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○委員長開会宣言
○市場委員長

これから平成２５年第１回白井市教育委員会臨時会を開会します。

本日の出席委員は５名です。

○初めに議事日程につい て 、本日、協議第１号「 指定校の変更について」 が提出されました。これ を
日程に追加することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
○市場委員長

それでは、日程に追加します。

○会議録署名人の指名
○市場委員長

会議録署名人の指名をいたします。髙城委員と石垣委員にお願いします。

○前回会議録の承認
○市場委員長

続きまして、会議録の承認に入ります。

平成２４年第１２回定例会の会議録について、訂正等がありましたらお願いします。
特にございませんか。ないようでしたら、承認といたします。

○市場委員長

非公開案件についてお諮りします。

本日追加のありました 協議第 １号「指定校の変 更について 」は、個人に 関する 情報であることか ら 、
非公開がよろしいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「はい」と言う者あり〕
○市場委員長

それでは、非公開といたします。

○議案第１号
○市場委員長
○清水教育部長

学校給食共同調理場の整備について

議案第１号「学校給食共同調理場の整備について」説明をお願いします。
議案第１号「学校給食共同調理場の整備について」。学校給食共同調理場は、場所を

移転し新築とする。平成２５年１月１７日提出。白井市教育委員会教育長

米山一幸。

提案理由でございますが、老朽化した学校給食共同調理場の対策として検討した結果、移転し新築す
ることが妥当と判断されるため、提案するものです。
理由につきましては、４点まとめてみました。１点目でございます。移転し新築する場合には、現存
の調理場を使用し、これまで通り給食を供給しながら新しい調理場に移行できるためでございます。２
点目、現在の調理場の設備では、保健所等の指摘・指導事項の改善には限界があるため、学校給食衛生
管理基準を満たす新しい施設とすることで、安全上・衛生上の課題が解消されるためでございます。３
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点目、現用地での建て替えについて、県の建築指導課に確認したところ、現在の用途地域となる第２種
住居地域においては、これ以上の規模のものが建設されることは、当時と異なり現在は付近に住宅・ア
パートが隣接していることなどにより、周辺に与える環境への影響などを考慮し好ましくないため、許
可されないとの回答を得たところでございます。４点目、現在の調理場は、平成１３年の耐震診断の結
果、構造耐震指標はＩｓ値が０.５７であることから、地震の振動及び衝撃に対して崩壊し、又は崩壊
する危険性があると判断されていることによるものでございます。
以上の４点の理由から、移転・新築が妥当と判断しているところでございます。
このことについてご協議していただくわけでございますけども、この理由をまとめるにあたりまして、
学校給食共同調理場運営委員会を開いて、そこで意見を伺っていますので、その主な意見について紹介
させていただきます。
１２月の教育委員会議のときに、委員の皆様には、庁内検討委員会の報告書を提出しまして、幾つか
の案を見ていただいたところでございます。まず１人の委員さんからこういう意見が出ました。改修パ
ターンの比較を見ると、新築・移転以外はお弁当となっていて、１年もお弁当となると家庭によ っては
自分でお弁当をつくると言い出す親もいるだろうし、ばらばらになってしまう。保護者にとっては負担
になるのではないか。また、違う委員さんでございますけれども、給食の安心という部分からすると、
新築の５０年以上安心というのは魅力的に映る。そうなると、新築・移転を選択するのが無難ではない
か。また、違う委員さんでございますけれども、センターは築３０年、普通の鉄筋の建物でも２５年が
寿命と言われている。新しいセンターができると視察に行くが、みんなきれいで、立派で見学 もできる。
それからすると、白井市の給食センターは老朽化が激しい。耐震設備を整えた上でやるといっても、給
食センターとしての進歩がない。また、違う委員さんでございますが、費用対効果やお弁当の件、耐用
年数、給食の供給に対して継続ができるなどを考えれば、新築・移転がよいのではないか。また、違う
委員さんでございますが、５０年安心の新築・移転がいい。さらに、建物もそうだが、現在の場所だと
道路が狭いと思う。給食を間に合わせようと焦って出入り口での接触事故が心配。それを考えると新築
・移転案がいいのではないか。最終的にこの運営委員会のまとめとして、委員長さんの発言でございま
すけども、現時点では当委員会として、新築・移転案ということで意見が一致したので、新築・移転案
を推薦したいというご意見をいただいたところでございます。
以上でございます。移転・新築につきましてよろしくご審議のほうをお願いしたいと思います。
○市場委員長
○石亀委員

議案第１号について、質問、意見等ありましたらお願いします。
新築・移転 については、学校給食共 同調理場運営委員会のほ うからも意見の交換がさ

れて、新築・移転案を推 薦したいという ことがあ りますので、それを受け 止めて、前向きに進んで
いただければいいのかな と思 いますが、移転につ いては、現在の場所では 、建 て替えについては許
可されないということも あるということで、実際 どこに移転するのかとい う、そのあたりのめどと
いうのは、今の段階ではいかがなんでしょうか。
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○市場委員長

清水部長。

○清水教育部長

建て替 えも当然考えたわけで ご ざいます けども、結論的 には、それは無理だとい

うことで、新しい土地を 見つけていかな いといけ ないという課題がござい ます。現在、桜台小中学
校のほうが単独給食にな っていますけども、今の 共同調理場から 遠いとい う問題も以前あったとい
うことを聞いております 。そ う考えると、市内１ ４校を考えたときに、な るべく真ん中あたりがい
いだろうという話題は出 ているわけでございます けれども、具体的にこの 土地があるから、ここに
するという具体的な案はまだない現状でございます。
○石亀委員

その用地を どこにするのかというこ とは、早急に検討してい っていただきたいと思い

ます。加えてなんですけ ども、どこから財源を捻 出していくかということ も非常に気になるところ
なんですが、その点はいかがですか。
○清水教育部長

１２月 の教育委員会議のときに お示ししました 資料に、 最終案、新築 、移転案、

４案ほどのプランがござ いますけ れども、それぞ れ経費が 違います。共通 しているの は、補助金が
使える部分については国 の補助金を運用したい。 また、地方債が使える部 分については地方債を使
うということが考えられ ますけども、 市独自でお 金をかなり出していかな いといけないということ
は、表を見ていただくと わかると思います。お金 につきましては、教育委 員会だけで考える問題で
はありませんので、この 後、財政 部局等と十分協 議していかないといけな というふうに認識してお
ります。
○髙城委員

最近、給食 でアレルギー事故が多い ようですけ れども、新し い施設で の対応はどのよ

うにお考えでしょうか。
給食センターとしての 進歩とありましたけれど も、現在の給食センター と 比較して、これからの
新しい給食センターの施設は、給食センターの進歩という点でどのようにお考えでしょうか。
○清水教育部長

まず、 アレルギー対応でござい ますけ れども、１２月議 会でも話題になったとこ

ろでございます。現在白 井市内 で共同調理場のほ うは、アレルギー食対応 が提供できていないとい
う現状でございます。桜 台小中のほうは自校方式 ですから 、対応できてい る部分があ りますけれど
も、共同調理場はできて いない。どうし ているか というと、アレル ゲン表 というものを配って、ど
ういう食材が入っている か らというものを事前に 保護者に配 り、それを保 護者と子どもが事前に見
て、それを食べないよう にするということで 防止 を図っている ところでご ざいます。これを今後ど
うしようかというところ で、一部はできていて、 一部はできていないとい う ことになりますので、
運営委員会でも意見は出 てい ますけれども、新し い調理場にしたとき、ア レルギー食の対応ができ
るようにしていきたいということは考えております。
先ほどの２点目の質問 の進歩がないといったと きの１つは、ま さにこの アレルギー食の対応です
けども、アレルギー食を つくるためには、新しい 独立した部屋 がないと、 例えばそば粉、小麦粉、
そういったものに反応す る ような場合には、それ が舞うだけでアレルギー を起こしてしまう可能性
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があることから、独立し た部屋をつくらな ければ いけない。今の共同調理 場では無理なわけですの
で、それが移転して新築 になれば、アレルギー食 に対応した施設をつくっ ていきたいというふうに
考えているところです。
○石垣委員

近隣の実態 では、公設民営、あるい はＰＦＩの運営がなされ ていると思 いますけれど

も、それぞれ見るとメリ ット・ デメリットがある と思います。白井市で運 営する際に、具体的にど
のような検討がされてきたかということについてご説明願います。
○清水教育部長

資料７ ページの公設民営・ＰＦ Ｉ・民設民営のメリット ・デメリット、こういっ

たものが出ております。 ここで全部読むわけには いきませんので割愛させ ていただきますけれども 、
８ページ目のほうに県内 の共同調理場の建 て替え 状況 ということで、上か ら６市につきましてはＰ
ＦＩで動いていて、下の ６市につきましては公設 で動いているという状況 でございます。質問の白
井市はどういう方式をと るの かということでござ いますけれども、ＰＦＩ のほうを見ていただきま
すともう運用が始まって いるところと、これから 運用が始まるところがあ ります。例えば浦安市を
見ていただくともう運用 が 始まっている。鎌ケ谷 市を見ていただきますと これから運用が始まると
いうことでございますけ ども、どこを見ても、運 用期間 がまだ終わってい ません 。一番早いところ
でも１８年から始まって 、ＰＦＩの場合は１５年 間のスパンで考えていま すので、平成３３年度に
ならないとその成果とい ったもの が、しっかりと した分析ができないとい う状況がありま す。ＰＦ
Ｉのメリット・デメリッ トは、いろいろ言われて はい ますけども、実際に これを１５年間やってど
うだったかという部分に ついての検証ができてい ないし、難しいという部 分があります。公設で、
例えば調理場を民営にす るという場合はどうかと いうと、これについても 、ＰＦＩと比較し た形の
考察ができていないとい うことがありますので、 いろいろ資料を集めて検 討 をしているところです 。
もう一つ見ていただきた いのは、供給能力の部分 です。同じくＰＦＩ、公 設民営といっても何食つ
くるかによって、その利 点といったものがあらわ れるか、あらわれないか 、変わってくる というこ
とです。こういったこと を専門的に分析していか ないといけないというこ とで、来年度白井市とし
ては、どういう方式がい いのかということを専門 家のコンサル で検討して いただ くことで、今予算
化に向けて動いているということでございます。以上でございます。
○石垣委員

先ほど学校 給食共同調理場運営委員 会の 方の意見が参考とし てご紹介ありましたけれ

ども、この委員の方々の構成メンバー、どのような方々が参加されているのでしょうか。
○清水教育部長

主な委 員になりますけれども、 健康面ということから学 校医、あと 学校のほうの

意見を反映したいと考え ているということで、 学 校の校長先生、あとやは り子どもが食べますので 、
保護者の方の意見も当然 聞かな ければいけません でＰＴＡの代表の方、保 護者代表の方に入ってい
ただきました。あと、専 門家の意見を聞くという ことで、専門家を１名入 れております。また、広
く市民の意見を聞くということで、公募によって市民の方１名にも入っていただきました。
○石垣委員

そうすると、保護者の方の意見も反映されるということでよろしいですか。
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○清水教育部長

保護者 が入っておりますし、保 護者と接している校長、 教頭も入っております の

で、保護者の意見は反映できているというふうに考えております。
○石亀委員

一番現場の ことをよくわかって現場 に近い方、また、専門性 もある方の意見も含まれ

ているということですの で、その方達の意見を 基 に改善の方向で話を進め ていっていただきたいと
思っています。それにあ わせて、先ほど髙城委員 が言っていたアレルギー 問題についてですけれど
も、施設の内容が非常に 高機能化してくると、そ れに頼りがちな部分も出 てくると思いますので、
特にアレルギーに関して は、きっちりとした対応 ができるという、そうい う可能性も高まって くる
という期待はありますけ れども、それと同時に、 そうではあっても二重、 三重に、事故を防ぐため
にもアレルギーに関して いえば、保護者も それに しっかりと、自分の子ど もがどうしたらいいかと
いうこと、子ども自身も 自分の身を守るためには どうしたらいいかという こともあわせてしっかり
と身につけた上で、そう いう機能性 のある給食セ ンターを最大限 享受でき るというような、 そうい
うシステムも同時に、意 識改革というんですかね 、そういうことも同時進 行でやっていけると、白
井市の給食としては非常 にいいというふうに思い ます。 この移転・新築に 関してでは ないんですが 、
そういうこともあわせて考えていくことも必要と思います。
○清水教育部長

先日の 東京での大きな事故につ きましても、アレルギー 食を提供していたにもか

かわらず起こってしまっ た ということでございま すので、今委員さんがお っしゃられたように、施
設でちゃんとしたものを つくれたとしても、その 運用をしっかりしていか ないと事故が起 こるとい
うご指摘だと思いますので、そういったものを課題として気をつけていきたいと思います。
○石垣委員

先ほど石亀 委員もおっしゃっていた ように、専門の方も入っ ていらっしゃる、それか

ら保護者の方も入ってい らっしゃるということで 、検討されていると思 い ます けれども、一般的に 、
公共施設を建てる場合は パブリックコメント を市 で 行うということがある と思うんですが、 そのへ
んはいかがでしょうか。
○清水教育部長

制度的 には、公共施設と言われ るものをつくる場合には パブリックコメント、い

わゆるパブコメが必要と いう 規定がございます。 しかしながら、共同調理 場といったものは公共施
設の位置づけではなくて 公益施設という位置づけ になっていまして、不特 定多数の人がそこを利用
するという、いわゆる公 共施設ではなく、特定の 人にかかわる ものに関す る施設でありま す。しか
も、そこを使用するので はなく、特定の人が食べ るものをつくるための施 設というところで、パブ
リックコメントを必要と するという施設ではない ので、運営委員 会のほう で意見をもらっています
ので、特段、パブコメの必要性はないというふうに考えております。
○石亀委員

場所と財源 というのは、どうするの かなということ で一番気 になるところですので、

できるだけよりよい方法 を皆さんで、自分達も含 めてどんな方法があるの か 、いろんなことを十分
に協議して、一番いい方法を考えていっていただけたらと思います。
○米山教育長

石亀委員 のほうから話がありまし たとおり、まず、用地の 確保に向けて早急に教育
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委員会として動き始めた いと思います。それと財 源については、１２月の 教育委員会議 に出した報
告書、約２０億円程度と いう本当の粗削りの数字 ですけども出ております ので、これの財源 につい
て財政課と協議をさせてもらいたいと思います。
先ほど部長が説明した とおり運営の手法、また 、建物については公設、 ＰＦＩというものがあり
ますけれども、結論が出 ていないということで 、 どちらを選択したほうが 安全で、なおかつ安定的
な給食が供給できるかと いう のをもとにして、コ ンサルにかけて検討した いので予算化に向けて動
いています。
もう１点が、今後アン ケ ート等を実施するかと い う ことですが、アンケ ー ト等については、既に
給食運営委員会、保護者 の代表 、学校の代表等が 入っておりますので、お おむね意見はそこで聞い
ているという判断と、ま た、給食については、現 在の給食 同等以上のもの が供給されると予測され
ますので、場所とその建 物の概要等については 、 パブリックコメントやア ンケートは 考えていませ
ん。その中で、先ほど髙 城委員のほうから質問が あったアレルギー食につ いての対応であるとか 、
見学施設であるとか、現 在保健所から指導 をされ ている 検収の場所である とか、いろんな衛生上の
問題をクリアするための 内容等についてはど こか で意見を聞くことはある とは思います 。ただ、食
数について、白井市の人 口の伸び、子ども達が何 人ぐらいになるのか、そ の辺の数値によっても建
物の規模が変わることも ありますので、 最大を７ ,０００食にするのか、 ８ ,０００食にするのか 、
その辺の議論が必要にな ってくると思いますので 、給食運営委員会 や教育 委員会議の中で検討して
いきたいと思います。
○市場委員長

他にありませんか。

なければ、まとめたい と 思います。各委員から い ろいろ と質問や意見が 出 ました ので、付帯条件
をつけて新築・移転を承 認したらどうかと思いま す 。付帯条件としては、 １点目として用地の取得
に取りかかること。２点 目として 整備手法、公設 民営・ＰＦＩについては 合理的な手法を早期に検
討すること。３点目とし て 財源を確保するため財 政担当と十分な協議を進 めること で、学校給食共
同調理場は移転・新築をするということでいかがでしょうか。
また、先程ありました が 、 学校給食運営委員会 に おける意見は移転・新 築 であ ることや、学校や
保護者の関係人が委員に なって おり、給食センタ ーは公共施設の位置付け ではなく公益施設の位置
付けであるとの説明があ りましたので、 アンケー ト等の実施は 特に必要は ないと思いますがいかが
でしょうか。
〔「はい」と言う者あり〕
○市場委員長

承認といたします。
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非公開案件

○協議第１号

指定校の変更について

○以上を持ちまして、本日の会議を終了します。次回の会議は２月６日です。
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