
７番、掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   大きく３点にわたって、質問させていただきます。 

 １点目は、障害者自立支援法の影響について、２点目は、教育基本法について、３

点目は、学校給食の民間委託について、お尋ねしてまいります。 

 まず１点目の、障害者自立支援法の影響について、生活福祉部長にお尋ねをいた

します。 

 全国の障害者の皆さんが体を張って大反対運動を繰り広げたにもかかわらず、障

害者自立支援法は自民党・公明党によって可決され、ついに４月から施行されまし

た。 

 障害者自立支援法は、これまでの所得に応じた応能負担から、原則として定率１割

の応益負担が導入されたことが最大の特徴です。 

応益負担は、生きるために必要な福祉を益とみなし、障害が重い人ほど負担が大

きくなるという、障害者の生存権を否定する残酷な制度です。かつてない反対運動が

起きたのも当然です。しかも、法の成立後わずか５カ月という超短期間で実施に移す

強行スケジュールで、当事者や家族にも制度が十分に知らされない、新制度での支

給決定や契約は今年１０月からになるのに、１割負担は４月から実施される。国の減

免制度が複雑過ぎる。また、新たにコンピュータで障害程度区分の一時判定が行わ

れるなど、準備不足と制度の複雑さ、負担増の重さに不安の声があふれたのも無理

はありません。 

 全国では、実施を控えた３月時点で、負担増のために先行きを見失い、母親が無理

心中を図るという痛ましい事件まで起こりました。法の施行から２カ月がたちました。

町内の障害者や障害者施設へどのような影響が及んでいるのかを、役場は把握して

いるのでしょうか。また、これに対してどのように対処する方針かをお伺いします。 

 まず心配されますのは、大幅な事故負担増の影響です。低所得者層にはさまざま

な減免措置が設けられました。それでも納得できない、大変だ、との声があります。軽

減措置のない一般世帯とされた人はさらに大変です。本人の収入ではなく、世帯の収

入で負担上限額が決められることになったため、町内の通所施設では、１割負担と食

事の全額負担により、これまで無料だった人たちが、４月から一気に月３万円近い自

己負担が発生しました。家庭の収入が何らふえたわけでもないのに、急に月に３万円、

年に３０数万円も負担がふえ、しかもこれは、この先、いつ果てるともなく続くのです。



幸い、負担増のために退所した人は、今のところ出ていないようですが、近隣では、

退所して家に閉じこもらざるを得ない人が出ています。 

町として、自己負担上限額の引き下げや、食費負担の軽減などの独自の施策を思

い切って講じる必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

 大変なのは、障害者とその家族だけではありません。障害者施設は、国が報酬をこ

れまでの月払い方式から日払い方式へ変更し、さらに額も減額してしまったため、収

入の激減で、施設経営が危ぶまれるといっても大げさではないほどの事態となってい

ます。障害者は、その障害ゆえに、体調不良などで通所できない日がよくあります。

日払い方式になると、利用者が休んだ場合は即施設に入る報酬が減となり、従来ど

おりの利用状態であっても、これまでの２割から３割、場合によっては４割もの減収に

なる施設も出ています。 

 町内の施設にアンケートをお願いいたしましたところ、４月に生じた減収状態が１年

間続くと仮定すると、１４％減、年間で約９８０万円の減収となり、グループホームはさ

らに深刻で、約３３％減、年間６００万円も減収になる見込みという回答がありました。

さらに１０月から新体系に移行すれば、もっと報酬が大幅に減る見込みだということで

ありました。 

全国どこの障害者施設でも、低賃金の職員や不安定なパート職員によって何とか

支えられてきたのが現実で、町内施設も同様のことだと思います。このままでは減収

によるしわ寄せが、ただでさえ劣悪な待遇の職員のさらなる賃金カットやパート化、職

員数の削減、利用者サービスの低下につながることは避けられそうもありません。 

国に対し、報酬単価の引き上げや日払い方式の見直しを強く要求するとともに、町

が施設への運営費補助を行うことが必要です。見解を求めます。 

 次に、１０月から、町が主体となって「地域生活支援事業」を実施することになってお

ります。地域活動支援センター事業や日用生活用具の給付、手話通訳等の派遣、移

動支援、相談支援などの必須事業のほかに任意事業が含まれます。東員町はどの

ような事業を予定しているのでしょうか。障害者の実態とニーズを十分につかみ、町

独自のきめ細かな対応が望まれます。また、サービス利用料は、１割の応益負担を

求めることの決してないよう、また、現状から後退することの決してないよう、無料、も

しくは本人所得に基づく応能負担を原則とするべきです。見解を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      松下忠生活福祉部長。 



○生活福祉部長（松下 忠君）   掛布議員の、障害者自立支援法の影響について

のご質問に、お答えいたします。 

まず、障害者自立支援法施行による障害者や施設への影響と町の対処について

でございますが、障害者の各種サービスにつきましては、食費の実費負担はあるも

のの、全体的に利用者数に大きな変動はありません。 

また、障害者の施設訓練等、施設利用につきましては、昨年度の同期と比較いたし

ましても、大幅な差異は見当たらない状況でございますが、居宅サービスにおいて、

若干の減少が見られる状況でございます。 

いずれにいたしましても、新制度に移行したばかりで、確かな影響を完全に把握し

かねるところでもございますが、今後も制度の運用について、適切に行ってまいりた

いと考えております。 

次に、所得が一定額以上ある世帯に対する自己負担上限額の引き下げや食費負

担の軽減など、町独自の施策が必要ではないか、ということでございますが、このこと

につきましては、先の議会におきましてもご説明いたしましたとおり、障害者自立支援

法の趣旨にかんがみ、法どおりの運用を行ってまいりますので、ご理解をお願いいた

します。 

次に、施設経営が危ぶまれることから、施設への運営補助を検討すべきではない

か、ということでございますが、確かに、報酬単価が月額から日額へと改正されたこと

により、実質の利用日数に対しての報酬となることから、運営が厳しくなった、とは聞

いておりますが、単に補助を行うことは適切ではないと判断しており、障害者自立支

援法で町が実施することとなっております「地域生活支援事業等」を受託していただく

ことなどで、経営の安定を図っていただきたいと考えており、現在、施設へお話をさせ

ていただいております。 

最後に、地域生活支援事業の予定事業と利用料についてでございますが、地域生

活支援事業は、相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具の給付、移動支援、

地域活動支援センターの必須事業と、市町村の実情に応じ実施する任意事業がござ

います。 

現在、相談支援事業につきましては、より高度で、よりきめやかな対応ができるよう、

桑員地区におきまして、県にもご参加をいただき、仮称ではございますけれども、障

害者支援センターを設置すべく、協議をいたしているところでございます。 



その他の事業につきましては、施設、団体等と協議いたしている状況で、今後、利

用料等を含め、順次決定してまいりたいと考えております。 

よろしくご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   施設の状況、あるいは障害者の状況をどう把握している

かについて、ほとんど自立支援法の影響がないかのような、非常に楽観的と言いま

すか、答弁で、驚いております。 

実際に私どもは何度も現場に足を運び、あるいは全国の施設、これは共産党の国

会議員団がアンケートを取ったものですけれども、ほとんどの施設で、大幅な減額、

そして負担増に苦しんでいる実態が明らかになっております。一体どういう把握をして、

こんな答弁になっているのか、不思議でしょうがありません。そういう把握であるから、

ほとんど独自の補助を講じないというような、こういう答弁になるかと思うんですけれ

ども。 

実際に１０月からは、補装具も１割負担が始まります。このような自立支援法の負

担増の状態では、とても厳しいと。国の減免措置だけでは全くダメだということで、既

に現時点で全国の２４４自治体というふうに聞いておりますけれども、独自の負担軽

減の制度が始められております。介護保険の数倍のペースで軽減措置を行っていく

自治体がふえております。４月の利用状況がわかり、さらに５月、６月と進んでいくに

つれて、もっとふえてくると思います。 

今、ほとんど差はないと言いましたけれども、私がアンケートを取ったところにより

ますと、大半の町内の施設に通っている知的障害の方ですけれども、月に３万円の

負担がふえています。これについては認識されていないんでしょうか。お答えを願い

たいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   お答えをさせていただきます。 

 居宅支援事業とか施設支援事業でございますけれども、人数的には、去年１年間で

それぞれ月々で利用者数を把握しております。今年でございますけれども、４月と５月

の支払いの関係につきましても、月々に数字をいただいておりますけれども、９０人前

後という人数的な把握をしております。 



 負担の合計でございますけれども、それぞれ月々で数字を見てみますと、公費負担

の方も若干落ちておる、ということは把握してございます。個人の負担でございますけ

れども、一般につきましては、利用者負担上限額というのもございます。一般の方、７

６名ございますけれども、一般世帯の所得の平均は５２０万円ぐらいと伺っております。

個々の上限額とか、そんなものはつかんでおりますが、いずれにいたしましても、現

在の決められた負担率で負担をしていただいておる、というのが現状でございますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   人数が変わらないというのは、施設をやめるとか、そう

いうことをしていないから人数が減っていないわけで、実際のお一人お一人の負担額

というのは、今おっしゃられましたように、一般世帯で５２０万円ぐらいで、ふえている

わけです。結局その分、町の負担が減っているわけですし、施設の報酬が大幅に減

っている分だけ、町の負担額は減っているわけです。 

実際に３月の当初予算では、昨年並みの支援費で予算が組まれているわけです

から、予算としては持っているわけです。ですから、今度、障害者自立支援法で予算

を組み直す場合は、減額するということになるわけです。利用者が大幅に負担増にな

った分だけ、施設が苦しくなった分だけ、町が減額するだけでいいのか。減額するぐら

いだったら、その分、補助に出して、利用者の負担を軽減し、施設の窮状を救うと、そ

ういうふうに回せないかということなんですけど、それについての答弁を求めたいと思

います。 

 これは町長にお願いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 新しい制度に入ってから、まだ数カ月でございますので、ある程度結果が出てきて、

予算が余った、とかいうことですけど、それは単独になるわけですね。国の制度上で、

今のところ東員町はやっておりますので、余ったものを出していくということは、単費を

出していく、ということになってくると思いますので、その辺は十分これから研究をさせ

ていただいて、支援すべきところは支援をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 



○７番（掛布 まち子君）   国に対して断固要求しなくてはいけないと思います。こ

んな制度は根本的におかしいと。報酬をもっと上げるべきだし、日払い方式をやめる

べきだし、もっと国が丁寧な減免制度、根本的には応益負担などはやめるべきだとい

うことを要求しなくてはいけませんけれども、現時点では、町が救わなければ、どこも

救ってくれませんから、町としてしっかりとした支援、単費でやるのは当然ですけれど

も、やっていただきたいということで、やるべきところはやっていくという答弁がありまし

たので、ぜひ９月定例会を期待しておきたいと思います。 

 地域生活支援事業について、はっきりとした答弁がなく、１０月から実施というわけ

ですから、もう既にこの計画というのは相当進んでいるはずですし、それぞれの必須

事業について、事業の規模、金額、どこまで対象にして、利用料をどう設定していくの

かについて、相当な詰めが行われているはずです。にもかかわらず、順次決定してい

く、というような答弁しかありませんでしたが、利用料の決定も、町が主体となる事業

でありますから、町が決めていく、責任を持ってやっていくというふうに変わるわけで

す。 

質問通告をした後、６月２日付で、東員町議会に対し、員弁の聴覚障害者福祉会

から要望書が出されてまいりました。町の方にも同様のものが届いていると思います

けども、地域生活支援事業で町がやっていくことになります手話通訳等の派遣事業、

これをしっかり責任を持ってやっていただきたいという要望が切々とつづられておりま

して、いかに私どもが細かい点について、当事者でないために、悲しいほど実態を知

らなかったかということを思い知らされました。 

例えばここには手話通訳の窓口をきちんと町で置いていただきたいとか、手話通訳

の利用料は当然無料にしていただきたいとか、求められなくても、公的な場所にはき

ちんと通訳をつけていただきたいとか、役場の窓口にも欲しいんだとか、こういうこと

は、地域生活支援事業の中で反映されるのでしょうか。そして、この要望のように、利

用料は無料にしていただけるのかどうか。それについて、答弁を求めたいと思いま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   お答えをさせていただきます。 

 地域生活支援事業につきましては、先ほども答弁いたしましたように、より高度で、

よりきめやかなという形で、私どもも臨んでいくようにしております。つきましては、１つ

の町でこの話をまとめるのではなしに、桑員地区において、県の参加をいただいて、



指導も得ながら、障害者支援センターのようなものをつくって、そこで、これから順次

協議をしていきたいということでございます。ご質問にございましたような要望書、手

話通訳の件、私も見ました。これにつきましても、その場に上げて、皆さんと一緒に、

同じレベルになるような形で相談をしていきたいと考えております。 

 利用料につきましても、順次これから、その中で統一したような形で、桑員地区で考

えてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   桑員地区で、というふうな言い方が非常に責任逃れをし

ているようにしか聞き取れなかったわけですけれども、今まで県任せでやってきて、町

として非常にいいかげんにしてきた部分が、これからは町の主体性、責任が求められ

るわけですから、きちんと細かい対応をしていただきたいと思いますし、当然無料に

するところは無料でいってもらわないと困りますので、しっかりと要望をしておきたいと

思います。 

 大きな２点目に移りたいと思います。 

 教育基本法について、教育長にお尋ねをします。 

 日本の教育の根本を定めた教育基本法が大改悪されようとしております。部分的な

改定ではなく、現行教育基本法を廃止して、新法に置きかえる全面改定案です。今国

会で審議中で、継続審議になる見込みと報道されています。 

 教育基本法は憲法と一体のものとして制定されており、その全面改定は、直接、東

員町の子どもたちの教育と、その育成に重大きわまりない影響を与えます。国のこと

だからと、安閑としておられる状況にはありません。 

 改定の最大のねらいは、国家権力が教育内容と方法に無制限に介入できるように

変えていることです。現行教育基本法第１０条は、教育は不当な支配に服することな

く、国民全体に対し、直接に責任を負って行われるべきものであると定めています。 

 戦前の教育は、教育勅語を中心として、国家権力の完全な支配統制のもとに置か

れ、天皇のため、お国のために死ぬことこそが美徳であると子どもたちに教え込む、

軍国主義教育が行われました。これによって、国民は何の疑いを持つことすら許され

ず、侵略戦争にかり立てられていきました。この戦前の教育が犯した痛恨の過ちを反



省し、教育に対する国家権力による不当な支配を許さないことを明記したのが、第１０

条です。 

 教育者は、時々の政府や行政機関の方針に従うのではなく、子ども、父母、国民全

体に対して直接に責任を負って、教育に携わる者の良心と自主性に基づいて、一人

一人の子どもたちの発達の可能性を最大限に伸ばすこと、人格の完成を目的に教育

を行わなければならないと定めています。 

 戦争によって命を奪われた幾多の犠牲者の上に、二度と過ちは繰り返さないとの決

意が、この第１０条ではないかと思います。 

改定案は、これを全く別のものに変えています。「国民全体に対して直接に責任を

負って」を削除し、かわりに「教育は、この法律及び他の法律の定めるところにより行

われるべきもの」と変えて、さらに政府が教育振興基本計画をつくり、教育内容につい

て詳細に決め、実施することができるようにしています。また、新たに第２条で、教育

の目標をつくり、国を愛する態度など、２０に及ぶ特目を列挙して、その目標達成を義

務づけています。これは教育内容に対し、国家権力が無制限に介入できるようにして、

内心の自由をも侵すもので、現行憲法とは全く相入れない内容です。 

 改定案のもう一つの大きなねらいは、現行の憲法と教育基本法とのつながりを断ち

切っていることです。前文の、「我らは先に日本国憲法を確定し」の部分と、「この理想

の実現は、根本において教育の力に待つべきものである」を削除しています。現憲法

にのっとらない全く別ものの教育基本法を新たにつくるということで、そこには平和の

希求も、国民主権の原則の尊重もありません。国策に忠実に誓う、従う人間を育てる

ための、戦前に逆戻りさせるような教育基本法全面改定であることが、はっきりと見え

るのではないでしょうか。 

 教育長は、これまで一貫して教育にかかわる道を歩んでこられ、現行の教育基本法

について理解し、常にこれを念頭に置いて尊重し、今は東員町の教育行政に携わっ

ておられると思います。全面改定案によってボロボロにされてしまっている現行の教

育基本法について、教育長の見解を伺いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   掛布議員のご質問に、お答えをいたします。 

昭和２２年３月３１日に、公布、施行されました現行の教育基本法は、日本の教育

及び教育制度全体に通じる基本理念と基本原理を定めたものであり、戦後の日本の



最も重要な問題の一つとされていた教育の根本的改革の目途として制定された中心

的な法律であります。 

戦前の教育の反省から、教育基本法は、その前文で示すように、日本国憲法の精

神にのっとり、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献

するために、教育が根本的重要性を有するとしています。 

そして、その認識のもと、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成

を期するとともに、普遍的で、しかも個性豊かな文化の創造を目指す教育が、日本の

教育の基本理念であるとしております。 

戦後６０年余り、日本の公教育は、時代の流れと社会の変化等に対応し、幾度とな

く改革を重ねてまいりましたが、教育基本法は、教育の基本理念、基本原理を示す根

本法として重要な法律であると考えておりますので、ご理解賜りますようお願いをいた

します。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   一貫して教育基本法を尊重して携わってこられました教

育長から、きちんとした現行の教育基本法についての認識をお聞きしまして、大変安

心をいたしました。 

 教育長は、教育者という道から教育行政という道に変わられ、そして、常に教育行

政は教育内容には立ち入ってはならない、押しつけてはならない。教育は、現場の先

生方が自主的に決めることであって、教育行政は、校舎の整備とかいう条件整備に

徹するということを、きちんと守ってやってこられていると思います。それは、さまざま

なところで本当に細かくやられてきていると思います。それは、先ほど私が述べた第１

０条、戦前の国家権力による統制によって、いわゆる洗脳されたような形で戦争につ

き進んでしまった、そういう教育を二度とやってはいけない、ということが隅々まで徹

底されてきているから、そして、それが今も脈々と守られてきているからだと思いま

す。 

 今、改定案についての意見は、町議会ですので、お聞きするわけにはいきませんけ

れども、現行の教育基本法について、何かまずい点が出てきているのかどうか。出て

きていると考えられるのかどうかについてだけ、お聞きをしておきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 



○教育長（石垣 征生君）   先ほども申し上げましたように、私ども、我が国の戦後

の教育というのは、教育基本法の精神にのっとって行われてきたわけでございますけ

れど、制度を制定されてから半世紀以上を経ておるわけでございまして、その間、社

会の状況も大きく変化をいたしてきておりますし、また、教育全般にわたりまして、さま

ざまな問題が生じてきておる今日でございます。教育基本法について、教育の根本に

までさかのぼった改革が、世論の中では求められておるわけでございますので、これ

から国民の間で十分なご議論をしていただくことが望ましいのではないかな、そんな

ふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   はっきりとご答弁できないという立場は理解して、それ以

上は深く追求しませんけれども、今の教育は、本当に教育荒廃といわれるような、競

争教育とか、いろんな詰め込み教育、そして勝ち組・負け組にふるい分けるような教

育が行われて、子どもたちの荒れが深刻になってきております。それが教育基本法と

いう、そもそもの根本原理が悪いからというふうに言っている勢力もあるわけですけ

れども、私は全然そうだとは思いません。 

 先日、フィンランドの教育改革の話を勉強しまして、非常に目からうろこの状態にな

りました。フィンランドは国際的な学力調査で連続世界一になった有名な国ですけれ

ども、ここの教育改革は、日本の教育基本法をもとにして行われ、学力世界一という

教育の非常に有名な国であります。そこでは競争教育は全くない。他人と比べるため

のテストもなく、習熟度別学級もなく、どの子もわかるまで教える教育が行われ、先生

はだれよりも専門家として尊重され、教科書検定などはなく、学校と教師が自由に自

主的に教科書を選んでいる。教育行政は先生を発達させるために支援をする。そして

２０人規模の少人数学級が行われ、大学まで無償の教育が行われている。こういった、

いわゆる教育基本法が指し示している、この理想を実際に実現したら、フィンランドの

ように学力世界一の国になっている。 

 こういう点を考えますと、問題は、現行の教育基本法ではなく、そのとおりにやってこ

なかった歴代の政府の教育行政がいけないのではないかと私は思いますし、今、教

育基本法を変える必要は全くないということを申し上げて、３点目に移りたいと思いま

す。 

 大きな３点目としまして、学校給食の民間委託と食育推進基本計画について、教育

長にお尋ねしてまいります。 



 昨年６月に施行された「食育基本法」に基づき、今年３月末に食育推進基本計画が

策定され、政府の大号令のもと、５年計画の食育推進の国民運動が始まりました。毎

年６月を食育月間に、毎月１９日を食育の日にするのだそうです。 

近年、健全な食生活が失われつつあり、我が国の食をめぐる現状は危機的な状況

にあるとして、地域や、社会をあげた子どもの食育をはじめ、健全な食生活を取り戻

すための取り組みを国民運動として行うとしています。 

子どもたちの食の乱れの深刻さは、１人で食べる孤食、好きなものだけ食べる誤食

をはじめ、わざわざ列挙するまでもありません。学校現場で食育を推進していこうとす

るとき、学校給食は生きた教材として、その果たす役割はとりわけ大きく、基本計画で

は、学校給食の普及充実と地元農産物を学校給食に取り入れる地産地消がうたわ

れています。子どもを中心として、農林水産物の生産におけるさまざまな体験の機会

を拡大させることなども挙げられています。 

東員町の小中学校では、食育推進基本計画に基づき、どのような取り組みを行っ

ているのかを、まず、お尋ねいたします。 

２つ目に、東員町集中改革プランの中に、学校給食の民間委託計画があります。

教育長は先の３月議会で、行政コストの削減のために民間委託を検討する、という趣

旨の答弁をされました。しかし、なぜ財政面だけの検討なのでしょうか。給食の質の

問題こそ、十二分に検討されてしかるべきと思います。 

そこで、民間委託した場合、直営に比べて心配される点はないのか。あるとすれば、

どのような点なのか。具体的にお答えください。 

最後に、民間委託の検討は、どのような組織で、どのようなスケジュールで行う予

定なのかもお尋ねしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   掛布議員の、学校給食の民間委託についてのご質問

に、お答えをいたします。 

はじめに、食育基本法に基づく小中学校における取り組みについてでございますが、

健康で豊かな人間性をはぐくむ上で、健全な食生活は大変重要なことであります。 



しかし、近年、子どもの食生活は、環境や生活習慣等の変化により、栄養の偏りや

食習慣の乱れが問題となってきております。 

学校では、児童・生徒や保護者に対して、食に対する関心と理解を深め、健全な食

習慣を確立するため、東員町教育基本方針でも基本的生活習慣の取り組みの中で、

朝食を取ることや、総合学習の中で、児童が農作物の栽培等を実践するなど、あらゆ

る機会を利用して、食育の推進に積極的に取り組んでおります。 

また、学校給食におきましても、学校栄養職員の指導のもと、献立内容の充実を促

進し、米飯給食など、地産地消の活用を図りながら、児童・生徒に対して食に関する

知識等の習得に取り組んでおります。 

次に、学校給食センターの運営に関しましては、現在、配送業務を委託しておりま

すが、今後も、子どもたちに安心･安全な給食を供給するため、健全な運営の充実に

努めてまいりたいと考えております。 

なお、民間委託の可能性、有効性につきましては、現段階での課題を順次整理し

ながら、次のステップへ進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りま

すようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   まず、食育の推進についてですけれども、私も食育推進

基本計画というもの、すごい内容でしたけれども、ざっと見まして、本当に、いかに今

まで日本の政府が食というものを、そして食にまつわるさまざまな農業の問題、農山

村の活性化とか、あるいは食料自給率の問題とか、食品の安全性の問題とか、給食

の問題についても、いかにないがしろにしてきたのか、そのツケが、今危機的な状況

で、食育推進の国民運動をやらなくてはいけないというところまできているという、これ

までやってきたことが、いかに間違っていたかということを、ここに改めて確認するも

のになっていると思いますし、非常にあっけにとられるような内容になっています。 

農業をつぶし、農山村の過疎化を促進し、食の安全性をむちゃくちゃにし、そして給

食の問題でも、自校方式からセンター化、さらに民間委託というようなむちゃくちゃな、

食育の推進とは全く逆のことばかり進めてきたのが政府ではないか。もう一回もとに

戻っていけと。食料自給率を向上させて、農山村を活性化させて、そして給食は自校

単独校方式の効果の周知と普及と書いてあるんですよ。 



本当にあきれ返ってしまうわけですけれども、子どもたちに生きる力をつけさせるた

めに、いかに食というものが大事であり、それは、今までないがしろにしてきたものを、

一つ一つ取り戻していくことではないかと。原点に戻ってほしいということを、私は訴え

たいと思います。 

 先ほど、東員町の小中学校での食育推進についての答弁がありましたけれども、実

際にこれに矛盾しないことをやっていないのかどうか。それをお尋ねしたいと思います。

例えばセンター化ですけれども、ここには単独校調理方式の方がよくて、その周知と

普及と書いてあります。東員町は何年も前にセンターにしました。単独校には戻れな

いんですけれども、ここにこう書いてあることについて、教育長はどうお考えでしょう

か。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   今回、こういう食育推進基本計画が出て、その中にそ

ういうようなことが書かれておるわけでございますけれど、これまで出てきております

文部科学省とか、あるいは審議会等から、「学校給食業務の運営の合理化について」

というような文章も出てきておりまして、そこら辺で整合性が取れないということは、私

も感じておるところでございますけれど、いずれにしましても、私たちはいつも申し上

げておりますように、子どもたちの安心・安全な学校給食を目指した取り組みを進め

ておるわけでございまして、決して子どもたちの給食を横に置いておいて、いろんなこ

とを考えておる、ということではございませんので、どうぞひとつご理解いただきますよ

うよろしくお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   この前の３月末の小学校の卒業式に出させていただき

まして、卒業生の皆さんが、在校生の方々や、あるいはお世話になった先生たちにお

礼の呼びかけを述べておりましたけども、その中に、先生ありがとう、用務員さん、あ

りがとう、そして給食は、というと、運んでくれてありがとうだったんです。愕然といたし

ました。ここの食育基本計画にあるように、食育を本当に大事にして、もう一度取り戻

していくためには、単独校調理方式でないとできないんだな、ということを政府も認め

たんだな。本当に痛感いたします。 

 そして今、東員町が進めている給食の民間委託、センターでも食育はなかなか難し

い面があると思いますけど、さらに民間委託をして、つくり手と児童との間を断ち切っ

て、本当に食育が可能になるのかどうか。安全な地元の食材や、あるいは地元の人



たち、栄養士、調理員との連携した取り組み、地産地消の中で食育を進めろという、

この食育に対して、給食の民間委託というのは、とうてい考えられない選択肢ではな

いかと思うんですけども、この点について、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   先ほどもご答弁させていただきましたように、民間委託

への可能性、あるいは有効性、そういう現段階での課題等々を整理しながら、しかる

べき機関できちっとご議論をいただいて、進めてまいりたいと、こんなふうに思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   先ほども、そして今もありましたけれども、しかるべき機

関で現課題をしっかりと整理をして、民間委託について検討する、と答弁があります

けれども、一体どのような組織で、どこで検討をするのか。どういうスケジュールで検

討するのかということについて、はっきり答弁がないんです。私は非常に気になってお

りますのは、この４月１日時点で、以前いただいた職員の年齢構成の資料によります

と、５９歳を迎える正職員の調理員が３人いると書かれていたと思います。間違いは

ないのでしょうか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      岩田孝文学校教育課長。 

○学校教育課長（岩田 孝文君）   お答えを申し上げます。 

 平成１９年３月に退職を予定いたしております給食婦は３名でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   給食婦ではなく、調理員と言っていただきたいと思いま

す。３人退職されるということは、その後、３人欠員になる調理員の穴埋めを、今年の

町職員として採用の中に入れるのかどうか。例年７月には、職員の募集を始めると思

います。ということは、７月の広報「とういん」にはもう載せると思いますけれども、どう

いう予定になっているのか。それについて、教育委員会として、きちんと議論をしたの

か。お答えを願いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 



○教育長（石垣 征生君）   調理員の補充につきましては、現段階では考えており

ません。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   調理員が３人も欠けるのに募集をしない。ということは、

実質的に現時点で、民営化に向けてのＧＯのスイッチを入れちゃっている、ということ

じゃないんでしょうか。それについて、教育委員会で議論をされましたか。そして、先

ほどの質問に戻りますけれども、どのような組織で民間委託の検討をしていくのか、

はっきりと答えてください。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   学校給食につきましては、学校給食を運営するための

審議会がございまして、まず、そこでご議論をいただいて、それから次のステップへ、

というふうに考えております。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   給食の審議会は、ほとんど開かれない。年間１回、ない

しは２回しか開かれない。そこで本当に大事な子どもたちの、そして保育園の３歳の

子も含まれるかもしれないような問題が、給食の審議会で議論できるとは思いません。

本当にきっちり、いろんなあらゆる面の課題を整理して検討するなら、情報をしっかり

公開しながら、きちんとした検討組織をつくってやっていただきたいと思います。 

学校給食とは関係ありませんけれども、この４月から、町に非常にかかわりがあり

ます、町内のお年寄りの介護保険のディサービス事業で、給食が民間委託になり、こ

れはやりたくて民間委託にしたとは思いません。介護保険が大改悪になり、食費が全

然来なくなったために、経費節減のためにやられたと思います。それについて、私は

意見をこの場で言う立場にはありませんけれども、民間委託によって、はっきりと給食

がまずくなった。どなたに聞いても聞こえてきます。ものすごい悪評です。給食を民間

業者に委託したら、はっきりとおいしさが損なわれる。そして、食育推進とは逆行する

ことになる。これは申し上げておきたいと思いますが、教育長は、ディサービスの給食

の評判について、お聞き及びになっておられますでしょうか、お尋ねします。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   聞いておりません。 



○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   もし聞いておられなければ、ぜひ調査をお願いしたいと

思いますし、教育長が東員町の教育長になられる以前にお勤めでありました県立学

校では、県がやったことですけれども、給食が民間委託になり、入札によって業者が

変わることによって、毎年質が落ちていって、とんでもないことになっております。私は

関係者からその話を聞きました。 

民間委託をすればどうなるんだという例は、そこそこに転がっておりますので、ぜひ

十分に検討され、最初から、もう委託を決めているような、職員の調理員の募集をし

ないという、これを撤回していただきたいと思いますが、募集についての権限は町長

にあるのかと思いますので、町長にお尋ねをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 来年度に向けての職員の採用は決定をしておりません。 

 それから、いろいろ給食の関係、出ておりますけども、一番悪いのは民間経営なん

ですやろうか。自校方式が一番最高なんですやろうか。私は中身の問題やと思うんで

すけどね。先ほどから地産地消、食育、いろいろ出てます。最終的に職員のことに入

ってきてみえます。 

私は、自校方式からセンター、センターが次に悪い、民間がその次に悪いみたいな

感じがするんですけど、民間委託した場合、その中身、東員町で採れる食材の提供、

米にしろ野菜にしろ、そこらをきちっとチェックをさせてもらう。いろいろ手法はあると思

うんです。みんなの知恵で、そういう質の落とさない給食のやり方、それはどういうこと

をしたらいいのかということを、これから皆さんと議論しながら、何か民間が一番下み

たいな感じを受けるんですけど、そういうことではなしに、中身でいろいろ議論をさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   民間が一番下みたいなふうなと言われますが、実際に

そうなので、しょうがないわけです。ただ、民間の業者がどういう条件で委託料を受け

取っているかということを考えれば、十分考えられることなんです。委託料の額は、人

件費と消耗品と事務費から積算した額です。そのどこを削れるかというと、人件費し



か削れないわけです。劣悪な条件のパートの臨時の調理員が働かざるを得ない、こ

ういうことが実際の状態なわけですから、民間すべて悪と、こういうわけではなくて、

公的な給食の場に、子どもたちの食のかかわるところに、営利優先のものを入れるこ

とがどうか、というふうに主張しておるわけですので、理解していただきたいと思いま

す。 

 これで終わります。 


