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１２月臨時教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２３年１２月１５日（木） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

百瀨  委員長 

安藤 委員長職務代理者 

山本  委員 

木下 委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

植田教育次長・伊藤生涯学習部長・中山学校教育部長・田辺教育

委員会事務局理事教育政策課長事務取扱・松井生涯学習部次長・

竹内生涯学習部次長兼八尾図書館長・万代学校教育部次長兼学務

給食課長・西崎教育人事課長・杉島生涯学習スポーツ課長・渞文

化財課長・靍原指導課長・浅野教育サポートセンター所長・福嶌

人権教育課長・田中学校教育部参事 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより１２月臨時教育委員会を開催いたします。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 本日の臨時教育委員会では、八尾市立中学生の昼食のあり方検討会報告

書及び取組経過についてご報告いただきますが、これについては先月の臨時教育委員協議

会でも意見交換を行い、様々な方向から議論を深めてきました。また、現在開会中の市議

会１２月定例会においても中学校給食の実施を求める請願が提出され、先般の文教常任委

員会でその審議が行われました。 

 本日の臨時教育委員会では、八尾市立中学生の昼食のあり方検討会で検討された内容、

また事務局におけるこれまでの検討経過について、改めて報告をいただいた上で、今後の

中学校給食の方向性を確認していきたいと思います。 

 まず、検討会から示された報告書の概要及びこれまでの事務局の検討内容について、万

代次長より報告願います。 

 

【万代学校教育部次長】 それでは、八尾市立中学校における中学生の昼食のあり方検討

会からの報告書の概要並びにこれまでの検討内容等についてご報告いたします。 

 本市の中学生の昼食に関しては、ご承知のとおり家庭弁当を基本としてきたところです

が、本市の中学校給食の検討については、平成８年に八尾市学校給食検討委員会から提出

された報告書で、今後の生徒や保護者のニーズ、指導体制や財源等について更に慎重に検

討を重ね、その解決に向け努力する必要があるという意見をいただく中で、今日に至って

おるところです。 
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本年３月の市議会定例会においては、中学生の昼食のあり方を検討する旨、執行部とし

て答弁し、本年度の取組みを進めてきたところです。 

 それでは、昼食のあり方検討会の報告書概要等について、担当の田中参事からご報告い

たします。 

 

【田中学校教育部参事】 それでは、八尾市立中学校における中学生の昼食のあり方検討

会における検討内容の報告書が提出されましたので、その概要についてご報告いたします。 

 八尾市立中学校における中学生の昼食のあり方検討会は、学識経験者や保護者、学校長、

行政職員で構成し、それぞれの立場からの意見を交換しながら、中学生が学校でとる昼食

はどのようにあるのがよいかについて検討を行い、その内容を集約されたものがお手元配

付の報告書です。それでは、報告書に沿って検討内容をご報告いたします。 

 まず、１ページから２ページにかけては、中学生を取り巻く食生活全体の状況や、学校

における食育について記載してあります。食生活が豊かになるに伴い、食生活が多様化し、

食生活の乱れなどが目立つようになっていること、そのような状況を背景に、食育が国民

的課題になっていること等が記載されています。 

 ２ページから３ページにかけては、「八尾市食育推進計画」策定時の調査結果や「全国

学力・学習状況調査」（基本的生活習慣調査）結果などから、八尾市の中学生の食生活の

状況について述べられています。特に、朝食の摂取については、八尾市の中学生は就寝時

刻が遅い生徒が全国と比べて多く、朝食欠食の要因にもなっているとの意見が出され、７

月に実施したアンケートでも「朝食をほとんど食べない」と回答した生徒が６．７％あり

ました。 

 ３ページから５ページにかけては、アンケート調査結果から学校における昼食の状況に

ついて記載されています。生徒アンケートからは、「家庭弁当を毎日持参する」「週に３

回ないし４回程度持参する」を合わせて９７．３％の生徒がほぼ毎日のように弁当を持参

していることが明らかになりました。しかし、一方では「家庭弁当を全く持参しない」と

回答した生徒が１．２％、８０人いることもアンケート結果から明らかになりました。 

また、家庭弁当を持参しないことがある生徒に、その場合の昼食について尋ねると、

「パンやおにぎり等」とする回答がほとんどでした。栄養に偏りがある簡易な食事になっ

ている生徒に対しては、成長期にある中学生の昼食として適切な食事ができるよう検討す

る必要があるのではないかとの意見が出されました。 

保護者アンケートからは、子どもの健康等を気遣って、細やかな配慮をされているもの

の、毎日のお弁当作りは大変負担になっており、家庭の事情で作ることができない場合も

あることなどから、学校における昼食は小学校と同様の全員喫食の学校給食がよいとす

る保護者が６０．６％ありました。 

しかし、生徒のその割合は１２．７％と低く、また教職員も、生徒にとって昼休み時間

はリラックスし、ストレス発散できる大事な時間であり、小学校と同様の給食実施ではそ

の時間を確保できなくなることなどから、小学校と同様の全員喫食の学校給食がよいとす

る回答は少ない結果となっています。 

 ５ページから６ページにかけては、中学生の昼食の形態と昼食の役割について記載され

ており、それぞれの形態のメリット・デメリットや、他市の具体的な事例等を参考に検討
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が行われました。昼食の持つ役割については、昼食は午後からの学校生活に必要な栄養摂

取のために、また朝食欠食の場合は栄養補完するために大事な食事であり、成長期にある

中学生の食事という点からも昼食の役割は大きく、生徒にとってよりよい昼食のあり方を

考える必要があるとの意見が委員に共通して見られました。 

 ６ページから８ページにかけては、家庭弁当と学校給食についての意義と課題について

検討会で意見交換し、協議したことを元に整理し、まとめられています。 

 最後に、８ページから９ページにかけては、検討会の意見を集約したまとめが記載され

ております。八尾市では、家庭弁当は親子のふれあいやコミュニケーションの一助となる

ことなどから、家庭弁当を推奨してきており、思春期にある中学生にとって、保護者の配

慮や愛情が日々感じられる家庭弁当の意義は大きく、保護者もこれを理解し、家庭弁当を

持参させていることがアンケートからも明らかになっています。 

 一方、アンケート結果や実態把握から、朝食欠食や昼食に課題のある生徒が一部に見受

けられることも明らかになっています。検討会ではこのような状況を踏まえて慎重に検討

を重ねた結果、中学生の昼食についてはこれまでどおり家庭弁当の持参を基本としながら、

昼食に課題がある生徒に対して栄養バランスが整った昼食を食べることができる選択制の

学校給食の導入が、今の八尾市の中学生にとって最善ではないかという意見集約でまとめ

られたところです。 

 以上が中学生の昼食のあり方検討会における報告書の概要でございます。検討会の意見

集約としましては、報告書のまとめにありますように、家庭弁当の持参を基本としながら、

家庭弁当を持参できない場合に栄養バランスの整った昼食を食べることができる選択制の

学校給食の実施が今の八尾市の中学生にとって最善という報告になっています。 

事務局ではこの検討会の意見集約を踏まえて検討、協議を重ね、また庁内関係部局とも

協議を行ってまいりました。思春期の子どもたちにとって家庭弁当の果たす役割は大きく、

今後も家庭弁当の持参を推奨するとともに、家庭弁当を持参できない場合は昼食に課題が

あることから、栄養バランスのとれた給食を選択できる環境を整備するため、選択制の学

校給食を導入するという方向で検討を進めてまいりたいと考えています。 

現在教育委員会としては学校園施設の耐震化を最優先課題として取り組んでいるところで

あり、また市議会からはその前倒し実施を求める付帯決議をいただいている中で、導入スケ

ジュールについては、財政面も含め引き続き慎重に検討してまいりたいと考えています。 

また、大阪府では、中学校給食導入のための市町村の財政負担を軽減するため、平成

２３年から２７年までの時限を設けて補助制度が創設されました。この補助制度は、主に給

食導入に伴う施設・設備等のイニシャルコストに対して補助が行われるものですが、この補

助を活用するためには、市町村が中学校給食導入の意向及び計画を本年度内に示すこととさ

れています。今月に回答を求められている意向調査については、現時点では開始時期及び補

助活用時期は未定でありますが、本市では中学校給食を実施することと、補助金活用を予定

していることの回答を考えています。また、平成２４年３月末までに、導入に向けた整備ス

ケジュールや中学校給食導入実施計画書を大阪府に提出することとなっています。 

施設整備や実施時期については、関係部局と調整を重ね慎重に検討してまいりますが、

施設整備等に伴う市の財政負担を考えますと大阪府の補助活用が適当であり、そのために

は遅くとも平成２７年度実施に向けて計画する必要があると考えています。 
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 以上が検討経過でございます。 

 

【百瀨委員長】 検討会からは、家庭弁当を大切にしつつ、弁当を持参できない場合は給

食を選択できる、選択制の学校給食の導入が最善であるとの報告がありました。また、事

務局ではこの方向性を踏まえ、十分に検討を進めた結果、まず家庭弁当を基本としつつ、

選択制の中学校給食の導入を進めたいという考え方を示していただきました。このことは、

先日の市議会文教常任委員会でも、議員の方々の質問に対し、現時点での事務局の考え方

として答弁もされたところです。 

 改めて、本日、中学校給食の方向性を確認したいと思っておりますので、ただいまの報

告等について委員の皆様方からご意見やご質問等はございませんか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 選択制による中学校給食の実施については、現時点でどのよ

うなものをイメージされていますか。また、学校園施設の耐震化を最優先とする中で、現

時点での実施時期の見通しがあれば、教えていただきたいと思います。 

 

【万代学校教育部次長】 まず、現時点での中学校給食の実施のイメージについては、外

部委託の民間調理場活用方式を想定しています。つまり、生徒が家庭弁当もしくは給食を

選択できる選択制の給食として、給食調理場は民間施設を活用し、給食調理等も業者に委

託して弁当箱の形式で各校へ配送する形になります。大阪府内では吹田市が実施している

選択制の学校給食がこの方式によるものですので、これを参考にしながら八尾市の実情に

合った実施方法を今後検討していきたいと考えております。 

 次に、実施時期の見通しについては、庁内関係部局と調整中ですので、現段階では具体

的な開始時期を申し上げることができる状況ではありませんが、大阪府の補助制度の活用

を前提としていますので、その補助期間である平成２７年度までに配膳室等を全校に整備

する必要があると考えているところです。 

 

【山本委員】 保護者や子どもたちの意見をアンケート調査されていますが、学校の先生

はどのように考えておられますか。また、アレルギー対策についても考えておられるので

しょうか。 

 

【田中学校教育部参事】 まず、今回のアンケートにおける教職員の意見では、小学校と

同じような学校給食を導入した場合、少ない昼休み時間の中で給食配膳や片づけに時間が

取られてしまい、子どもたちが運動場へ出て体を動かすなどの十分にリラックスできる時

間の確保が難しくなることが懸念されています。このことから、小学校と同様の給食実施

については、子どもたちにとっていいものかどうかという意見が出されています。 

 次に、アレルギー対策については、大阪府内で選択制の給食を実施している市町村にお

伺いすると、給食の予定や献立表等に、使用されている食品を提示し、その中にアレルギ

ー表示をしなくてはならない特定原材料の情報も提供することによって、家庭で判断いた

だくという対応をされているようです。 
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【木下委員】 選択制では給食もしくはお弁当の二者択一になると思いますが、このアン

ケートを見る限りでは、弁当を持ってくることができないとき、パンなどを購入して持っ

てくることもあるようです。これを踏まえて、食育と実情の２つの観点から選択の幅をど

のように想定されているのでしょうか。 

それから、小学生と同じような給食は難しいだろうという現場の意見についてはよく分

かりますが、もし選択制とした場合、中学校現場はどのように反応するでしょうか。ある

いは、今後、どのような影響が出てくると想定されていますか。 

 

【万代学校教育部次長】 まず、家庭弁当と給食の二者択一になるのかどうかについては、

選択制の給食は、子どもの昼食の選択肢を増やし、自分に適した食事を選んでもらうこと

を目指すものになりますので、現時点ではどちらかに限定することは想定しておりません。

ただし、栄養摂取に課題がある生徒に対しては、栄養価の高いものを食べてもらいたいと

思っております。また、生徒の体力向上、心身の育成を目指すという考え方からも、将来

的に給食もしくは家庭弁当を食べているような状況を目指したいという思いはあります。 

次に、学校現場の反応や影響については、各中学校を訪問し、学校長からお話を伺う中

で、選択制の中学校給食導入の趣旨等については概ね理解いただいているところです。し

かし、給食を実施することにより、給食費の徴収や昼食指導などで生徒に関わる時間や本

来の業務に影響が出ないかという懸念を示す教職員が多いとも聞いています。今回のアン

ケートの実施時点ではまだ詳細についてイメージを描けていない状況でしたので、小学校

給食をイメージして回答されたということもあると思いますが、現時点で想定している選

択制の中学校給食の方式では、給食費の徴収は学校を経由しませんし、弁当箱による各校

への配送により、配膳の指導もほとんどないと考えられます。 

このようなことを学校長に説明しますと、影響は最小限になるだろうということで、一

定の理解をいただいていると考えております。 

 

【木下委員】 費用の問題等も含め、細かいところは今後検討していくのでしょうか。 

 

【万代学校教育部次長】 詳細についてはそれぞれの現場の実情も加味し、今後詰めてま

いりたいと考えております。また、学校への周知も併せて行っていきたいと思っております。 

 

【中原教育長】 中学校の入学説明会の折には、「中学校では弁当になりますのでよろし

くお願いします。」とお願いしてきました。男子は中学生になると家庭でなかなかしゃべ

らなくなり、学校のことを言わなくなるのですが、お弁当を切り口として話すこともある

と思います。 

我々も子どもを叱ったりするときに、「家の人がどんな気持ちで弁当を作ってくれてい

るか。学校で頑張って勉強やクラブ活動をすることを期待しているのちがうのか。」とい

うような言い方もしながら、家庭が学校をバックアップしてくれていることを思い、指導

していました。 

それぞれの家庭で栄養バランスを考え、子どもたちの健康を支えていこうということで大

変ありがたかったのですが、現在は家庭の様子や子どもたちの考え方も変わり、弁当を作る
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ことができずにパンやおにぎりなどが続いたり、サラダだけで昼食を済ませたりする子ども

も出てきました。 

本市では、担任が必ず教室に行って子どもと一緒に昼食を食べており、子どもたちの食

事を見ながら家庭の様子を把握するように努めています。その中で、各家庭で子どもたち

の栄養バランスや体調に応じて弁当を作っていただいているという思いが伝わりました。 

ただ、弁当を持ってくることができない、作ることができないという家庭への対応につ

いては、今までであれば、保護者に「お願いできませんか。」と協力を求めたり、あるい

は子ども自身に、「君はもう中学生だから弁当を作れるのではないか。」、「昨晩に食べ

た分を残してお弁当に入れてきたらどうか。」というような指導もしたりしていましたが、

今回、いろいろと検討していただいたことで、昼食をもって来られない生徒たちには、選

択制による給食がいいと思っております。 

また、食育では、将来、子どもたちが自分で安全な食品を選び、それを自分の体調に合

わせて調理し、体や健康のことを考えていくということからすると、弁当は大きな意義が

あるのではないかと考えています。 

今回、検討会の報告書で出していただいた意見は、八尾の実態をしっかり捉えていただ

いており、弁当の良さも生かしながら、栄養が十分に足りていない子どもたちへの対応に

ついてご検討をいただいたと考えております。 

私としてはこの報告書に則りながら進めてまいりたいと考えております。 

 

【木下委員】 今後の子どもたちの食事のあり方については、非常に危惧しているところ

があります。今回は彼らの昼食をいかに保障していくかということで、この問題が出てき

ていると思いますが、食育の問題も考えていく必要があります。 

現在、中学校の家庭科では調理実習や食品についても学ぶ機会があり、自分たちの食生

活を振り返るような項目もあります。従って、授業を通して習うチャンスもあるので、単

に給食指導だけの問題でもないように思います。 

教科での学び等も含めて、今後の食育に関してどのように考えておられるのでしょうか。

例えば、中学生に食事のプランを作らせて応募してみるなど、どのように振り返りのチャ

ンスを作り、このような課題と並行させていくのかという点でイメージをお持ちでしたら

聞かせいただきたいと思います。 

 

【田中学校教育部参事】 食育の全般的なイメージについては、小学６年生で弁当作り、

あるいは家庭科で一日の食事について勉強いたします。また、卒業前にも弁当作りのレシピ

を載せた冊子を配布しており、中学生になってから取り組んでいる子どもたちもおります。 

しかし、それでも全体的に広まっていない状況を踏まえ、家庭における弁当作りを更に

充実させるために、レシピの配布や食に関する様々な情報を発信してまいりたいと思って

おります。 

例えば、子どもたちが作ってくる「お弁当の日」を設定することにより、それに向けて

の学校での指導、家庭での支援を受けながら取組みを進めていけるのではないかと思って

おります。また、選択制の給食を実施した場合、給食の献立表を配りますので、それがヒ

ントになったり、更に、献立名だけでなく一言コメントも加えることによって食に関する
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情報を発信できたりするのではないかと思っております。 

 

【中原教育長】 他府県での取組みで、小学校で「弁当の日」を設けているところがあり

ます。小学１年生から６年生までの段階によって内容は違いますが、１年生では保護者と

一緒に買い物に行き、食材を選ぶことぐらいから始めて、６年生では自分で作るというよ

うな取組みがあります。このように、学校で習ったことを実際に応用していくことも考え

ていかなければならないと思います。 

 

【百瀨委員長】 給食については必ず費用の問題が出てくると思います。施設の耐震化を

進めていく中で、配膳室の整備をどのように考えておられるのでしょうか。 

また、平成２７年度から教育課程にこれを取り入れた場合、現場はどうなるかというこ

とを具体的に考えておられますか。 

この２点について、改めて聞かせていただきたいと思います。 

 

【田辺理事】 耐震補強工事の進捗と配膳室の整備の関係については、学校によって工事

をする場所が重なる場合とそうでない場合がありますが、個々の学校ごとに耐震化の年次

計画を立てて実施しておりますので、それと併せて配膳室の整備を行うことは、現時点で

は難しいと思っております。配膳室の整備は、耐震化の進捗に影響がないように考えてい

きたいと思っております。 

なお、配膳室の広さは、１教室もしくはそれより少し小さい部屋で済むと聞いておりま

すが、給排水設備と電気等の配管などが必要になることも聞いておりますので、その整備

も必要になってくると考えております。 

これらの整備に関する年次調整については、耐震補強工事のスケジュールと調整を図り

ながら決めていきたいと考えております。 

 

【靍原指導課長】 教育課程については、今回の方向性の中で示された選択制ということ

を考えた場合でも、時間は保証できると思います。 

 また、自分の体を大事にして栄養をしっかりつけていくために教育課程の中で一番大事

なことは、家庭科や保健体育科等において体づくりや栄養面の知識を豊かにし、選択する

力を身につけることです。 

このような意味において、給食という選択肢が増えることは、生徒にとってそのような

見通しが１つできると考えられます。また、保護者も参考になるということを考えると、

プラス面も出てくるのではないかと考えております。 

 

【百瀨委員長】 選択制で進めていくことになると、配膳室の整備に大きな費用がかかっ

てくるので、耐震化の中で取り組むことができるのであればそのように進めていくのがい

いのではないかという考えがあります。そのために、市長部局と今後の整備スケジュール

を検討し、予算等の確保に向けて進めていただきたいと思います。 

また、教育現場で混乱を招かないよう、校長会とも慎重に詰めながら進めていただきた

いと思います。 
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【安藤委員長職務代理者】 全く弁当を持参しない生徒が１．２％いるとのことですが、

それに対する方策が考えられるのであれば、教えていただきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 このアンケート結果の中でその点が最も気になりましたので、学校長

にすぐに聞き取りを行いましたが、家庭の事情でどうしても弁当を用意できないというこ

とが見えてきたのも事実です。これを踏まえ、栄養面も含めて、体づくりという大切な時

期にもなるので、保護者には給食も選択肢に加わることをご理解いただき、選んでいただ

けるような働きかけも必要になってくると思います。 

 

【山本委員】 全く弁当を持参しない生徒の中には、パンを買って持ってきたりもしない

子どもたちもいるのでしょうか。 

 

【靍原指導課長】 昼食を用意しない生徒はおりません。本市の場合は、クラス担任が子

どもたちと一緒に喫食するので、子どもが弁当やパンを持ってきていないときは必ず声を

かけて、状況を聞くようにしております。お腹を壊しているなど、特別な事情で食べない

ことはありますが、食べたいのに食べられない生徒はおりません。 

 

【山本委員】 弁当を作ることはとても大変ですが、子どもとコミュニケーションをとれ

る場面が多いので意味のあることだと思います。また、選択制のランチボックス方式にす

る場合、様々な事情で弁当を持ってくることができない子どもにとって、選択肢が増える

と思います。 

これから考えていくことになると思いますが、ランチボックス方式の場合、申込みの受

付業務等で人手がかかってくると思います。その担当について、現時点での案はあるので

しょうか。 

 

【万代学校教育部次長】 吹田市の方法を参考にしておりますが、ランチボックスが生徒

の手に渡るまでについては、配膳員が一番大きな役割を果たすことになると思います。配

膳員は調理の委託業者に配置していただき、学校の教職員がそれを行うことは、現時点で

想定しておりません。 

また、申込方法についてはインターネットや携帯電話での申込みを想定しておりますが、

それができない家庭もありますので、申込窓口も配膳員にお願いするように想定しており

ます。 

 

【百瀨委員長】 選択制で進めていく場合でも、ランニングコストも含めて多額の費用が

かかると思いますが、就学援助の適用等についてもこれから大きな問題になると思います。

この点については、是非も含めてどのように考えていますか。 

 

【万代学校教育部次長】 就学援助についても多額の経費がかかってくるところです。施

設整備も含めて相当な財政支出が必要になりますので、耐震化を最優先に進める中では、
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慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 この点についても慎重に検討していただきたいと思います。 

 各委員と事務局のご意見等を集約すると、従前より推奨してきた家庭弁当には大変意義

があるので、これからも引き続きこれを推奨し、併せて家庭弁当を持参できない生徒に対

しては、希望制で給食を提供するという選択制の学校給食を実施していくことによって、

しっかりと中学生の体づくり、心づくりを行っていこうということでした。 

そういうわけで、教育委員会といたしましては、事務局にご説明いただいた方向で進め

ていきたいと考えております。 

委員の皆様方、このような方向で考えさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員ご異議がないようですので、事務局には今後も慎重に検討を進め

ていただくとともに、進捗状況についても適宜報告していただくようにお願いいたします。 

 それでは、以上で本日の予定案件については終わりますが、委員の皆様方から何かご発

言等はございませんか。 

 なければ、これをもちまして本日の臨時教育委員会を終了させていただきます。 

 なお、本日の署名委員には木下委員を指名したいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 


