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■パブリックコメントの意見と回答 

意見の種類 意見・指摘 回答・対応 

頁 内容 頁 内容 

グラフ・図表等

の数値の定義等

に関する質問 
6 

Ｈ２７年の実績８７．５％。未実施の対象は何か？ 

6 

 学校給食の実施率は、日本全体の数値です。日本全体で学校給食を

行っていない中学校が 12.5％あるということです。 

 説明文に上記について記載します。 

11 

児童・生徒の推移グラフの数字は何の数字か？ 

5 月 1 日現在の数字と異なる。 

11 

37 

38 

39 

 令和元年 5 月 15 日時点の児童数・生徒数の実績値と令和元年ま

での推移に基づく将来推計値です。 

 グラフの集計と記載に誤りがありましたので、修正を行いました。 

20 
給食施設の運営状況は稼働率とともに最大調理能力も示した方が親切で

わかりやすい。 
20 

 文章中に稼働率と最大調理能力の食数を記載します。 

20 

単独調理場で 500 食以上の給食を提供しているのは 3 か所とあるが、

どの学校か。500 食で分けるのはなぜか。 

20 

 500 食以上の給食を提供している単独調理場は、大里東小学校

（605 食）、稲沢西中（539 食）、治郎丸中（729 食）の 3 つの単

独調理場のみです。 

そのため 500 食以上を図面上は凡例の上限としています。 

 「500 食以上の給食を提供している施設は３か所であり、市東部

に位置している。」の説明文は特に必要ないので、削除します。 

21 

給食費の金額について親子センター方式（小学校２３５円、中学校２７

５円）と単独方式（小学校２５０円、２９０円）の差は何か？また、こ

の価格差を是正する計画は？ 21 

 親子・センター方式の方が、調理する食数が単独調理場よりも多い

ため、多くの食材をまとめて購入できるので、スケールメリットによ

り、給食費の差が発生しています。 

 単独調理場から、親子・センター方式に移行することにより、価格

差はなくなると考えます。 

２２ 

令和 2 年度における正規職員数が文章と図で一致していない。 

22 

57 

 グラフは正規職員のみの調理員数の推移を示しており、再任用職員

は含まれておりません。 

 文章を「～正規調理員は 39 名（うち正規職員は 33 名、再任用職

員は 6 名）～」と記載するとともに、グラフの表題と注釈※を修正し

ました。 

36 

単独調理場および祖父江町学校給食センターは概ね３０年以上を経過し

老朽化しているとの説明であるが、Ｐ３６の図では「非老朽」の小中学

校が多数存在する。説明と図が矛盾していないか。 

36 

39 

 Ｈ31.３「稲沢市教育施設長寿命化計画」で劣化状況の評価を行っ

た結果 100 点中 50 点以下と判定された施設を老朽施設としていま

たが、文章との整合を図るため、築年数 30 年以上・未満で老朽・非

老朽を分類した図に差し替えます。 

39 

稲沢東部学校給食調理場から稲沢西小学校まで、配送時間は、最低でも

１５分かかっています。Ｐ３９の地図の配送予測時間は、大幅に誤差が

あります。 
39 

 経路等を考慮しない直線距離での数値を記載しております。 

 具体の施設配置等の検討にあたっては、経路等を考慮します。 

 Ｐ39 の図からは配送時間別の距離帯の円を削除します。 
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意見の種類 意見・指摘 回答・対応 

頁 内容 頁 内容 

グラフ・図表等

の数値の定義等

に関する質問 

47 

調理完了から児童・生徒が食べ始めるまで２時間以内としていますが、

いくら保温を維持することに努めても、ある程度冷めてしまい、作り

立てのおいしさを味わうことはできないと思います。 

47 

 調理後２時間以内の喫食は、最低限のボーダーラインですので、今

後、より具体的な施設整備、配送先の学校の振り分けにおいて配送順

路を検討し、最短時間で提供できるようにしたいと考えています。 

食育・地産地消

に関すること 

13 

13 ページの国際化に伴う海外食の情報発信についてですが、ギリシ

ャ料理は姉妹都市として、その他はオリンピックに関連して給食での

提供を行っていたので、表題と主旨が少し異なると思います。 13 

 国内の郷土料理を提供することや国際大会を機に諸外国の食事を

提供することで、日本の文化・伝統・風土だけでなく国際理解に繋が

るものですので、今後も継続していきたいと考えます。 

 計画書中の記載については、表題を「国際化に伴う、海外食の情報

発信」から「国内の郷土食と海外食の情報発信」に変更します。 

13 

地産地消について、年３回以上稲沢市の農産物を取り入れているとい

う記載がありましたが年３回の実施ができていません。改めて地産地

消について稲沢市としての方針を定められた方がよいと思います。 

13 

 JA 愛知西や食材納入業者と連携し、より多くの市内産、県内産物

が使用できるよう努めております。 

 Ｐ13 の説明文を「県内産、市内産野菜を使用した献立を年 3 回以

上実施している。」から「県内産、市内産野菜を使用した給食の提供に

努めている。」に修正します。 
33 

食の地産地消を実現し、地域の農林水産業の振興への寄与すべく、給

食の食材の積極的利用を実現する。また、安全な食の提供に向けて、

無農薬・減農薬の食材の調達と、調達を安定化を図ることについては、

ぜひともやってほしいと思う。 

33 

33 

稲沢市は農地が多い。地産地消を進めるうえで、地域の農家と連携し

て、地域の産物を給食に提供してもらうシステムを構築していけばい

いと思う。学校を中心にして「まちづくり」に取り組めると考える。

稲沢市の農業政策ともリンクして考えていくべきと思う。 

33 

33 

「安全な食の提供に向けて、無農薬・減農薬の〜」と記載があるが、

農薬は適正量以下で使っていれば安全というのが農林水産省の基本的

な考え方と理解している。 

ましてや「JA 愛知西と協力しつつ」と記載しているが農家に対して

農薬を販売したり、農薬使用の作物であっても買い取る団体と協力し

て無農薬・減農薬の食材を調達するのは矛盾している。 

33 

 「また、安全な食の提供に向けて、無農薬・減農薬の食材の調達と、

調達の安定化を図るため、JA 愛知西と協力しつつ食材調達の流通環

境の健全化に努めるものとする。」を「また、安全な食材の調達と、調

達の安定化を図るため、JA 愛知西と協力しつつ食材調達の流通環境

の健全化に努めるものとする。」に修正します。 

アレルギーへの

対応について 

全般 

１回に提供する食数が増えるほど、食事の質が低下します。配送もあ

り、短時間で大量の調理のため、カット野菜（薬使用）や加工品の使

用、地産地消の限界、調理員の身体への負担、献立の多様化やアレル

ギー食対応が難しくなる、などＰ２の給食提供方針が絵にかいた餅に

なります。 

 

 栄養教諭・栄養士等との連携の上で、安心・安全で質の高い給食を

親子・センター方式においても行っております。 
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意見の種類 意見・指摘 回答・対応 

頁 内容 頁 内容 

単独調理場と親

子・センター方

式の調理場の比

較について 19 

単独調理場と親子・センター方式のメリット・デメリットで、単独調

理場の×の評価は費用の削減、経済的な観点でできないとなっている

のではないか。これでは、食育の推進を重視していくＰ25 の給食の

基本的理念に反することになるのではないか。学校の職員として配置

された調理員と教職員の協力で細やかなアレルギーの対応ができ、む

しろセンター化（大量調理場）では個々の対応が難しい。 

19 

 あくまでも、単独調理場と親子・センター方式とを比較した場合の

相対的な評価を記載しております。 

 経済的な観点だけでなく、衛生管理や作業効率、調理員の確保等の

視点から比較を行っています。 

 P19 の表については、単独調理場と親子・センター方式を比較した

結果である旨を文章中に追記するとともに、表中の○×を削除し、不

等号によって相対的な評価を示す形式に修正します。 

19 

衛生管理についてですが、単独調理場でも親子・センター方式でも同

様に衛生管理は行なわなければならないので、どちらにも必要なこと

だと思います。単独校のデメリットになるのは、理解ができません。 
19 

 衛生マニュアルなどで示されていますが、単独調理場ごとの構造、

設備の違いや、栄養教諭、調理員など立場による解釈の違いなどによ

り齟齬が生じやすいため、統一的な衛生管理・指導が親子・センター

方式に比べて行いにくいと考えます。 

19 

アレルギー対応は、単独の方がデメリットが多いように記されていま

すが、実際は、単独校の方がきめ細やかな対応を現在もしています。 

19 

 アレルギーへの対応は、単独調理場・親子センター方式に限らず、

本市が策定した「学校における食物アレルギー対応マニュアル」に基

づいて、特定 7 品目の除去食を提供しております。 

 ただし、単独調理場では親子センター方式と比べて、細やかな対応

ができるというご指摘を踏まえて、アレルギー対応食専用の部屋の整

備や調理員数によるアレルギー対応のしやすさ、学校個別のアレルギ

ー対応等、評価項目をより詳細に記載することとします。 

19 
運用コストについてですが、人件費はかかると思いますが、食材購入

に関しては、運用コストとは別問題です。 
19 

 食材購入費につきましては、その他の項目に変更します。 

19 
作業効率についてですが、全体を通して単独校が悪く書かれています。

単独校の作業効率が低いと記されている意図も根拠も不鮮明です 
19 

 大量調理と比較した場合、単独調理員の個々に係る負担割合が高

く、大型機器の導入もないことから効率が低いとしました。 

19 

親子・センター方式は、まとめてコミュニケーションの機会が少ない

と記入されていますが、行事等で単独校と同じようにコミュニケーシ

ョンをとることができています。また、栄養士が巡回して、調理員と

児童・生徒がお互いに交流できるよう工夫しています。 

19 

 栄養教諭と調理員、児童・生徒のコミュニケーションの問題につい

ては、親子・センター方式でも行事や栄養教諭の巡回により、コミュ

ニケーションをとる工夫が行われているというご指摘の内容を踏ま

えて、評価対象としては削除します。 

19 

調理員も、教育活動を担う職員です。給食の作るにおい、調理する人

の顔、栄養教諭、栄養職員、の関わりは重要です。 
19 

 親子・センター方式でも、行事などで単独校と同様のコミュニケー

ションをとることができています。また、栄養教諭が各学校に巡回し

て、調理員と児童・生徒の声がお互いに交流できるよう工夫していま

す。 

19 
単独校も、卒業バイキングや、選択給食、その他学校行事に合わせた

細かな給食の提供ができるメリットがある。 
19 

 各学校の行事等に合わせた対応をその他の比較項目に追加します。 
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意見の種類 意見・指摘内容 回答・対応 

頁 内容 頁 内容 

調理場の老朽化

への対応方法に

ついて 

全般 親子・センター方式への移行ではなく、単独調理方式の充実を求めま

す。 
- 

 現状、多くの給食施設が老朽化の問題に直面しており、また、現在

求められる衛生基準を満たすことが困難なことから、今後、安心・安

全な給食を継続して提供するためには、給食施設の更新が必須である

と考えます。 

 給食施設の更新にあたっては、調理場の建替えを行っている最中に

も給食を提供する必要があり、単独調理場では、建替え中の給食調理

を代替することが難しいと考えます。 

 加えて、現在求められる衛生基準を満たす施設とするためには、現

在の単独調理場よりも大きな敷地が必要となります。小中学校の多く

は、校内に用地がなく、また、校外に用地を求めることが困難なため

新たな調理場を整備できない学校が多くあると考えます。 

 以上、現在求められる高度な衛生基準を満たす給食施設の必要性

や、施設整備中の給食提供の維持、施設整備の実施可能性の観点から、

親子・センター方式の新規給食施設の整備を行いたいと考えていま

す。 

 安心・安全な給食の提供に向けて、最新の衛生基準を満たす給食施

設を整備するためには、単独調理場・親子センター方式の調理場に関

わらず、従来よりも大きな整備用地が必要になることを、P9 に追加

します。 

食育、地産地消、学校行事との連携の点から、単独校調理の採用を求

めます。 
- 

給食施設の新設・改築で給食センター方式への移行とあるが、稲沢市

の給食は原則、自校方式で行うといった方針の変更は、経済的な効果

だけでいいのか。自校調理場の必要性の堅持で一層の食育推進、安心

して豊かな教育の場となるのではないか。 

- 

単独調理場の段階的な廃止、親子・センター方式の移行には反対です。 - 

給食の目的と目標を読めば、単独校での調理のほうが適していること

が、明らかです。以前に作られた「公共施設再編に関する考え方」で

は単独調理のメリットとして教育的側面の評価があったはずである。

それはどのように説明するのか。 

- 

これまでは、食育の視点から「自校調理を維持する」と決めてきたは

ず（‘１３再編の考え方）。給食の目的・目標が変更されたわけではな

いのに、「自校調理」を変更する理由はない。経済効率は「自校調理」

という事業計画の範囲で追及し工夫するものである。 

- 

給食の目的と目標を達成される為に、自校方式を存続してください - 

学校から離れた大規模調理場では、調理することだけの業務でコスト

を下げることが優先となる。 
- 

集約化、大規模化すればいいのではなく、給食もメリット・デメリッ

トを比較して、単独調理方式から親子・センター方式へ移行し、さら

に民間活力を利用するとしているような、単に経済面から考えるべき

ではないと思います。 

- 

 単独校は、建設されてから古い。衛生基準や設備、調理器具など２

８年から４０年前とは著しく変化していることから整備をするのは当

然と考える。次世代の人から稲沢市は先見の明があったといわれるよ

うに考えるべきである。 

- 

 今後も安心・安全で、おいしい給食を継続して提供できるように、

施設整備と施設の運営の両面から施策を推進したいと考えています 

食中毒が発生すると大規模方式は大問題です。衛生面を徹底するとい

っても絶対発生しないは不可能です。調理場所が分散していたほうが

いいと思います。 
19 

 新規調理場については、新たな衛生基準に基づく整備を行うととも

に、食中毒の発生を防止するため、衛生管理の統一的な指導ができる

ことなど、親子・センター方式におけるメリットを活かし安心・安全

な給食を提供したいと考えています。 

 P19 の単独調理場と親子・センター方式の比較表に食中毒による

影響の大きさについて、その他の評価項目に追加します。 

大規模な集中は、災害に弱い事が、近年あちこちで問題になっている

ではないか。不測の事故（食中毒など）でも被害が大きくなり、復旧

にも時間と費用がかかるというリスクを抱えることになる。 
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意見の種類 意見・指摘 回答・対応 

頁 内容 頁 内容 

民間活力の導入

について 

１ 臨時職員の新規雇用も困難な状況・・・ぜひ正規職員を採用してくだ

さい。 
- 

 稲沢市では、「稲沢市定員適正化計画」に基づき、学校給食調理場の

調理員については、臨時的任用により確保することとしています。 

 また、正規調理員の退職者不補充の方針により、今後、正規調理員

が減少していく中で、給食施設を持続的に運営していくためには、給

食調理業務の民間委託を行う必要があると考えます。 

1, 

57 

積極的に正規職員による人材募集を行って、直営方式による給食運営

を継続するべき。直採・直営で安心・安全・グローバル化に対応でき

る給食運営を望みます。 

- 

59 人員不足を理由に唐突に民間委託（民間活力）の導入が推進されてい

るが、その根拠が示されていない。なぜ人員不足が解消されるといえ

るのか。 

- 

全般 コロナ禍で、エッセンシャルワーカー・ケアワーカーがどんなに大切

かわかってきた、その役割を果たす調理員を市の職員として正規雇用

していくべきと考える。 

- 

4 

次の時代を担う大事な子どもたちの健康は自治体が最も責任を持たな

ければならないと思います。民間委託ではそれが非常に難しいことを

私は体験しています。 

- 

 既に祖父江町学校給食センターでは民間委託によって給食の調理

を長年行っております。 

 民間活力の導入にあたっては、安心・安全な給食の提供や食育等を

考慮した給食の提供が行われるよう、学校給食の調理業務の実績等を

踏まえて、民間事業者を選定するとともに、栄養士や栄養教諭と協力

して、給食に求められる質が保たれるように努めます。 
59 

親子・センター方式への集約に合わせ、各給食施設の運営への管理委

託制度等の導入の検討は、保育、教育で人を育ていく「子育て教育は

稲沢で」のまちづくりに逆行することになります。 

- 

59 

ＡＢＣ案のうち、稲沢市当局はＢ・Ｃ案を推奨しているようであるが、

もし B・Ｃ案となれば、社会的共通資本の教育施設である「給食施設」

を民間活力の名の下に売り渡すことになる。是非ともＡ案でお願いし

たい。 

- 

全般 

民間活力の導入は、経営が成り立たなくなれば、撤退もありうる。な

ぜ公立でできないのか。学校教育の一環である給食は、市が責任をも

って、直営で行うべき。 

- 

全般 
給食の目的・目標が歪められてしまうではないか。市場に委ねて競争

原理が働けば効率がいいという事業にはあたらない。 
- 

全般 

他自治体では給食センターを対象にＰＦＩ事業を実施した事例あり。

ＰＦＩの活用についてどのように考えているか？ 

- 

 本市では PFI 事業の実績がなく、制度を整備する必要があります。 

 一方で、新規給食施設の整備は、大里東小学校が建替えにより給食

を提供できなくなるため、早期に行う必要があり多くの時間が必要で

す。 

 以上のことから、今回の提案においては PFI の活用についての言及

はございません。 
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意見の種類 意見・指摘 回答・対応 

頁 内容 頁 内容 

給食費等徴収の

公会計化につい

て 

1 
教員の多忙解消のため私会計から公会計にしたいとありますが、現在

の自校方式では、公会計はできないのですか？ 
1 

 給食費の公会計化については、自校方式の学校においても段階的に

進めたいと考えております。 

全般 

会計業務を私会計から公会計にするという問題は、教員の多忙化解消

は当然ですが、単独調理だからできないというのではなく、仕組みを

考えていくことで解消すべきと考えます。  

全般 

52～ 

55 

図で教員の勤務時間の推移を記載しているが、肝心の給食費の徴収に

どれだけの時間を費やしているのかが見えない。記載すべきは各学校

が徴収事務に教員が関わっている延べ時間ではないか。 

52～ 

55 

 給食費徴収に要する時間については、統計データ等がございませ

ん。 

 文部科学省の「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運

営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方

策について（答申）」では、学校給食費や教材費，修学旅行費等の学校

徴収金については、未納金の督促等も含めたその徴収・管理について，

基本的には学校・教師の本来的な業務ではなく「学校以外が担うべき

業務」であり、地方公共団体が担っていくべきであるとされています。 

 また、「稲沢市給食基本計画策定委員会」においても、委員から、教

員の負担を軽減するために、給食費等の徴収を公会計化することにつ

いて要望をいただいております。 

 これらのことを踏まえ、給食費等の公会計化を段階的に進めたいと

考えております。 

全般 

家庭にとっては、集金方法の多様化は都合が良いかもしれません。し

かし、もっと視点を広げて市全体から俯瞰した場合、集金方法の多様

化は、集金コストの増大などのデメリットがあるかもしれません。 

全般 

 今後の公会計化システムの導入に関する具体的な検討に当たって

は、集金にかかる費用等も考慮して、採用する集金方法を選択したい

と考えています。 

全般 

厚生労働省が出している『児童手当Ｑ＆Ａ』では、「学校給食費等につ

いては、受給者から申し出があった場合に、市区町村が手当てから学

校給食費等を徴収することができる」としています。 

市が学校給食費等の集金を担うにあたっては、効果的かつ効率的な方

法を構築するために児童手当を活用できる方法を考える必要があると

考えます。 

全般 

 児童手当からの給食費の徴収についても、今後の公会計化システム

の導入に関する具体的な検討をする中で、考えてまいります。 

全般 
給食提供に関する方針と給食費徴収方法に関する方針は賛成です。 

是非実現目指していただきたいです。 
全般 

 安心・安全な給食の提供と、給食費の公会計化を推進します。 
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意見の種類 意見・指摘 回答・対応 

頁 内容 頁 内容 

その他 
52～ 

55 

公会計化に向けて取り組む前に、現状でできることを早急に取り組ん

でいただきたい。例えば、１食あたりの単価と学校の年間行事予定が

決まっているのにも関わらず、なぜか年度初めに１年分の月毎の給食

費の額を出せない学校がある。 

52～ 

55 

 教員の負担を減らす観点から、本計画に基づいて、給食費等の公会

計化を進めたいと考えています。 

全般 

地球温暖化で大規模な災害が今後多くなるといわれており、学校が避

難所となることから、防災面からも調理場所が分散していたほうがい

いと思います。 

- 

 小中学校には、家庭科室があることから、調理場がなくとも、簡易

ではありますが、調理を行う機能を有していると考えます。 

 また、「稲沢市地域防災計画」においても、職員が災害時に取るべき

行動が定められております。 

 調理場の整備方法の検討においても、リスク分散の観点から、調理

場を 1 か所に集約するＢ案ではなく、複数の親子・センター方式の調

理場で給食の提供を行うＣ案を提案しております。 

全般 
市民の避難場所に指定されている各学校にある調理場は、市民の安心・

安全の設備であり無駄な施設ではない。 
- 

全般 
災害時の避難場所ともなる学校に調理室があり、緊急時に公務員とし

て駆けつける人員がいることは市民にとって安心安全の担保となる。 
- 

 


