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開議 午前 ９時００分 

      ◎「学校給食センターの改築について」 

 

○阿部委員長 皆さん、おはようございます。本日は、公私ともにお忙しい中、また理事

者におかれましては災害等の対策にも追われている中、私どもの所管事務調査に対しまし

て時間をおとりいただきましたこと感謝申し上げます。まことにありがとうございます。

今回の調査におきましては、子どもたちにより安全な給食を届けるというのが基本の構想

でございますので、それに対する調査でございますので、ご協力方よろしくお願い申し上

げます。 

 それでは、座って始めさせていただきたいと思います。 

 ただいまの出席委員５名でございます。 

 ただいまから始めたいと思います。 

 また、議長、副議長におかれましては職務出席ということで、本日大変ありがとうござ

います。 

 それでは、町長よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇水澤町長 改めて皆さん、おはようございます。きょうは、学校給食センターの改築に

ついての所管事務調査ということで、出席をさせていただきました。学校給食センターに

ついては、５月の 18 日の議員協議会において、基本設計ができたということで説明をさせ

ていただきました。28 年当初予算でもその委託料につきまして 2,400 万円の議決をいただ

いてということで今進めさせていただいているところでありますけれども、最近の最新的

な改築状況について説明をさせていただきます。よろしくお願いをしたいと思います。 

 また、詳細の設計につきましては担当のほうから説明させますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○阿部委員長 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまから付託事件でございます所管事務調査、学校給食センターの改築

ということについて審議をさせていただきたいと思います。 

 それでは、説明につきましてよろしくお願いいたします。 

 鈴木次長、お願いいたします。 

〇鈴木教育次長 おはようございます。前回５月 18 日に議員協議会におきまして給食セン

ター改築に伴います基本構想と基本設計を説明させていただきました。今回その基本構想

と基本設計をもとにしまして、７月４日に契約締結いたしました学校給食センター改築工

事設計委託業務で現在作業を進めている中で前回説明させていただいた内容と変更した点、

また方向性の定まったものにつきまして現時点でお話ができることを施設課の建築住宅係

の安田係長から説明をしていただきます。 

 なお、今回配付させていただいております図面の資料につきましては、実施設計中のも

ので、決定したものではございません。今回説明するに当たり、未確定のものを配付して
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おりますので、ご承知おきいただきたいと思います。 

 それでは、安田係長より、資料に基づき説明をさせていただきます。 

〇阿部委員長 施設課建築住宅係長、安田さん、どうぞ。 

〇安田建築住宅係長 説明不備等ありましたら申しわけありませんが、説明させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。 

 それでは、現在の進捗状況につきまして図面により説明させていただきます。お配りし

ている図面３部ございます。まず、中央に黄色く塗られた計画建築物と書かれた図面をご

らんください。こちらになります。こちらの図面が実施設計中の図面ということになりま

す。まず、１枚目ですけれども、配置計画につきまして現時点で基本設計からの変更はご

ざいません。既存給排水管の位置及び工事中既存稼働に支障がないように配慮した位置と

なっております。東側のあいたスペースに関しましては、駐車場を配置する予定です。 

 引き続き、２枚目、３枚目につきましては、こちらも現在進行中の平面図と立面図とな

っております。 

 さらに、別冊のほう、こちらの色づきの平面図ございます。こちらのほうが基本設計に

朱書きして現在の変更点が書かれたものとなっております。こちらの図面と先ほどの図面

を比較しながら説明を聞いていただけるとわかりやすいかと思います。それでは、１階平

面図の説明をさせていただきます。図面右側になります荷受と書かれているトラックの絵

が描いてあるところがございます。こちらの周辺から説明させていただきます。まず、風

除室及びごみ庫の間仕切り壁を変更しております。検収室側の壁に大型の冷蔵庫を設置す

るスペースを確保しました。この間仕切り壁の変更に伴って、荷受の入り口の位置が変更

されております。 

 続きまして、図面中央部分、柱撤去と赤文字で描かれていると思うのですけれども、そ

の周辺に柱にバツ印が書いてあります。これは、中央部分の空間を広くするために柱をな

くして、空間を広く使えるよう、これから構造設計と工事費を考慮しながら検討している

ところであります。 

 図面左下のほうをごらんください。残菜庫、それから洗剤庫、この間の間仕切り壁をな

くします。洗剤庫の部分に関しましては、排水の油分を排除して下水に流す設備、グリー

ストラップというものが必要になってくるのですが、これらを設置するスペースを確保し

ます。洗剤庫がなくなった分ですけれども、洗剤に関しましては洗浄室側に収納を確保し

まして対応するということになっております。その下に機械室があります。機械室の下に

マイナス 500 という朱書きをしております。これは、ここの柱の間隔を 50 センチ縮めて、

１階床面積を 12 平方メートルほど縮小しております。 

 図面右下ですけれども、玄関入り口部分のスロープです。スロープの動線が長いという

ことと、入り口の入りやすさというところを考慮しまして、スロープを短くして地盤を少

し上げることで玄関へのアプローチを改善します。 

 図面両方とも１枚ずつめくってください。こちらが２階平面図と下のほうに立面図とい
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うふうに書かれております。では、２階平面図のほうから説明いたします。２階平面図右

下、１階事務所の屋根の部分ですけれども、先ほどの１階の説明で玄関スロープを短くす

るということで、ひさしの部分が少し縮小しております。これによって、１階の事務所に

採光を確保することができるようになります。 

 図面中央の多機能空間というのがあります。基本設計では南側に位置しているのですが、

１階の調理場への自然採光を多く取り入れるために多機能空間ごと北側のほうに移動する

ということで位置変更を検討しております。これに伴いまして、13.8 平方メートルほど床

面積を縮小しております。 

 ここからは朱書きではないほうの図面をちょっとごらんください。その図面右にありま

す。多機能空間のレイアウトというのが小さく載っているのですけれども、こちらに長机

６卓、６人がけという形で表示させております。室内レイアウトという形になります。 

（何事か声あり） 

〇安田建築住宅係長 こちらでここに、小さいのですけれども。 

 多機能空間の収容人数ということで、６卓６人がけで 36 名程度スペースを確保している

ということになります。利用形態としましては、見学会や試食会、運営委員会を想定して

おりますが、今後計画が予定されております食育に関する学習を実際に給食をつくるとこ

ろを見ながら行えるように想定しております。小学生１クラス 40 人と想定して収容可能と

考えます。 

 その図面の下にあります断面図をごらんください。こちらの下の断面図、これです。こ

ちらの断面図は、２階の多機能空間、そこから１階の調理場をながめた際のおおよその視

覚範囲をあらわしたものとなっております。調理場の回転釜で調理している様子が見える

ようなイメージということになっております。 

 平面図の下に南面の立面図がございます。こちらに関しましては、平面図の計画を変更

したことによる見た目の変更ということで表示しております。 

 平面と立面の説明は以上となります。 

 引き続き、もう一つございます写真つきのこちらのほうをごらんください。こちらに関

しましては、給食センターで使用する主な機器のイメージサンプルということで、番号に

対してこういったものということで、イメージしやすくしていただくために用意しました。

今回に関しましては、12 番の電気回転釜、14 番の炊飯システム、それから 18 番のフライ

ヤーについてイニシャルコストとランニングコスト、こちらを比較して検討したものを次

のページから説明させていただきます。 

 図面のほうを１枚めくってください。まず、炊飯器のほうですけれども、写真載せてお

ります。外観は、ごらんのとおりとなっております。補足としまして、写真左側のガスの

炊飯器の右側に、上のほうにタンクのようなものと下にラックがあります。これが右側の

電気炊飯器にも同じようにつくとイメージしてごらんください。ちょっと写真がご用意で

きなかったものですから、こういう形になってしまっております。 
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 作業効率につきまして比較すると、物が規格自体が多少違いますので、炊飯能力等を同

等品で比較させていただいております。 

 イニシャルコスト、機材そのものの値段ということになりますけれども、こちらがガス

のほうが 473 万円、電気のほうが 828 万円となっております。ランニングコストにつきま

しては、ガス炊飯器を１日 1,100 円のガス代、それを週３日稼働すると想定しまして、120

日を掛けますと 13 万 2,000 円、それを 10 年で算出して 132 万円という計算となっており

ます。電気炊飯器のほうも同じように計算しております。10 年間で 97 万 2,000 円となっ

ております。維持管理費につきましては、どちらも５年置きに部品交換が発生するものと

して 10 年で２回、それぞれ６万円と 10 万円。今のコストの合計がガスのほうが 611 万円

に対しまして電気のほうが 935 万 2,000 円という形で算出しております。 

 メリット、デメリット、書いてあるとおりなのですが、選定の理由としましては炊き上

がりがよいということとコスト、全体コストを考慮しまして、基本設計の計画どおりガス

炊飯器を採用したいと考えております。 

 １枚めくっていただきます。続きまして、フライヤー、揚げ物の調理器です。こちらを

説明させていただきます。外観は、このようになっております。ガスフライヤー１台につ

きまして電気フライヤー、能力的に３台ほど必要になります。１台に対して３台という形

で比較させていただいております。 

 イニシャルコストにつきましては、ガスフライヤーのほうが 86 万円、電気フライヤーの

ほうは３台で 145 万 5,000 円です。ランニングコストにつきましては、ガスフライヤー、

１日 788 円のガス代で、週１日から２日稼働すると想定し、60 日を掛けまして４万 7,280

円、年間の使用料となります。それに 10 年を掛けまして、47 万 2,800 円と想定しており

ます。電気フライヤーが同じように計算しまして10年で32万4,000円となっております。

維持管理費につきましては、どちらも５年置きに部品交換が発生するものとして 10 年でそ

れぞれ 12 万円と 18 万円となっております。コスト合計は 144 万 2,800 円と 185 万 9,000

円となっております。 

 メリット、デメリットにつきましては書いてありますが、選定理由としましてはコスト

及び人員配置、電気フライヤーのほうを３台設置しますと、そこに人員をさらに１人多目

に配置する必要があることから、計画どおりガスフライヤーのほうを採用したいと考えて

おります。 

 さらに１枚めくってください。こちらが回転釜になります。外観は写真のとおりという

ことになります。作業効率につきましては、４台分ということでほぼ同じ能力を比較する

ことになります。 

 イニシャルコストにつきましては、４台でガス回転釜のほうが 1,080 万円、それから電

気回転釜のほうが 1,220 万円。ランニングコストに関しまして、１日１時間使用したと考

えましてガス回転釜のほうが１日 3,945 円、これが平日毎日稼働すると考えて 200 日を掛

けますと 78 万 9,000 円、年間です。これを 10 年で計算しますと 789 万円ということにな
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ります。同じように電気回転釜のほうを計算しますと、10 年でこちらが 288 万円となりま

す。維持管理の部分に関しましては、こちらも５年置きに部品交換が発生するということ

で、10 年でそれぞれ 80 万円と 64 万円。コストの合計になりますが、ガス回転釜のほうは

1,949 万円、電気回転釜は 1,572 万円。 

 メリット、デメリットのほうなのですが、熱効率がいいというのが電気回転釜のほうに

なります。また、衛生管理も電気回転釜のほうがいいということですので、電気回転釜の

ほうを選定しております。 

 図面の説明は以上で終わります。 

○阿部委員長 あと説明漏れありませんか。 

 質疑に入りますけれども、室内ちょっと暑くなってきておりますので、服など脱いで結

構かなと思いますので、もしよろしければ脱いで結構でございます。上着を外しての質疑

とさせていただきたいと思います。 

 資料に対する質疑に入りたいと思います。資料に対する説明が終わりました。各委員の

ほうから説明及びこの件に関する質問並びに質疑をしていただきたいと思いますが。 

 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 素朴な疑問ということで捉えていただきたいのですけれども、ただいま設計

一部変更されたことでの説明がありました。基本設計の２ページ目の説明の中で、１階の

階段スロープが短くなることでひさしを縮小し、１階事務所の採光を確保したいというこ

とで説明がありました。この中でスロープを短くするということでの説明がありました。

私よく建物を、公共施設などを見ますと、浦幌の地盤が下がりやすいというのですか、そ

んなことで、建物より地盤が下がっていくというような傾向がよく見られるのですけれど

も、スロープを短くすることでその辺の将来的な、建てたときは合うように現在の地盤に

合わせて当然スロープというものを設定していると思うのですけれども、その辺の先ほど

の説明では地盤のほうを逆に上げてスロープの調整したいというような説明でございまし

たけれども、その辺の説明をひとつよろしくお願いします。 

○阿部委員長 建築住宅係長、どうぞ。 

○安田建築住宅係長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 現在実施設計中ではありますが、ご指摘のとおり浦幌町の地盤、河内委員のおっしゃっ

たとおりになると想定されます。ただ、長くしても短くしても地盤が下がることは想定さ

れます。実施設計においては、その辺を考慮して、例えば地盤を改良する等、もしくはコ

ンクリートの土間を打つ等、スロープの昇降に支障のないような工夫をしたいと考えてお

ります。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 できるだけそういったことのないような対応を、できるだけということにな

ると思うのですけれども、していただきたいと考えております。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 
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〇杉江委員 まず、この基本設計できる前の運営委員会がこの報告書では４回、基本構想

の報告書の中で４回開催されたということでありますが、その中での議事録をちょっと拝

見させていただきました。その中で、災害時の自家発電の接続について質疑がされていま

す。その説明の中で、検討したいということでありましたが、停電にはなかなか、バイパ

ス回路使っているからなりませんということでしたが、北電の発電機の要請もできるとか、

そういう説明させているのですが、この対応についてどのようになさるのですか。外部か

らの発電機で電気を入れる設備をするとか、そういう対応全然しないのかとかいうことな

のですが、その確認をまずさせていただきたいと思います。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 ただいまの件につきましては、今検討中ということでお答えをさせてい

ただきたいと思いますけれども、大きな災害時と、あと給食センターの周りだけ例えば停

電だとかという２通り考えられると思うのですが、例えば給食センターの近くの電柱が倒

れて周りだけが停電したという場合につきましては、そのためということではないのです

が、非常時に学校等に非常食も用意しておりますので、冬の荒天時に配送車が走れないと

いうことも想定してそういうものを用意しております。そういうことも含めまして、また

停電におきましては、発電機を役場には５台保有しておりますので、その発電機を活用で

きるというふうに考えておりますので、それをつないで最低限の例えば炊飯器とか回転釜、

回転釜も４基ありますけれども、給食フルで４基一遍に使うことはございませんので、例

えば２台動けるような電気容量で給食をつくると。それは時間的なこともございますので、

可能な限りそういうような対応をしたいというふうに考えております。 

 また、大災害時につきましては、先ほどの５台についても避難所との絡みはございます

けれども、そのかわりリース会社との協定も結んでおりますので、そのリース会社から発

電機をお借りをして非常時に炊飯器を使用して、主にガスですので、電気は少量で賄うこ

とができますので、そういう発電機、また回転釜も例えばみそ汁をつくると、そういうこ

とも、給食センター全部を動かす電気ということではなくて、必要最低限の発電、その分

につきましてはその発電機をつないで賄うことができるというふうに考えて、今検討して

いるところでございます。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 ということは、建設時に外部から発電機で電気入れる施設もきちっとやると

いうことなのですね。慌てて対応するということではないですよね。 

○阿部委員長 安田係長、どうぞ。 

○安田建築住宅係長 外部に今公民館等には設置済みなのですけれども、外部からの発電

機の接続の盤がございます。それと同じような発想で今検討中ではあります。 

（「時価発電機はつけるのかという点」の声あり） 

〇杉江委員 入れるところということ聞いていない。 

○安田建築住宅係長 外部の接続の設備という話ではなくてでしょうか。例えば先ほどの
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話で…… 

〇杉江委員 入力の施設なのか、資機材を入れる施設なのかという話。 

○安田建築住宅係長 発電機自体。 

〇鈴木教育次長 入力するための施設という話でよろしいです。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 運営委員会の関連で、議事録の中からですが、外部からの野生動物、鹿の対

応をどうするのかということありましたね、近間に野生動物入ってくればふんをするとか、

いろいろ衛生的な問題もありますけれども、この辺の対応については今後外構工事の部分

になる課と思うのですが、その辺の対応をどのようにされるのでしょうか。 

○阿部委員長 次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 確かに運営委員会の中でもそのようなご指摘を受けております。それで、

今実施設計を行っておりまして、その部分につきましてもどのような形が可能なのかとい

うことを今検討している最中でございまして、このような形にしますということの段階に

はまだ至っておりません。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 ある程度使用する機器の説明を受けました。電気釜ということで４台を設置

するということですが、これ全部同じ、こういう質問もよろしいですか、機械類のことも。 

○阿部委員長 設備ですから、いいと思います。 

〇福原委員 ４台とも全部同じものを購入するということでよろしいですか。ということ

は、よその見学させていただいたところ、１台は冷却専用ということで、釜の周りに冷水

を通して冷却をするということで、あと３台は普通のいためものだとか、あえものだとか、

そういったものに使うのですけれども、１台は構造がちょっと違いまして、周りに冷水を

入れて食材を冷やして使っているところがあったのです。これは、同じものを４つよりも、

そういった使用の目的が違うもの。同じ４つ設置するのでも、外目は同じでも中の構造が

違うということで、非常に感心して帰ってきたのですけれども、そういったことは配慮さ

れているかどうか、ちょっと確認しておきたいのですが。 

○阿部委員長 参事、どうぞ。 

○関谷教育委員会参事 電気の回転釜なのですけれども、一応今４台予定しておりまして、

３台につきましてはこの比較表にあります大きさなのですけれども、あともう一台につき

ましては麺類、ラーメンとかうどんとかをつくるときにちょっと汁物が多くなるものです

から、もう一ランク大きいタイプを検討しております。 

 以上です。 

○阿部委員長 １台は規格が違うということ。 

 給食センター栄養教諭、どうぞ。 

○原田学校給食センター栄養教諭 先ほどおっしゃっていた釜に冷却する機能がついてい

るということなのですけれども、恐らく野菜をゆでて冷やすというものですよね。予定し
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ている給食センターでは４台とも冷却機能話ということで検討しているのですけれども、

その冷却するものは真空冷却機というもので冷却する予定でいます。ですので、４台とも

冷却機能はなしの加熱調理ということで現在は検討しております。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 フライヤーの説明も今受けました。フライヤーって非常に普通の調理と違い

まして、油の湯気というのでしょうか、煙というのですか、すごく出ると思うのです。人

数も多いものですから。これ特別な換気扇みたいなもので囲ってやるような装置はできて

いるのかどうかお伺いしておきますのと、それから壁の対応も、幾ら大きなものでという

ことでも飛沫がひどいと思うのです。それで、それを拭いて清掃するときにきれいになる

ような状態で設置可能かどうかと換気扇のことをちょっとお伺いしておきたいと思います。 

〇阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 まず、換気のほうから説明させていただきます。図面なのですけれども、平面図ごらん

いただければと思います。１階平面図の上のほうに焼き物と揚げ物と炊飯室というふうに

まとめてあります。写真つきのほうのこちらの図面で確認させていただきます。現在のフ

ライヤー、18 番ということで、図面の上のほうです。焼き物、揚げ物、炊飯室というとこ

ろに設置されております。炊飯器のほうもガスを利用するよう考えておりますが、この部

屋一体をガス専用の換気ということで１系統ということで考えております。当然ガス使う

場合と電気使う場合とで換気量変わりますので、ガスの部分に関してはそれ相応に対応で

きる換気量が必要になってくるので、その専用の天蓋フードというものがつきます。換気

のほうはそういった形で対応しますが、壁の仕上げですけれども、まだ具体的にどういっ

た仕上げにするという検討はされておりません。今後、もともとドライシステムで新しい

給食センターになります。掃除も当然しやすくしなければいけません。そういうところは

仕上げを選定する際に十分検討させていただきます。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 ただいま説明のありました焼き物、揚げ物、炊飯室、この下に左側のあえも

の室、それと洗い場、隣り合っているのですけれども、この動線は、これは遮られている

のでしょうか。というのは、あえものというのは温度を下げた結果の料理を出すことにな

ると思いますので、食品衛生上もかなり気を使わなければならない状況の料理が出てくる

と思います。その点で洗い場との関係をちょっと説明いただけませんか。 

○阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 あえもの室とその隣の洗い場、あえもの室と洗い場の間の壁は完全

な壁です。なので、直接行き来することはできませんという構造になっておりますので、

衛生的には問題ありません。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 
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○差間委員 わかりました。 

 それと、機械の説明で炊飯器の部分、写真つきの、これガス炊飯器を使うということで、

電気回転釜というのですか、こういったものとか同じ部屋に設置されてくることになると

思うのですけれども、調理する人の直接体の危険とか、熱処理ですね、それとか床の掃除

とか、こういったもので電気の調理器とガスの調理器の間の差異というのですか、そうい

ったものを含めて、これは今後のことになると思うのですけれども、職員とのこういった

ことについて注意、話し合いというのは現在どのように行われているのか、今後どのよう

に行われていくのか、説明いただけましたらよろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 まず、物の配置に関しましては、こちらの写真のほうの図面をごら

んいただけますか、一番上のページになります。１枚目です。この写真の番号ついている

ところで、今ガスを選定しているのはこちらの 14 番の炊飯器、これがガスです。18 番の

ガスフライヤーに関しましては、こちらの同じ焼き物、揚げ物、炊飯室に入っています。

電気の回転釜のほうはこちらの調理室のほうに配置されておりますので、直接ガスのほう

と電気のほうが接する部分はまずないということと、回転釜に関しましてはガスほど、電

気のほうが直接触れるとかといった場合に熱を発するもの、当然釜のほうは暖かいのです

けれども、周りの機械類等は熱くなるものではございませんので、その辺に関しましては

安全だと思います。フライヤーのほうは、当然油が飛ぶとかということはありますけれど

も、今使っているのとほぼ同じタイプですので、調理員さんはそのほうが使いなれている

ということで聞いております。ガスの炊飯器に関しましても、直接熱を、ガスで炊いてい

ますので、熱は発生しますけれども、十分調理員さんのほうは使い方を熟知していると思

いますので、そういった部分に関しましては設計側からそういった注意点を言っているこ

とはございません。 

○阿部委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 調理員の意見につきましては、給食センターの中で所長、あと栄養教諭

のほうで全て取りまとめて、栄養教諭のほうで熟知しておりますから、本当に細々なこと

が調理員のほうからあれば、栄養教諭が意見を取りまとめて建築担当のほうに伝えており

ますので、意思疎通はできているというふうに考えております。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 重ねて質問いたしますけれども、床の掃除など、焼き物、揚げ物、炊飯室の

床と調理室の電気調理器の周りの床との関係も、これは仕切られてはいるのですけれども、

掃除の方法も変わってくるということになるのですか。 

○阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 ドライシステムにおいて例えば床の仕上げに関しましては、大きく

分けて２種類、塗り床もしくは張り物の床ということになります。ドライシステムですの

で、基本的には水洗い等するわけではなくて、モップがけ程度といいますか、そういった
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形になるかと思います。これからの検討なのですけれども、張り物にしろ塗り物にしろ、

清掃はしやすいものになっております。部屋で分かれておりますので、その部屋ごとの仕

上げの変更は可能ですので、そういった部分でこれから設計していきます。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 もう一点、調理室、計画平面図のカラーのページで柱を撤去とありますが、

この柱の撤去というもので１階と２階の間の天井というのですか、こういった構造は変わ

ってくるのでしょうか。 

○阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 ご指摘のとおり、構造に関しましては１階の柱を撤去することで２

階の柱の位置等変わることはございます。ただ、これまだ設計中でして、当然工事費もあ

りますし、必要な柱を取るわけにはいきませんので、構造計算、構造設計をする際に必要

であれば残すという形にはなると思います 

○阿部委員長 必要に応じては残すということです。 

 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 町長の今年の３月の執行方針の中でも、やはりこの給食センターのことに触

れております。食育の推進、地場産食材の活用推進、食物アレルギーへの対応、災害への

対応、環境への配慮、こういったことが述べられているのですけれども、肝心かなめの給

食センター自体が災害のときに頑丈で災害に対応できるような形で設計していただければ

と思っております。 

 それから、もう一点、食育の推進ということに関してなのですけれども、多機能空間、

この部分が子どもたちへの教育、それと一般の見学される方への教育の面にかけても非常

に大きな意味を持ってくると思うのですけれども、この人数というのですか、これが 36

人ぐらいの対応で今回向かっていくということなのですけれども、構造上の問題から多機

能空間の位置が変わったりしているのですけれども、その辺にかけて、この空間が食育の

推進にも大きな影響を及ぼすと思いますので、今後とも変更のないように、この点で町民

に発信するということでよろしくお願いしたいのですけれども、この点についてもう一度

説明をお願いいたします。 

○阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 それでは、２階の平面図、こちらの図面です。実施設計側の３ペー

ジ目、これの平面図のほうに多機能空間の位置が変わった状態になっているのですけれど

も、多機能空間から右側、窓と書いております。そちらが吹き抜けになっておりまして、

下の調理室、1 階の調理室をこの窓から眺望できるような形になっております。多機能空

間がこちら側に移動した経緯としましては、前回議員協議会のほうでご意見ありましたと

おり、調理場への採光、光を入れるということで、南側に今まで多機能空間のスペースと

っていましたので、それを北側に持っていくことで２階部分の南側、こちらから調理場に

対して自然採光を入れることができるようになりますので、そういった部分を考慮してこ
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ういった設計の計画を変更させているということになっております。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 最初の説明でも今の考えはお伺いしたのですけれども、私ちょっとあれっと

思ったのは、調理場への採光というのは、これは私は大した必要ではないように思うので

すけれども、その点については調理される食品への採光ということは、これはありません

よね。 

○阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 当初といいますか、ドライシステム自体実はすごく閉鎖的な空間で、

外部からのそういった衛生管理面もありますので、極力内部側にも。要するに建具を、窓

を入れるということは、その部分に関しまして当然清掃が発生します。極力窓は確かにな

いほうがいいのですが、ご意見として中で働く人たちに自然光が入らない状態で働いても

らうのはどうなのかということで、自然光を取り入れるという形で計画しております。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 働いている人たちの環境と食品衛生に関する考え方と、その辺がはっきりし

ていないと、先ほど私ちょっと触れたのですけれども、多機能空間がまた南側に移動して、

やはり食品に直接日光が当たる、紫外線が当たるということは避けたほうがいいのではな

いかという考え方が出てきて、また変更するとか、そういったことのないようにと私今申

し上げたのですけれども、もう一度言いますけれども、食品の調理システム動いている場

所に光が当たるということは私は避けたほうがいいのではないかなと思うのですけれども、

どうでしょうか。 

○阿部委員長 給食センター栄養教諭、どうぞ。 

○原田学校給食センター栄養教諭 ご意見どうもありがとうございます。おっしゃってい

た光が食品に当たることによって衛生管理上という点なのですけれども、光が当たって悪

くなるということではなく、温度帯というものがありまして、その温度帯を早く通過しな

ければならないということですので、光がずっと当たり続ける環境には今のセンターもな

いのです。今のセンターにも窓はあるのですけれども、太陽が直接当たるような環境では

ありません。ですので、光が当たることによって食品の温度が上がったりですとか、一番

危険な温度帯に長く放置してしまうということではありません。調理員の要望としては、

外の景色が見えたほうがいいということはあったのですけれども、食品に不衛生なことが

起こる範囲では私も考えておりません。ですので、池田町の例を考えると、屋根、２階部

分が池田はないのですけれども、炊飯室側に窓がついております。完全に窓がないという

環境では池田もないのです。私の考えでも、封鎖した完全に光の入らない工場のようなと

ころで働いてもらうというのもちょっと心苦しいところもありまして、施設課のほうには

窓をつけてほしいという要望は出しております。ただ、衛生管理が行き届かない範囲でと

いうふうには考えておりません。 

 以上です。 
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○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 ちょっとくどいのですけれども、調理過程でどうしてもそこに放置と言った

ら言葉は悪いのですけれども、食品がスムーズに進まない場合もやはり出てくると思いま

す。そういう部分に採光をとるということは間違ってもないように、ひとつよろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 ただいま係長と栄養教諭のほうから説明をさせていただきました。今委

員がおっしゃった点を十分考慮させていただきまして、今後実施設計を進めてまいりたい

というふうに思います。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 今差間委員の質問と関連してくると思うのですけれども、以前いただいた基

本構想の中で４章のところでございます。施設構成と衛生管理、厨房機器の整備方針とい

うところでございます。その中の 1に、ＨＡＣＣＰ及びドライシステムの導入ということ

で、そのことについて述べられております。学校給食衛生管理基準に沿って、ＨＡＣＣＰ

の概念及びドライシステムを導入しということで、衛生管理の徹底を図るということが記

載されております。この中で、ＨＡＣＣＰの概念ということでの具体的な方策というので

すか、それが生かされている具体的な方策というのはどのように考えられているのか、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 給食センター栄養教諭、どうぞ。 

○原田学校給食センター栄養教諭 ご意見ありがとうございます。新しいセンターでは、

ＨＡＣＣＰの概念を酌み取った上で、それでこの図面ができ上がっているところでありま

す。なので、具体的にどこをどうというのは、下に水を落とさないですとか、完全ドライ

方式ですとか、そういう説明になってしまうのですけれども、ＨＡＣＣＰの概念は落とさ

ずに取り入れた図面となっております。 

 以上です。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 ＨＡＣＣＰの概念ということでいくと、衛生管理、検証のシステムというこ

とですよね。そういうことでいうと、どのような形で検証されていくのかということにつ

いての取り決めというのは特にないのですか。ここに危機分析重要管理方式ということで、

あくまでも基本的な考え方は学校給食衛生管理規則に従ってこういうことをやっていくわ

けですけれども、そのことを管理、検証していくシステムということがＨＡＣＣＰだと思

うのです。その辺についてここに記載されているということ、その精神について導入して

ということでございますので、こういった危険分析重要管理方式というものの具体的な方

策というものもしっかりとわかりやすく示していただいた中でＨＡＣＣＰの管理をしたほ

うがいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 
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○阿部委員長 教育次長、お願いします。 

〇鈴木教育次長 給食センターで一番あってはならないことは食中毒でございまして、そ

の原因となるのが細菌の発生でございます。それには温度と水が一番の要因となるという

ことで、そのためにこのＨＡＣＣＰの概念に基づいたドライシステムというものを導入し

ております。また、汚染作業区域と非汚染作業区域を分けているということも全てＨＡＣ

ＣＰの概念に基づいた考えということで進めておりますので、具体的にそれ以上というこ

とはありませんが、概念につきましてはドライシステムと汚染作業区域、非汚染作業区域

という区分けがその概念に基づいた取り組みというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 今言っていることも大事なのですけれども、ＨＡＣＣＰの概念というのは検

証、改善していくということがそのシステムなのです。そういうことで、何をどういうふ

うに検証して、またそのことについて改善していくかということのシステムだと私は理解

しているわけで、衛生管理の中の検証システムとして具体的なものとしてここで述べられ

ているのであれば、きちっとした具体策を今後明示していくべきでないかなと考えており

ます。 

 以上でよろしいです。１点だけ。 

○阿部委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ただいまいただきました意見につきまして改めて検討させていただきま

すが、現段階におきましてもＨＡＣＣＰの概念に基づいて施設的、整備的にはそこまで至

っていないということはございますけれども、栄養教諭中心に毎日調理員がそういう検証

作業といいますか、確認作業はしておりますので、今行っている部分をさらに高めていく

というふうにしてまいりたいというふうに考えております。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 何点かあるのですが、まずこの事業は３年間で９億円という事業の予算を出

されておりまして、この中で既に実施設計は当初予算よりかなり安く発注されたようです

が、先ほどから施設課、教育委員会それぞれ交互に説明いただいているのですが、建物本

体そのものはもちろん施設課で管理されて発注されてということだと思うのですが、その

辺の確認１つと、それから備品の購入に関してもこれは施設課が責任持って納入し、全部

終わってから教育委員会が引き受けるのか、その辺の責任の所在です。ちょっと私たちわ

からないので、その辺はっきりと説明いただきたいなと、責任の範囲です。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 給食センターは、教育委員会の所管でございますので、予算上も全て教

育委員会のほうで責任を持って進めることになります。ただ、専門的な知識を我々は持ち

合わせておりませんので、給食センターの栄養教諭、また調理員の意見を踏まえて、専門

的な建築とか設備関係のほう、特に設備関係はこちらのほうで意見を建築のほうにお願い



- 15 - 
 

をして、こういうものをということで、常に連携を図りながら行っております。責任につ

きましては、当然教育委員会のほうと考えております。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 関連するのですが、本体工事はもちろん入札何社かあると思うのですが、備

品の購入に関して先ほどからも説明ありましたけれども、ほぼ機種を特定する、それの納

入についても多分入札だと思うのですが、入札だとしたら、その機種を限定して、納入す

る業者が何社か出てくると、そういうことなのでしょうか。特定して、それをこちらが発

注、ここに書いてありますけれども、幾らで受けてくれるのか、そういうことなのか。あ

るいは何社か、特定した機種があって、それを指定して何社か入札という形で、備品だっ

て１億 5,000 万円ぐらいたしか予算とっていますよね、そういう方式なのか。ちょっとそ

の辺確認します。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 建物につきましては、当然入札という形になります。備品につきまして

も、実施設計の中でどういうような仕様になるかということは今検討中でございまして、

今委員がおっしゃったとおり、こういう規格のものであればどこの業者でもいいという方

法もあれば、こういう設備機器はここしかないということもありますので、そこも含めて

今検討させていただいております。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 その辺の点について私も心配して今質問したのですが、特定の品物しかない

からそこの生産元だけしかないという場合には特定の業者だけに発注するのか、その辺の

ところは非常に難しいと思うのです。ですから、ご承知のようにきちっとした入札方式で

複数の業者が、決まったものを安く入れてくれるところがあるのか、そういう方法という

のは今検討中と言われましたけれども、難しいと思うので、その辺十分今後も検討されて、

できるだけ経費がかからないような方法と明朗な工事、事業が進むように協議していって

ほしいなと思っています。 

○阿部委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 実際長年使ってきた調理機器がございまして、現実的なお話しさせてい

ただきますと、平成 30 年度から新しい給食センターで始めさせていただきます。今の給食

センターが 30 年の４月から新しいセンターで行う、給食を提供する、開始をする。平成

30 年の３月、終業式の前ぐらいまで今の建物で行うと。実際２週間程度しかあきがござい

ません。その中で、新しい施設、新しい設備機器に調理員がなれていくという作業があり

ます。当然おいしい、それで安全な給食ということがございますので、全く使いなれてい

ない設備機器を使うということはなかなか難しいのかなというふうには考えておりますが、

今委員が言われたことにつきましては十分検討させていただきたいと思います。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 備品購入もそうですし、本体工事でもなのですが、当然監理委託料というも
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のをもってきちっと工事の監理をしてもらうと思うのですが、ただお任せでなくて、自分

たちが、浦幌町が、多分施設課になると思うのですが、途中でそれを工事の状況を調査し

たり、そういうことってどのぐらい、どういう状況であるのでしょうか。 

○阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 工事監理におきましては、通常監理委託した場合は週１回、担当者

及び業者を踏まえまして必ず打ち合わせをするような形になっております。ですので、こ

ちらの意見も言いますし、工程の確認もできますし、そういった打ち合わせを密にやりな

がらやっていくのが監理委託となっておりますので、その辺のご心配はないかと思います。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 その辺のことについては、先ほども同じような質問しましたけれども、教育

委員会は全然見ないのですか、でき上がるまで、引き受けるまで責任ないのですか、予算

の面での発注は教育委員会だと言いましたけれども、そういう見るということはしないの

ですか、一緒に。 

○阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 説明不足だったかもしれないですけれども、その監理の打ち合わせ

の場には必ず担当者、私以外の担当課の担当者も同席してもらって、その場で確認作業等

も行いますので、その辺は大丈夫だと思います。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 余計な心配なのですが、近間である者が納入されていなかったとか、いろい

ろ問題になっていますから、そういうことを心配して申し上げているので、逐一十分、監

視という言い方は変ですが、やはりでき上がるまで大きな責任あると思いますので、その

辺のところを十分手だてしてほしいなと思っています。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 先ほどもお話しさせていただきましたが、責任は当然教育委員会のほう

にあるというふうに考えておりますので、建築担当につきましては、専門知識を我々が持

ち合わせていないので、ある意味責任というか、言葉は悪いかもしれない、お手伝いをい

ただいているというふうに思っておりますので、こちらが主導して、責任はこちらにある

というふうに考えております。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 それでは、何点かお伺いいたします。 

 先ほど汚染区域と非汚染区域の明確化ということで、設計図上でもなっております。学

校給食の施設及び設備の整備ということの基準の中で、交差汚染の防止ということが何回

か出てきているのです。汚染区域と非汚染区域の人たち、働く人たちが交差することによ

って汚染が発生する場合があると。それで、下処理、洗浄は白いエプロンを使ってくださ

い、それから調理、盛りつけの場合はピンクエプロンを使ってくださいということで、よ

その給食センターでは色分けして動線が交差しないような状態で給食をやっているのが現
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状でございます。それで、その辺のことも考慮していただいて、それとドライ方式のＨＡ

ＣＣＰということで先ほどからいろいろ説明を受けておりますが、ピーラーもそうですし、

それから３槽シンク、それと野菜のカッターというのですか、フードスライサー、全てこ

の写真で見る限りふたがついておりません。ピーラーなんかも、多分皮むき機ですから、

中で野菜が動いたりなんかすると思うのです。それで、飛沫を避けるための防止対策とい

うものが私は必要でないかと、それでないとドライ方式にはなかなかならないのではない

かなというふうに思っておりますが、その辺は考慮していただけるか、ちょっとお伺いし

ておきます。 

○阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 まず、私のほうからは器具等の技術的な部分ということで、写真に

載せています機器は参考写真ということで、こういうものですということで載せさせてい

ただいております。ふた等はちょっと未確認でありますけれども、この機械自体はドライ

システム用につくられているものですので、特段そういった委員の心配はないかと思われ

ます。特別これ以外に何か細工をしなければいけないといったことは必要ないかと思って

おります。 

 あと、清掃等の部分に関しましては、当然ドライシステムでありますので、床を水で洗

うような、そういう豪快な掃除にはなりませんので、そういった部分は支障ないかと思い

ます。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 汚染防止の対策としてエプロン等のことも要望しておきたいと思いますし、

それから今写真では細かいところはわかりませんが、例えばわざわざ学校給食の施設の中

で汚水のことと、それからシンクにたらいを入れて、ざるを入れて、そして水の落下を防

いでいるのです。ここら辺をきちっとしないと、幾らドライ方式といっても水が床に流れ

るようであれば調理員の方非常に苦労するのでないかなというふうに思うのです。それで、

その辺なんかも設置段階、設計段階できちっとしたものをやっていただきたいということ

と、それから強制排気口と強制吸気口の設置は当然すると思うのですけれども、開放口と

いうのでしょうか、フィルターなんかもつける予定があるかどうかと、それから空調設備

です。センター内の室温と、それから湿度、これの管理はどのようになっているか、自動

になっているのか、毎日確認できる状態か、現状の給食センターは非常に締め切った状態

で大変だということをお聞きしましたので、その辺なんかも確認しておきたいというふう

に思っております。 

○阿部委員長 給食センター栄養教諭、どうぞ。 

○原田学校給食センター栄養教諭 ご意見ありがとうございます。衛生管理について私か

ら説明させていただきます。 

 ご指摘いただいたエプロンの色分け等についてですが、新しいセンターでも肉、魚の下

処理室と野菜の下処理室でのエプロンは分ける予定でおります。また、町立の調理員と配
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食している調理員が一目でわかるようにエプロンの色分けをしようと考えておりますので、

その点についてはご心配要らないかなと思います。 

 あとは、床の水落ちについてなのですけれども、ざるの下に水を受けるたらいがついて

いるのです。２段方式のようになっていて、それで水が下に落ちてもたらいで受けること

ができるというものを今使用しておりまして、新しいセンターでもそのようなものを使お

うと考えておりますので、下に水が落ちないような配慮は今後もしていきたいと考えてお

ります。 

 私からは以上です。 

○阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 それでは、私のほうから換気のほう、あと空調のほうに関してお答

えいたします。 

 先ほどおっしゃいました強制吸気、強制換気についてですけれども、恐らく機械換気の

ことだとは思います。当然そういったものは全て完全制御のもとやることになります。当

然年１回の保守点検等も入りますので、そういった部分で衛生管理は徹底できると思いま

す。空調に関しましても同じように温度設定等は機械的に全て制御するような形となって

おりますので、今のような施設というふうにはならないと考えております。 

○阿部委員長 課長補佐。 

〇早瀬施設課長補佐 あと、今の追加の説明ということで、湿度のことで言われたと思う

のですけれども、一応エアコン等の設備も入れた中で冷房と湿度の除湿等も行いながら、

環境に配慮した中で作業できるような形を考えております。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 室内設定はこの説明によりますと 25 度前後、それと湿度は 80％くらいが労

働条件に非常に優しい状態でないかということで、エアコンとかで完全制御というお言葉

をいただきましたので、期待をしております。 

 それと、エアカーテンの設置はどこのところに、前のときは２カ所あったのですけれど

も、新しい図面のところではちょっと場所がわからなくなってしまったのです。それで、

エアカーテンはどこに設置するのかお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 それでは、実施設計の２ページ目のほうをごらんください。図面の

ほう今調整中でありますので、全てが載っているわけではないのですが、まず荷受側のほ

う、風除室の入り口のところに１つとごみ庫、これも外との直接の出入りがありますので、

こちらにも１カ所。今のところ外からのエアカーテンに関しましては、この２カ所という

ことになっております。今後左側の配送側の風除室部分にもどういった形でつけるかとい

うのは検討していくところであります。それと、エアカーテンとまた別でエアシャワーと

いうのが調理準備室のほうにはつきますので、当然非汚染、それから汚染区域との出入り

の部分に関しましては、そういったところを通って体につくごみ等を落として入るという
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ふうな設備になっております。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 それから、配送、回収というところまでいろいろと細かく設計図ではなって

おります。学校から戻った状態の、食器は古いのそのまま使うということでいつだかお話

になっていたと思うのです。それで、食器と、それからコンテナですか、食缶、箸、おた

ま、へらとか、学校に行くもの全てを配送したときと同じ状態で戻すように学校側にもき

ちっといつもやっていられるかと思います。これらの洗浄、消毒、殺菌も今の状態とは違

う方法で完璧に行われるかどうかということをお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 給食センター栄養教諭、どうぞ。 

○原田学校給食センター栄養教諭 ご意見ありがとうございます。食器は、おっしゃいま

したとおりに今までのものを使用する予定です。ただ、食缶ですとか食器を入れておくか

ごですとか、そういうものは新しくしようと考えているのですけれども、洗浄システムな

どは今使っているものをそのまま受け継ぐ形で考えております。調理員もその方法なれて

おりますので、新しいセンターでも入れたいと思っています。ですので、食缶、食具が変

わったということで洗浄がうまくいかなかったりですとか、そういうことはないと考えて

おります。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 学校から戻ったときに、残菜庫というのがありますよね、これも相当な量で、

戻らないように努力をしていらっしゃるとは思うのですけれども、多分ここにいろんなも

のが管理というか、されると思います。これを毎日計測しているか、確認しているか。残

った日の調理内容と残らない日の調理内容とどういう差異があるかとか、そういうような

工夫は今後ともなされていくかと思いますが、栄養士さんのほうでどのようにお考えにな

っているか、残菜のこととその管理と、それから有効活用方法はこの残菜についてはない

のかどうかということをお聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 給食センター栄養教諭、どうぞ。 

○原田学校給食センター栄養教諭 残菜についてなのですけれども、毎日残菜を調理員に

はかってもらっています。大きい学校、浦幌小学校と浦幌中学校の分ではかっているので

すけれども、残菜が多かったメニューが何だったかですとか、そういうものは統計をとっ

て管理しております。ですが、人気がないからといって出さないというのもおかしな話で

すし、嫌いなものでも食べようという指導はこれからも続けていこうと思っています。各

クラスに入って給食指導したりですとか、栄養面の授業をやったりですとか、そういうア

プローチで残菜は今後少なくしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 残菜の有効活用ということでお話があったかと思うのですが、現在は生
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ごみという形で毎日廃棄させていただいております。当然手数料というものがかかってお

りますが、そのコストを何とか、今後有効活用によってそのコストを下げることができな

いかということになろうかと思いますけれども、いろいろなことを今検討をしてはいるの

ですが、例えば家畜の餌に提供するとかにつきましても、町内の方でそういう方がいらっ

しゃらないという現実がございます。そうなりますと輸送コストということがございまし

て、町外の方といろいろ協議させていただいたことはあるのですが、なかなかそのコスト

が見合わないということがございまして、今廃棄させているような形にならざるを得ない

というふうな、そういうふうになるのではないかというふうに考えております。何とか別

な方法がありましたら、コストがかからないような有効活用に努めてまいりたいとは思い

ますが、今現状としてはそういう状況でございます。 

○阿部委員長 審議中なのでありますけれども、直接建設にかかわらないことはちょっと

控えていただきたいと思います。 

 今の件の続きですか。 

〇福原委員 はい。次長のお話で大体わかりました。だけれども、視点を変えれば畑の肥

料にもなるのでないかなというふうに私は思ったものですから。それと、ディスポーザー

入れますよね、ここも同じような、非常に汚水がいっぱい出るところではないかなという

ふうに、床のほうに流れないような排水溝をきちっと広くしっかりととっていただいた上

で、こういう排水溝を毎日清掃しなさいというふうに書いてありますので、その辺なんか

の管理というのですか、その辺なんかも考えていただいているのでないかなというふうに

思っていますので、お聞きしておきます。 

○阿部委員長 １点だけよろしいですか、ディスポーザーの清掃について。 

 栄養教諭、どうぞ。 

○原田学校給食センター栄養教諭 先ほど話題にも上がりましたグリーストラップもそう

なのですけれども、毎日清掃を行っておりますので、ディスポーザーのほうでも変わらず

毎日清掃を行いたいと思っています。 

 以上です。 

○阿部委員長 大体皆さんよろしいですか。続きますか、ちょっと休憩をしたいのですが、

どうでしょうか、同じような流れだったら。 

（「よろしいですよ、委員長の裁量で」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、まだ質問が続く予定でございますので、ここで暫時休憩をさせ

ていただきたいと思います。 

 

午前１０時２９分  休憩 

午前１０時４０分  再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き会議を始めます。 
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 先ほどの件に引き続き、ご質疑のある方はよろしくお願いいたします。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 まず、一番大切なこと、この工事、この事業の全体的な予算の資金の調達方

法を再確認させていただきたいということでお願いしたいと思います。国の補助金あるい

は臨時交付金とか、いろいろあると思うのですが、さきにも説明を受けておりましたが、

書類になったものがないので、その後状況変わっているかもしれませんし、今後も変わっ

てくれれば一番いいのですが、確認したいと思いますので、お願いします。 

○阿部委員長 参事、お願いします。 

○関谷教育委員会参事 事業費につきましては、文部科学省の学校施設環境改善交付金を

入れまして、残りは起債と、あと町の単独費で行う予定でおります。詳細につきましては

まだ未確定でございますが、国の補助に関しましては今のところで最大限で 4,000 万円程

度くらいでございます。 

 あと地方債に関しましては、よろしくお願いします。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 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。 

 本当に多額な費用になるということで、現在のところ実施設計を組んだ中で、その工事

費、事業費が確定していく見込みということでございますので、金額についてはおよその

概算という中身でなろうかと思いますので、ご理解いただきたいと思います。このことは、

基本構想の中にもその金額についてはおよそ 9億円を超える額の事業費になるというふう

に想定されるということで説明続けてきてございます。その中で費用の捻出はどのような

形にするのかという部分でございますけれども、ただいま関谷参事のほうから文科省の補

助金を活用したいということでお話がございました。その残額については、起債措置、ま

た一般財源という形になっていくかと思いますけれども、文科省の補助につきましては予

算内の補助金ということが前提になっておりますので、全国規模的に同じような事案が恐

らく多数あると思います。その中で予算の範囲内でございますので、最大 4,000 万ぐらい

費なるだろうと見込んでおりますけれども、それが場合によっては 2,000 万円相当になる

かもしれわかりませんし、このことは実際の事業年度になります 30 年度の申請の行為でご

ざいますので、文科省の予算がどのような形で全体量として見込まれていくのか、このこ

とについて若干の差が出るということがまず１点と。 

 また、多額な９億円を超えるという額の中で補助金が少のうございますので、この残額

措置につきましては過疎債をもって対応したいなというふうに考えてございます。いずれ

にいたしましても、まだ年度としては 30 年度施行ということでございますので、その中で

新たな補助金のつきぐあい等々含めまして、その辺は負担のないような形での工夫をして

まいりたいなと考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 基本構想の報告書によりますと、国、国庫補助の申請が 29 年度、交付が 30
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年度ということになっています。今参事のほうからも副町長のほうからもお話あったよう

に、国庫補助は予算の範囲内、残り施設の補助金はどのぐらいになるかわからないという

ことですよね。例えばここ数年の中で、よそのまちで聞きますと地域の元気臨時交付金み

たいなのを使ったところもありますけれども、それはもうなくなって、多分使えないとい

うことですから、国の補助以外にどのぐらいかとか、全然見当つかないのでしょうか。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 所管のほうからもいろいろ情報を集めていただいてお聞きをしている中で

は、先ほど 4,000 万円から場合によっては 2,000 万円ぐらいになるだろうということは考

えられる範囲かなと思っております。文科省の補助金の補助率というか、算定もこちらの

考えとはなかなか合わないところもあるようでして、そうすると今お話ししましたとおり

恐らく 2,000 万円から 4,000 万円の間になっていくのではないかなというふうに現在のと

ころは思っているところでございます。いずれにいたしましても、申請行為でございます

ので、申請した中で交付設定が内示含めてどのような額を示されてくるかというのは現段

階ではこうだというのはお話しできる段階ではございませんけれども、補助金の交付要綱

の内容から照らして想定するところ、2,000 万円から 4,000 万円の間にはなるのではない

かなというふうには捉えております。 

 また、そのほかいろんな補助金がある中で活用できるものはないかというようなご趣旨

のご質問だと思いますので、このことについてもどんな形で該当するものがあるか含めて、

このことについては調査させていただきたいなと思っております。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 今副町長からお話あったように非常に、以前の説明受けたときもどうも曖昧

だな、よく見当つかないなという感じだったのですが、きょうも同じような説明でありま

すから、できるだけでなくて、何とかして少しでも多く国の交付金等利用できるような対

応をぜひやってもらわないと膨大な負担になるなというふうに思っています。 

 それで、次の質問ですが、この工事で、中学校校舎、体育館のときもそうだったのです

が、町内業者に係る経済効果というようなことで、その辺の試算があるのか。先ほども質

問しましたが、備品購入においては単品だともしかしたら町内業者も参入できるような、

そういう対応もあるのか、その辺含めてお話しいただきたいと思います。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 現在実施設計の段階ということでございますので、このことによってどの

ような経済効果があるのかということについては、現在のところ試算はしてございません。

お話の向きとしては、町内の経済振興という部分の中ではどのような形がとれるのかとい

うのがご質問の趣旨だと思います。今後の発注の形態について町内の経済振興という面で

どういうような効果があるのかということについては、今後の中で調査、検証という部分

が１つ課題にあるのかなと捉えているところでございます。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 
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〇杉江委員 例えば外構工事、30 年度になると思うのですが、なんかだと町内業者に限定

してそういう発注とかという方法をとられる、問題ないのか、そういう方法をとれるのか、

ちょっと聞いておきたいと思いますが。 

○阿部委員長 施設課長。 

〇小川施設課長 今発注方法等全てまとまったお話かと思いますけれども、今後設計を詰

めていく中で、建築主体工事、設備関係、機械関係、外構も含めてですけれども、金額に

応じてそのランクづけでありましたり、指名形態であったり、さまざまな手法が考えられ

ます。町内業者さんに限って、今お話しいただいた外構に関しては、その外構の整備内容、

金額にもよりますけれども、基本的には土木事業といたしましてでき得れば我々としても

町内業者にお仕事をしていただく、そういった方法を考えながら対応はしてまいりたいと

考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 日ごろから当然そのようなことは配慮して町内の工事発注はされていると思

うのですが、できるだけできる範囲の配慮をしながら、公平、明瞭にやっていただきたい

なとお願いをしておきたいと思います。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいまご指摘ありました部分につきまして、町内の経済振興という部分

がやはり大きな部分がございますので、そういった面からできる限りの内容については十

分検討してまいりたいと思っています。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 先ほどお聞きするチャンスがなかったのです。人命にかかわる大変大事なア

レルギーの対応食というのですか、これについてお伺いをしておきたいと思います。これ

からいろいろな備品、機具類等を購入すると思うのですが、アレルギーになってしまうと

呼吸困難等をすぐ起こすような状態のお子様もいらっしゃるのではないかなというふうに

思っておりまして、完全に除去することが困難な場合はお弁当もということで多分指導な

さるのではないかなというふうに思うのですが、給食内で給食センターで使う専用調理器

具、それから容器などの明文化というのですか、個別のしっかりしたものを備えていただ

けるかどうか。それと、アレルギーはどの程度の除去というのかを考えていらっしゃるの

か。それに伴う機器等の購入です。その点１点、まずアレルギーのことでお聞きします。 

○阿部委員長 給食センター栄養教諭、どうぞ。 

○原田学校給食センター栄養教諭 ご意見ありがとうございます。アレルギーの子につい

ての食缶については専用のものがありますので、全て個別に１組ずつそろえたいと思って

います。また、アレルギー調理室内にはアレルギー専用のまないたや包丁ですとか、フラ

イパン、鍋とか、そういう調理器具もアレルギー専用で用意することを考えております。

新しいセンターのアレルギー対応についてはレベル３まで行う予定でありまして、卵と乳
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の除去食をつくるというのが一番最高の対応になると考えております。 

 以上です。 

○阿部委員長 はい。 

〇福原委員 調理員の方はメンバーの中でこの方はと、なれている方を多分お願いするの

だろうと思います。先ほどエプロンのことを話したときに、交差汚染を防ぐために汚染区

域と非汚染区域ということで私は聞いたのですが、答弁の中では職員と、それから準職と

いうのですか、そういう方とエプロンを変えるというようなおっしゃり方なさったと思う

のですけれども、私は汚染区域と非汚染区域の明確化をするためにも責任者も含めてエプ

ロンを変えたほうがいいのではないかなというふうに、よその現場見てきたときに非常に

整然と同じエプロンの方が同じ場所で、よそには行かないというか、交差汚染を防ぐため

にそういうやり方をやっていて、非常に感心したのです。そういうやり方をすると人員的

に現在の調理員で足りるのか、足りないのか、ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○阿部委員長 福原委員、これ実際に走り出してしまうことなので、そのときの状況の中

でご質問して…… 

〇福原委員 今言っておかないと、走り出してしまってからなかなか変えていただけない

かなと思って、これ大事な…… 

○阿部委員長 職員のことですので…… 

〇福原委員 人命にかかわることで。いいです。 

○阿部委員長 建設のことでしたら問題ないので、今のこと１点についてはお答えをお願

いします。 

○阿部委員長 栄養教諭。 

○原田学校給食センター栄養教諭 汚染と非汚染につきましては、もちろんエプロンは変

えます。調理室内とアレルギー調理室内は非汚染に該当しまして、下処理室は汚染区域で

すので、そこではもちろんエプロンを変えて、一方通行の動線で後戻りはしないように、

調理員も重々わかっていますが、私も指導していきたいと思っています。 

 以上です。 

○阿部委員長 同質問か、違う質問か。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 はい、お願いします。 

〇福原委員 ドライ方式ということで、水は余り使わないということでお伺いをしていま

す。それで、給食センターで調理する場所以外のところで、例えば管理事務所、それから

廊下、休憩室、それからトイレ、それから２階の研修室など、そういうところで町内産の

カラマツの使用を私はしていただきたいというふうに設計段階から思っているのですが、

その点を１点お聞きしておきます。 

○阿部委員長 建築住宅係長。 

○安田建築住宅係長 先ほども申し上げましたが、仕上げのほうに関しましてはこれから
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考えていくところなので、ご意見をいただいたことを認識しまして、反映させていただき

たいと思っております。 

〇福原委員 それと、スタート、これから本格的な工事が始まると思うのですが…… 

（「委員長の指名受けて」の声あり） 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 済みません。 

 新しい給食センターと食に関心を子どもたちに持っていただくためにも、よその学校で

はよくキャラクターの募集を１年以上前からやっているのです。浦幌町もそのようにキャ

ラクターなんかを募集していったら、今からでしたら当然間に合いますので、この辺なん

かの配慮はお考えでしょうか、お伺いしておきます。 

○阿部委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 今委員からご意見いただきましたキャラクターの募集につきましては、

現時点では考えておりませんので、今いただいた意見を踏まえてちょっと検討させていた

だきたいと思います。 

○阿部委員長 あとよろしいでしょうか、河内委員よろしいですか、杉江委員もよろしい

ですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 ご質問がなければ、一旦この質疑については閉じたいと思います。よろし

いですね。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 一応質問については終わりということにさせていただきます。 

 議長、何かご質問があれば、最後に伺いたいと思います。 

〇田村議長 きょう所管事務調査ということで、それぞれ理事者の方も忙しい中ご参集い

ただきながら実施させていただきまして、ご苦労いただいて本当にありがたいことだなと

お礼申し上げます。それぞれ本別、池田、足寄等、ここ近年のうちにすべからずして新し

い給食センターを建てられていると、そういう中では環境的には今工事をするということ

で我が町も工事に入るわけですけれども、それぞれ研修、それから対策等については十分

勉強できる環境にあって、よかったのかなというふうに思ってございますし、それぞれ同

僚委員のほうの質問もございましたけれども、そんな中では万を期して、恐らくや全部承

知の上でやっているのであろうというふうに思っております。 

 そんな中で一番は、同僚委員から発言がありましたように資金なのです。このことにつ

いては、ほかの町村を見た中ではそれぞれ何らかの形の中で助成金をいただいているとい

うようなことでございますので、その辺のことについては万を期して資金調達の方策を考

えてほしいなというふうに思っております。そんな中で、大変なボリュームの中で実施さ

れるということで、その辺十分肝に銘じながら対応していただければいいのかなというふ

うに思ってございますので、なお一層ご尽力賜りますようお願いを申し上げておきたいと
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いうふうに思います。 

 以上です。 

○阿部委員長 ありがとうございます。 

 以上で質疑については終わらせていただきます。 

 それでは、暫時休憩をさせていただきたいと思います。 

 

午前１１時０１分 休憩 

午前１１時０５分 再開 

 

○阿部委員長 それでは、休憩を解き会議を続けます。 

 この後は報告書等の相談でございます。今まで質疑された経緯について、こういうふう

にあったほうがいいかなと、それから問題点、課題とかがありましたら、また今回言って

いただきまして、その中で発言をいただきまして、今後の報告書の礎とさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 この後報告書をつくるわけでありますけれども、今回質問いただいたことの中でこれは

絶対に報告書に残しておきたかったということありましたら、ご質疑を願いたいなと思い

ます。どなたからでも自由に発言を願います。 

 今回の調査におきましては、いかにスムーズな経過をもちまして給食センターの建築に

当たるか、結果的には生徒、子どもたちに対してより安全でおいしく給食が提供できるか

ということが一番の課題なのだろうと思います。この件につきましていろいろなご質問を

いただきましたので、そのことについてもう少しこういう状況であってほしいなというこ

とがあれば、お伺いいたしたいと思います。 

 では、こちらから指名をさせていただきます。 

 福原委員、何か少し物足りなかったのかなと思いますけれども、何かそのことについて

あれば伺いたいと思います。 

〇福原委員 きょうは設計段階ということで、非常に私も先走ってしまって、今言わない

と、聞いていなかったとかと言われた嫌だなと思っていろんなことを言ったのですが、基

本的な給食センターに対する理念等を基本構想の中から拾い出して、それを報告書の中に

きちっと入れながら、安心、安全な給食をつくるということが最大の理念なのだろうと思

いますが、そういったものを取り入れながら、ＨＡＣＣＰ方式とかというのは今回初めて

私たちも聞いたのです。そういったものの字句の説明なんかも町民の皆さんにわかりやす

いように、行政というか、総務委員会の報告の中できちっと報告していったらいいかなと

いうふうに思うのです。ＨＡＣＣＰ方式ということはドライ方式で余り水を使わないとい

うことで、でも水を使わないということは不可能だと思うのですよね、調理するのに。そ

の辺なんかも町民の皆さんにきちっと伝わるような報告にしていただきたいなというふう

に思うのですが。 
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○阿部委員長 ＨＡＣＣＰ方式の説明についてということでございます。前に基本構想や

何かについてのあれにも説明は一応あったのかなと私は思うのですが、そのことについて

も触れておけばいいということですね。 

 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 今の福原委員の疑問に関連してですけれども、ＨＡＣＣＰ概念の導入という

ふうにこの説明書の中では書いてあるのです。ただし、ＨＡＣＣＰ方式を採用となるとま

るっきり話は別物になってきまして、調理過程の一つ一つを克明にチェックしていくとい

うのですか、そういった説明は今回なかったですよね、あくまでもＨＡＣＣＰ概念の導入

という言葉だけだったので、これはＨＡＣＣＰ方式採用ではないと私理解していたのです

けれども。 

〇河内委員 私が言い出しっぺになってしまったのだけれども、ＨＡＣＣＰの概念という

ことで、ここの第４章に載っているのですけれども、学校給食衛生管理基準に沿ってとい

うことでいえば、これ一般衛生の土台となる基本的な 10 項目があるのですけれども、恐ら

くそれを全てクリアしての学校給食衛生管理基準というものがあると思うのです。ただし、

ＨＡＣＣＰの概念というのは、これはさっきも言いましたように管理、検証なのです。こ

れらの基準をいかに管理して検証していくかというのがＨＡＣＣＰの概念なのです。その

ことについては、ほぼ述べられていないのです。 

 だから、今差間さんが言われたＨＡＣＣＰの概念というのは非常に大きなもので、概念

ということだけに対応しているより、考え方というかな、そういうことだけという意味で

はないのかというようなことだったと思うのだけれども、これもいろいろ調べてみますと、

ＨＡＣＣＰの概念ということでいうと、先ほど福原さんが質問したことと関連してくるの

ですけれども、例えば一番のことは危害分析ということで、基本となる管理するものをま

ず決めるということです。これとこれとこれは管理しようと、みんなで厳密にこれは管理

しようと、まず管理設定、どれを管理するか。例えば室内温度とか、時間とか、それから

湿度とか、ｐＨとか、そういったものを、みんなで共有できるものをまずできる範囲で決

めていくと。決めたことをでは本当に決めたことがみんなで管理されているのかという検

証をして、その検証した結果をまた今後、どうしていくかという反省を踏まえてまた管理

をしていくというようなことを繰り返し、繰り返し。我々の議会のあれでも評価して検証

していくのと同じで、そうした検証的なもの、管理して検証していくものをきちっとある

程度。 

 ですから、レベルの大小はあっても、自分たちの管理可能な最低限のものを自分たちの

浦幌の給食センターとして設定して、それができているかどうかということを検証して、

それを繰り返し反省して、また衛生管理につなげていくという方法なので、具体的にでき

ないことではなくて、ＨＡＣＣＰの概念を導入するということは、大小はあっても、低い

レベルであってもそういう検証をしていくということの導入だと私は理解したので、その

ことで具体的な方策を何か考えていますかということで確認させていただいたのだけれど
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も、ＨＡＣＣＰの概念といったら、何か全部ひっくるめて衛生管理、衛生上の概念だとい

うことではやり言葉みたいなことで捉えるのではなくて、そこにはきちっとした概念があ

るので、その概念をきっちりうたうのであれば、最低限のことはきちっと管理、検証して

いただきたいという考えで申し上げたわけです。 

○阿部委員長 河内委員の言っていることが全てなのかなと、今回の場合は私考えている

のですけれども、福原さん、そういうことでよかったですか。 

〇福原委員 ＨＡＣＣＰって多分一応準備はすると思います。今もやっているのですから、

検証というか、最後の日誌みたいのを書きながら検証をしているのです。スタートしない

と、準備はするのでしょうけれども、スタートしないと具体的なことは多分センター側で

も言葉に出しては言えないのではないかなと思うのです。１年あるからという感じで物を

言っていたのではないかなと。今すぐ何か出せと言ってもなかなか、それは現場で全ての

ものが器具含めて動かないと、ここはこうだ、ああだということはなかなか具体的な明示

もできないのではないかなというふうに私は捉えて聞いていましたけれども、大事なこと

だと思いますよ、検証というか。 

○阿部委員長 私が言うのもあれですけれども、今回の場合はある程度ハードの部分の設

定ですから、もちろん皆さん言われたこと、私気分的なことというか、気持ち的にはわか

るのですけれども、それはそれでこれから何カ月なり１年かけてきちっと、ヒューマンの

ことについては、人間のことについては検証していくべきなのだろうなと私自体は考えて

いるのですけれども、それについては遅くないと思う。 

〇河内委員 必ず器具、機材と今の検証というのがかかわり合ってくるから、だからソフ

ト面だけが別なものではなくて、管理になると機械器具とソフト面というのは必ず関連性

を持って管理すべき問題ですから、全く別ではない。ただ、どちらかというと今ハード的

なものよりソフト的要素強いのだけれども、全て総合的に関連ありますので。 

○阿部委員長 わかりました。 

 まず、ＨＡＣＣＰの概念については大体これでよろしいですか。 

（「いいです」の声あり） 

○阿部委員長 ほか、これは検証の値あると、これからこうあったほうがいいということ

があれば、伺います。 

 福原委員。 

〇福原委員 先ほど最後のほうだったのですが、人命にかかわるということで、どこでも

アレルギー対応できちっとした調理の方法で場所を設定してやっているということも、こ

れも非常に重要なことですので、所管の中でやはり一言触れておく必要性があるのでない

かと思います。 

○阿部委員長 あとほかにございませんか、先ほどのずっと検証させていただいて、質疑

させていただいた中で。 

 はい。 
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〇福原委員 これから建設するということで、この常任委員会の報告書のほうが先になる

と思うのです。でき上がったものよりこれのほうが。ですから、大事なことで言ったこと、

例えば浦幌産のカラマツを使用してほしいとか、差しさわりのないところでそういったこ

とをしてほしいとか、それから空調ですか、エアコン、空調なんかの完備ということでお

っしゃっていましたので、ここの今現在のところで非常に温度設定が悪くて、暑くて、物

をつくるときに非常にそれが差しさわりになっているという話を現場の方から聞いてきま

した。そういうことがなくなるということで、今回はこうやってエアコンとか完全制御で

やりますよということを強調していただいてもいいかなというふうに、それと災害時のガ

スと電気の供給の関係なんかもある程度報告書の中で触れておく必要があるかなというふ

うに私は思います。 

○阿部委員長 エアコンとか、地元素材とか、電気の対応とかということですね。 

〇福原委員 そうです。 

○阿部委員長 あとほかに何かお気づきの点ございませんか。 

 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 きょう図面上を含めた説明があったのですけれども、基本的には先般説明受

けた基本構想、このことが確認できれば、このことがやはり報告書のベースになっていく

のかなというふうに思いますので、今まで本別も行ってきました。そして、聞き取りもさ

せていただきました。その中でこの基本構想と特に乖離したところはないので、これに沿

った報告書でいいのかなと私は思います。それにプラスアルファがあれば、きょう皆さん

から聞いた中で肉づけすることで十分かなと思っています。 

○阿部委員長 はい、どうぞ。 

〇福原委員 もう一点なのですけれども、調理員の指導というか、学習というか、２週間

の間で、実際にその時期は給食センターは稼働していないと思うのです。子どもたち休み

のことが多いと思うのです、年度末で。だから、その辺なんかも調理員さんの指導、学習

なんかを徹底していただく。その方たちが一番ネックになるのですから、実際に物にさわ

っていろいろ調理するということ。だから、そこら辺も相当現在の器具と違うような気が

しますので、徹底してその辺は指導していただくようなことは、明記しなくてもいいので

すけれども、何か必要だなと思って聞いていたのですけれども。 

○阿部委員長 杉江委員、ほかにございませんか。 

〇杉江委員 私は、最後に質疑させてもらいましたけれども、資金面です。まちづくり計

画の中でもきょうの説明の程度しか資金対応については書いていません。地方債７億

6,800 万円という予算で自己資金でやるというような、まちづくり計画にのっていますか

ら。ただ、皆さんと視察した本別なんかは、地域の元気臨時交付金などを使って２億 9,000

万円も補助金上手に使っています。太陽光入れたり、いろんなことやっているのですが、

ですから最後に議長のほうからも意見あったように、このことについては資金対応につい

ては十分十分行政のほうも何とか対応するように、自己資金で過疎債起こせば 70％交付金
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だという、そういう安易な資金運用でなくて、しっかりと対応するようにということは十

分に報告書にも載せてほしいなと私自身は思っています。まだ築 32 年で、はっきり言えば

耐用年数からいったらもったいないです。ただ、先ほどから話ある環境問題、衛生問題、

いろんなこと含めて新しい施設欲しいというのは、それは反対はしませんけれども、ちょ

っと資金対応が安易だなという気がしているので、これはしっかりと報告書に載せてほし

い事項だと思っています。 

○阿部委員長 差間委員、どうですか。 

○差間委員 運営委員会の中ででも触れられているのですけれども、計画の変更や何かが

出てきているので、この計画を運用していく部分でもまだまだ変わる余地があるかもしれ

ないという印象を持ちました。大事な給食センター、子どもたちの栄養面も含めて町が給

食費を無料化したということで、ますます給食センターの存在感がこれから重要視されて

いきますので、しっかりとした計画を持ってやっていただければという私の要望です。 

○阿部委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 委員からはないようなので、議長、副議長のほうから何かあれば、伺いた

いなと思いますが。 

〇田村議長 副議長とも話をしたのですけれども、委員会の中から要望としてきょうの所

管の中で、恐らく給食センターの根幹を担うと思いますけれども、そんな中で発電機の常

設をしたほうが、災害時ですから発電機が運べないなんていうことになれば大変なことで、

給食センターも災害時にその場所が大事なことになるのであろうというふうに思いますか

ら、発電機常設をするように、最低限度の冷蔵庫や何かの管理ができるようにしてもらう

ことを要望しておいたほうがいいのでないかなというふうに思いますので、災害時におい

て衛生面とか何かはすべからずしてこれは人の力でどうにもなることなのですけれども、

電気だけはどうしてもそれがなければ食材が全部パアになったりする可能性もありますし、

そういうことも踏まえながら、また災害での食料の供給というようなことがあったときに

やっぱりあったほうがいいのかなというふうに思いますので、その辺ちょっと皆さんで検

討して、載せるか載せないか考えていただけたらいいのかなというふうに思います。 

○阿部委員長 ただいま議長のほうから、先ほど杉江委員のほうですか、電気についての

ご質問若干あったのですけれども、私も直接ではないのですけれども、一応発電機１台あ

ったらどうなのだろうとお伺いいたしました。そしたら、施設課長のほうから、ある程度

あるのだと、極端な災害の状況でなくて突然の停電のときにはまず間違いなくあると、自

分のところで持っているやつを使えると。あとは、据え置きのコストがちょっとかかるか

らという意見。本当はそれ教育次長のほうに質問したかったなと思ったのに私ちょっと忘

れてしまいましたのですけれども、一応対応はできるというふうに思っているのですけれ

ども、していただけると。あと、リースで持ってこれるというような言い方していました

のですけれども、そこまでは確認しておりませんので、議長の言われる形の中で今回要望
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ということでそれはつけさせていただきたいと思います。 

 あとほかに今の議長のご意見に対してありましたら受けますけれども、よろしいですか。

ほかにございませんか。議長のほうから発電機を常設して配備してはいかがということで

ありますけれども、そのことも。 

 はい。 

〇河内委員 私もそれ思ったのです。５台対応できるものを用意しているということの答

えだったと思うのだけれども、ほかはリースで対応するということなのだけれども、災害

起きるときは地域全般が起きてくるので、リースどうのこうのというような、非常時には

できる場合もあるし、できない場合もあるし、最悪の場合考えたときを考えると、やはり

その辺余力を持った対応ということでいえばその辺ももう少し備えがあったほうが私もい

いのかなと思っております。 

○阿部委員長 では、今回の所見の中で入れさせていただきます。 

 皆さんから報告書の内容としては一応以上のようなことなのですけれども、ほかに何か

お気づきの点あれば、伺いたいと思います。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、ここまで慎重に質疑並びに審議をしていただきました。この後

は、報告書につきましては私並びに皆さんからいただきました意見を含めまして副委員長

と２人で一応整理をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、そういうことでこの後の報告書の作成についてはやらせていた

だきます。 

 最後、きょうの最後、その他皆さんから何か特別にありましたら、受けたいと思います。 

 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 先ほど大変不適切な行為をしてしまいまして、今後そのことのないように注

意したいと思います。 

 済みませんでした。 

○阿部委員長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、学校給食センター改築ということで本当に皆さんにいろいろご心配をいただ

きまして、よりよいセンター、よりよい給食が子どもたちに提供できるよう、さらにあわ

せましてこれからも皆様の注目をいただきながら、ご審議をいただきながら進めさせてい

ただきたいと思います。報告書につきましては、極力皆様のご意見が反映できるようなも

のとさせていただきたいと思います。 

 本日は本当にお忙しい時間帯まことにありがとうございました。よろしくお願いいたし

ます。 

 ご苦労さまでした。 

閉議 午前１１時３０分 


