
第 2 回生駒市学校給食センター更新懇話会 
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    主査  西谷 壮央 
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６．傍聴者     ４名    

   



午後 3 時開会 

 

 

○教育長挨拶 

 

○案件１ 学校給食センター整備の先進地事例の紹介について 

 大和郡山市立小学校給食センターあすなろの紹介ＤＶＤを上映 

（質疑） 

参加者：１食当たりのコストはどの程度か。 

事務局：コストの確認はしていない。 

参加者：ＤＶＤではフライヤーをはじめ色んな機器が映っていたが、これだけの機器

があれば結構なメニューができると思う。 

事務局：現給食センターは非常に狭く、フライヤーはあるが、それ以外の焼き物の機

器等がない。焼き物は、蒸し器でレトルト品を温めて調理している。例えば

大和郡山市では、スチームコンベクションオーブンという機械があり、それ

で焼いたり蒸したりしている。新センターでもそういうものは導入したい。 

参加者：すごく良いものを見せていただいた。生駒市の予算で、同じようなものはで

きるのか。 

事務局：この程度は、標準仕様なので、こういう仕様にしたい。これについては、今

後、議会の予算等の承認が必要。最近の事例を見ると、このような最新式の

センターが多いので、同じようなものにしたい。 

参加者：アレルギー対応については。 

事務局：現在、生駒市ではアレルギー対応はできていないので、アレルギー対応表を

保護者に配布し、該当のアレルゲンが含まれる献立をその児童生徒は食べな

いという対応をしている。今後、新センターになれば、アレルギー対応の部

屋をつくり、出来たら乳・卵ぐらいには対応した給食を提供したいと考えて

いる。 

参加者：神戸市では今、アレルギー対策をやっており、保護者が簡単なフォーマット

の用紙を毎日学校に出し、それを集約してセンターに流れるというアレルギ

ー対策があるが、生駒市の場合はどういうふうに対策をしているのか。 

事務局：アレルギー症状の児童生徒は、各学校にまずは申し出てし、センターの栄養

士と学校の担任、養護の先生、所長も入り、アレルギー対応について面談し、

可能な範囲で除去するというふうな形が一般的で、生駒市もそういう対応に



したいと考えている。 

参加者：もちろん学校とも連携し、担任の先生はもちろん、養護の先生、管理職も入

って、お互いに連携しないといけないと思う。教育委員会も学校給食センタ

ーとしても連携していかないといけないが、大和郡山市のアレルギー対応も

かなり丁寧に連携をとっていたの。今、現状出来ていないところ、ゼロから

スタートしないといけないので、そこは慎重にやっていきたい。アレルギー

の指針も出たので、そういう国の指針を元に連携してやっていきたい。 

座 長：意見にあったように、スチームコンベクションオーブンは、必ず設置される

と思う。併せて、設備でティルテイングという炒め物をするのに使うような

機器は設置するのか。 

事務局：ティルティングパンは、どれぐらい対応できるか。平べったいフライパンみ

たいなものだが、それは食数に見合ったものかを見ながらになる。 

座 長：アレルギーについては、各学校でアレルギーの対応委員会をつくり、その中

に校長先生をキャップにして、関係の栄養教諭、担任の先生が入り、学校毎

で共通理解を進めていかなければならないと思う。当然、センターとの連携

調整がポイントになってくる。センターの方で、どの程度の食物アレルギー

対応をするのかを決めると思うので、その範囲で各学校に対応してもらうこ

とになるかと思う。 

参加者：先ほどの映像で、大和郡山市が地産地消を積極的にやっているとのことだが、

実際にどの程度の食材なのか。生駒市では地産地消をやっているのか、どの

程度を目指すのか。目指せば目指すほど値段が高くなるのではし。 

    もう一点、災害時に給食センターを利用するというのは、大和郡山市にはな

かったが、生駒市はどう考えているのか。災害時に利用するのかしないのか。 

事務局：生駒市では、現時点では大根、玉ねぎ、黒豆については生駒産の地産地消を

行っている。ただ、供給量の問題があるので、玉ねぎは６月、大根は 12 月か

１月の冬場だけになっている。黒豆は、黒豆を練りこんだ黒豆コロッケを使

用している。これ以上の協力体制が出来ていないが、今後協力農家があれば、

どんどん取り入れていきたい。 

    なお、奈良県産の食材は大いに使っている。大和マナ、ヤマトポーク等を地

産地消として使用し、新しいセンターでも積極的に使っていきたい。 

    ２点目の災害対応については、後ほどの基本構想の方で説明する。 

座 長：地産地消は、前回の会議資料の 12 月分献立にも詳しく地産地消がわかるよう

に記載されている。今でも積極的に取り組み、こんな形で子どもたちの保護



者に資料として配布しているので、教育としての効果も非常に高いのではな

いかと思う。 

      

○案件２ 学校給食センター更新整備計画の基本構想（案）について 

事務局から資料１に基づき説明。 

参加者：学校としては、アレルギーを持つ児童生徒への対応が非常にありがたい。 

対応食が北部センター160 食、南部センター80 食ということで数字があがっ

ているが、実際にはアレルギーの子供も増えているので、今後モデルプラン

ということではなく、もう少し幅広く対応出来るような形で考えてほしい。 

事務局：モデルプランでは、例えば北部センターで 160 食つくるためのキャパシティ

ーを設けるというだけでなく、それに伴う人員も考慮していく。 

来年度以降、詳細な設計に移ったら、対象となる児童生徒の実態を調査し、

必要な人数に対応できるアレルギー対応調理室の設置出来るよう設計に反映

させたい。 

参加者：アレルギー対応について、もし誤食してしまったときにショック状態になっ

たら、学校でエピペン対応をするという前提ですか。危機管理と行った中で、

危機が起こったときに出来なかったとなってしまうと、命にかかわる。 

アレルギー対応するということは、何か起こった時のことは考えているのか。 

事務局：まず、アレルゲンは除去するので、当然、アレルゲンが入っていない給食を

提供するということ。今でも誤食の可能性はあるが、その場合の対応につい

ては学校の方で対応してもらう。 

参加者：学校では、保護者からそういう情報を得ており、いざというときのためにエ

ピペンを預かることもあり、現在も個別対応している。 

参加者：中学生の場合は、小学生と違い、個人が学校のどこに置いているかを把握し

ており、そういう対応もしている。 

参加者：わかりました。あと、２ページの基本理念のところで、保護者として気にな

るのは（ケ）と（コ）だと思うが、その中で（ケ）の交流コミュニティー機

能というのは、具体的にどういうことを考えているのか。 

事務局：例えば、ＰＦＩに限定して話をすると、事業者から付帯事項として、親子料

理教室とか、親子で栄養について学ぶとか事業者のノウハウを活用した教室

とかを求めることが可能。仮にＰＦＩになった場合、そのようなことを事業

者に求め、コミュニティーのようなものを形成できるというようなソフト面

も考えていきた。 



参加者：現在、小学校では平日に勉強会を兼ねて試食会というのがあるが、やはり平

日働いているときに行きたいと思ってもなかなか行けない。例えば給食セン

ターで予約をすれば、どこの部屋で気軽に給食の試食が出来るというような、

もう少しオープンな感じでいくことができればいいかなと思う。 

事務局：それは、土日とかいう話か。 

参加者：土日とまでは言わないが、例えばたまたまその日に仕事が休みだったとかで、

ママ友みたいな会で、皆で集まって試食をしながら、こんなん子どもは食べて

いるのかというようなことを話せる場所があればいいなと思う。 

事務局：このような懇話会ででた意見について、今後の計画に反映したい。 

参加者；（４）基本条件のその他のところにある、自然災害の場合、一方のセンターの

方にという段について、例えば南センターの方が使えなくなって 8,000 食の

方でというのは現実的に可能かなと思うが、逆の場合の想定というのはどう

考えているのか。例えば、もともと余剰のある規模の建物を最初から考えて

いるのか。災害時は、緊急事態なので２回、３回目というのか、時間をずら

してでも後からというように考えているのか。 

事務局：そこは全く白紙。ただ、そういうことも検討していかなければならないと考

えてここに入れた。これから本格的に設計に入ったら、参加者の意見を得な

がら、費用対効果も踏まえて考えていきたい。 

参加者：2 点あります。（４）基本条件の排水処理施設の件と４、事業スケジュールの

予定の件。先に４番の方から。これは北も南も調整区域ですが、給食センタ

ーは工場扱いで、都計法第 29 条か 57 条か 34 条か、その辺を協議しておかな

いと。ＰＦＩで実施した場合、県や市と協議、特に県と詰めておかないと、

工程が狂うような気がした。公共施設、行政がやる扱いで考えたらいいと思

うが、それが１点。 

    もう一点、排水処理施設で、北の場合、公共下水道処理区域外なので入って

ない。なので、この施設は、前処理、油水分離とか１次処理してからでない

と公共下水道に放流できないと思う。そうすると処理施設をつくる必要があ

る、基本構想はそういう計画だと思う。北小から南は宮方とか芝とかがある

が、そちらのほうから排水を富雄川に放流したときの窒素、リン、ふつうＢ

ＯＤ，ＣＯＤは当然、基準を守るはずだから 20ppm になるんだろう。特に窒

素、リンは水田とか用水に使われるので、自治会のほうが要望はあったと思

うが、同じようなやり方かその辺も検討が必要。窒素、リンも入れると３次

処理までいく必要があるかもしれないが、その辺の問題、意見です。 



事務局：まず、開発については、県と相談をしながらスケジュールに遅れのないよう

に進めている。 

 排水処理の方は、他の事例とか事業者に心当たりもあるので、どの程度出来

るかということは、再度確認をしたいと思う。 

参加者：現状は、富雄川の北小の方に下水本管入っていると思う。ただ、富雄川の河

床よりレベル的に上なので下をくぐれないと思うので、下水道管が来てもア

ウトだと思う。下水道管がＯＫでこちらがポンプアップすれば公共下水道に

流せるが、その費用対効果はどれが一番ベストなのか。地元の要望を受けた

上でする場合、受けない事情もあるだろうが、できるだけ受けてほしい。 

参加者：回廊型の見学通路というのは生駒独自なのか。 

事務局：最近では一般的で、昨年視察に行った愛知県田原市の給食センターも回廊型

になっていた。 

参加者：２点ありますが、３ページの地産地消のところですが、新しいセンターにな

った時に、費用を下げるにはやっぱり人件費か材料かを削るのが大きいと思

う。現在は東北のものは入れてなくてとか、食材はどういうものを使ってい

るか市のホームページで出ているが、そういうことを事業者に委ねる際、徹

底して今の食材の質を落とさないでほしいというのが１点目。 

    2 点目は、１回目の会議の時に幼稚園の話があったと思うが、幼稚園の給食

もつくるというのは、いつどの段階で決まるのか。ここの何千食には余裕が

あるのか。 

事務局：１点目については、仮にＰＦＩで民間に任せる場合でも、献立については市

の栄養士がたてる。食材についても、仕入れについても市が購入するので、

今と同様に保護者から徴収した給食費は全て食材に使うということに変わり

はない。 

    ２点目については、前回も説明したが、今後の協議の中で詰めていかなけれ

ばならないところであり、抜けているわけではない。その辺も今後はきっち

り進めていきたい。 

参加者：地産地消とか食材の話は、今説明したように、献立、仕入れ、物資の選定も

現在と同様に市がやっていく。荷受けは事業者もすると思う。そのような場

合も必ず責任を持って、どこの産地でどういうものが入って、だめなものが

入ったら交換できるものは交換、交換ができない場合は使わないという方法

もとっているので安心できると思う。 

 先程も地産地消の話があったが、生駒市はあまり農家も多くないので、現状



維持のまま、奈良県産のものを使いながら食材を選定していきたい。大和郡

山市は、ＪＡと直接提携して地産地消を進めているが、あそこには市場もあ

り進めやすいと思う。生駒市では、経済振興課や農家と調整しながら進めて

いるが、農家も高齢化が進み、冬の大根は寒くて重たいという声もあるので、

現状維持のまま、経済振興課とも協力しながら進めていきたい。 

参加者：今回、プロポーザル方式で行ったと思うが、仕様書とか実施要項とかをイン

ターネットで見たところ、今後検討していくということで工程が一応書いて

あった。そのＶＦＭで、ＬＣＣのライフサイクルコストを市が発注した仕様

書 30 年分で支出をやっているが、いろんな企業が提案をして設計施工、メン

テ、維持管理、運営も、それはこれから検討するのだろうが、それに乗って

くれるかこないか、ＬＣＣが 10 年レベルとか 5 年レベルだと、企業が何社来

て、またそこから更新、更新でいけるのだろうが、今、30 年で生駒市は検討

しているのだが、普通建物だと、私もＬＣＣでいけると、普通、建物という

のは 50 年、60 年だし、今回、鉄骨だと 50 年レベルだが、今回、30 年で仕様

書を出しているが、それで変わるのではないか。ちょっと単純な質問だが、

短くした方がいいのでは。市が何故 30 年にしたのか。 

長 大：今後の検討にはなるが、恐らく事業期間を検討していかないといけない。 

仮にＰＦＩでやるとしたら、一般的に大規模修繕が出るのは 15 年後ぐらいに

なる。あと、金利の固定化とかもあるが、やはり 15 年を超えると大規模修繕

費が必要となるうえ、それを入札に入れるとなると、事業所も多目に入れざ

るを得ないので、逆にＰＦＩだと損するという形になってしまう。よって、

事業期間としては 15 年ぐらいの設定になってくるのかなと考えている。 

    ただ、推測で話をすると、30 年でトータルどれぐらいお金がかかるのかとい

うことに対して、恐らく 30 年で出してほしいということだと捉えている。 

参加者：応募者が少ない可能性もあるわね。 

長 大：30 年にするとですね。15 年だったら、これまでの経験上それなりに入札があ

る。 

座 長：先ほど、アレルギーのことがあったが、実態調査をする中で、野菜のたんぱ

く質にもアレルギーがあるというようなケースもあるので、アレルギーの対

応種類がどのぐらいになるかというのも相当影響があるかと思う。数の問題

ではなくて種類。昔のように大豆と卵と小麦だという時代ではなくなってい

るので、そこが非常にポイントになってくるかと思う。 

    先ほど、期待する効果で食育の充実と教育効果の向上ということがある。 



ハードの面はもうきっちりなって、そのハードを使っていかに小、中学校の

教育の中で食育を推進していくか。推進の組織が教育委員会の指導の部局に

なるのか、あるいはセンターの裁量なのか、そこも非常に重要になってくる。 

    中学校なんかでは食育が重要なのはわかっているけれども、どういうふうに

していくのかというところで、非常に現場は苦慮しているようなところもあ

る。やはり教育委員会なりセンターの方でモデルケース等も示しながら進め

ていくことが非常に重要になってくる。 

    そういった意味で、それを給食センターが担うのか、教育委員会の方で担当

するのかというところも、いずれ検討が必要になってくるのかなと思う 

 

 

午後 4 時閉会 

 

 

 

  


