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会議の概要

１

会

開

岡山市学校給食運営検討委員会会議概要

職員研修所

１５：００〜１７：００

第２研修室

曽田教 育次長 から「こ の委員 会では、 学校給食運営 の見直し、 改善状況の報 告を
してい る。給 食に関し ては初 めて事業 仕分けの対象 にもなった 。議会等でも 非常
に給食 につい ての関心 も高か った。給 食に関しては 議員さんだ けでなく、市 民の
皆さん 、学校 現場、保 護者の 関心が高 い。今日の会 議では、１ ８年度の目標 の取
り組み 等につ いての点 検をす るととも に、給食業務 等の民間委 託の学校につ いて
の校内 評価、 委託校の 評価を していた だきたい。１ ９年度は給 食の民間委託 の第
２次計 画を検 討する重 要な節 目になっ ている。その 関係の検討 委員会の拡大 につ
いても諮りたいと思う。」とあいさつがあった。
２

説明及び協議の概要
事務局：

本日の欠席は森会長、鳥越委員様、平木委員様、藤原委員様。

こ れからの 会議の 進行を 岡山市教 育行政 審議会 専門委員 会規則第 ５条により、
副会長様にお願いする。
副会長：

会長欠席のため進行をさせていただきたい。

本日の傍聴希望者の方はいるか。
事務局：

いない。

副会長：

早速、第１０回岡山市学校給食運営検討委員会次第の議題に入る。
平成１８ 年度目 標の取 り組み、 学校給 食調理業 務等の民間 委託評価につ いて

事務局から補足などあったら説明願いたい。
事務局：

１８年度の取り組み状況は、現在１年間の取り組みの報告をもらっていると

こ ろで、達 成度、 取り組 み及び評 価の欄 は空欄に なっている 項目もある。 現時
点で結果の出ている項目について記載している。
前回の検 討委員 会での 検討の結 果、項 目の統合 や目標の見 出し欄の見直 しも
あったので、前回とは多少変わっているところがある。
目 標の見出 しごと に結果 の記載が ある項 目につい て説明する 。食に関する 指
導 の充実で 、食べ 残しの 減少につ いてだ が、小学 校も中学校 も全校平均で は目
標 を達成し ている が、学 校格差が あり、 すべての 学校が残量 率１５％未満 とい
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う 目標は達 成でき ていな いので、 事務局 の評価は ２としてい る。中学校の 方が
難 しい。今 後も、 減少化 に向けて 各学校 栄養職員 を中心に、 担任等の協力 を得
られるよう働きかけていく。
平成１９ 年度に は岡山 市全体で 食育推 進計画の 策定に取り 組む。今後、 益々
学校栄養職員の役割が重要になるものと考えている。
食に関す る指導 研究会 の実施に ついて は、ブロ ック単位で の実施に毎年 継続
し て取り組 んでお り、既 に定着し た事業 となって いる。給食 主任と学校栄 養職
員 がチーム ティー チング による食 の指導 の研究に 取り組んで いる。１９年 度は
岡山市にも栄養教諭が１名配置される。
安全、衛 生管理 の項目 の衛生管 理水準 の向上に ついては、 重点目標とし て取
り 組んでき た。調 理技士 長を中心 に、調 理員相互 の研修や新 採用調理員の 研修
を行い、職員の意識向上が見られた。
今年度は 大きな 取り組 みとして 、学校 栄養職員 と給食調理 員が共同で学 校給
食 衛生管理 マニュ アルの 検討を行 い、予 定どおり 完成となっ た。今後も、 必要
に 応じてマ ニュア ルの改 善を図り ながら 実践に努 め、より衛 生的で安全な 給食
の提供に努めていく。
外部機関 による 緊張感 のある管 理体制 という項 目について は、計画的に 保健
所の衛生監視を受けており、指摘事項については早急に改善を図っている。
食材点検 の充実 は毎年 予算の確 保をし て、そ の中で細 菌検査、 理化学検査、
残 留農薬の 検査を してい る。１８ 年度に ついては 、６回に分 けて食材を選 択し
て 検査を実 施した 。検体 数の違い は各検 査項目に よって費用 が異なるため 。残
留 農薬検査 の費用 が最も 高いので 、その 検査頻度 が高ければ 総実施の検体 数が
少なくなる。
衛生管理 研究の 実施に ついては 、計画 的に継続 して実施し ている。結果 をＣ
Ｄ にまとめ て各学 校に配 布して給 食関係 者の研修 の教材とし て活用し、現 場に
生かす工夫をしている。
効率的運 用の民 間委託 について 、１校 は親子 校だが、 ３校を民 間委託して、
実施率は児童・生徒数の割合で約３２％である。
学校栄養 職員の 県費へ の振りか えは、 １９年度 は３人の配 置増。これで 、国
基準まであと８名の不足となる。今後も、県への増員の働きかけをする。
給食費の 保護者 負担は 引き続き 増加抑 制に努め ており、平 成１０年から 据え
置いているが、１８年度も食材費の基準額は据え置きとしている。
社会的要 請にこ たえた 学校給食 の中で 、スク ールラン チセミナ ーの開催は、
３ ４全中学 校区３ ７会場 で開催し た。学 校栄養職 員だけでな く、ＰＴＡや 栄養
委員、給食調理員等との連携も見られた。今後も充実、継続していく。
１ ９年度の目 標案は、まだ １８年度の 結果がすべて 出ていない項目もあるが、
今 までの経 過を踏 まえて 目標案を 作成し た。各項 目の見出し ごとに１項目 ずつ
重 点目標と してい る。新 年度早々 に各学 校に知ら せて、各学 校で年間計画 等に
盛り込んでもらい、１年間取り組んでほしいと考えている。
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副会長：

前回の検討委員会で、項目を少し取りまとめてすっきりさせてはという意見

も あったの で評価 項目に ついて一 部変更 した。食 に関する指 導の充実とい う項
目 の中で中 学校等 への食 べ残しの 指導が 難しいと か、１９年 度は念願の栄 養教
諭が１名配置されるということを含めて意見を。
委

員：

事務局：

食べ残しの減少で１５％と決めた根拠はあるのか。
根拠がある数字ではないが、今まで調査をしてきた中で、少なくとも全校が

ク リアでき る体制 になっ てほしい という ところで １５％と決 めた。全校で クリ
ア できれば もう少 し下げ ていきた いと思 っている が、残量が ０というのは 、ま
た別の心配があるので、そこまではない。
委

員：

食育に対して積極的に取り組んだときは結構残量が減った。給食運営委員会

で 調理員や 栄養士 、各学 年の代表 の先生 に出席し てもらい、 目標を立てて 頑張
ろ うと、担 任の先 生はい ろんな工 夫をさ れて、 随分残量 が減った 経験がある。
中学校でも積極的にやれば残量が減っていくのではと経験上思う。
副会長：

中学校の残量が小学校に比べて多い問題点について何か補足があるか。

事務局：

中学校になるとダイエット意識の問題があって、女性になかなか食べてもら

え ない。ま た、春 から夏 にかけて 対外的 なスポー ツの試合が あって、予選 を勝
ち 抜くと昼 に帰れ なくな り大量に 残ると いう問題 が出てくる ので、中学校 の場
合 はちょっ と難し い。食 育のＰＲ で確か に減って いくと思う が、限度があ るこ
とも理解をいただきたい。
委

員：

１８年度の結果が出ているが、それ以前の残量率のデータはどうか。ここ何

年 かのデー タで乱 高下す るのであ れば、 その原因 の分析をし ないと、次の 目標
に対しての取り組みの焦点がぼけてくるのではないか。
事務局：

毎年、残量調査は定期的にやっている。１８年度以前は６月に２週間実施し

て いたが、 ６月と いう季 節的なこ ともあ って、 牛乳等の 残量はか なり少ない。
季 節が冬場 になる と反対 に牛乳の 飲用が 増える傾 向もあって 、１８年度か ら季
節 を変えて ６月と １１月 に１週間 ずつ調 査をして いる。ある １週間を指定 する
ので 学校によっ ては必ずしも 全員の残っ た量という把 握ではない部分があるが、
年 次的に傾 向は追 ってい る。基本 的には 年々少し ずつ減る傾 向にある。残 量調
査 とあわせ て各学 校では 、児童・ 生徒に 対して給 食時間の放 送や教室訪問 して
指導する等の取り組みをやりながら、食べる意欲への働きかけをしている。
委

員：

１８年度から２回に分けて、比較データがないということか。
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事務局：

６月については比較できるが、１１月は１８年度から始めた。６月と１１月

で 残量の内 容が極 端に異 なってい る。従 来、４ 〜５年前 は２０％ 位だったが、
今は１５％はクリアしている。今後、新しい方法での実績を示していく。
委

員：

事務局：

学校間で格差はどの程度あるのか。
１８年１１月の１週間の調査によると、小学校は０から１０．９％、中学校

は ２．５％ から２ ５．３ ％とかな りの開 きがある 。平均すれ ば目標は達成 す
るが、学校格差の大きい部分を解消していくことが必要と感じている。
委

員：

事務局：

随分ばらつきがあるが、各小学校、中学校へ情報は示しているのか。
当然、結果を送っており、これに基づいて新年度の授業の計画とか進め方、

指導の内容も考えていただくよう、データは示している。
委

員：

６月と１１月の２回残量調査をするようしてよかったと思う。天候によって、

子 供は随分 食が進 んだり 進まなか ったり する。も う一つは学 校で意識がど のく
らい給食に向いているかということも大きいと思う。
委

員：

中学校のばらつきが大きいということだが、対外試合その他で学校にいない

生 徒たちの 食べな かった ものが残 量に入 るのは、 統計処理が おかしい。い ない
の があらか じめわ かって れば減ら すのは わかるが 、食べない 生徒のものも 入れ
て 残量にす るのは いかが か。どう 計算す るかは比 較的簡単に できるのでは ない
か。統計処理上の不手際があると感じる。
１５％を 超える 中学校 が多いと いうこ とだが、 確かに中学 校３年生、２ 年生
ぐ らいから 、わざ と食べ ないよう になる 。そんな に食べるの かと男子が冷 やか
す ことがあ る。家 ではし っかり食 べるの に学校の 給食になる と余り食べな いと
い う生徒も いるわ けだ。 学校の給 食はカ ロリーが 非常に高い から、ダイエ ット
し ようとわ ざと手 をつけ ないとい うこと もある。 これを担任 が食べるよう に指
導 すると、 女生徒 が「先 生無理や り食べ さすんか な、私の体 重が増えたら どう
責 任をとっ てくれ るのか 」と。小 学校は 担任の先 生の言うこ とは聞くが、 中学
校 は逆に先 生に対 して言 いたい放 題。親 は無理や り食べさす ことはしない よう
に してくれ 、家で 十分食 べさせて いると いうよう なこともあ り、指導が非 常に
難 しい。だ からと いって 指導しな いのは やっぱり ぐあいが悪 い。校長先生 を通
じ て指導を 繰り返 しお願 いしてほ しい。 そうする ことで確か に減ってくる と思
う 。１１月 はまだ 牛乳も 飲みやす いが、 １２月の 後半から１ 月、２月、３ 月は
飲めとい うのが 無理な 感じがす る。感 想を言っ たので参考 にしてもらえ ばい
い。
副会長：

安全、衛生管理について、意見、感想は。
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委

員：

食材点検の充実の項目で、食材検査は平成１８年度の目標が年３回、８８検

体、 １６６項目 予定している のに対して 、実際に行っ たのが年６回、４０検体、
１ ００項目 という ことだ が、これ で予定 どおりと 言っていい のか、説明を お願
いしたい。
事務局：

年間の回数は予算の中で、いろんな時期に採れる旬の野菜を検査してみたた

め、時期をずらして実施したので回数を増やした。
目標とし ては８ ８検体 という項 目を上 げてい たが、細 菌検査、 理化学検査、
農 薬検査そ れぞれ の検査 の費用の 単価が 違うため 、残留農薬 の検査の頻度 を上
げ ると、高 くつく ので後 の検査の 検体を 減すとい うやりくり の部分で検体 数に
差 が出てい る。予 算の中 でいろん な角度 から検査 を実施して いるというこ とで
は 、継続し てやっ ている と認識し ている 。評価は 数字的には ちょっと違う かも
しれ ないが、や っていること に対しては 予定どおりと いうことで３と評価した。
委

員：

要するに、この事業に対する食材点検に関するあらかじめ思っていた予算は
消化した という 意味か 。結局、 金額的 には消化 しても、中 身は目標と違 って

る。
事務局：

実際そのとおり。指摘があったように３というのはちょっと苦しいところが

あるので２に変えさせていただきたい。
副会長：

評価を２ということで了解願いたい。

委

１９年度の目標は今年度の実績を踏まえて目標値を下げて、８８検体を４０

員：

検体に落とすことか。
事務局：

今年度の経験を参考にして、８８検体は無理があると思うので、検体数は少

な くするが 、項目 はでき る限りや ってい く。回数 を４回にし て、必要なも のは
やっていく。来年度、項目にも無理があったら、見直したい。
副会長：

１９年度は回数は年４回で、検体数は落とすが、項目については本年度目標

を維持していくということだが、農薬が増えてきた場合には、どうなるか。
事務局：

市給食会を通したり、ＪＡを通したり、個人の生産者から提供いただいたり

と いう中で 、地産 地消を 進めてい る。個 人の生産 者から購入 している野菜 等に
つ いても、 より安 全なも のを自分 はつく っている けど調べて ほしいという 要望
もあるので、農薬検査を進めていきたいので多少検体数は前後する。
委

員：

評価については、むしろ３でもいいと思う。できる限りの中で最大限やった

と いうので あれば 。お役 所にして はいい 評価をつ けた。逆に 、幾ら件数を 上回
っ ても、不 十分だ という 反省点が あるな ら、２ という評 価の仕方 でもいいが。
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１９年度 の目標 につい て、先行 き不透 明な部分 があるので あれば、最低 限や
り たい項目 に落と すべき と思う。 予算の 中でやる ということ なので、途中 で目
標 を落とす ことが あって も、それ はいい 。最低 限はこれ だけはや りたいけど、
できる限りやるという目標の立て方でいいのではと思う。
委

員：

同感。そういう事情であれば、数値目標を掲げること自体が少しおかしい。

そ ぐわない 。何回 やった らいいと いうこ とでなく 、危ないも のあるいは疑 問に
思 われるも のがク リアで きたかで きない かという ぐらいのこ とでいい。そ のあ
た りで目標 と達成 度のち ぐはぐし た点が 出てきた と思う。数 値目標が言わ れる
が 、数値化 しない で何か 適当な表 現があ ればそれ に直した方 がいい。要は 、安
全な食材を食べさせることができたということであろう。
委

員：

前回、安全衛生管理で２とか１があるのはおかしいのではと言ってしまった

が 、２があ っても １があ ってもい いと思 う。その 時その時の 安全に気をつ けな
がらした方がいいのでやぱり目標はあった方がいいと思う。
副会長：

数値目標は、児童・生徒に対して、健康上安全な食材を与えるという観点に

立って事務局で検討いただきたい。
委

員：

衛生管理研究は、学校給食関係者の管理の衛生研究か、調理場の衛生研究か。

事務局：

調理場の衛生管理。

委

民間委託の件は平成１８年度の目標は前回の会議でも達成されていると確認

員：

し た。１９ 年度の 目標に 、調理業 務等の 見直しを 行い２０年 度からの方針 を決
定するとあるが、なぜこれが重点目標に据えられているのか。
事務局：

重点目標として、第１次計画の中に１９年度に今までの委託状況を点検、評

価 をして、 新たに ２次計 画をつく る予定 にしてい るで、この 委員会を拡大 して
取り組んでいく。後で説明をさせていただく。
委

員：

保護者負担の増加を抑制していただいているのは、保護者の一人としては大

変 ありがた いが、 据え置 いたまま で本当 にいいの か、やって いけるのかと いう
気持ちも半分ある。いかがか。
副会長：

給食費の問題については、議会でもいろいろ質問があったようだが、意見は。

委

デフレ脱却が大きな国の方針として言われて、経済政策がとられている中で、

員：

食 糧等につ いても だんだ ん値上が りする 環境にあ ることは事 実だと思う。 輸入
す る食糧や 、食糧 をつく るための 肥料や 油に関係 する食品な どがだんだん 高く
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なってくる。食材の高騰に連鎖してくることがある。
一方では 議会の 質問に 何回か出 ている ように、 給食費の未 納問題がある 。今
問 題になっ ている のは払 えるのに 払わな いという のが問題。 実際には払う のが
難 しいとい う家庭 も現に ある。そ ういっ た家庭も あることを 考えて、原材 料が
値 上がり傾 向にあ る中で 、非常に 無理な 注文だが 、抑制に努 力していただ きた
い 。いわゆ る格差 社会と いう言葉 が流行 語のよう になってい るが、確かに 給食
費 がなかな か払え ない。 生活保護 や就学 援助も間 口をだんだ ん狭くしてい るか
ら、大変難しい状況になると思う。
委

員：

抑制したがために質が落ちるとか、安全、衛生面がおろそかになることのな

い ようにお 願いし たい。 総トータ ルでか かる費用 は決まって るので、食材 が上
が ってるに もかか わらず 収入を抑 えるの は、どこ かでしわ寄 せが来る。こ のし
わ 寄せが安 全、衛 生に影 響が出て くるよ うであれ ば、保護者 の負担を増や すこ
とも柔軟に対応していただきたい。特に回答はいらない。
委

員：

負担を抑制することに対して賛否があろうが、基本的に特に事務局が押さえ

て おくこと は、市 の給食 事業の予 算に対 する保護 者の負担額 が、どういう 推移
を これまで たどっ てきて るのかを 踏まえ た上で、 抑制すると か値上げをす ると
かデータを持って判断をされているのか。
事務局：

給食費は食べる食材の購入で、安全の部分は給食費からでなく、岡山市単独

の予算でやっている。
委

員：

事務局：

食材を提供される側の質が落ちないようにという気持ちで言った。
給食費の負担の抑制は、給食の質を落とさないことが大前提。ここ１０年ほ

ど 上がって ないが 、物価 が比較的 安定し ており、 購入単価の 縮減や給食会 の会
費 の負担金 を従来 ２．５ ％から２ ％に下 げるなど 総合的な面 から、今のと ころ
何 とか質を 下げず にやっ ている。 食材、 光熱水費 のうちガス 代、消耗品の 一部
を 保護者負 担とし ている 。物価の 上昇が 懸念され る状況で、 よく検討して 質を
落とさずにやる努力はしていきたい。
副会長：

学校給食は、ほかの教科と同じように、子供たちに対しての教材だと思って

い る。今の 内容を 質を落 とさない で維持 していく ために教育 委員会関係者 も努
力 をしてい るが、 今後物 価等の高 騰や諸 般の情勢 でやむえな い場合には、 市民
である保護者に理解してもらえるよう話をしていただきたい。
重点目標 に家庭 、地域 との連携 、啓発 による 食育の推 進がある が、意見は。
委

員：

給食試食会をずっとやっているが、地域の方を呼んでという経験がなかった。
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委

員：

地域の方との試食会もいいことだと思う。食べるところから子どもと地域と

が つながり 、地域 と保護 者とがつ ながる 。ただ単 に顔を合わ せて話しする だけ
で はだめだ と思う 。生活 のリズム の中で ともに飲 食をするの は地域との連 携が
図れる施策ではないかと思う。是非、進めていただきたい。
委

員：

子供と一緒に食べるのは無理か。

委

員：

学校でも話題になったことがあるが、一つは民間委託で、子供の人数分がで

き るだけの 調理員 である ことと、 場所が ない。１ クラスだけ ランチルーム で食
べ ることは できる が、た くさんの 方に来 ていただ くことがで きないので、 試食
会 は結局６ 年生が 修学旅 行に行っ てる間 とか、ど こかの学年 が校外へ行っ てる
間にすることになる。保護者、就学前の子供も一緒。
委

員：

山の学校、海の学校、修学旅行などのときやる。学校を近く感じるというこ

とを考えたら、子供たちのクラスに入って食べる方がより一層いいと思う。
委

員：

それぞれの学校でいろいろ事情もある。

委

員：

保護者や就学前の子供、高齢者等との連携というのは、給食でなくても総合

学 習の時間 で地域 の高齢 者に来て もらっ て、一緒 に物づくり をやったり、 話を
聞 いたりの 交流が できる 。保護者 の場合 は給食費 を取ってい た。就学前の 子供
は 小学校で やって いる。 高齢者は ＰＴＡ が企画し て予算を組 んでやった。 給食
で 交流とい う建前 はいい が、現実 的なこ とを考え ると、これ を学校に是非 、年
２ 回やれと いうの は無理 。特に中 学校の 場合、学 校の独自性 を尊重した方 がい
いと感じる。
委

員：

時間的、金銭的、場所的、日時的にも、実現する試食会を実施するのはなか

なか 大変だろう と思う。一応 目標で掲げ て、あまり縛 ることはしない方がいい。
そ れぞれの 目標と して、 できると きにや るとい う柔軟な 形で進め た方がいい。
副会長：

この問題については、非常に大事な問題だと思う。学校や学校給食を地域の

方 に理解し てもら う一つ のいいチ ャンス だし、学 校との連携 を図る上から も非
常 に有意義 なこと だが、 できる学 校から 少しずつ 努力をして いくことが大 事だ
と思う。事務局の考えは。
事務局：

実際には、食器等の兼ね合いがあるので、いない学年のところをねらってす

る 。就学前 の子供 対象と か、生産 者を招 いてなど 、給食を一 緒にするチャ ンス
はいろいろあろうかと思う。積極的に機会を見つけてやってほしい。
委

員：

例えば学校評議員会や役員会の一部をお昼を挟んでして、給食を食べて委員
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の意見を伺うというように、方法はそれぞれの学校でとられている。
委

員：

これを義務づけると学校はかなり負担があるようなので努力目標ぐらいにし

た方がいいと思うが。
委

員：

給食試食会という正式な形でないのだったら、随分食べた。そういうのを１

回にカウントできるんなら十分やられている。
事務局：

その程度でよい。

副会長：

努力目標ではなく、以前の形でやるということでよいか。

委

員：

よい。

委

員：

１９年度、あるいはそれ以降のこととも関連あるが、事務局へ尋ねたい。

１ ８年度が 最終年 度であ ったわけ だが、 まだ評価 が入ってな いのは、整理 する
時 点で締め くくる ことが できない 項目だ と思う。 １８年度ま でやってきて 、全
体 的に非常 にいい 評価が 出ている と思う 。１８年 度までの目 標設定なので 、今
までやってきたことの総括を聞かせていただきたい。
事務局：

１８年度までの目標という大きな目標を立てて、毎年見直しをして調整した

り 、役目が 終わっ たもの を落とし ている ので、事 務局として は学校への指 導が
非 常にやり やすか った。 達成でき てない ものにつ いても、学 校に認識をし ても
ら う必要が ある。 子供た ちの食育 に努め て残量を 減していく 、調理の工夫 をす
ることも考えてもらえる。
副会長：

学校給食調理業務等の民間委託評価について、事務局で説明を。

事務局：

平成１８年度委託評価における問題点と対策について、１８年度現在、２９

調 理場を１ １業者 に委託 している 。評価 の方法は 、校長先生 、学校栄養職 員に
よ る業務評 価の項 目と自 校、他校 の学校 栄養職員 、委託業者 で作業状況の 評価
を して、問 題点等 を指摘 している 。これ に対する 対策及び改 善報告を学校 及び
受 託業者か らもら った内 容を業者 別に一 覧表にし ている。評 価の際、指摘 事項
等 の多かっ た学校 につい ては、改 善報告 をもら った後、 再度市教 委が出向き、
改善 状況の確認 をしている。 全部の業者 ではないが、 写真を一部添付している。
総 合的に評 価した ものを 一覧表に してい る。全体 としては、 学校現場も業 者も
前 向きに検 討して 、指摘 を受けた こと等 について は改善に取 り組んでいる 。目
に 見えて改 善され ていく 様子を確 認して いる状況 である。今 後も、市教委 とし
ても評価をしながら一緒に考えて協力していきたいと考えている。
委

員：

大変よくしてもらっている。配ぜんを取りに行くときも、調理員は全員出て
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子供も大変満足して喜んでいる。よい関係の場面が随分ある。
委

員：

議会の質問で、採算が合わないとの理由で撤退するとあるが、名前が上がっ

た業者の中の１つか。
事務局：

そうだ。

委

採算が合わないというのが理由か。

員：

事務局：

補足すると、表向きはそうだが、採算が合わない理由が、業者の努力不足も

あ って、ほ かの業 者も一 緒だが、 最初の 頃は慣れ てないので 契約した人数 以上
に 入れる。 できる ように なれば契 約の人 数まで減 していくが 、その約束が なか
っ たことや 、職員 の人事 管理が非 常に悪 くて、規 定の人数だ けではなかな か回
ら ないとい う状況 があっ た。どう しても それだけ の人数が要 る、だけど市 はそ
の 人数分の お金を 出せな いと２年 かけて 指導はし たけど改善 ができず、今 回撤
退 をする状 況にな った。 新しい業 者は少 し金額は 上がったけ れども、人数 的に
は少ない人数で契約ができて、４月からやっていただく。
委

員：

安心した。相手のやり方がまずいということで、その辺のマネジメントをう

ま くやって いる会 社はど んどん参 加する 。民間委 託の最大の 目的、効果は 、財
政の問題で、どれだけお金が節約できるかということが一番だ。
事務局：

補足すると、その業者の努力不足だけでなくて、業者が低く値段を入れ過ぎ

たというのも一因としてある。
委

員：

わかった。入札で慣れてないという面もあったと思う。この民間委託で財政

面で は節約に相 当効果があっ た。新聞記 事に中核市３ ７の財務状況が出ており、
岡 山市はず っと下 の方。 もうパン ク寸前 。表面に 出てる借金 が７，０００ 億円
と いうこと で、こ れはこ こで是非 節約し てやらな いと、今給 食を食べてい る子
供 たちには ね返っ てくる 。質の向 上と言 いながら 、子供たち にしわ寄せが くる
こ とを考え て、で きるだ け節約し ていた だきたい 。岡山市が 第３、第４の 夕張
市 のように なった ら、子 供たちは 岡山市 から逃げ ていかない といけないこ とに
な る。市全 体とし て大き な借金を 抱えて いる。隠 れ借金を入 れると、恐ら く１
兆円に近いのでは。
副会長：

おおむね良好であるという意見であった。個人的な感想だが教育委員会で、

例 えば食材 の購入 や献立 の作成、 衛生管 理、検食 などのポイ ントを各学校 でし
ていることが、一つ大きな理由にもなっていると思う。
昨年、一 昨年に 比べて 、人の体 制の問 題や提出 物が出てな いなど、基本 的な
問 題点が出 てきて いるよ うに思う 。指導 されて、 改善され、 いい結果につ なが
っ ているの は教育 委員会 の大変な 努力も あったと 思うが、何 か問題点が今 まで
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よ り少し増 えてき たよう に感じる ので、 今後とも 是非この辺 の確認や指導 をお
願いしたい。
次に、学 校給食 業務等 の民間委 託第２ 次計画に ついて、事 務局で説明を お願
いする。
事務局：

第１次中期計画に沿って現在は行っている。平成１９年度で民間委託率は３

２ ．７％に なる。 最終年 度の平成 ２０年 度には、 あと中学校 が２校残って いる
が 、これを 委託す ると予 定してい た３５ ％に届く 。ただ、生 徒数が絶えず 変動
し たり、合 併で少 し前後 するかも しれな いが、原 則的には３ ５％程度は確 保で
き ると思っ ている 。１次 計画の中 では、 平成１９ 年度を目途 に改めて全体 的な
幅 広い視点 から評 価、点 検を実施 して、 ２次計 画を策定 するとう たっている。
そ こで、教 育行政 審議会 の専門部 会であ る岡山市 学校給食運 営検討委員会 の定
数を 、今現在の １０人を１７ 人に増員し て、学校給食 の安全、衛生管理の向上、
効 率的運営 の推進 などに ついて検 討をし ていただ きたい。今 後の予定は、 公募
規 定をつく り、市 民だよ り５月号 で市民 公募して 、応募者の 審査をして、 委員
決 定になる から、 最短で も５月末 から６ 月の初め になる。そ れまでの間に 増員
の関係の調整をさせていただく。
増員案で 、学識 経験者 が２名か ら５名 に３名増 、労働関係 が２名、これ は現
場 の意見を 聞くと いう意 味で来て いただ く。公募 ２名で一応 １７名程度で いき
た いと考え ている 。４月 になって 具体的 なメンバ ーについて は検討する。 公募
委員とあわせて公表したいと考えている。
委

員：

事務局：

第２次計画の策定に当たるのか。
今現在２〜３月、９〜１０月頃にやっていることをどうするかは、この新し

い 委員会の 中で検 討して いただけ たらと 思う。増 員の委員は 原則この審議 が終
わる までという ことで、１９ 年度中に一 応区切りをつ けたいと現在思っている。
委

員：

１年ということか。

事務局：

そうだ。延びるかもしれないが、原則的には年度末ぐらいまでと考えている。

副会長：

岡山市の学校給食運営検討委員会の案について、了承いただけるか。

次回は６月上旬ごろの予定ということで理解した。
こ れをもちま して第１０回 の岡山市学 校給食運営検 討委員会の協議を終わる。
２

閉

会
岡本審 議官か ら「委員 の皆様 方には年 度末の押し迫 った時期に 、参加の方が ６名
の方々 という ことで、 逆にま た密度の 濃い、いろん な多くの意 見もいただけ 、大
変うれし く思う。また 、来年度に ついての方向づけ、特 に来年は節目の年となる。
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今後と も岡山 市の学校 給食、 さらなる お力添えをい ただきたい 。」とあいさ つが
あった。
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