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第１回総務文教常任委員会会議録 

平成２７年１月２６日（月） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前 ９時５０分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①「地域住民生活等緊急支援のための交付金」及び町単独の経済対策に係る補正について 

  ②旧レストハウス改修に係る基本設計に伴う概要について 

 ●生涯教育課 

  ①学校給食の再開等について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  田 中   誠    委  員  澤 田 伸 幸 

       委 員  加 藤 健 次    委  員  池 下   昇 

    委 員  前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       柏木 繁延    ■企画財政Ｇ主幹    本松 昭仁 

 ■建設課管理Ｇ主査   山本 卓司 

 ■生涯教育課長     伊藤 浩幸     

  

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 
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  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第１回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

 最初に１番、町から協議報告事項という事で総務課２点ございます。１点について、一つずつ

説明願います。はい、課長。 

 

○総務課長 

 １点目、地域住民生活等緊急支援のための交付金及び町単独の経済対策にかかる補正について

その概要について説明させていただきます。既にご案内のとおり、地方への好循環拡大に向けた

緊急経済対策として経済情勢等を踏まえた、生活者・事業者への支援、町・人・仕事の創生に向

けた総合戦略の先行的実施、災害復旧復興加速化等の災害危機等への対応ということで、国はこ

れらに３兆５千億程度の補正予算を１２月の２７日閣議決定したところであります。本日招集い

たしました国会において、この議決補正予算が可決される予定のところであります。 

当町においても、これらの国の補正に対応すべく準備を行い、町民及び事業者への支援と合わ

せ骨格予算であります、平成２７年度当初対応として、６月補正予算までの前倒しの予算執行を

行うということで、経済振興経済対策への好影響を目指した対応を行ってまいりたいというふう

に考えております。いわゆる国の補正と合わせた、町単独の補正予算もここで行ってまいりたい

というふうに思っております。 

これらの詳細につきましては、次回の常任委員会で説明させていただきますが、国の補正の概

要等について本松主幹より説明申し上げます。 

 

○畠山委員長 

 はい、主幹。お願いします。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 ただ今課長の方から申し上げました部分重複する部分があろうかと思いますけども、私の方か

ら重ねて説明をさせていただきたいというふうに思います。まず１ページお開きになっていただ

きたいというふうに思います。先程課長も申し上げましたとおり、今回国の方から地域住民生活

と緊急支援のための交付金という形で、平成２６年度補正ということで交付金が各市町村に充て

られる予定であり既に閣議決定がされており、本日国会の召集という形になっております。この

交付金については、２つの側面から成り立っているというふうに受け取られ、交付金の割当予定

額も割り振られているということになっております。  

まず１ページをお開きください。まず、１つは、この３に書かれております、地域消費喚起生

活支援型というくくりの中です。これ具体的に言いますと国の想定では地域振興券だとかプレミ
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アム商品券、旅行券、ふるさと商品券さらには低所得者向けの生活支援等の事業が対象で、いわ

ゆる地方の景気が上がらない中での生活喚起、地域経済の活性を目的ということから、このくく

りというふうに受け取っております。この地域消費喚起生活支援型に今のところ本町には１千２

００万円の限度額をもって交付される予定となっております。 

２ページをお開き下さい。４番に書かれております地方創生先行型の考え方でありますけども、

これは皆様御承知のとおり、地方の創生活力をつけていこうという形で、石破さんが過日、地方

創生担当大臣に就任したということから、今後地方での人口減少が顕著にあらわれ、市町村とし

ての機能が成り立たないことがありえると言われている中で、都道府県市町村は国から人口ビジ

ョンと地方版の総合戦略を平成２７年度中に作成しなければならないという指示を受けていると

ころでございます。この４の地方創生先行型は本町の地方版総合戦略の先行事業として位置づけ

られているもので２千９００万円の限度額をもって交付される予定となっております。この４の

先行型の具体的な事業としましては、ただいま申し上げましたとおり人口ビジョンや地方版総合

戦略の早期の策定、さらには観光振興だとか地域の仕事支援、多機能型ワンストップ拠点づくり、

少子化対策などが該当事業としてありますけども、この交付金事業を先ほど申し上げましたとお

り、総合戦略に基づかなければならないという点から今後本町が策定していく総合戦略に合致し

ていくような事業をしなければならないということから、それらも踏まえて、この先行型の事業

選考については、慎重に申請をしていかなければならないという認識もしております。 

いずれにしても先ほど課長も申し上げているとおり、この地域消費喚起生活支援型の交付金、

地方創生型の交付金合わせて４千１００万円の事業には、本町としても、やっていきたいという

考えでありますし、合わせて平成２７年度は骨格予算ということから、地域経済が滞らないよう

一部事業を前倒ししながら事業を進めていきたいというふうに考えておりますので、御了承いた

だきまして、詳細な事業の提案につきましては、次期の常任委員会でできるものと思われますの

で、どうぞよろしくお願いをいたします。簡単ではございますけども説明を終らさせていただき

ます。 

 

○畠山委員長 

 ただいまの地域住民生活と緊急支援のための交付金という部分での説明をいただきました。何

かありますか。はい、議長。 

 

○村尾議長 

 地方創生の関係なんですけれど聞くところによると３月末までということなんだけど、それは

出来るんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 出来ることを前提に事業を選択してまいりたいと思っております。 
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○畠山委員長 

はい。あといいですか。なければ終らさせていただきまして、②番お願いいたします。はい、

課長。 

 

○総務課長 

 ２点目の旧レストハウス改修にかかわる基本設計の概要ということでご案内のとおり、今実施

設計を行っている段階であります。まだ経過実施設計の途中でございますけれどもある意味、一

定程度の図面を見ていただいて、ご理解願えたということを前提に内部等々のデザインも、大ま

かに策定中でございますんで、途中経過でありますが、皆さんに３Ｄ画面がありますので、それ

を見ながらですね、御説明をしてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い

します。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 その３Ｄ画面を見ていただく前に、まず、５ページをお開きいただきたいというふうに思いま

す。５ページにつきましては平面図ということで、これにつきましては前回の常任委員会でもあ

る程度ご説明をさせていただいた中で機能等を精査しまして、このような形で組まさせていただ

いていると。この具体的なこの平面の中については後ほどご覧になっていただきたいというふう

に思っております。 

もう１枚めくっていただきますと、これは初めてご覧になるものでありますけども、立面図で

あります。正面東西南北というような形で、商業施設ということで、ちょっとパッと見が、目が

チカチカするんじゃないかっていうか、ちょっと大胆というか奇抜な色合いかなという感じもし

ますけれど。でもある意味、そういうインフォメーションセンターという商業施設観光施設とい

うような意味合いもありますので、多少目につく、そして周りの環境や景観を害しないような意

味合いから今の段階ではこのような形で予定を組んでおります。それではですね、この中の部分

を画面を使いまして、担当の山本技師に今日来ていただいておりますんで、山本技師の説明の中

でやらさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○建設課管理Ｇ主査 

 それではですね、先ほど今申しましたとおり３Ｄの画像を作成しましたので、これを基に皆様

に御説明させていただきたいと思います。 

まずこちらが外観でございます。北側、北西方向から見た図でございます。手前北側を一部解

体してございます。奥の方につきましても，奥の高いところと三角のところも解体した外観とな

ってございます。今モザイクの敷地になっている部分につきましては、サイディングを予定して

ございます。奥の下地の下部分につきましては、木の外装もよろしいのかなということで考えて

おります。 

続きまして、アプローチにつきましては、既存あるスロープは若干急なものですからスロープ

も使いやすい勾配のスロープへ造り替えをいたしまして、玄関の位置を若干変えてございます。

玄関入りまして正面の入り口はこちらになります。玄関入りまして、風除室は木で木の外装を使

用しておりまして、内装についてはこのようなイメージでございます。イメージとしましては、

清里の自然と自然の中というようなイメージをしてございます。木をふんだんに使いまして、床
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のデッキ、フローリング壁につきましては、ガラス面が多くなってございます。柱等につきまし

ても木を使いまして天井についても木のルーバーのようなものを貼っていってはどうかというこ

とで考えています。 

入ったところには掲示板、インフォメーション観光案内というふうなものがありまして、また

入ったところにはインフォメーションを用意しています。手前入った近くに物販、商品の陳列棚

が配置されておりまして、入ってわりと近くのところに焼酎の試飲コーナー、ＰＲコーナーを配

置してございまして、インフォメーションから極力近い位置で案内もできるということで考えて

おります。 

中につきまして、アトリウムということにしてございますが、こちらにつきましては土日シー

ズン中には観光客もいらっしゃって休憩していただくことも当然ありますし、清里の自然の中で

焼酎を試飲していただくということも考えてございます。平日についても子ども連れのお母さん

ですとかお父さん、またお孫さん連れのおじいちゃんおばあちゃんがいらして、ゆっくり子ども

を遊ばせていただくということも可能かなというふうに考えております。 

中央にはある程度植栽なんかも設けまして、自然のイメージを極力出していきたいなというふ

うに考えてございます。 

続きまして奥の方ですね、今現在、厨房の辺りなんですが、こちらにつきましてはカフェとい

うことで、若干の客席を設けまして簡単なドリンクですとかをこちらで提供していきたいなとい

うことで考えてございます。こちら側が南側になります、焼酎工場側のこちらについては焼酎工

場、こちらが斜里岳側ということになります。客席については、この程度ということです。こち

ら既存のホールになる部分ですが、こちらについてはテラスといたしまして床部分は残します。

若干の屋外テラス席とこちらについては、イベントスペースということで使用することも可能か

なということで考えてございます。 

外観については南から見たイメージはこのような形ということになります。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 平面、それから立面、そして具体的に中を見ていただきましたけども、これにつきましては課

長が申し上げましたとおり、実行段階のはしりということで、今後中身を機能的でさらにはその

コストの関係の部分もありますので、そういう部分を精査しながら詰めていきたいというふうに

考えております。 

それで一番最後のページに暖房をどういうふうにするかということで比較表を載せておりま

す。いわゆる一般的な温風のダクト式というんですが、温風が上から来るものですけども、これ

については下の欄、イニシャルコストのですねＫ欄、⑤を見ていただきたいと思うんですけども、

４６５万ぐらいつくるのにかかりますよということで、ランニングコストいわゆるワンシーズン

の燃料代については、大体３００万ぐらいかかるということでそのイニシャルコスト、ランニン

グコストを足した１５年間をかけるということになれば大体５千１００万ぐらいかかっていくの

かなという試算でございます。Ｂ欄についてはＦＦストーブの形にしたらどうかということで、

これについてはイニシャルコストに約３００万程度、ランニングコストについてはもうちょっと

抑えられるという部分がありますけども。当然ＦＦの暖房機ですので、その場所によってはムラ

が出てくるというようなちょっと弱点もあるのかなというふうに思います。１５年間換算すると

３千４５０万程度ということです。Ｃについては床暖房とパネルという両方の床暖プラスパネル
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という形の中で設計した場合ということで、イニシャルコストが８６５万ランニングコストは少

し抑えられる、それでも２８０万ということでこれも１５年間換算しますと、５千万ぐらいかか

るということになります。最後に地中熱というものであります。これについては工事費というか

それについては２千４００万程度かかるけども、ランニングコストについてはかなり抑えられる

ということで、総体的にはＡとＣと同じような形で１５年経過した後の想定でありますけども５

千万程度ということになっていきます。内部協議させていただいてこのＤの地中熱を利用した暖

房設備を取り入れていきたいというふうに考えております。 

今御説明したとおりですね、工事費にはかなりの費用がかかるということでありますけども、

経済産業省系の補助金もしくは環境省系の補助金も平成２７年度のところ見込める予定がござい

ます。今までの経過でいきますと、大体５０％ぐらいは補助金として充当できるんじゃないかと

いう見込みもありますので、事務サイドとしてはこのＤのですね地中熱を入れた形で環境やそう

いった部分にも配慮しながらアピールもしていきたいというふうに考えております。 

そうしたことからですね全体の概算でありますけども、これら含め備品の工事等も含めた概算

でありますけども、２億９千万程度で今のところ推移をしていると。先ほど申し上げました、今

後いろんな部分でコストダウンも当然しながらやっていきたいというふうに思いますけども、２

億９千万前後で、今のところ積算しているということになりますので、ご了承いただきたいとい

うふうに思います。 

以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ②番ですけども旧レストハウスの改修にかかる基本計画に伴う概要についてということで説明

をいただきました。この関係について何かございませんか。いいですか。なければ、トータルで

結構ですので。いいですか。なければ終らさせていただきます。はい。 

 

○村尾議長 

 太陽光なんだけど、非常に急遽やった影響もあるかと思いますけども、消防署のところ太陽光

が２枚ぐらいいかれてるんだよね。もうこれ直しているのかどうなのかわからないんだけどやっ

ぱりこれ設置場所に問題があるような気がするな。反省してもらわなきゃ。我々議会も了解した

んでないかとまた言われるような気がするんだけど、あれは直したんですか。大分金額かかりま

したか。 

 

○総務課長 

 数万円です。 

 

○村尾議長 

 パネルがいかれてないんだ。保険かい。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 



 

- 7 - 

○池下委員 

 太陽光の話、役場の横の話なんですけども実は道道野川線を走っているときに非常にみったく

ないという話が常に聞こえてくるんだけども、なんか裏側からそういうふうにならないようなこ

とって考えておりますか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 当然委員御指摘の部分もございますので、何かの細工は必要かなと。今後ですね細工をどのよ

うな形でしていくのかという部分含めてですね、協議してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 協議するということなんですけれども、これは私の勝手な考えなんですけどもせっかく焼酎も

リニューアルしたんで焼酎の宣伝効果も兼ねて利用していった方がいいのかなというふうに私は

考えたんですけども、そのへんのことも大分協議でいろいろと話は出ると思うんで、前向きにや

はりＰＲするということでやっていただきたいというふうに思います。 

 

○村尾議長 

 もう一点いいですか。レストハウスの関係は、新年度入って６月の政策予算で進められるのか

なと思いますんで、新しい議員の中で協議をさせるのかなと思うんですが、１つ総務課あたりで

考えているのかどうなのか確認しておきたいんですが、焼酎の関係でここのレストハウスの位置

づけを考えているのもあると思うんですが、焼酎とのタイアップの関係で焼酎会計があまりにも

ずさんであると。新しい議員が改選後特別委員会を設置するのかどうかわかりませんが、後程説

明もありますが、瓶の遅れだとか色々な問題があるし、企業会計を導入していないもんですから、

焼酎工場は一体どうなっているんだと。そういうことを含めてこのレストハウスとの一連の関係

の中で、焼酎関係を根本的に見直さなきゃならないんじゃないかという気はするんですけれど、

これうちの町の重大な特産品なんでやめるとかでなく、もう少し中身を透明な形で特に焼酎特産

品を売って、利益はこれだけ出ているとかこれじゃ出ないとかその議論が出来るような数値だと

かを特に議会ぐらいにはわかるようなものを明確に出してもらわなければ、あそこの一体のあり

方を議論する前にその辺も含めて考えておられるのかどうか、これだけちょっと確認してみたい

なと思うんですけども。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 
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○総務課長 

 当然所管が違うというのもありますんで、ここで焼酎事業特別会計の話を私の方からするとい

うのは難しい問題もございますので、その辺は控えさせていただきますが、当然新しい施設につ

きましては我が町の特産品であります焼酎をあそこの場で試飲なり、販売してまいるということ

でございますんで、当然焼酎事業所との連携、タイアップは必要だというふうに思いますし、そ

の中でどれだけの販売量なりどれだけのＰＲ効果があったのかという部分も数値化した中で示し

ていくということは必要かなと思いますので、十分意を配してですね、取り組んでまいりたいと

いうふうに思っております。以上です。 

 

○畠山委員長 

 はい、議長。 

 

○村尾議長 

 所管が違うということなんですが、やっぱりそのシンクタンクは、総務課の企画でないかと思

うんですね。そこでやっぱり立案をして焼酎も所管が違うんですけど、まちづくりの１つのシン

クタンクとして将来こうあるべきだというものが提案されて、町長が判断されるわけですけども、

せっかくこういう発想でその政策予算が６月になったらあると思うんですけども、その時にあわ

せて企画として焼酎と一体の関係を部分的に出されたら、議会は部分的にチェックするより方法

が無いわけで、正直言ってトータル的な提案をしてもらわなければ困るんでないのかなっていう

気はするんですけど。その辺についてはやはり、企画の方で上層部の方と協議した中で、より具

体的に提案をしてもらいたいなというのが要望なんですけど。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今議長も申された通りですね、焼酎事業というのはわが町が対外的に発信していく、メインの

事業でございますので、重要な町の事業として企画サイドの方で焼酎と一緒に今後のあり方につ

いて取り組んでまいるということが必要かなというふうに考えておりますので、ご理解願いたい

というふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

いいですか。あとは他いいですか。もう一点だけいいですか。はい。 

 

○池下委員 

 今３Ｄこうやって見た中でこれ、常に旧レストハウスというふうになっているんですけども、

新年度になったときにはしっかりとしたネーミングっていうものはもう考えているんだろうなと

いうふうには思うんですけども、一切我々の方にも、まだ聞こえてはこないんだけども、その辺

もしっかりと内部協議しているのかなというふうに思うんですが、いかがですか。 

○畠山委員長 
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はい、課長。 

 

○総務課長 

 当然現在まだレストハウスの設置条例が残っておりますんでこの実施設計ができた段階で、レ

ストハウスの設置条例の廃止を考えています。３月議会に上程できるのかなというふうに思って

おります。でレストハウスの廃止条例ができた可決された段階で実施設計が完成した段階で新た

な施設名、観光交流施設なのか、交流施設になるのか。そういった部分の条例も整備していかな

ければならないといった時点で、旧レストハウス、レストハウスというネーミングは消えていく

のかなと思っております。その後にいずこの町もやっているような形で愛称なり何なりを町民か

ら公募していくというような作業も出てくるのかなと思いますんで、御理解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。なければ終わってよろしいでしょうか。それでは以上で終わらせていただきます。

ご苦労様でした。それでは休憩を解きまして生涯教育課①点について説明をお願いいたします。

委員長はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 生涯教育課につきましては、この議案の一番最後のページでございます。 

学校給食の再開等ということでこれにつきましては、１月７日開催のですね、議員協議会にお

きまして、教育長の方から説明をさせていただいておりますが、その後の状況再開までの状況に

ついて説明をさせていただきます。 

まず一番の学校給食の再開まででございますが※印にありますとおり、会議や保護者説明会で

説明するとともに、給食センター並びに学校等におきまして、給食の安全確保、安全管理体制の

整備を行った上、各学校の冬休み明けに再開をすることとしてございます。 

１２月２６日におきましては、各学校等の代表者ＰＴＡ役員で構成します清里町給食運営協議

会を開催協議し、了承をいただいております。なお、この給食運営協議会の中では、給食につい

ては本来楽しいものであるということで安全対策をとるのも必要ではあるが、給食について楽し

い給食を心がけてほしいというような御意見がありました。 

１月９日には保護者説明会ということで、小中学校それから幼稚園、保育所すべての配食校の

保護者を対象に説明会を開催し、関係者を含め３４人が参加してございます。なお参加できなか

った保護者につきましては、当日の説明会の資料等を送付させていただいてございます。 

１月１３日火曜日でございますが、中学校、清里保育所、札弦保育所への給食提供を再開いた

しました。 

１月１６日におきましては、清里小学校と緑町小学校への給食提供を再開いたしました。 

１月１９日には、光岳小学校とやまと幼稚園への給食を再開ということで、１月１９日ですべ

ての配食校に給食を再開することができました。 

２番目、具体的な安全確保対策等の内容でございますが、まず給食センターについてでござい

ます。食材の納品時におけます検収体制の強化ということで、金属探知器の導入を１２月急遽で

ありましたが補正をつけていただきまして、１月７日導入をしてございます。現在調理作業に影

響なくスムーズに導入しているところでございます。部外者への出入りの管理強化ということで
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防犯カメラ、人感センサーを１月７日に設置をしてございます。それから調理場内の整備点検の

徹底ということで、使用機械、用具の点検、補修等を行っております。また、調理員の調理場へ

の入出に係る衛生管理の徹底、それから調理工程におけます食材管理の徹底、それから複数体制

による調理工程ということで強化を図っているとこでございます。また搬送時におけます給食の

衛生管理、安全管理の徹底を図るとともに学校等の職員の立ち会いのもと、給食の方を引き渡し

てございます。それから、異物混入防止対応マニュアルの整備を図っているところでございます。 

各学校等でございますが、給食センターの方から搬送後、配膳室に施錠すると、給食の保管に

ついて、安全体制の整備を行ってございます。また配膳室から教室への移動につきましては、教

職員が付き添うと常に教職員の目が届くようにということで行ってございます。それから給食時

におけます指導の徹底ということで、配膳の仕方ですとか、机の配置、安全な食べ方等の指導を

図っております。また学校内への部外者への出入りということで、学校の危機管理体制の見直し

ということを兼ねまして、学校からの来校者の把握ということで各学校等によって対応が違いま

すが、名簿への氏名記入、名札の着用等を図ったり、学校の危機管理マニュアルの徹底を図って

いるところでございます。それから各教科によります指導の徹底、教室内の環境整備ということ

で教室内の机、ロッカーの整理整頓、それから学校内で、異物混入に繋がる恐れのあるものの適

正管理を図っているところでございます。 

それから清里小学校でございますが、道徳の時間におけます命にかかわる指導の実施というこ

とで、道徳の時間を活用した指導を行ってございます。また、指導体制の確立ということで定期

的な教育相談、心のケア、担任の先生によります児童の観察把握、教職員間での情報の共有化教

育支援専門員の活用ということで相談体制、子供たちの心のケアを図っているところでございま

す。それから学校以外との連携によります情報収集ということで、保護者、学校評議員、民生児

童委員さん、警察少年団、保育所、幼稚園、中学校、高校等との情報収集を常に心がけていると

ころでございます。 

３番のその他でございますが、平成２７年１月より清里産小麦きたほなみを使用したうどんを

提供しています。毎週金曜日、麺を提供してございますが、うどんについては月１回から２回で

ございます。 

給食につきましては皆様方含めて、子どもたち含めて、御心配をかけましたが１月１９日をも

って再開することができました。以上簡単ですが、再開までの状況ということで説明をさせてい

ただきます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 学校給食の再開等についてということで説明をいただきました。何かありますか。 

○村尾議長 

 ちょっといいですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、議長。 

 

○村尾議長 

 前回もお話ししたかと思うんですが、今回今２番目に出てきた具体的な安全確保対策の内容で
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１月７日に金属探知機を導入しました。それからカメラも１月７日に設置しましたということで、

給食の人員は同じ人員でやっていると思うんですが、この金属探知機を導入され、安全確保とい

うことで、これだけのことをやっているわけなんですが、人員の過不足はないのかと。従来の人

員でやっているわけで人員が不足していることはないのかと。この辺の問題を１点聞かせてもら

いたいなと。あと金属探知機は管内でどこか入れているところはありますかということをこの間

聞いているんですが。その辺の件についてどうでした。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 まず人員の過不足等でございますけども、調理委託業者と相談の上、今までの調理工程等見直

しながら、人員については現在の人員において検収体制、それから一部調理工程におけます複数

体制の強化ということで行っている部分がありますけども、建物の導線の確保等も含めて、スム

ーズな工程確保をする中で、現在の人員の中で今のところは、給食の調理それから配送までにつ

いて行っているところでございます。それから金属探知器でございますが管内何ヶ所かというか

担当の方で調べたところ、導入するところ、しているところが見当たらなかったという状況です。

以上です。 

 

○畠山委員長 

 はい、議長。 

 

○村尾議長 

 今のところ人員が不足することはないってことで理解していいね。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 これ給食関係再開されているわけですけども、結果的にこの原因等いろんな形の中での模索を

されてきたというふうに思うんですが、しかも警察等まで入ったとそういう環境の中で、学校給

食が再開された時点で、これらの関係については、終了しているのか。あるいは現在もまだ検討

されているのか。これいつまでどういう形でしていくか、その辺についてだけちょっとお伺いを

します。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 この給食の関係につきましては、今加藤委員言われた通りですね、警察の方も入ったというこ
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とでございまして、まだ警察の方の調査については、引き続き原因の究明に向けて捜査の方進め

ているところでございます。警察の方の捜査につきましては、何か進展があったらこちらに連絡

がくるということで現在ないわけでございますが、学校給食につきましては、今お示しした安全

確保対策がすべてとは思っておりませんので、各学校、それから関係機関と連携の下さらなる異

物混入防止、安全な給食の提供に向けてさらに検討等進めたいというふうに思っているところで

あります。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 私の方からはですねえ再開された後、実は子どもの中に何日間か給食を食べたくないという子

供たちもいたという話を聞いてますんで、今回こういった事案が１２月の頭に２回続けて起こっ

たということはやっぱり真摯に受けとめて、子供たちって一番思春期で難しい時期なんでその辺

十分注意しながら徹底して、教育委員会としてもやっていただきたいと思いますので、その辺十

分気を付けてやっていただきたい 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 今池下委員言われたとおり、給食の提供につきまして、給食センターそれから教育委員会はも

ちろんですけども、安全管理の徹底を張るべくこれからも努力していきたいと思っておりますし、

先ほど言ったとおり給食についてはやっぱり楽しい給食、安全管理を含めて保護者の方から楽し

い給食をということがありましたので、安全で楽しい給食の提供に向けてこれからも色んな安全

管理体制の徹底を図っていきたいというふうに思っております。 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今課長の方から説明ありまして、給食事業ってやはり教育事業なんですよね。それには教職員

のご協力っていうかな、そのもとで色々こういうチェック機能が働いた中で、先生が必ずこう入

ってきていると思うんですね、そこら辺は教職員と一体となって進めていただきたいと私自身も

思います。 

またちょっと観点違うんですけども、清里産小麦きたほなみを使用して、この食育という観点

で、地域の食材を利用したものを提供する。これもやはり給食事業というか教育の一環としてと

り行っていると思うんですけども、この清里産小麦の利用は、あくまでも、うどん提供なのかま

た月に１度、年間１２回ぐらいの使用頻度なのか。そのへんまだ検討されていないのか。その点

聞きたいんですけど。 
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○畠山委員長 

はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 この清里産小麦きたほなみにつきましてはですね、１月からこの小麦を使ったうどん提供とい

うことで、先ほど言ったとおり麺については、毎週金曜日提供してございますが、月１回から２

回ということで、現在この小麦の利用については、うどんということで進めているところでござ

います。それ以外にも清里産の地産地消ということで今現在、長いもとですね一部ごぼうについ

て地産地消ということで給食の提供を図っておりますが、小麦はもちろん、それ以外の食材につ

いてもですね、地産地消を心がけて食育活動に繋げていきたいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 他ございませんか。なければこれで終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、２月１６日月曜日でございます。 

 

○畠山委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第１回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前９時５０分） 

 


