
○議長（山本 陽一郎君）   休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 １４番、大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今６月定例議会におきまして、１点目は平和につ

いて、２点目はごみ問題について、３点目は給食センターについての質問をいたし

ます。 

 明解な答弁をよろしくお願いをいたします。 

 まず最初に、平成３年９月２５日に非核平和の町宣言を行い、１９年目に入りま

した。この間、世界では民族間の紛争や国家間の戦争で、多くの市民、幼い子ども

たちが犠牲になるニュースには心が痛むばかりです。 

 今年５月３日から、核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議がニューヨークで開催さ

れました。被爆国日本からも市民運動家、１，５００人余が参加をし、核兵器のな

い世界へと参加国に訴えをしてまいりました。 

 日本共産党も志井和夫委員長を団長に、会議主催者、国連関係者、各国代表団に、

核兵器のない世界の実現を訴えてまいりました。 

ＮＰＴ再検討会議では、核兵器は人類にも地球にも破壊的、今総会で廃絶への長

い道のりへ一歩踏み出したと各国が全会一致し、核兵器の全面禁止の流れができて

まいりました。 

 また、オバマアメリカ大統領も、核兵器のない世界へとプラハで発言をし、平和

への動きが前進しようとしています。 

 非核平和の町宣言をしている我が町においても、来年は２０周年の記念すべき年

となってまいります。原爆パネルの展示など、実施していただいていますが、平和

への取り組みについての町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   大崎議員の平和についてのご質問にお答えをいたしま

す。 



 本町では、核兵器の廃絶と恒久平和を求めて、平成３年９月２５日に「非核平和

の町宣言」を宣言し、非核平和宣言啓発事業を行っているところでございます。 

先月２８日に閉幕した核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議は、６４項目の行動計

画を含む最終文書を全会一致で採択しました。核軍縮を点検する機能を強めたこと

は大きな得点であり、数々の政策手段を最大限に生かしていくことが緊要であると

言われております。 

本町におきましても、核兵器廃絶に取り組んでみえる「平和市長会議」に加盟し、

平成３２年度までの核兵器廃絶への道筋を示す「ヒロシマ・ナガサキ議定書」に賛

同し、署名も行ったところでございます。 

また、平成１２年から毎年５月に本町におきまして、これまでの戦争で犠牲にな

られた戦没者のみたまをご遺族とともにお祀りし、その冥福と平和を祈願するため、

戦没者追悼式を行わせていただいておりますし、毎年８月には総合文化センターに

おきまして「非核平和パネル展」を実施しており、戦争の悲惨さや平和の尊さを、

来場されました皆様に周知しているところでございます。 

唯一被爆国である我が国にとって、核兵器廃絶と恒久平和が国民の心からの願い

であり、町といたしましても、可能な限り後世に伝えていくことが重要であると考

えており、今後も積極的に取り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力をお

願いいたします。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 町長の平和に対する心遣いが、今伝わってまいりまして、今後もそういう観点で

進めていただきたいという思いでございます。 

 質問ですけれども、東員町には非核平和の町宣言とあわせまして、人権尊重の町

宣言もいたしております。人権関係では啓発や講演会等、開催をしていただいてお

りますが、特に平和に対する、そういう意味での啓発、講演会というのはないよう

に思いますが。そういう観点において来年度、先ほど申しましたように、２０周年

の記念すべき年になるんですけれど、講演会なり、何か町を挙げてのイベントとい

いましょうか、平和に対する町民の思いとか、そういうのを聞いていただくような

取り組みはしていただけないのかどうなのか、お尋ねをしたいというふうに思いま

す。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほど平和市町の会議というんですか、こちらのほうにも賛同をさせていただい

ております。これからいろいろな動きもあろうかと思いますし、来年度に向けての



平和に対する行事等、まだ検討もしておりませんけど、できましたらこれも、いろ

いろこれから議論をさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   来年度は２０周年記念ということでありますので、

何か町民の心に残るような取り組みをしていただけたらうれしいなというふうに思

いますし、平和であってこそ人権も尊重されるというふうに考えますので、人権と

あわせてでもいいかというふうには思いますが、平和あってこそ、私たち一人一人

が大切にされると思いますので、そういう観点でぜひ来年度、考えていただきたい

ということを強く要望したいというふうに思います。 

 ２点目、ごみ問題はすべての人が日常生活の中で考えたり、体験したりしている

とても身近な問題です。同時に環境、資源、経済、人々の意識、社会の仕組みなど、

広範な課題と結びついた底が深い問題でもあります。たかがごみなどと、侮ること

はできません。ごみ問題は命、健康にかかわる重大な問題でもあると考えます。 

 我が町でも、ごみゼロプランが平成１９年３月に発表されてから３年目に入って

まいりました。年に４回ぐらいは広報とういんで、ごみに関するお知らせが掲載さ

れていると思います。この間のごみに対する町民の意識はどのような変化がありま

したでしょうか。またあわせてごみの量、経費の状況を伺いたいと思います。 

 次に、ごみ減量に効果があるのは生ごみをいかに処理するかだと考えます。分別、

堆肥化することで焼却ごみを大きく減らすことができ、燃料の節約にもなると考え

ます。 

具体的な取り組みとしては、各家庭から収集して堆肥化センターなどで一括して

堆肥化するものや、１００世帯規模の住宅を対象にした小型堆肥化施設を設置して、

そこで一時発酵させる設置型、また各家庭でコンポストや機器によって自家処理を

推進するなど、いろいろな試みがあります。 

 広報とういん５月号には、生ごみ堆肥化容器等設置補助表が掲載をされています。

生ごみの堆肥化に対する具体的な考えをお聞きしたいと思います。 

 次に、ごみ減量に向けて、町としての総排出量の削減目標はありますか。あると

するならば、コスト面も含めて町民に知らせ、町民参加で減量を進め、目標を達成

すべきだと考えますが、いかがですか。 

 ごみ問題の最後はＲＤＦ発電の問題についてです。 

 県の広域化処理計画を策定する中で、県内を、１、ＲＤＦ化及びＲＤＦ発電施設

によって処理する自治体と、２、ガス化溶融炉施設によって処理をする自治体の２

グループに分け、処理施設を２カ所に集約しました。個々の自治体の事情を全く無

視した一律の広域計画の押しつけが、今一番大きな問題となっていると思います。 

ＲＤＦ施設そのものも、経費面では大きな重荷です。ＲＤＦ施設の問題について、



訴訟を起こした御殿場の市長は、多額の費用をかけたＲＤＦセンターは、いわばご

みを加工して、ごみをつくり出す欠陥施設だったと法廷で強く批判をしています。 

 県は今、ＲＤＦ運営協議会あり方検討作業部会で、平成２９年度以降の対応を協

議中です。ごみの広域処理ではなく、ごみ問題の基本は、ごみを出す住民と処理義

務を負っている自治体とが、みずからの地域の実態に合わせ、ごみの排出削減をは

じめとする解決策をともに考え、実行していくことだと考えます。 

 東員町はごみゼロプランも作成をし、ごみゼロプランを推進し、ごみを減らし、

以前のごみ焼却方式に戻すことを提案したいと考えます。 

 平成２９年度以降の対応について、町長に答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   ごみ問題についてのご質問にお答えを申し上げます。 

平成１８年の４月に「東員町ごみゼロプラン」の策定町民会議が発足し、約１年

をかけて「私たちで創るごみゼロ社会」という基本計画をパンフレット形式で策定

いただき、その後、住民の皆様にお知らせするため、全戸配布を行ったところでご

ざいます。 

その効果があったのか、昨年開催いたしました「子供議会」におきまして、ごみ

の分別やマナーについて、中学校の生徒から大変貴重なご意見をいただいたり、ペ

ットボトルのキャップを地域で回収し、世界の子ども達にワクチンを送る運動に、

最近、小中学校で取り組みを始められたようにお聞きをしております。 

また、本年度の資源ごみの収集団体の登録が３１団体となり、昨年に比べまして

５団体増加しておりますし、桑名広域清掃事業組合へ搬入している東員町の可燃ご

みやプラごみなどは、ほかの市町に比べるとよく分別されており、トレー等もきれ

いに洗って出していただく方が多いようにも伺っております。 

このことが「ごみゼロプラン」と直接影響しているかは断言できませんが、町民

の皆さんのごみに対する認識が随分変わってきているのではないかと、大変うれし

く思っているところでございます。 

次に、町の可燃物・不燃物・プラごみ・粗大ごみを合わせた、ごみの収集量の実

績と塵芥処理予算の決算額を申し上げますと、平成１９年度が５，１８６トンで４

億１，０７６万５，０００円、平成２０年度が５，１０１トンで、４億５，２６８

万３，０００円、平成２１年度が５，０８３トンで、４億２８０万５，０００円と

なっております。 

２点目の生ごみの堆肥化につきましては、可燃ごみのうち、約半分が生ごみと言

われております。本年度の取り組みとして、生ごみ処理機とコンポストの購入に対

する補助金の上限を５万円と１万円に、それぞれ大幅な引き上げを実施しており、

問い合わせも多くいただいております。 

また、この制度とあわせまして、生ごみの堆肥化施設について、検討するように



指示をいたしております。 

３点目のごみの総排出量の削減目標は、平成１８年度から取り組んでおります「東

員町行財政改革」の中で、本年度末までに平成１７年度と比べ、毎年１％ずつの削

減目標を立て、達成状況を町のホームページでお知らせをしております。また、コ

スト面については、広報とういん７月号の「クリーン作戦だより」の中でお知らせ

する予定をいたしております。 

４点目のＲＤＦの焼却・発電施設につきましては、三重県の平成２９年度以降の

撤退表明を受けまして、今後のあり方について、県と１４の市町で検討している中、

各市町の意向を調査したところ、２市以外の市町は引き続き継続の希望をしており

ます。特に、私ども桑名広域清掃事業組合といたしましても、継続を強く希望をい

たしております。 

また、先月の２７日には、山本議長をはじめ、清掃組合議会の議員の皆さんに県

へ出向いていただき、「ＲＤＦの焼却・発電事業の事業主体に関する意見書」の提出

をいただいたところでありますので、よろしくご理解賜りますようお願いを申し上

げます。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁をありがとうございました。 

 今、町長の答弁の中で、町民の皆さんのごみに対する意識というのは随分変わっ

たのではないかということをおっしゃいまして、そういう方向にいってればすばら

しいことだなと思っているところです。おっしゃった数字を見ましても、極端には

下がらないにしても、若干ごみの量そのものも減っているのかなというふうには思

っています。 

 そうは思っておりますが、ごみにかかる経費、町民一人当たりにしますと１万５，

０００円ぐらいかかるのではないのかなというふうに思うのですが、もしこの単価

が違っていれば、１人当たりのごみの処理にかかる経費はこのぐらいですというこ

とを、生活福祉部長、答弁をしていただきたいというふうに思います。 

 それだけの経費をかけてごみを処理するわけですので、ごみをただ処理するだけ

でなくて、いかにごみを出さないようにするかという、そのあたりについての啓発

活動については、先ほど町長も、ごみの認識が随分変わってきているということを

おっしゃってはいただいているんですけれど、環境問題も含めて、そのあたりの見

解といいましょうか、出たごみを処理をするのでなくて、いかにもっと分別を徹底

していくとか、生ごみをこれだけ来年度減らしていくとか、そういうことについて

の生活福祉部長の答弁を求めたいというふうに思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   １人当たりの費用といたしましては、平成



２０年度が１万７，４０６円かかっております。平成２１年度につきましては、１

万５，５８２円かかってございます。 

 ごみの減量につきましては、資源ごみの分別をもっと図って、今年度から堆肥化

施設をまた検討させていただいて、今後減量に向かっていくということでございま

す。 

 また、コンポストとか、ごみ処理機の補助金を今年度から１万円と５万円という

ふうに上げさせていただいておりますので、それによって減量化を図っていきたい

と考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   １人当たりのごみの単価も若干減っているのかな

というふうには思います。基本はごみが減っていけば、おのずから単価も減るので

はないのかなというふうに考えておりますので、ごみを減らすということがいかに

大切かなというふうに思います。 

 それで今、町長も答弁しましたように、ごみ処理の堆肥化の容器の上限を大幅に

ふやしていただきました。広報には端的にこういう形で掲載をされていますけれど

も、これで本当にごみを減らすためのＰＲ、確かに金額は出てますけれど、これを

見て「あ、そうか、これだけ頑張ってもらっているから、ごみを減量するために頑

張らなければいけない」というＰＲにはならないというふうに思いますけれど、こ

の表現方法なり、掲載方法についての生活福祉部長の答弁を求めたいというふうに

思います。 

 先ほど、生ごみの堆肥化については考えて研究をしていきたいということをおっ

しゃっておりましたので、若干、先駆的な取り組みを研究いたしております山形県

長井市のレインボープラン、栃木県茂木町のリサイクルセンター、ここはすごくお

もしろい取り組みで、落ち葉を入れて堆肥化をしています。落ち葉を収集した人が、

町が１５キロ当たり４００円、役場に持ち込めば４３０円という形で、お年寄りの

皆さんというか、そういう皆さんの収入につながっていて、住民が楽しんで作業し、

健康づくり、生きがいづくりになっているということも報道されております。 

 同じく栃木県の芳賀町のどんかめという方式でやっております。立川市の剪定枝

堆肥への利用、こういう方向、すごく進んでいる取り組みをやっておりますので、

ぜひこういうところの資料も取り寄せていただいて、何が一番東員町に合っている

のか、大いに研究をしていただきたいというふうに思いますが、そのあたりの取り

組みもあわせてお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   生ごみ減量化につきましては、今年度から

補助金を上げましたことによりまして、コンポストにつきましては、昨年度１２件

が今年度４月・５月で既に５件、生ごみ処理機につきましては、昨年度１０件に対



し、２カ月で６件と、申請が既に多くまいっております。町民の方々のごみ減量に

対する意識がかなり向上しているように感じておりますので、また、ほかのいろん

な機会を利用しまして宣伝していきたいと考えております。 

 また、堆肥化の方法につきましても、先ほど大崎議員がおっしゃいましたように、

落ち葉を収集したり、剪定枝を収集したりとか、いろいろ方法がございますので、

検討させていただきたいと考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   生ごみの堆肥化については、行政だけで頑張って

も到底できることではございませんので、先ほど申されたように、ごみ１人当たり

の単価も減ってきているわけですから、広報とういん７月号でしたか、そういうと

ころに載せるということですので、載せて、しっかり町民にアピールをしていただ

きたいのですけれど、載せる方法というのを、やはりもう少し考えていただいて、

本当に、私たち一人一人がごみを減らすことによって、これだけ税金を使わなくて

済むんだという、そういう思いが伝わる広報の仕方というのを、ぜひ研究をしてい

ただきたいというふうに強く思います。 

 今年度からごみ減量の一つとして、廃油の回収について取り組みが始まるわけで

すけれども、今年度は秋以降になりますけれど、廃油の量ですね、来年度から始ま

るわけですけれど、どのぐらいの量というのを確保しようとなさっているのか。収

集方法はどういうことを考えていらっしゃるのか。廃油でごみの減量をなさるため

に、どういう意識調査といいましょうか、こういう調査をもとにして、これだけの

油が集まるから、だから廃油の回収のセンターを建てますというふうになったのか。 

ただ、ごみ減量をしなければいけないので、こんなことを言ってはあれなんです

が、手っ取り早くこれがいいのかなというふうなことではいけないというふうに思

って、実際やってみたはいいけれど、油が思ったより集まらなくて困ったなという

ので、計画倒れということもあり得るかもわかりませんので、そのあたり。ごみ減

量の一つとして考えていただいたシステムについて、町のこういう過程を経てこれ

に行きついた、そして年間どれだけの油の量を考えている、そしてそれはこういう

ところに使っていきます、こういうところに回していきます、その辺についての答

弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   現在考えておりますのは、東員町のバイオ

ディーゼル燃料製造施設につきまして、建築につきましては来年１月までで、２月・

３月につきましては給食センターの廃食油を回収して、とりあえず仮稼働というこ

とで考えております。 

 平成２３年度につきまして、一般家庭から月１回の収集をさせていただきまして、

平成２３年度につきましては、給食センターで年間４，０００リットル、一般家庭



では８，５００リットル、平成２３年度につきましては初年度ということで、一般

家庭では２，５００リットルの回収ということを考えてございます。また、町内の

事業所とか飲食店等にも今後参加協力を求めていくような考えでございます。 

 計画の目的につきましては、使用済みの天ぷら油につきましてはリサイクルが可

能でございまして、これまで可燃ごみとして廃棄されてきた廃食油を、資源ごみと

して新たに回収して精製することで、人と環境にやさしいバイオディーゼル燃料と

して生まれ変わらせて、住民と行政と事業者が共同しながら、東員町のさらなるご

みの分別と減量化を図り、地球資源として、ごみゼロ循環型社会の構築を目指すこ

とを目的としております。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   計画のモットーはリサイクルということですので、

今までどれだけの量の廃油が、ごみ袋の中に入っていたのか、わからないんですけ

れども、それが一定入っていて、それを抜くことによって、ごみの量も減ってはく

るというふうに思いますので、一回やっていただきながら、悪い点はきちっと改善

をしていただくということが必要ではないかというふうに思います。 

 やはりきちっとＰＲをし、町民の皆さんに的確な情報を提供していただきたいと

いうふうに思います。その情報の方法として、広報とういんホームページというこ

とをおっしゃいますが、もっと違ういろんな方法があるのではないかというふうに

思いますので、そのあたりも原課のほうで考えていただきたいというふう思います。 

 町長にもう一度尋ねたいのですけれど、ＲＤＦの焼却と発電施設なんですけれど

も、平成２９年まで、あと７年ぐらいあるんですけれど、今のまま継続をしてやっ

ていきたいということを町長述べていらっしゃるし、５月２７日、議長も意見書を

もって県のほうに出かけられたということですけれども、ＲＤＦには膨大な石油を

使わなければいけないし、乾燥させるときにも、たくさんの灯油を使わなければい

けないので、非常に金食い虫だというふうに思うんですね。ですから７年をかけて、

ごみの方向性というのを転換していただきたいというふうな思いが強いので、ぜひ

広域のほうへ、以前のような形での、ごみ焼却の方向への検討をしていただけない

かどうかということについて、声を届けていただくことはできないのでしょうか。

その１点について、お願いをしたいというふうに思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 基本的に平成２９年度までは、現在のＲＤＦで耐用年数等を見て、そこまではい

けると。それ以後は耐用年数が切れるということになるわけですけど、その時点で、

私どもは参加しておるＲＤＦ施設の市町がアンケート調査をしたということでござ

います。基本的に県はそこで撤退ということを表明されたんですけど、私どもとし

ては、もし仮に撤退ということになれば、撤退した後、焼却施設ということになる



かと思います。焼却施設を新しくつくる場合には、当然莫大なまたお金が要るわけ

ですね。その焼却施設と現在のＲＤＦ施設、平成２９年以後もっていこうと思うと、

それ以後もまた改修がかかりますので、その両方をいろいろ検討した結果、現在の

ＲＤＦ施設をもうしばらく長く引き延ばしたほうが経費的に安いということで、桑

名広域は１０年間延ばしてくださいという意見になったと思います。それは市町に

よって、何年とか、もっと短い市町もございますし、撤退という市が２市あったわ

けですね。それを焼却施設に切りかえていくということだと思います。 

そういうことで一応１４の市町については、発電は県でございますので、発電施

設は県が運営管理をして、ＲＤＦをつくる施設は、その市町で運営していくという

ことで、今までの状態でできるだけ延ばしてほしいと。延ばした段階で、またいろ

いろその次には当然焼却施設になってこようかと思いますけど、そちらのほうが比

較した場合に経費的に安いということで結論づけて、県のほうへ、もう少し延ばし

てほしいということになっておるわけでございます。 

そんなことでひとつご理解をいただきたく思います。 

以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ごみ問題については、いろんな角度から研究もし

なければいけないし、町民の力もかりなければいけないし、議会の力というのも必

要ではないかというふうに思いますので、もっといろんな角度から議論を進めてい

ただきながら、とにかく基本はごみを減らしていくということが一番だというふう

に思いますので、そういう点で、将来的にはごみ焼却に変えたほうがいいかなとい

う町長の答弁もございましたので、とにかくありとあらゆる角度から、元の焼却炉

に戻るような方向で、また桑名広域のほうでも発言をしていただきたいし、ＰＲの

仕方については、もう少し研究をしていただきたいということを原課にお願いをい

たしまして、時間が残り少なくなりましたので、３点目に入っていきたいと思いま

す。 

 給食センターの給食業務の民間委託をするという答申が２月２２日に、東員町学

校給食センター運営審議会会長より提出をされました。 

 １９５６年、学校給食の一部改正が行われ、学校給食の教育的意義について、具

体的な方針を提起しました。趣旨は学校給食法第２条、学校給食の目標をもとに、

１点目、栄養士がどのような考えで献立を作成したのか、その栄養側面について、

栄養月報などを活用して、直ちに児童生徒にその思いを伝えてください、２点目は、

給食調理員がどのような給食を調理したか、その創意工夫、技能、苦労など、子ど

もたちへの思いを伝えなさいというのでした。 

 給食は、食教育の生きた教材という見方が初めてここに明示されました。食育基

本法制定後の今日においても、この見地には変更ありません。学校教育活動や食教



育の総合的一体性の観点から見ても、委託は不適当であると考えます。 

 ２００８年に学校給食法の改正が完了し、給食の中心的役割を栄養改善から食育

に移し、栄養教諭、栄養職員の食育における指導的役割を明確にしました。給食は

食事の提供から食の教育の場へと重心を移し、従来に増して学校給食を生きた教材、

教科書として食育を充実させることが、学校給食の今日的な意義と課題だと考えま

す。委託ではなく、直営として考えていただきたいと思います。 

 次に、議事録の中に、全国の民間委託は毎年７％近く民営化が進んでいるという

答弁がございました。２００７年度では全国で２２．７％です。センターが老朽化

に伴う建てかえなどから、民間委託から直営方式に戻っているところもふえてまい

りました。また、昨年の１２月議会で、人件費で８００万円削減と答弁されました

が、経費的に現在の体制と比較しての試算をお示しください。 

 次に、給食の民間委託が町の調達した食材や町の施設整備の使用、栄養士の立て

た献立を調理することなど、偽装請負になりませんか。滋賀県の甲南市では平成１

９年３月、労働者派遣法改正を期に、調理業務を委託しようとしましたが、市が食

材を提供し、市の施設で県の栄養士が業者に指揮命令する行為は、偽装請負に該当

する可能性があると、滋賀労働局の見解が出されたので、民間委託は見送られまし

た。また２００８年、京丹後市においても、労働局から指摘をされ、市直営に切り

かえました。 

 教育長は前回の答弁で、昭和６０年１月２１日、体育局長通達で法には抵触しな

いと答弁されましたが、職安法や労働者派遣法の観点からはいかがでしょうか。 

 次に、民間委託に対するメリット、デメリットをお聞きしたいと思います。 

 最後に、教育委員会は、学校給食への町民の理解を広めるための取り組みはどの

ようにお考えですか。全国では学校ごとの試食会や、地域のお年寄りを招待する給

食会、広報に好評だった献立レシピを掲載、これは昨年、広報に載っておりました。

地場産食材を使用する料理講習会の開催などを行っております。 

教育長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   大崎議員の給食センターについてのご質問にお答

えをいたします。 

 学校給食は学校教育活動の一環として実施されるものであり、「豊かで魅力ある学

校給食」の実現に向けて取り組んでいるところでございます。 

ご質問の教育の一環である給食は行財政計画になじまない、子どもたちの教育上

の給食という観点から再考をということでございますが、今回の学校給食運営審議

会からいただきました答申は、あくまでも調理部分についてを民間委託するという

ものでございますので、学校給食法での学校給食が、児童及び生徒の心身の健全な

発達に資し、学校給食の目標である「日常生活における食事について、正しい理解



を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい習慣を養う

こと」などの７項目を損なうものではなく、食教育に何ら影響があるものではござ

いません。 

さらに民間委託を導入することにより、学校栄養職員が学校へ出向く時間がふえ、

直接の指導や助言などが多くなりますので、今まで以上に食育に関する指導ができ

るものと考えております。また、今回答申をいただきましたことについて、その意

向に沿って進めさせていただきたいと考えております。 

実施するに当たりましては、法に抵触しないよう調査・研究をする必要がござい

ますので、それらに関しましてもクリアしていきたいと考えておりますし、学校教

育の観点からも、子ども達の発達に即した栄養バランスを考え、安心安全な給食の

提供を行ってまいりたいと考えております。 

次に、民間委託率は２００７年（平成１９年）で２２．７パーセントであるとい

うことに関しましては、ごく最近のデータとしては２００８年（平成２０年）５月

の２５．５パーセントとなっております。このことから、全国では４分の１が既に

民間委託を導入していることになります。 

経費の試算につきましては、委託の形態や食数によっても委託費は変動しますの

で、単純に比較することはできませんし、今後進めさせていただく中で、民間業者

と内容などを協議をしてまいりたいと考えております。 

次に、給食の民間委託で、町の調達した食材や町の施設設備の使用は、偽装請負

の疑いはないかということでございますが、昨年１２月の大崎議員からのご質問で

も答弁をさせていただきましたとおり、学校給食の調理業務等の具体的な運営につ

いては、法律上明記されておりませんが、厚生労働省告示第３７号「労働者派遣事

業と請負により行われる事業との区分に関する基準」により、「自己の責任と負担で

準備し、調達する機械、設備もしくは器材または材料もしくは資材により、業務を

処理すること」か「みずから行う企画または自己の有する専門的な技術もしくは経

験に基づいて業務を処理すること」のいずれかに該当する場合は「単に肉体的な労

働力を提供するものでなく、本町の場合、学校給食の調理業務は、限られた時間内

に大量の給食をつくるということは専門的なこととなり、委託の要件に該当するも

のと考えております。 

「専門的な技術もしくは経験」とは、調理師の資格を持った方や過去に調理業務

の経験がある方を指し、これらのことも考慮して業務委託をしていくことになりま

す。 

今後も民間委託を進めさせていただくに当たりましては、偽装請負といわれる事

項については、労働局等関係機関と十分協議を行ってまいりたいと考えております。 

また、町の施設設備の使用に当たっては、業務が専門的なことであれば、有償契

約でなくても運営は可能であると、顧問弁護士からご教示いただいておりますが、



この点につきましても今後十分研究をさせていただきたいと思いますので、ご理解

を賜りますようにお願いを申し上げます。 

次に、民間委託をする場合のメリット・デメリットについて申し上げますと、給

食業務費の削減（人件費）や突発的な欠員発生時にも対応でき、人員的にもきめ細

やかな調理が可能です。また、学校栄養職員の時間的ゆとりの確保により、学校で

の食教育や食指導をふやせることにより、子どもたちの健全育成への取り組みを充

実させることなどのメリットがあると考えております。デメリットといたしまして

は、栄養士が業者の責任者に対して行う調理調整等指示書による指示系統の煩雑化

が挙げられます。 

次に、学校給食への住民の理解を広める取り組みはどうかということにつきまし

ては、答申の中にも附帯事項として「民間委託に当たっては、保護者・地域への啓

発を行い理解を得ること」と記されており、開始に当たっては保護者・学校等に十

分周知をさせていただきたいと考えております。 

次に、学校ごとの試食会などにつきましては、本町も園・学校ごとに、保護者か

ら希望があれば、授業参観日などを利用して試食会をさせていただいているところ

でございますが、お年寄りを招待する試食会については行っておりません。 

また、献立レシピを広報に掲載することについては、現在２カ月に１回、町広報

に掲載しており、非常に好評だということを聞いております。今後ともぜひ続けて

いきたいと思っておりますので、ご理解を賜りますようにお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 教育長の答弁の中で、経費の試算についてですけれど、今後、ＡＢＣ、そういう

業者とともに協議をしていくということをおっしゃってはいるんですけれど、本来、

教育長、教育委員会サイドでは、そういうことについては一定の試算というのはな

さっておりませんか。今後決めるに当たって、入札をしてこういうふうな形にいか

れるのか、そうじゃなくて、一定の試算というのはなさっているように思いますけ

れど、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 経費に関しましては、平成１９年度参考として、一部業者から見積もり等を得ま

して、そのことと平成２０年度の決算における人件費と比較して試算はしておりま

す。ただ、正式に学校給食運営審議会から答申が出されました。その中でも例えば

除去食とか、いろんな面でこうしなさいとか、こうしたほうがいいという附帯条件

がついておりますので、私どもも再度そういう条件をもとにしながら、きちんとし

た業者の見積もり等は今後していかなければならないなとは思っております。です



から今回の答申をもとに、私どもも安かろう、よかろうという発想ではなく、あそ

こに出てます審議会の皆さんのお考えも十分考えながら進めてまいりたいなと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、教育長の答弁の中で、安かろうということは

思っていない、答申書の中でも、８点の問題点がクリアされなければということが

ついているので、十分きちっと協議を重ねていきたいということをおっしゃったん

ですけれども、そのような協議をなさるようだったら、なぜ民営化委託でなくて、

現行の直営方式というのを守ることができないのかなというのが大変残念に思うし、

疑問な点でございます。 

 そして時間がないので、偽装請負のことについては疑いはありませんかというこ

とをお尋ねをしたんですけれど、今後三重の労働局とか職安、そういうところで協

議をしていくということをおっしゃっておりますが、いろいろな事例の中で偽装請

負という形で判断をした市もあれば、そうでなくてという形で、さらっと流れてい

く地域もありまして、東京の杉並区では裁判もされているわけなんです。 

ですからとても大切なことでありますし、ここに働く労働者の権利というのも、

きちっと守ってもらわなければいけないというふうに思いますので、そのあたりは

私たちも勉強していきますけれど、もっときちっと勉強を重ねていただき、検討を

重ねていただいて、よりよい方向性というのを出していただきたいというふうに思

うんです。 

 教育長にお尋ねをするのは、教育上において、民間委託してもほとんど調理部門

しか委託をしないから、影響がありませんよということをおっしゃるんですけれど、

献立を立てて指示をする人、その指示を受けて献立をつくる人という形で明確に分

かれていくというふうに思うんですね。そうすると給食室と職員室、あるいは給食

室と子どもたちの関係というのは、今、教育長は、栄養職員が出向いていくので心

配はありませんよとおっしゃるんですけれど、今まででしたら調理師も一緒に、い

ろんな場に出向いていかれるということはあったんではないのでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   給食室が学校の中にあった場合には、外から見学

をさせてもらうというのは、私が最初に勤めた時でありましたけども、現在センタ

ーになっておりまして、調理員が直接学校のほうに行って何かをするということは、

あるとは聞いてないです。反対に子どもたちが給食センターのほうへ行きまして、

そこで上のほうから調理師の姿を見させていただくというような形で、給食の調理

員の仕事という形で勉強していると思います。 

 以上です。 



○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員、時間が来ておりますので。 

○１４番（大崎 潤子君）   済みません。若干、私の思い違いの部分もあるの

かなというふうなことを今思うんですけれども。 

 子どもたちには食教育の観点から、委託ではなくて直営方式、今のまま現行を守

ってほしいというふうにすごく思うんです。 

 １２月定例会の教育長の答弁の中で、民間のノウハウ等を利用しながら、おいし

い給食を提供し、より安心・安全なおいしい給食、高い調理技術等を活用するとい

うことをおっしゃっているんですけれど、この高い調理技術というのはどういうこ

とを指しているのか、お尋ねをしたいというふうに思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   私が調理業務の民間委託をしているところを調査

させていただきました、その中で、そこでの調理の責任者は、民間のあるところに

勤めてみえる料理長と言われる方です。何かをつくるにも、指示書をもとにしなが

ら、大変有名なところの料理長が、自分が中心になり、あとの従業員の方にこうす

るんやぞというような指導をしているというのを、たくさんお聞きをしました。 

また、そこの委託をされている学校の職員に、子どもたちには直接聞いてません

けども、キャベツ一つ切るのに関しても、料理をするにしても、大変上手につくっ

ているというようなことをお聞きしましたので、すべてそういう人ばかりではない

かわかりませんけれども、私がお聞きした中での高い調理技術というのは、そうい

うようなことを意味しております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ３歳から中学生までの子どもがいただく給食でご

ざいますので、まだまだありとあらゆる角度からの研究も重ねていただきたいし、

答申書についても、きちっとした方向性は出てるんですけれど、これがクリアでき

るように、いろんな角度からの研究をしていただきたいし、私どもも勉強して、ま

た提案したいというふうに思います。 

 ありがとうございました。 

 


