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2給食指導は担任教諭や
す︒
に納入された物を使用しま
会﹂を通じて︑各学校単位
食材料は﹁宇治市学校給食

どおりです︒

これまでと同様に︑学校

の栄養士が献立を作成し︑

学校給食の充実・発展を目指して
成し︑食材料の調達も従来

うとともに︑委託業務が確

児童に対する給食指導を行

で新たに栄養士を配置し︑

円滑に民間委託

ご理解いただけるよう努め

護者の皆様に十分ご説明し︑

閣委託に当たっては︑保

ることとします︒

実になされているか点検す

するために

田現在︑学校栄養士は給

府費で七人配置されていま

食調理実施校二十校に対し︑

ていきます︒また︑労働安

1献立は学校栄養士が作
しい基準設定を行い︑その

りです︒

す︒

市教育委員会では︑平成十二年四月から

全衛生の視点から給食調理

ます︒

基準を満たす会社の中から

します。

託実施に当たっては︑市費

学校栄養士未配置校の委

学校ごとに順次︑給食調理業務の民間委託

室の設備や厨房機器を見直

ェックします。

し︑その改善に努めます︒

選びます︒

の施設・設備を使い、学校
栄養士の指示に基づき調理

．委託の内容

学校長が食べて最終的にチ

綱の実施計画における重要課題であり︑行

（またはランチルーム）ま

行編
集
発
章

として、担任や学校栄養士

を実施します︒これは︑第三次行政改革大

委託の内容は︑﹁調理・
配缶・運搬・回収・洗浄・
清掃﹂などの一連の作業の

手で準備から後片づけまで

政のあり方を見直し︑市民サービスの向上
を図る﹁行政改革﹂としても大きな意味を
安全で温かく︑おいしい学校給食を実施し

の作成や給食指導など︑学

みです︒したがって︑献立

もつものです︒委託後もこれまでどおり︑
ていきます︒また︑これによって生み出し

全体の運営管理については

校教育の一環としての給食

Ｉ″一一″１﹃曝

・内容充実に向けて

学校給食の条件整備一

一Ｉ ｙｇａ﹃

が責任をもって当たります︒

引き続き教育委員会と学校

発展や教育環境の整備に努めます︒皆様の
回学校教育課︵容内線2609︶

ご理解とご協力をお願いいたします︒

催するなどして︑市民の皆

ご要望も十分に参考にさせ

学校給食は︑栄養バラン
スのとれた食事を提供する

○食器や料理器具は洗浄・
消毒し、施設の清掃を行い

様からいただいたご意見・

ていただき︑﹁実施方針﹂
を定めました︒以下その概

ことで望ましい食習慣を養
うとともに︑健康教育の観

要をお知らせします︒

委託の方式は自校

点からも大きな役割を担っ
ています︒また︑学校給食

民間委託調理方式

による給食指導を行います。

学校給食調理民間
委託の実施方針
︵平成十一年十一月十五日
宇治市教育委員会︶
︻抜粋︼

教育委員会では︑﹁宇治

を通じた異年齢児童の交流
や︑学校外の高齢者の人だ

ること等︑﹁心の教育﹂の

ちなどとの交流の機会があ

熱の加減などを検査した後、

で運びます。

市学校給食調理方式見直し
学校給食運営全体のうち︑
宇治市の調理職員が行って
いる調理業務のみ

視点からもその意義が高ま

す。

た財源を有効に活用し︑学校給食の充実・

委託の実施方法

．

乙︑学校単位で段

．

ｍ的に︑民間の給

になっても︑これらの役割

調理業務を委託すること

田平成十二年度から︑市

や意義を踏まえ︑豊かで楽

式を含めた献立内容の充実︑

・

■

Ｗ−
−
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っています︒
レていきます︒こ

の調理職員の定年などで退

しい給食となるようその充

ランチルームの設置や給食

○食器などを回収し、食べ

皿専門会社に委託

らにより︑これま

囲において学校を選定し︑

職する職員数に見合った範

実に努めます︒

心ることなく運営

ｕの給食内容を変

委託化を進めていきます︒

によって生じた財源を︑

教育委員会では︑効率化

匹費の効率化を図

閤給食専門会社の選択に
っいては︑﹁学校給食の教

﹁焼き物料理﹂の導入や選

か﹂また﹁一定の経験年数

ます。

皿護）

(匯憑涯)
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Cと互瓦Ξ⊃・ゆかりごはん
・いそに・ほうれんそうの
・牛乳
ごまあえ
(582キロカロりー)

残しを調査します。

リ︑それによって

育的意義や宇治市の学校給

匹保された財源で︑
ｔどもたちの多様

食に深い理解を有している

以上の栄養士・調理師資格

択給食など︑多様な給食方
竺Ｉズを踏まえ

采件整備を推進し

の環境整備を今後更に進め

食器︑厨房器具の改善など

に学校給食などの

を持つスタッフが必要数確
ＪＴ'J'Ａ‑Ｈｉ‑^ＯＪlｆｆｌ

ます︒

○委託会社の調理員が学校

○楽しい給食時間。児童の

行います。また教育の一環

校で委託予定の部分です。

◆この宇治市政だよりは︑古紙配合率100％の再生紙を使っていますＩ限りある資源を大切に◆

保されているか﹂などの厳

皿庁

○学校栄養士が味付けや加

鴛

づ9回靉し

懇話会﹂からの答申を受け︑
﹁参考人意見聴取会﹂を開

▲教育委員会の審議︵11年11月15日
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皿ぐコ

^
を運搬車に乗せて教室前

（匯暦E匯膳）応

品質、量目などを検査しま

調理の手順や使用する食器
などを詳細に指示します。

ます。

ます（市内ブロックごとに
統一献立）。

○学校栄養士を中心に鮮度、

○学校栄養士が委託を受け
た会社の調理主任に対し、

○献立を基に「宇治市学校
給食会」が一括して発注し

○これまでどおり、学校栄
養士が中心になって作成し

※Ｃ二二⊃の部分が、民間委託実施

学校給食の流れ（委託校の場合）

(皿証)
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学校給食調理民間委託の

実施方針を決定

回調理員は宇治市の人的財

選についてどう考えるのか︒

ているような人がいる︒人

研修ができるのか︒栄養士

パート調理員に現在水準の

十分である︒特に︑民間の

食中毒を防ぐシステムが不

■委託化が行われた場合︑

日だから人件費が無駄だと

圃年間の調理日数百八十二

努力︑工夫によるものだ︒

ぜか︒これは調理員の熱意︑

トップクラスにあるのはな

ぼしているのか︒全国でも

で子どもたちに何か害を及

■現在の﹁自校直営方式﹂

などの機会がもたれていな

産だ︒発想の転換をして地

は法的に指示はできても指

データが公表されていない︒

域社会で活躍できるように

導ができないのではないか︒

討期間が短く︑試行期間も

の生きる力にもっながる︒
することが本当の行政改革

い︒また︑十分な情報も提

■給食は教育の一環として

だ︒

も﹁子どもの声﹂を聞くべ
ている︒アトピーなどにも

した技術によって支えられ
が指摘されているが︑その

■答申では人件費の肥大化

保護者に対して説明・質疑

■市教委として︑すべての

業でも年間二百三十日余り

言われるが︑官公庁や大企

病院や老人施設も民間であ

■民間は本当に危険なのか︒

きだ︒

■民間は利益を追求するこ

り︑衛生的で安全な給食の
ため一生懸命がんばってい

方で給食の充実のためには

軽減を言いながら︑もう一

そして︑一方で市民負担の

な理論に平気ですり替える︒

治市の給食を守るかのよう

めだけの理論を︑まるで宇

■自分たちの権利を守るた

給食の充実を図られたい︒

より財源を生み出し︑学校

算が必要であり︑委託化に

切︒そのためには相当の予

給食メニューの多様化が大

のための条件整備として︑

成していく必要がある︒そ

内容の自己選択能力﹂を育

■学校保健の立場から﹁食

ではないのか︒近年︑多く

の先例を生かすことが大切

ずさを例に出されるが︑そ

■反対の方は先進地のつま

どう答えるのか︒

子どもたちのブーイングに

ラム近い食べ残しがある︒

毎日一校当たり二〇キログ

食だと宣伝されているが︑

■反対の方々はおいしい給

絶大である︒

金を含めると︑その効果は

試算に含まれていない退職

る経費節減効果は大きく︑

ることが必要︒委託化によ

満足度とコストを適正化す

託する手法が常だ︒給食の

■民間では業務を分離し委

ーズに実施され効果を上げ

■他市でも民間委託がスム

ればもっと値上がりする︒

させる事例だ︒直営を続け

上がりであり︑事実を誤認

による一人当たり単価の値

ている︒これは児童数減少

上がりしている例が出され

における委託経費が年々値

■反対の論拠として東京都

性は更に高まる︒

ることになっており︑安全

吠調理の状既についてチー

配置されることになってお

圃答申では各校に栄養士が

ックしていくことが大切︒

を尊重し︑実施状況をチェ

係で成り立っており︑それ

る︒社会はお互いの信頼関

負担増も仕方がないといっ

の都市で委託化か進んでい

ていると聞く︒効串化によ

クして教育委員会に報告す

た一部の人たちの自己中心

る理由を考えるべきだ︒

賛成の立場から

こまやかに配慮していただ

くなる︒日常的なふれあい
とが目的であり人件費抑制

いている︒

があるからこそ食に対する
のため調理の方法を簡単に

と子どもとのつながりが薄

意欲が出るし︑子どもたち

■委託が進むと調理師さん

﹁現場の声﹂そして何より

■現在の学校給食は食材を

しかも︑経費の計算方法や

答申提出

的な主張に惑わされてはな

対し、答申内容につ

宇治市連合育友会に

いて説明

催

「意見聴取会」を開

教育委員会にて「学
校給食民間委託の実
施方針」を決定
皿節

はありません︒また︑調

理は各学校で行う﹁自校

調理方式﹂ですから作り

たての手作り給食が提供

給食費に

は︒
ありますか？
さ影
れ響
ます

現在︑保護者の方に負

次整備充実し︑異年齢

順次更新していきます︒

・ ﹁ランチルーム﹂を順

・食器を強化磁器食器に

を検討します︒

・
負今
担ま
しで
てで
おき
りな
委か
託っ
にた
かか

よって調理職員の配置基

学校で調理する食数に

どのように決める

のですか？

︸

業者の選定に関しては︑

や宇治市の学校給食に深

﹁学校給食の教育的意義

い理解を有しているか﹂

など︑安全確保の要件を

満たすことを求めていき

なく︑業者の実績や熱意

けで業者を決めるのではＩ

教育委員会では価格だ︷

ます︒

︸になって行います︒また︑

なども十分に調査し信頼
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③食環境の充実

食﹂や﹁セレクト給食﹂

委託する学校は
どのように決定する

ら選ぶ﹁バイキング給

のですか？

にて
適い
した
ただ
メい
ニて
ュい
ーる
を給
自
担し

この
﹂ほ
れか
まの
で給
の食
﹁に
単か
一か
メわ
ニ
こ

ュは
ー食
﹂材
か料
らの
児費
童用
がで
自す
分︒
食費

入用
れ︵
て人
い件
き費
まや
す光
︒熱水
る費

②
わ給
る食
費献
用立
もの
こ充
の実
中に含ま

﹁︶
焼は
き教
物育
料委
理員
﹂会
をが
取り
費など

衛生管理は

前やシェフの男の人にはそ

また︑退職する調理職

に検討し︑決まりしだい

・O‑157などの食中毒防止対策に
見万
合全
うを
学期
校を前提に慎重

員の数も年次によって異

保護者の皆様にお知らせ

なりますから退職者数に

確率
立化によって
効

する予定です︒

・っ
給て
食給
調食
理費
器が
具影
の響
充を
実受
を
よ

は教育委員会と学校が責

①
一み
層出
の安
理費
体は
制を
生
し全
た管経

しこ
まと
すは
︒ありません︒
ける

図委
り託
安さ
全れ
性る
のか
確否
保か
にに
更
務が

の技術を認め︑給食調理に

べっ視が根底にあるのでは
ないか︒また︑調理現場で

任をもって行います︒

ま
すう
︒するのですか？
ど

は︑ローテーションを組み︑

︸ 委託を受ける民間会社

ベテランが若手を指導する

一は︑学校ごとに﹁調理主

現のために有効に活用し

体制をつくっている︒

り食環境の充実だけでなく︑

︒︒任﹂を置き︑調理員全員

一月二回の細菌検査︵検便︶
ｙを受けます︒また︑保健

委託する業者は︑

学校教育全体の条件整備を

より豊かな学校給食実
進めて欲しい︒

や退職奨励があるわけでな

■今回の委託化は︑首切り

︷所や学校薬剤師による衛

変わりませんか？

献立の作成は︑今まで

給食の質は

︸に行います︒

生検査もこれまでと同様

く︑現在の調理員心身分は
保障されている︒民間の給
食はまずいとか︑調理に対
する情熱がないというのは︑
民間を低く見るものだ︒
■民間委託による効果を自
分なりに試算した︒答申で
は約一千万円ということに

の効果が見込める︒

﹈食材料の決定︑購入も従

がおける業者選定を行っ

︷どおり学校栄養士が中心

圃市の立場︑社会の立場を

・来どおり﹁宇治市学校給

なっているが︑その倍近く

踏まえ︑市や教育委員会に

ていきます︒

新鮮な素材からの手作り

・食会﹂が行いますので︑

﹁懇話会答申﹂や﹁意見聴取会の陳述記録﹂は︑
行政情報室で閲覧できます︒

給食であることに変わり

も文句を言ってきたし︑意

の民間委託に賛成である︒

宇治市にする立場から給食

ればならないが︑よりよい

を勘案しながら判断しなけ

題はメリットやデメリット

見も述べてきた︒給食の問

ｉゝ一

が定期健康診断をはじめ

一委託されても︑衛生管理

準が決められています︒

民間委託の疑問にお答えします

にす
努︒
め従
まっ
すて
︒︑調理業
れま

Q&A

大丈夫ですか？

費が高くなるのは当然︒板

■ベテランの調理員の人件

無駄のないようにしてきた︒

などはエプロンなどを作り

しか働いていない︒夏休み

半

技術を認めないのか︒女性

W

するしかないのではないか︒

にしないのは納得できない︒

■懇話会委員を市民公募型

また︑原点に戻って検討を

宇治市政だよりで。
「答申のあらまし」
二

ない︒拙速だ︒

へ「学校給食調理方

供されていない︒

式見直し」について

その結果が正確でないと思

行うと言っておきながら検

懇話会から、教育長
T

われる︒

"yWﾐWにｰ､･..
｜

意見聴取会の概要
去る十月二十四日聞︑生涯学習センターにお
いて教育委員会の方針決定の参考とするため︑
﹁懇話会答申﹂の内容について︑市民の皆様の
ご意見を伺いました︒当日は答申内容に賛成・
反対の立場からそれぞれ五人ずつ︑貴重なご意
見をいたださました︒その一部要旨をご紹介し
ます︒

「宇治市学校給食調
理方式見直し懇話会」
を設置し、教育長か
ら「学校給食調理方
式見直し」について
諮問
G罫ｱa)

手法をホームページに載せ

ｌ

■委員の中にＡＶ店の経営

方針決定までの経過

吟味し︑調理師さんの熟練

▲意見聴取会（10月24日、生涯学習センターにて）

大切︒だから﹁市民の声﹂

反対の立場から

学校給食調理方式の
見直しを決定

㈲勝緋

らない︒

二4

1999年（平成11年）ｎ月26日発行（２）
だより

政
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を紹介

