのようにしてしまったとすると、少なくとも堀金の子

どもたちの給食のクオリティーが、今のままであれば下がってしまうという大きなデメリッ
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ト、そういったところを記載されないというところ、そういったところで、私としては丁寧

な説明というところに、非常に、さあ、どうなんだと思わざるを得ないというところが率直

な本日の感想です。 

  是非ちょっとこの意見を踏まえていただいて、本当に拙速に進めないでいただきたいとい

うのが切なる願いです。よろしくお願いいたします。 

教育部長 ありがとうございます。 

  今、子どもの目線が入ってないというご意見がございました。民間であれば、当然ながら

子どもたちのことであるなら子どもたちの意見を聞いてやっていくんだというお話がありま

した。 

  ただ、私ども行政というのは、公共の福祉を考えております。利潤を追求する立場にはあ

りませんので、そういう中で、こういう言い方をすると、ちょっとごめんなさい、反発をい

ただくかもしれないんですが、民間であればお子様向けのものをつくることによって利潤が

上がる。当然ながらそれでもってもうけが出ます。ただ、私ども、あくまでも公共の福祉と

いうことでやっている中では、こういう形だとすごい怒られちゃうのかな。私たちが施策を

選んでいくときに、確かにお子様たちの意見を聞くことが、取り入れられればいいとは思い

ます。場合によればそういうこともあろうかと思います。 

  ただ、今回、基本的に最初に出てくるのはお金の話の問題ではあります。要は、何を選択

して、何をちょっと諦めようかという話。 

（「そもそもお金の話だよね」の声あり） 

教育部長 お金の話だって、最後はそうなるのかと言われるんですけれども、最初にも言いま

したが…… 

（発言する者あり） 

学校教育課長 意見は、発言がある場合は挙手をお願いいたします。 

  ちょっとお待ちください。そちらを先に。 

教育部長 ただ、すみません、この話というのは、最終的にはこの話になることで、そのとき

に、じゃ、お子さんたちに聞いたら、お子さんたちが堀金の給食がいいんだから残せと言わ

れて、じゃ、残せるかというと、やはりそれを判断するのは大人たちになるんじゃないかな

と私は思います。 

  すみません、私としてはちょっとそれしか言えないです。 

学校教育課長 はい、どうぞ。 
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参加者 一つの教育者としての問題と、それから、行政マンとしての問題、２つあろうと思う

んです、二面性が。今、こういう学校問題、給食問題というのは、一つはやっぱり行政マン

としての判断の他に、教育者としての理念というのがやっぱり大事なんだと。 

  その中で、せっかく理念を上げているものを、教育者でありながら潰していく方向へいく

というのは、やっぱりちょっと考えたほうがいいんじゃないかと。 

  もう一つの、簡単に、さっきの効率の問題を指摘されたように、施設の問題、耐用年数の

問題を聞けば、堀金が一番いいわけです。それでもって、三郷へやったときに人数が足らな

いから、豊科の人、南小学校、そっちへ移しますよと、簡単にそういうふうに、生徒のこと

を考えていないからそういうことを言えるんです。 

  だから、今、話で言われたことは、そういう生徒がどういうふうに輝いていくかというこ

とをそんたくして、それで行政をしていくということが大事ではないのかなということを言

われているんですよ。行政として、確かに効率を追いかけていくというのは大事なんですけ

れども、やっぱり教育者としての言を縛ってはだめです。 

  それで、昼、運営委員会のほうで会議をする場合、大体こういう資料というのは、会議す

る側が非常に意図的にその資料をつくるんです。これを見ていた場合に、全て廃止の方向へ、

廃止の方向へとやっちゃうんです。今、予算を、堀金が学校給食にずっとそういう歴史があ

ったというのは全然メリットです。それがなくなるという一番大きなデメリットを隠してい

るんです。そういう、ある程度全然オープンだと言いながら、方向性を持った資料でもって

こういう会を開くこと自体が、そこでもってもう運営委員会である程度決まっていると、廃

止の方向が決まっているというのが前提でこういう会議を開いていただいたって見ちゃうん

です。 

  だから、もっと初心に返って、やっぱり今ここでもって、安曇野市はちゃんとこういう目

標を、こういう５つも６つもやっていながら、それを、じゃ、どういうふうにやっていくだ

と。それは学校給食のセンター方式が一番いいんだというふうに言われるのがちょっと解せ

ない。 

  他の物産センターになりますと言われましたけれども、行政マン、実情を知らないからそ

ういうことが言えるんですよ。堀金物産センターで大規模にやっているんです。大規模にで

きるから、物が集まってくるからできるんです。他の物産センターはできないです。規模が

小さいんだから。集約でも能力でもない、そういう実情なしに、自分のこういう希望を持っ

ていますと、そういう経験で言うのじゃないです。ちゃんとその実情を見た上で、こちらに
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説明するために、僕らが納得するように説明するために言われているのかもしれないけれど

も、やっぱり実情をちゃんと把握した上で言うべきです。 

  だから、やっぱり子どもの、最後まで決めるのは確かにお金の問題だと、大人が決めるん

ですよ。じゃ、子どもの希望だってやっぱり聞いてあげなきゃだめです。子どもだって、今

までこういうものを食べていたのに、ある日突然、次の学年からはこっちの給食センターで

味が変わったといったときに、どう思いますか。自分の子どもだったときにどうですか。そ

ういう子どもの目線に立つことも大事だと言われているんですよ、あの方は。 

  それは、一般、行政までしてと同時に教育者として、教育というのはそういうことだと思

うので、教育者としての理念というのはやっぱり忘れちゃだめですよ。 

  そういう中で、もう一つ、一番問題は、建物の耐用年数が一番ある中で、これを廃止する

というの自体、そういう矛盾性を感じる。少子化というのは、だんだん少子化になっていく

んだったら、ここに、逆に言うならば堀金自体に、もう800人になっちゃかもしれないんだ

から。そういう規模のこと出ちゃうんですよね、そう言っちゃうと。だから、あまり少子化

の問題をどうだと言われるのはちょっと問題だし、こちらの方が言われたように、やっぱり

安曇野はこういう特色のある学校をつくっていますよ。だから皆さん、若い人来てください。

だから、若い人が来られるように、職場とかいろんなものをつくっていきますよという、そ

ういうトータルの議論がそれでできるんだったらいいですけれども、単にこういう資料自体

は全部能率だけです。効率だけです。教育に持っていくというのは違うんです。 

  だから、やっぱりもう少し資料自体のつくり方からもうちょっと考えてもらいたい。やっ

ぱりメリット自体は理念に沿っているかどうかということか、考えてみたほうがいいと思う

んですけれども。 

  以上です。 

学校教育課長 司会ですが、ちょっとその件につきましては私のほうからお答えをさせていた

だければと思います。 

  本当に行政に身を置く者と、教育分野に身を置く者と、あわせ持っているのが我々であり

ます。それで、教育的見地が少し足りないんじゃないかという厳しいご指摘のように思いま

す。今日は学校給食センターの説明会なものですから、それに特化する形で資料をつくらせ

ていただいて、ご用意をさせていただきました。 

  少し話はそれて恐縮なんですが、市の教育委員会では、小中学校17校に、市のお金で雇っ

た教員免許を持った方を64人配置させていただいております。それがちょうど年間の費用が
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１億3,000万円程度ということになります。それは、給食センターと偶然一致ということな

ものですから、それを捻出するために給食センターをどうこうしようとするつもりではあり

ません。 

  ただ、もうご存じのとおり、昨年の猛暑を受けて、小中学校へのエアコンの整備を決める

ということをさせていただきました。それについても10億円あまりのお金がかかる。また、

中学校には、電子黒板といいまして、いわゆる情報化時代に合った、いろいろな電子黒板と

いうものを通じて子どもたちの教育を高めていく。情報化時代に合った教育環境というもの

を整えていっております。 

  一方で、長寿命化工事といいまして、これから何十年先までも軀体がもつようにというよ

うな形でもって、予算をつけていただいて取り組んでいるところです。 

  教育は、自分の理念を押し通すことはもちろん大事だというのは百も承知はしております。

ただ、ご存じのとおり、教育委員会というところには予算が足りません。配当されるもので

もありません。要求をして、議会の皆様にお認めいただいて初めて使うことができるという

状況がございます。そこがやっぱり行政と教育との難しい部分かなというふうには考えてお

ります。 

  資料のつくり方でございますけれども、今、申し上げたようなことを、お金のことをつら

つら書き連ねることはできます。ただ、できるだけ余談のない状況で、お金に目があまりい

かないようにということで、そういう数字はあまり出さないようにさせていただいたつもり

です。もうちょっと上のほうから、大所高所から考えていただきたいというのも、一つ我々

の思いでもございました。資料作成に携わった者としても、そういうことでございます。 

  お答えになるかどうかわかりませんけれども、いろいろな分野で、やはり教育というもの

は何とか維持・充実させていきたいと考えております。ただ、これは維持をしていく、こち

らのほうはさらにアップをするということは、なかなか難しい時代になっているなというこ

とは痛感しております。だからこそ、こうやってお話し合いの場を持たせていただいて、で

きるだけ多くの皆様からご意見をいただきたいと思っております。 

  まだこの先、いろいろとご説明をさせていただかなくちゃならないというのも多々出てく

ると思いますので、そこはご指摘をいただいた周知の問題も含めまして、また検討していき

たいというふうに、担当課長としては思っております。 

  すみません。答えになっていないかもしれませんけれども。私からは以上でございます。 

（「いいですか」の声あり） 
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学校教育課長 ちょっと待って……いいです、奥の女性の方。 

参加者 今、さんざんお話を聞いて、私は農家の一人なものですから、難しい話はよくわかり

ません。ただ、なぜこんな話を、提案を持ってくる前に、廃止というときに、誰もとめる方

がいなかったのか。こんなに皆さん反対している人が多いのに、まあ皆さんもお仕事でいら

っしゃるから、上からの命令もあったんだと思います。 

  私はよくわからないんですけれども、職員の皆さんに行って来いと言って案をつくらせて

やったのは教育委員会なのか、その給食を考える会の人たちなのか、議員さんなのか、いや

いや、やっぱり市長なのかと思っちゃうんです。じゃ、どの方に一番理解をしていただくの

がいいのか、私にはわからないです。 

  そんなこともわからないでここへ来ているのはとても皆さんに失礼だと思いますが、やは

り子どもたちに安全なものを食べさせてあげたいと思ってやってきた農業者の人たちの声を

私は言いたいということで、今、マイクをもらったんですけれども、ちょっと物産センター

のQ食の会のお話をしたいと思います。 

  十何年か前です。ちょっとはっきりしていないんですけれども、食育という言葉が出始め

たころなんですけれども、ある方が、食育でもっと子どもたちにいいものを食べさせてあげ

たいから、どうだいと言って物産センターにお話を持ってきて、まず大豆をつくり、物産セ

ンターの加工所でお味噌をつくりました。ただ、お味噌はすぐ食べられないので、１年間寝

かさなければいけない。じゃ、その場所はどこで寝かすのという話から始まって、物産セン

ターがすぐそのときに、じゃ、いいことだからと言って賛成をして、物産でつくっている味

噌をお分けしました。もちろん商売もやっているので、お金を取りたかったんですけれども、

趣旨が趣旨だけに、やはりその当時は原価そのままでした。右から左。大豆代と、塩代と、

機械代ぐらいで、三百幾らのものだったと思います。 

  今、物産で買うのは１キロ五、六百円しています。原価がやはり300円ちょっとぐらいで、

その金額で学校給食にお味噌を分けてあげました。そこら辺から始まってきているんです。 

  それで、ちょうど1,000人規模だと、物産で用意できる野菜はちょうどかげんなんです。

キャベツもトラック１台ではだめ。本当にコンテナに２つ、３つ、タマネギも２つ、３つ。

本当にコンテナで間に合う範囲の量でもって子どもたちに供給ができる。そのぐらいの量で

あれば、１生産者、２生産者でもって持ってきてできるという話になって、そこに農業委員

をやられた方とか県のマイスターの認定を受けていらっしゃる方、サンサン農場という看板

だけ、今、ありますけれども、ちょっと解散してしまいましたが、そういう農家の女性の方
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たちがいいよと言ってくださって、手を挙げて、供給が始まったんです。 

  それで、正直その当時は、役場の堀金支所に、そのコーディネートをしてくださる行政の

方がいらっしゃったんです。給食室と物産センターを橋渡ししてくださる方がいらっしゃっ

たんです。税金で給料をもらっていらっしゃるコーディネーターです。ただ、それがなくな

りました。数年前です。それで、それは農政の関係だったのかな。やはり合併して職員も減

らさなければいけない。そういうものは要らないんじゃないかということなのか、市長に聞

かなきゃわかりませんけれども、なくなりました。 

  それで、丸投げされたときに、物産センターの方が、どうすると。続けるのか、続けられ

ないのか。コーディネーター方が一生懸命橋渡しを、給食センターの話を聞き、生産者の話

を聞きとつなげた方がいらっしゃらなかったのです。でも、そういうときに、物産センター

の係の方も、一生懸命やってきてくれたQ食の会の皆さんも、続けようという気持ちが強か

ったので、そのまま続けてきたと思っています。 

  ただし、人が動けばお金がかかる。人件費がかかるのは当たり前ですよね。それで、いろ

んな方に出してもらったのを精算かけて振り込みをする。その計算をする人も必要ですよね。

当時、物産センターの方は、別に自慢でも何もないんですけれども、もう無料でいいと。仕

事はあなたが１時間できる仕事を、５分割いて学校給食の計算したらできるでしょという話

をした覚えがあります。なので、みんなが、それにかかわった人たちが、ボランティアの気

持ちでやってきたことは事実です。寒い冬に、ネギの皮をむかないと学校給食で使いづらい

からと言って、本当に凍るような日でも皮をむいている姿を見ています。お大根、きれいに

洗っている姿も。ジャガイモも大きさをそろえて持って来る人も。みんなわかっています。 

  だから、そういう人たちの努力があって、今の堀金の給食の供給ができているんです。た

だ、それを知っているのはわずかな方たちで、本当はＰＴＡの人たちがそれを知って、いや、

私も、じゃ、ネギの皮をむきに来るよとかというのが本当は理想なんですけれども、実際の

ところそれはできないですよね。 

  でも、そういう議論も、私がここで話していることは、とてもいい機会だと思っています。

そういうことがなかったら、学校給食に野菜は持っていけれないんです。それで、物産で８

時から集めたものを、当番が決まっていて、それは無料だったかな。その会員の皆さんが直

に給食センターの裏のところに運んで行ってくれるんです。ただ、自分も忙しいので、忘れ

る方もいますよね。月に一遍か二遍回ってくるっきりなので、物産の裏からコンテナに入っ

た注文の野菜を運んでいくんです、給食センターへ。それも当番制で皆さんやっていらした。
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忘れる方がいると、物産の人が電話してくる。今日、給食会忘れているよと言って、その農

家の方が持って行ってくれる。そういうこともたびたびありました。 

  他の直売所はできないだろうと。確かにその経費を見て、行政が本当にやる気だったら、

そういうコーディネーターを復活させて、やはり給食室と直売をつなぐ方がきちんと出て、

経費を見てくれるのであれば、それはできると思う。農業委員会なり再生協議会なり、農政

の関係で農家の方と手をつなぎ、それが教育委員会と手をつなぎやれば、絶対できない話で

はないと思う。でも、それを理解してくれるのは市長さんなんですか。皆さんに、職員の方

に文句を言って申しわけない。給料をもらっていらっしゃるから、それは言えることと言え

ないこととあるけれども、こんな状況になる前に、どうして給食の委員さんや議会さんや市

長さんも、何でこんな話、おかしいということを誰も思わなかったんですかね。 

  今日、４人の方がいらっしゃるけれども、誰にも言いませんので、おかしかったと思う方、

手を挙げていただけませんか。 

  現場でこれほど接していられる給食センターの方々は、そういう感じはしなかったですか。

素朴な疑問です。 

教育部長 ありがとうございました。 

  すみません、私も支所にいたコーディネーターの方というような話は、私も今、初めて聞

いたところでございます。 

  ただ、先ほども言いました、できることであるなら、今の物産センターの仕組みを是非他

のところへ広げていきたいとは思っておりますので、またちょっと私もその辺のお話詳しく

ないので、また農政と打ち合わせする際に、ちょっとその辺も含めて打ち合わせをしていき

たいなとは思います。 

学校教育課長 貴重な話をいただきまして、本当にありがとうございました。 

  じゃ。 

参加者 地元のことなので、今日参加して、いろいろお話を聞かせていただいています。 

  いろいろ難しい話が出てきているんですけれども、ちょっと私、大変単純な話をさせてい

ただきたいと思うんですけれども、今日の資料と、あと市の方の説明の中で、いろいろ学校

給食に対して大切なこと、目標、安心・安全だとここにもありますけれども、食育の推進、

地産地消の活用とか、あと、効率の話であるとか、言ってみれば今の時代だったら当たり前、

しゃくし定規のようなお話、いろいろ説明していただいたわけですけれども、もう一つ学校

給食で大切なことがあると思うんですけれども、どんなものだと思われますか。 
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教育部長 一通りちょっと私もお話ししたつもりです。人づくり、地域づくりというのも多分

お話はしたかと思いますし、すみません、ちょっと今の私では思いつきません。 

参加者 そうですね、本当に単純な話なんですけれども、今日、こちらの会場のほうの方から

はそんなお話も何人かされていたんですけれども、おいしい食事を子どもたちに食べさせて

あげたいということが、一つ大変大事なことだと思うんです。 

  堀金の食事、給食がおいしいといううわさは私も聞いていたんですけれども、私たちは本

当なのかなと。まあおいしい給食なら是非続けてもらいたいと思っていたんですが、今日お

話を聞いていれば、確かにおいしいということで、その中でなぜおいしいかみたいなお話も、

今日いろんな方から説明を受けて、私もなるほどと思って大変感心して聞いていたところな

んですけれども、自校給食であるとか歴史だ伝統だみたいな話、そういうものによって、今

の学校給食が、堀金の給食が、おいしい給食が提供できるようになるということなんだなと、

今日、腑に落ちたところです。 

  私、いろいろ口実の問題だとかいろいろあるんですけれども、堀金の給食があまりおいし

くなくて、三郷の給食のほうがおいしかったら、これは今日、一刻も早く予算をつけてセン

ターにしてくださいとう話になると思うんです。それが、やっぱりもう皆さん堀金の給食が

おいしいと知っているもので、是非これを継続してもらいたい。そういう話だと思うんです。 

  なので、まず統廃合をやるよりも、これは他の給食センター、今日はセンター長の皆さん

もそろっているというお話なんですけれども、自分のところで出す給食についてどう捉えて

いるというか、どうやっていきたいのか。堀金の給食に追随しておいしい給食を出して、三

郷の給食のほうが堀金よりかおいしいよとなったら、これは、まあ時代が変わればいろいろ

と状況が変わると思うので、効率的にやっていただくのも結構だと思うんですけれども、ち

ょっとそのおいしい給食を是非続けていただきたい。そういう思いでおりました。 

中部学校給食センター長 今、堀金の給食がおいしいということで、皆さんこちらに来られて

いるということですけれども、私も中部も他のセンターも食べたことがございますけれども、

他のセンターがまずいということは、私の感覚ではありません。それは、それなりに各セン

ターで調理員の方が一生懸命つくってくださって、それを食べてみえるのに、うちに帰って

うちの食事よりも給食センターのほうの食事のほうがおいしいという学校はあります。 

  他の全部が全部ではありませんけれども、子どもさんの意見を、訪問給食とかに行って子

どもと話す中でも、給食センターのカレーはおいしいね、うちのカレーよりもおいしいねと

いう子どももいます。だから、一長一短で、感覚的なもので、私の味覚がどうのというとこ
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ろもありますけれども、各センターが一生懸命おいしい給食をつくっているのは確かですの

で、そういう気持ちもわかっていただきたきたいと思いますし、堀金の給食もおいしいと思

います。その気持ちも大事だと思いますし、他のところも一生懸命やっているということも

ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

学校教育課長 約束させていただいたお時間が来ておりますが、最後にどなたか、今日初めて

発言される方がいいですか。 

  はい、どうぞ。 

参加者 私もいろいろ難しいこととかは言えないんですけれども、私も一人の母親として言わ

せていただきます。 

  私もここで育って、給食を食べてきました。私には姉がいて、姉はもうそれなりの年なん

ですけれども、実家に来るたびにやっぱり給食の話をします。 

  子どもたちとも、まず給食の話をします。今日はどんな給食だったとか、子どもとの会話

にもなります。それも親子のそういうつながりにもなるんじゃないかと思っています。ちょ

っと元気がないなというときも、まず給食の話をします。そこから子どもの笑顔が出てきた

り、そこからまた違う話に膨らんでいったり、そういうことも大事じゃないかなと私は思っ

ています。 

  私も子どものときに、授業をして、ああ、おなかがすいたな。給食室のほうからにおいが

来て、もう少しだから頑張ろう。学校に行くのもそういう楽しみの一つであったりします。

長男が、今日はちょっと行きたくないなというときも、今日はこんな給食だと、それで行く

元気にもなります。ちょっと嫌なものが出るときにも、それもまた話題にもなります。 

  それと、すみません、確かに今日９時までだという話なんですけれども、時間を見ながら、

こんな大事な話をしているのに、やめてもらえないですかね。私も親なので、いろいろ教育

にぶつかったりもします。でも、この子たちを何とか社会に送り出そうという気持ちで、一

生懸命子どもと向き合おうと考えています。ここへ来ている方たちも、みんなそういう思い

で来ているんじゃないかと思うんです。それなのに、こんな大事な話をしているときに、時

計を見ながらというのはとても悲しいです。この資料を見たときにも、デメリットの話を見

たときも、何でかな、マイナスのことだな、マイナスの話ばかりだなと、何で入っているの

かなと思ったけれども、一番今日私が悲しかったのは、こんな大事な話をしているときに時

計を見られたことです。 



令和元年 5月 22日  学校給食センター市民説明会（堀金会場：午後） 

－29－ 

  以上です。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  それでは、他にございますか。 

参加者 時間を押して申しわけないのですが、うちの娘は中学２年になって、私も堀金が母校

です。それで、給食がおいしいということは娘よりも、娘が三郷のＡＣＣに行っていて、そ

このお友達と話すときに、三郷の子が、一生懸命つくられているかもしれないんですけれど

も、給食が冷たくてまずいと。堀金はおいしいということで、学校の先生もいろいろ回って

きたけれども、堀金の給食が一番おいしいと言っていると思います。 

  今日、いろいろなお話を聞いていたんですけれども、おいしくて温かいものを食べるとい

う陰には、皆さんの努力の結晶があるんだなということをすごく感じました。そんなところ

を何とか継続してもらいたいし、モデルケースとして何とか存続してもらえないかなと、そ

ういうやり方もあるじゃないかなということで、行政の方々に頑張ってもらいたいと思いま

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。 

  他はいかがでしょう。 

  どうぞ。中央の女性の方。 

参加者 私もQ食の会で運んだりボランティアをやっているんですけれども、このデメリット

というのがありますよね、物産センターの利用の。それは、やっぱり給食の先生たちと、作

付することから始まらなきゃいけないものですよね。それも今始まって、すぐやってできる

というわけじゃないですよね。そういうことも考えていただいて、こういう地産地消という

のはできていくんじゃないですか。そういうことも考えていただきたいと思います。 

  それから、ちょっとお聞きしたいんですけれども、堀金の場合は配送員さんがあるんです

けれども、他の地区の方たちのほうは配送員さんという方はいらっしゃらないんですか。 

中部学校給食センター長 配送員につきましては、他のセンターは民間へ委託しております。

堀金につきましては、配送員もやっていただきますし、何か洗浄だとか他の仕事と兼ねてや

っていっているものですから、こういう方に依頼をするというところです。 

  以上です。 

参加者 それもやっぱり経費として出ますよね。ここには載らないんですけれども。 

中部学校給食センター長 出ています。 

参加者 そうですよね。だから、ここちょっと書いておいていただかなきゃ不公平な感じがす



令和元年 5月 22日  学校給食センター市民説明会（堀金会場：午後） 

－30－ 

るんですけれども。 

  以上です。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  では、続けてお願いできますか。 

（「すみません」の声あり） 

学校教育課長 ちょっと待ってください。 

  他に、はい。 

参加者 内容に関してはいろいろな方が非常にためになることを言っていただいたので、ちょ

っと私はしませんけれども、今回のこういうお話というのは、ＰＴＡの人たちはほとんど知

らないんです。先ほど西村部長が常任委員会で話しましたという話をおっしゃいましたけれ

ども、常任委員会、例えば中３だったらもう卒業していますし、実際に僕の周りに聞いても

ほとんど今回のことを知らないという方は非常に多いです。 

  ですので、やはりこれは、例えばこれからのＰＴＡのいろいろな会議やそういうところ、

懇談会などで、是非これをＰＴＡの中で話していきたいようなことなので、今回の、例えば

何回か説明会をされました。そこで出た意見とかいろいろな説明、先ほどの物産センターの

方のお話だとか、ほとんど誰も知らないんです、ＰＴＡは。なので、こういうふうな意見を

可能な限り詳細にまとめていただいて、ＰＴＡのほうに提供していただけないでしょうか。 

  市のほうで、教育委員会のほうで作っていただいた資料は、もちろんそれはそれで結構で

すけれども、それに対して、今回の説明会で出たいろいろな意見、可能な限り詳細に、もち

ろん個人名は必要ないですけれども、それをやはり参考にして、これからもＰＴＡ、あるい

は保護者会、そういうところでも積極的な議論をしていきたいというふうに呼びかけたいと

思いますので、是非多くの方の意見を聞きたいというふうに先ほど西村部長もおっしゃられ

たので、その一環として、なるべく早く今回のいろいろな議論された内容をまとめて、資料

としていただきたいと思います。 

  以上です。 

学校教育課長 少し持ち帰って検討させていただきたいと思います。 

（「すみません、最後に」の声あり） 

学校教育課長 はい。 

参加者 提案ですけれども、すみません、私もこの機会を与えていただいたことによって非常

に地域の子育てということで、地域ぐるみの子育てということがもうとても大事なんだとい
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うことに新たに感じております。 

  ですから、これでセンター方式に統合するのがありきということではなくて、これを機会

に地域ぐるみで安曇野市の子どもたちをどう育てていくかということを、今、○○さんがお

っしゃったように、ＰＴＡの皆さんがもちろん中心になって、私たち高齢者も常に子どもた

ちのことは考えていますけれども、なかなかその場に入っていけないということがあります

ので、是非地域ごとというのですか、そういうところでこういう会合を開いていただいて、

どうやって安曇野市の子どもたちをいい子に育てていけるかなというのを、これをきっかけ

に開いていっていただきたいなというふうに思います。小まめにやっていただければ、私も

できる限りのことで参加していきたいなというふうに思いますので、提案です。お願いしま

す。 

学校教育課長 ありがとうございました。 

  よろしいですか。 

（発言する者なし） 

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

 

◎閉 会 

学校教育課長 お約束の期限、十二、三分程度超過をして大変申しわけございませんでした。 

  それでは、最後に西村教育部長よりご挨拶申し上げます。 

教育部長 長時間にわたり、大変ありがとうございました。 

  いろいろと貴重なご意見、提言、たくさんいただきました。皆さんからいただいた意見、

提言、先ほど申し上げましたとおり、教育委員会、また学校給食運営委員会のほうへつぶさ

にお伝えする中で、またここの方針等、決めていっていただく材料にさせていただきたいと

思います。 

  本当に本日はありがとうございました。 


