学校給食調理業務の民間活用方針（案）に対する意見募集の実施結果

１ 意見募集の概要
（１）意見の募集期間
令和３年９月１日（水）から令和３年９月 14 日（火）まで
（２）案の公表方法
ア 佐久市のホームページへの掲載
イ 佐久市役所市民ホール、学校給食課、各支所高齢者児童福祉係窓口に閲覧用として設置
（３）意見の募集方法
ア 郵送
イ ファックス
ウ 電子メール
エ 直接持参（佐久市教育委員会 学校給食課）
２ 意見募集の結果
（１）提出された意見

２７名・９３件

（２）提出された意見の概要とそれに対する市の考え方
別紙のとおり

（別紙）
№
１

意見要旨

市の考え方

アレルギーに対する対策はどのように

アレルギー対応は、
「佐久市学校給食アレ

取られるのか、など様々な不安が出てくる

ルギー対応食供給事業実施要綱」等に基づ

と思います。費用削減と効率化のためのア

き、対象食材の除去や代替食の提供による

ウトソーシングによってこれらの不安が

対応を行っております。

解消できるとは考えられません。

食物アレルギーの症状は、一人ひとり
様々なので、保護者と学校関係者、各給食
センターの栄養士による三者面談を行い、
どのような対応ができるか話し合っており
ます。
民間委託導入後も、三者面談を引き続き
行い、アレルギー担当調理員がアレルギー
食材の除去や代替食の調理を行います。さ
らに、民間事業者の責任者とアレルギー担
当栄養士との十分な連携及び情報の共有を
図り、安心で安全な給食の提供をしてまい
ります。

２

佐久は、民間を活用している松本地区よ

№１のとおりです。

りアレルギー対応もわかりやすくしっか
りしているとも聞きました。今の質が絶対
保てる確証があるのでしょうか？
３

献立作成は県栄養教諭、運営を佐久市職

№１のとおりです。

員、調理作業を民間業者と立場が違う３者
での対応が必要になり、アレルギー対応等
の作業方針などを統一するのに、調整が煩
雑になる懸念があります。
４

民間委託によって市が責任を負わなく

学校給食調理業務は、総務省の「地方行政

なっても、調理現場が抱える困難はなくな

サービス改革に関する取組状況等の調査」

りません。請け負う企業はコストカットに

によれば７１．６％（令和２年４月１日現

務めざるを得ず、長期的には給食の質が下

在）の市区町村において民間委託が導入さ

がるおそれがあります。仕様書で全てが担

れております。

保される訳ではありません。

学校給食全体の運営については、これま
でどおり教育委員会が責任をもって対応し
ます。
民間事業者が調理業務を受託した場合に
おいても、献立作成や食材購入、検食など
は現行どおり教育委員会で行います。また、
委託する調理業務では、
「学校給食衛生管理

基準（文部科学省）」「大量調理施設衛生管
理マニュアル（厚生労働省）」「学校給食の
手引き（長野県教育委員会）」及び「佐久市
学校給食危機管理マニュアル」等の関係法
令を遵守し、食品衛生責任者を置き、安全
衛生管理の徹底を仕様書に盛り込みます。
また、既に委託を実施している市区町村の
仕様書も参考にしつつ、給食の質が低下す
ることなく、これまでどおり安心安全な給
食を提供します。
５

６

「学校給食調理業務」の民間活用方針

民間委託となった場合でも、献立の作成、

（案）について反対します。理由は、民間

食材料の発注、購入は、各センターの栄養

活用して、前より食材数が減ったり、冷食

教諭等が行うことから、給食の品質・量に

が増えた、量も減った等の話をよく聞きま

ついては変わることなくこれまでどおり安

す。

心安全な給食を提供します。

今は学校給食を使わせてもらっている

学校給食調理業務は、総務省の「地方行政

子はいませんが、学校給食の民営化は絶対

サービス改革に関する取組状況等の調査」

に反対です。

によれば７１．６％（令和２年４月１日現

学校給食を市長さん始め、民営化にしよ
うとしている方々は食したことがありま
すか？
夏の暑い過酷な作業場を見学したこと
がありますか？
栄養士さんの予算と計算を知っていま
すか？

在）の市区町村において民間委託が導入さ
れております。
学校給食全体の運営は、これまでどおり
教育委員会が行います。
学校給食センターは、
「献立の作成」から
「食材の購入」、
「調理作業」、
「洗浄・消毒」
など複数の工程で運営しています。

栄養士さんは、給食着が汚れてもいいよ

このうち調理業務について委託し、給食

うに、金曜日にカレーやミートソースを出

の質や味にかかわる献立作成や食材購入、

していることを知っていますか？

検食などについては、従来どおりであるた

これは、お母さんたちの洗濯の負担を軽
減するためだそうです。週末は必ず家に給
食着を持ち帰りますから。本当に助かりま
す。小学生と中学生の時間がズレても温か
い給食が食べられるように、時間にあわせ
て作られていることをご存知ですか？
地域の食材を使って、地域に還元し、佐
久の食文化を繋ごうと努力していること
をご存知ですか？お昼の給食が唯一の食
事になる子供たちが本当にいることを知
っていますか？

め、給食の品質は変わることなく、安心安
全な給食を提供することができます。

勉強が嫌いでも、学校に行きたがらない
子供でも、給食は大好きです。特に佐久市
の給食センターの取り組まれている給食
はどこの地域にも負けない温かさ、優しさ
がある給食です。
コロナ禍だからこそ、失くさないで下さ
い。民営には同じことは絶対に出来ませ
ん！そして、是非毎日給食を食べてみて下
さい。本当に美味しいですから。市長さん
は、１ヶ月位、毎日給食食べてみたらどう
ですか？あと、議員さん方も。とにもかく
にも、民営化にしたら絶対に質・味は落ち
ます。市政のコストダウンは、将来を担う
子供たちにしわ寄せがいってはいけませ
ん。将来の子供たちのために、民営化はや
めて下さい。
７

私は、学校給食の「民営化」に反対です。

学校給食の献立、食材料の発注、購入につ

我家も子どもたちが、そして今は孫が学校

いては、現行どおり各学校給食センターの

の給食のお世話になっています。子どもた

栄養教諭及び学校栄養職員が行い、行事食

ちも、それぞれ楽しみの献立があったよう

等も引き続き実施していく予定です。

です。季節や行事を取り入れての献立や、
何よりきめ細かに配慮された献立は、アレ

また、アレルギー対応については、№１
のとおりです。

ルギーの子や、子どもたちの成長には欠か
せないものです。栄養士さんや調理してく
ださる皆さんに感謝です。
８

異物混入、食中毒等、トラブルがおきた

異物の混入があった場合は、調理業務委

場合、市が責任をもって対応できるのか不

託後も、起こった事案の内容を踏まえて判

安。

断し、これまでどおり市が責任をもって対
応を行います。
今後も問題が発生した場合には、原因の
究明を行い、再発防止に向けた対応を行う
とともに、民間事業者にも必要な対応を指
示し徹底を図ってまいります。

９

我が家では 3 人小学生がいます。ご飯へ

現在は、調理業務を直営で行っておりま

の異物混がありました。
（1 学期の終わり

すが、異物の混入があった場合には、市で

に学校から手紙、 2.3 日前にも子供がご

責任をもって対応しています。

飯に黒いものが入っていたといっていま

調理業務委託後においても、引き続き市

した。
）食を扱う業者としては考えられな

が責任をもって対応を行うとともに、再発

いようなことが起きています。その点の安

防止対策を実施していきます。

心の担保はできるのでしょうか？心身と
もに成長期にある子供たちに安心して食
べられる環境を整えてあげたいです。
１０

民間企業は効率主義で、安全性などが疎

本年９月に、調理員・栄養士を対象に、説

かになってしまわないか心配です。現場の

明会を行い直接意見を聞く場を設けまし

意見を聞く機会を誠実に作っていただき

た。

たいです。

また、無記名によるアンケートも行う中
で、様々な意見もいただきました。
今後も丁寧に意見を伺うよう努めてまい
ります。

１１

佐久市が示している「学校給食調理業

学校給食調理業務民間活用方針（案）につ

務」民間活用方針（案）を読むと、令和８

いて、パブリックコメントでいただいた意

年度に調理業務を民間委託する事が決定

見は、ホームページで市の考えを公表しま

されているように読めますが、広報には

す。

「この方針（案）に対する市民の皆さんの

また、市民の皆さんへの説明を丁寧に行

意見を募集します。
」とありますので、こ

い、合意形成を図った上で進めていきたい

の意見を聞いた上で市民への情報公開と

と考えております。

説明を行い、市民の理解を得た上で進めて
頂くものと確認させて頂きますが、よろし
いでしょうか。
１２

必ず地区単位で説明会を開き、丁寧な説
明と意見交換の場を設けて下さい。

学校給食調理業務の民間委託について、
保護者及び関係者の皆様に丁寧な説明を行

当事者（学校、学校保護者、給食職員、 ってまいります。
給食応援団）に直接の説明もなく、いきな
り新聞で知らされるという乱暴なやり方
に、皆憤りを感じています。
市の HP での周知やパブリックコメント
の募集などは、ほとんどの方はそこまで見
ていませんし、コメントを書くほどの余裕
もありません。
それは市民の問題だと言われるかもし
れませんが、そんな方法に終始しようとす
るならば、行政の怠慢だと言わざるを得ま
せん。
今日締め切りのパブリックコメントで
終わらせるような事はあり得ません。
説明会は議会採決の前に開催し、結果あ
りきの形だけのものにはせず、白紙の状態
で臨んで頂くようお願い致します。

１３

コロナ禍で、保護者や市民に説明会等が

№１２のとおりです。

できない状況だと思います。そのような時
期に、いま進めなければいけない事案とは
思えません。各学校や地区で、意見交換で
きる会をしたうえで、検討してほしいで
す。
１４

学校給食の民間委託は反対です。

№１２のとおりです。

市民の意見をしっかり聞いてから結論
を出してください。
１５

民間委託に反対です。民間業者はやはり

№１２のとおりです。

経営主義です。利を生み出すためにコスト
カットせざるを得ず、子どもたちへの安全
安心な給食が提供できるか心配です。時間
をかけて説明会を開くなど、保護者の声を
聞く機会を作ってください。
この際、給食についてこどもたちの思っ
ていることもすくい上げてください。
コロナ禍にあって、子どもたちは集団生
活の様々な制約を受け入れながらも元気
に頑張っています。将来を担うこどもたち
に必要なお金は、私たちの税金を十分にか
けてあげてください。ぜひ考慮してくださ
い。
１６

子ども達全員に関わる給食センターの

№１０のとおりです。

在り方は、使用者が限られる他の公共施設
の運営とは異なる性質のものです。センタ
ーの職員はもちろん、学校現場職員、保護
者や地域の意見を丁寧に聞き、これからの
子ども達にとってどういう形がいいのか、
をしっかりと議論してから進めていただ
きたいです。こんなに大きな方向転換なの
に、学校職員でもこの件について知ってい
るのはごく一部だけです。健康都市を謳う
佐久市の学校給食が、こんな形でいいので
しょうか？
１７

偽装請負を避けるため栄養士は調理員

サウンディング型市場調査の結果、民間

に直接指示が出せなくなりますが、先行し

事業者との対話の中で、事前に発注者と民

ている中野市では「現場の連携が乱れる」 間事業者の責任者がしっかり打ち合わせを
「結局栄養士が手を出さざるを得ない」な

行うことで不都合は生じていないと意見を

どの実態があると聞きます。万が一の給食
事故の際に責任がとれるのかも心配です。

いただいています。
民間事業者と情報を共有し、コミュニケ

「学校給食を大切にする」
「食育を大切に

ーションを大切にしながら、児童・生徒に

する」とは、
「食べる人」と「つくる人（食

安心で安全な給食の提供をしてまいりま

材生産者、献立作成者、調理担当者）
」を

す。

人間として尊重することです。調理現場の

学校給食全体の運営については、これま

ワーキングプア状態を放置し、できあがる

でどおり教育委員会が責任をもって対応し

給食の味や見栄えにしか関心を持たない

ます。事故が起こった場合は、直営か委託

のでは外食サービスと変わりません。市に

かにかかわらず、起こった事案の内容を踏

は、学校給食をコストと考えるのではな

まえて判断し、対応します。

く、佐久市の教育環境への投資と捉える見

なお、緊急の場合は直接指示ができます。

識を示していただきたいです。
１８

１９

「別紙」の「労働者派遣法の問題」につ

法的に発注者が責任者を通さず、直接調

いて、１３日の議会答弁では、偽装請負対

理員に指示をすることは、偽装請負となり

策としては「法律を守るように仕様書、契

禁じられているため、日常的、一般的な調

約書に明記し、双方の職員に周知する」
「連

理遂行の指導等を業者の責任者と打合せ、

携を密にする」という、当然のことのみに

協議により行います。先行自治体において

とどまっていたが、先行自治体の現場では

は、このような打合せを日々の決まった手

それらは当然行ったうえで、それでも「偽

順に組み込み、問題なく運用している事例

装請負を行わなければ現場が回らない」と

も確認しています。

いう現場の声がある。それらの現場の実情

今後さらに情報収集を行い、確実に偽装

を踏まえた，より具体的な防止策は検討す

請負が防止できるよう検討を進めていきま

べきだと考えるが、どうか。

す。

委託先の民間会社が職員の給与待遇改

あくまでも給食調理のみの委託となるた

善のため、夏休み等の期間にお弁当や総菜

め、給食調理業務で使用する場所は、民間

を製造・販売するとか、子どもたちとの学

事業者が受託する業務以外に使用すること

校給食調理体験を有償で行うなど、作業委

はできません。

託費以外の稼げる手段を確保する等につ
いて何か制限をかける予定はありますで
しょうか？
２０

学校給食センターの設備を副業での使
い方をしたいと申し立てがあった場合は

施設は、市の所有であることから、目的以
外の使用については、許可しません。

許可されますでしょうか？
２１

民間委託導入スケジュールについて、臼

臼田センターの調理業務の民間委託につ

田センターR５から民間委託開始につい

いては、今後、人口減少とともに、職員数も

て、無理があるため再考していただきたい

減少せざるを得ない状況が予見されるた

です。R5 年は新センター稼働でもありま

め、必要なことと考えておりますが、市民

す。それに新小学校の開校も伴っていま

の皆さんの不安の払拭を丁寧に行い、しっ

す。新センター稼働というのは、とてつも

かりとした合意形成の基に進めていくべき

ない準備がいり、スタート時は施設設備、 ものと考えているため、委託導入のタイミ
機械器具も初めてで工程も動線も変わり、 ングについては再検討することといたしま
全て一からスタートするとてもとても大

した。

変な重要な時です。また新小学校の給食の
体制づくりにも関わります。普通に考えれ
ば、長年の経験者、スキルのある調理員を
集めて、その大変な新センター稼働に向か
っていく体制を組んでいくところです。で
すがその年に、民間委託が同時にスタート
すれば、まったく未経験の調理員と共に、
稼働させなくてはいけなくなる可能性も
あり、とても無事稼働して給食が提供でき
るとは考えられません。無事に稼働して運
営が軌道に乗ってからの民間委託スター
トになるよう再考してください。
２２

最初は学校給食センター化（南部センタ

佐久市は、昭和 41 年から共同調理方式を

ー）問題でした。当時子どもを城山小学校

基本方針として、運営・施設整備を進めて

に出していました親として、唯一の自校給

きておりますことから、自校給食は考えて

食の恩恵にあずかっていたものとして、こ

おりません。

の素晴らしい自校給食を無くすのではな

学校給食応援団の皆様との交流や地域の

く、センター化を機に佐久市全地域の学校

皆様との交流は、児童生徒にとっては生き

に自校給食への転換を広げることが佐久

た食育の１つであると考えておりますの

市として出来ないのかと、佐久市中の学校

で、これまでどおり取り組んでまいります。

の保護者並びに賛同する先生方に呼びか
けで、地区ごとに集会を持ち、学習し、い
かに学校給食が子どもたちの教育・食育に
大切なものか、決してセンター化が教育や
経済面で良いことではないことを学びま
した。
母親たちは、住民の過半数に届くような
多くの反対署名を集めましたが、当時市は
センター化を推し進めました。とりあえず
城山小の自校給食は守ることが出来まし
たが、センター化の流れはきっと早いうち
に来ると思っていました。間もなく、佐久
城山小もセンター化することとなり、この
時も地域住民も巻き込み、一丸となって頑
張りましたがセンター化されてしまいま
した。

２３

佐久市に新規就農し、少量多品目で農薬

№２２のとおりです。

を使わず育てています。佐久市城山小学校
の自校給食では、大根、小松菜等、少量で
納品できたが、センターになり、ズッキー
ニしか納品できなくなりました。周りの畑
では、定年退職なされ、小規模でやってお
られる地域の方が多いです。そういった
方々も、地域の学校で少量で出せるとなる
と、励みになると思います。収入というよ
り、地域の子どもたちのために。という想
いで納品しています。各学校ではコミニテ
ィスクールや育成会等、様々な地域の方々
や保護者が地域の子どもたちを見守り、育
てています。私たちも食育活動として、子
どもたちに田んぼ、畑の指導等携わってい
ます。給食も教育の一貫であり、佐久市が
力を入れて取り組んでほしいです。
２４

具体的には、
「民間活用」により

食材料の発注、購入は、業務委託の範囲で

①食材の地域調達はできるのかどうか

はなく、これまでと同様に各学校給食セン

②輸入食材の多用と残留農薬の不安は解

ターの栄養教諭等が行い、学校給食応援団、

消できるのかどうか

市内産、県内産、国内産を優先に購入をし
てまいります。

２５

最初は学校給食応援団の存続や地元野

№２４のとおりです。

菜の調達などを約束していますが、現にサ
ウンディング調査の回答の中には「収益的
なメリットが少ないため、食材料費も含め
た全面委託としてほしい。
」という回答を
している企業もあります。
集約化した調理の現場では、同じ食材を
大量確保できる外部からの食材を選ぶよ
うになっていくのでは？
その時に、行政はしっかり管理ができる
のでしょうか？
こちらも地域密着型の企業でない限り、
今のやり方を引き継いでいくのは難しい
と思います。
２６

食材の購入は市が管理する、とのことで
すが、調味料から始まり、全てにおいて、
でしょうか？

№２４のとおりです。

２７

学校給食は、子ども達や現場の先生方

№２４のとおりです。

が、毎日食べるものです。なので、今まで
と同様に、地元の食を感じることや、食の
安全は、変わらずそのまま大切にしていた
だきたいと思っています。市外の業務委託
された学校給食の話では、地元のものを使
わずに、中国産の安い食材を使うことが多
くなった、とか、長年勤めていた調理スタ
ッフを解雇させた、など、良くない話も聞
いています。これまで大切にされていたこ
とが、委託する業者によって、全く違うも
のになってしまうのは悲しいですし、何よ
り、その給食を口にする子ども達と現場の
先生方が心配です。以上、一市民の意見に
なります。よろしくお願いいたします。
２８

民間業者が「地元食材を使用する伝統料

民間事業者が、地元食材を使用した献立

理の提供に協力する」との提案はどの程度

の提案や「学校給食応援団」の活動への協

の事業を想定しているのか。

力などを考えており、これは食育の向上に
も繋がります。

２９

３０

３１

食育とは子どもたちが自分の食べてい

食材の調達については、学校給食応援団

る食事が食材を含め、どこで、誰によって

を含め現行のとおりです。引き続き応援団

つくられ、どのようにして届けられている

の活動紹介や一緒に給食を食べるなど交流

のかを知り、安全で安心できる「作り手の

を推進していくとともに、調理現場の社会

顔の見える食事」を提供するとこだと考え

科見学を実施する等「作り手の顔の見える

ますが、それが実践できるのかどうか。

食事」を提供してまいります。

学校での給食を「教育の一環」と認識し

食育については、これまでと同様に担任

ているのであれば、利益を求める民間企業

の先生や栄養教諭等が中心となり、学校全

に「民間活用」だから、また「効率的」だ

体で取り組み、指導してまいります。

からとこのまま委託すべきではないと考

食育の推進については、従来どおり担任

えます。学校給食の現場や保護者の声、他

や栄養教諭等が食育指導を行うとともに、

の自治体の進め方と現状について、しっか

民間事業者のノウハウを取り入れることや

りとした情報公開と市民への説明を尽く

協力をいただくことにより、一層の向上が

して理解を得るべきだと考えます。

図れると考えております。

学校給食は、
「食育」という食べ物から
子どもの健全な発達を保障する大事な役
割があります。そのため崇高な理念が不可
欠であり、営利を目的とする「民間運営」
にはなじみません。従いまして、これまで
通り市の責任で行い「民間委託」をしない

№３０のとおりです。

ようにお願い致します。

３２

民間委託になったからといって、課題が

№３０のとおりです。

解決できるとは考えられません。子どもた
ちの教育の一環である、学校給食を通した
食育を佐久市として一番大切に考えるの
であれば、民間委託にすることは反対で
す。
３３

浅科・望月給食センターの統合は「食育

食育については、これまでと同様に担任

という教育」に反するので、統合しないで

の先生や栄養教諭等が中心となり、学校全

ほしい。効率化のために統廃合するという

体で取り組み、指導してまいります。

考え方の間違いが、昨年からのコロナ対策

浅科センターは、老朽化が顕著であり、

ではっきりしました。かつて保健所を半数

今後対策が必要になることや、佐久市公共

近くに統廃合し、病床を削減してきたため

施設等総合管理計画を踏まえ、公共施設の

に、このたびの医療崩壊ともいえる事態を

有効活用の観点から、望月センターとの集

招きました。福祉や教育、食育は工場生産

約化を考えています。

と違います。統合すれば総職員数は必ず減

また、浅科センターと望月センターの小

らすことになるでしょう。なぜなら、統合

中学校の児童生徒数は減少しており、今後

の大きな目的は従業員の削減にあるから

も減少が見込まれています。距離が近く、

です（職員削減しないなら、統合する必要

浅科センターより新しく建設された望月セ

がないでしょう）
。統合すれば 4 校の給食

ンターで、浅科センター分も併せ給食が提

を今まで以上に短時間で作ることになり

供できることから、集約することは可能と

ます。時間に追われれば、やはり手のかか

考えています。

らない食事に替えていかざるを得ません。
効率化は従業員にとっても子どもたちに
とっても、つらいことなのです。浅科セン
ターを統廃合の対象にすれば、浅科の子ど
もたちは調理をしてくれる大人たちから
さらに離れてしまい、親しみも薄れ、食育
はより困難になるでしょう。
３４

民間業者はやはり「経営主義」です。民
間任せにすると衛生面や食育の指導がな
いがしろにされる危険があるのではない
でしょうか。

食育の推進については、従来どおり担任
や栄養教諭等が食育指導を行います。
また、調理業務を委託することにより、栄
養教諭の業務との住み分けが明確になるこ

別の大量調理現場で、直営の職場でも、 とから、より丁寧に食育指導を行うことが
委託している現場でも業務に従事した経

できます。

験がありますが、質は雲泥の差でした。未

衛生面については、給食調理業務が民間

来を担う子どもたちのために、民間委託を

委託となった場合、衛生管理は、
「学校給食

導入しないように、よろしくお願いしま

衛生管理基準（文部科学省）」「大量調理施

す。

設衛生管理マニュアル（厚生労働省）」「学
校給食の手引き（長野県教育委員会）」及び
「佐久市学校給食危機管理マニュアル」等
の関係法令を遵守するため確保されます。

３５

食育は大切です。調理の現場が子供たち

各給食センターでは、小学校の社会科見

に見えることや子どもたちが知ることが

学による調理現場を見学していただいてお

必要です。

ります。

民間委託では見えない部分が多く、子ど

民間委託後においても、引き続き各給食

もたちに安心、安全が守られるのか不安が

センターでの調理現場の見学を実施してま

大きいです。

いります。
衛生面については、現行においても十分
に取り組んでおりますが、給食調理業務の
民間委託を導入している自治体から、民間
事業者は大変高い意識をもって取り組んで
いると伺っております。

３６

現在行われている食育の取り組みの中

現在の食育活動は引き続き行えるものと

で、民間委託によってできなくなる可能性

考えております。加えて、事業者からは、

があることがあれば、全て知りたい。

「地元食材を使用した献立を提案するとと

逆に、民間委託によって新たに可能とな
る食育の取り組みは？

現段階で業者か

らどのような提案があるか。

もに、地元食材を使用した料理を提供する
際に食材の説明を行う」
「地元食材使用の食
材展開コンクール等を行い、献立に取り組
んでいく」などといった提案をいただいて
おります。

３７

調理の民営化はせず、今後も公営で進め

学校給食の献立作成、食材料の発注、購

てほしい。民営化するということは、企業

入については、現行どおり各学校給食セン

として成り立つということですから、当然

ターの栄養教諭及び学校栄養職員が行いま

効率化が課題となります。すると、従業員

す。

の削減と給与等待遇の合理化がすすめら

給食調理は今までどおり、栄養教諭及び

れます。食材の選定や発注は市当局が行う

学校栄養職員により用意された献立と食材

と書かれていますが、職員が削減されれ

料によって行われるものであり、委託化に

ば、それまでのように「手を掛けた」調理

より変わることはありません。

が困難になります。地元の有機野菜の形が

また、食育の推進については、これまでど

不揃いであれば、調理員は「もっと形の揃

おり栄養教諭や学校給食応援団などと連携

ったものにしてください」というでしょ

した取り組みはもとより、民間事業者と協

う。献立は栄養士がやるにしても、「そん

力することで向上が見込まれると考えてお

なに手をかけた料理はできません。既製品

ります。

のパック詰めにしてください」というでし
ょう。調理員とすれば、時間に間に合わせ
るために、そういう要求を出すのは当然で

す。すると、栄養士も妥協せざるを得なく
なり、やむを得ず既成品のおかずを増やす
ことになるでしょう。また、食材の一括購
入に踏み切らざるを得なくなるかもしれ
ません。栄養士もつらい立場になります。
民営化というのは効率化のことなのです。
食事作りの効率化が何をもたらすか、今ま
でも経験してきたことです。調理というも
のは、作っている一人一人が、どうやって
おいしく安全なものを作れるか、愛情のこ
もった食事が作れるか、その努力と心意気
に支えられています。効率化が優先されれ
ば、手をかけた食事が難しくなり、調理員
もつらいのです。食育も教育です。教育に
効率化が似合わないことは、多くの教育関
係者の一致した意見で、教育長さんもよく
ご存じだと思います。
３８

給食は食育が目的と市長は言われます

民間委託となった場合でも、学校給食の

が、それだけではないでしょう。子どもの

献立、食材料の発注・購入は、業務委託の範

福祉を任っている面も大きいのです。１日

囲ではなく、これまでと同様に各学校給食

１食しっかりした食事を提供することが

センターの栄養教諭等が行うことから、１

今大事です。

日１食しっかりした給食の提供が行えると
考えております。

３９

今の市職員の方々とだからこそ、密に連
絡をとりあい、食育のための活動ができて

給食応援団からの食材の購入や交流は引
き続き行ってまいります。

いました。給食応援団との提携、児童の畑

食育については、これまでと同様に担任

への働きかけなどのコーディネート、他委

の先生や栄養教諭等が中心となって取り組

員会とのコラボレーション、行事との兼ね

んでまいります。

合い、給食の交換ノート等。どれも、欠か

なお、委託になっても調理員との関わり

せない食育です。利益、効率、合理化を重

は、失われないように努めてまいります。

視した民間委託では、こどもの食育や食の
安全が確保できる保証がありません。民間
委託には反対します。
４０

栄養士等、資格ある職種は、正規職員と
して、採用していってほしい。
現調理員もパートとはいえ、市採用で使
命感をもってやっておられる。

４１

今回示されている「学校給食調理業務」
民間活用方針（案）の「現状と課題」につ

ご意見として承ります。
調理員の皆さんは、ご意見のとおり使命
感をもって日々の仕事にあたっていること
は、承知しております。
民間委託可能な業務については民間活用
を検討していくため、調理員については正

いて、
「職員確保に苦慮している状況」と

規職員の採用は行わない職種とし、退職者

ありますが、そもそも職員を採用していな

補充は会計年度任用職員で行っておりま

いと議会で答弁されており、採用していな

す。

いのに職員確保に苦慮しているというの
は理由になっていないと思います。

会計年度任用職員については、今までも
処遇の改善は行っておりますが、毎年６名
程度が年度途中で退職するなど、職員確保
が難しい現状です。
委託した場合においても、学校給食の意
義や内容を損なわず、民間のノウハウや専
門性・柔軟性を取り入れることで、安心で
安全な学校給食を安定的に提供できると考
えております。

４２

民間委託に反対です。
「職員確保に苦慮

№４１のとおりです。

している」のは、現在の給食調理員の賃金
や待遇が低いからと考えられます。
４３

学校給食の「民営化」は、反対です。職

№４１のとおりです。

員確保に苦慮している状況がつづいてい
るため、民営化したいと説明されていま
す。職員確保は賃金や待遇が左右してお
り、そこを改善せず民間に任す、というの
はあまりにも無責任すぎるのでないでし
ょうか。
私も、短期間ですが市臨時職員として働
いたことありますが、時給が県の最低基準
と数円しか違わない低さに唖然としまし
た。低賃金で子どもに大切な給食をつくり
続けるのは、無理があります。先ずは賃金
や待遇改善に力を入れれば、職員は確保が
できて安定した体制が続けられます。
４４

「学校給食調理業務」民間活用方針（案）

学校給食調理業務は、決められた時間内

には民間活用する理由として「職員確保に

に調理を行い、給食を提供しなければなら

苦慮している状況が続いており」と記載が

ないことから、体力を使う業務であること

ありますが、苦慮している原因はどのよう

を含めて、仕事が大変なイメージがあるた

に考えていますでしょうか？一般的には、 めか、近年において募集をかけても、応募
待遇や人間関係や業務内容が関与してい
ると思い、それらが是正されない限り、民

される方が減少している状況であります。
また、女性による社会進出の定着が進み、

間に委託しても職員確保に苦慮する可能

子育て支援の充実など、仕事を継続して行

性は高く、安定的な給食提供が難しい現状

える環境が整っている状況も影響している

は変わらないと思います。

のではないかと推測します。

４５

４６

民間会社への作業委託額はどのように

民間事業者は、金額だけではなく、業者か

決める予定でしょうか？職員の待遇が悪

らの提案内容等により総合的に審査するプ

くなれば、尚更職員の確保が難しくなる気

ロポーザルにより決定したいと考えており

もします。

ます。

県職員と佐久市正職員と会計年度職員

待遇については、業務内容が異なるため、

の待遇に格差はありますでしょうか？南

県職員と市職員、会計年度職員それぞれ違

部センターのみ今後も直営予定になって

います。

いますが、民間の他センター職員との待遇

民間の待遇については、民間事業者の方

格差や調理対応格差が広がらないように

針がありますのでお答えは出来ませんが、

工夫して頂きたいです。

調理員の現在の給与等の状況を伝えていき
ます。

４７

民間に委託する場合に委託期間は区切
りを設ける予定でしょうか？５年や 10 年
の縛りがあれば、民間側も正社員を登用し
にくくなると思います。

調理業務を民間委託する場合は、長期継
続契約を考えております。
市で長期契約ができる期間は原則５年以
内ですが、今後契約年数についても検討し
てまいります。

４８

委託先民間会社の労務管理や業務実績

調理業務が民間委託となった場合は、市

について、チェックする予定はありますで

で示している仕様書の内容について適切に

しょうか？

実施されているか業務の履行を確認してま
いります。

４９

民間に委託する予定の各センターには

給食調理業務の委託後は、当該業務につ

佐久市正職の調理員を配置する予定はあ

いて、民間事業者によって実施されるため、

りますでしょうか？

正規職員の調理員を配置することはありま
せん。

５０

佐久市正職員の調理員は給食調理以外
への転属は難しいのでしょうか？現在の

正職員の調理員は業務職であり、業務職
への配置が基本です。

正職調理員の大半は直営予定の南部セン
ターで勤務することになると思いますが、
異動が難しくなるので、一般事務等の役場
庁舎での経験も積んだ方が、給食センター
内の風通しも良くなる気がします。
５１

「献立作成は、これまでと同様に各学校

栄養教諭等の配置は、
「公立義務教育諸学

給食センターの栄養教諭等が作成します」 校の学級編成及び教職員定数の標準に関す
とありますが、全ての栄養教諭を佐久市職

る法律、第 8 条の 2」で定められており、長

員にすることは出来ないのでしょうか？

野県職員が配置されています。

又は県栄養教諭は南部センターのみにす

配置転換は、上記の法律により、配置基

るなどの配置転換の予定はありますでし

準が定められていることから、配置転換は

ょうか？

できません。

５２

新聞報道によると、
「職員の確保に苦慮

№４１のとおりです。

している」とあります。それは当然です。
非正規の会計年度職員を募集しても、応募
する側から見れば「極めて不安定な職種」
になりますから、賃金も決して高くない
し、応募しづらいでしょう。一定の雇用年
数の保障や労働条件の改善が必要です。民
営化にすれば条件が不安定でも人は集ま
る、と考えているとしたら、これは行政努
力の放棄であり、市民のための市政から大
きく外れる考えではないでしょうか。雇わ
れる人も市民であることを忘れないでく
ださい。雇用される多くの職員が女性であ
ることを考えれば、女性の地位向上という
市政の方針にも反することになるのでは
ないでしょうか。
５３

職員確保に苦慮している状況にならな

№４１のとおりです。

いよう、正規職員を採用する、会計年度任
用職員の勤務や雇用条件を良くして雇用
を促すといった対応をとることはできな
いのでしょうか。学校給食を民間委託して
いる県内の他市町村では、毎年退職者や欠
員が出て、長年勤めている人が減ってい
る。待遇が悪いという理由で辞めてしま
い、職員の入れ替わりが激しい。会社は現
場任せで、巡回指導や衛生教育、業務内容
の把握などせずに、調理員が勝手な行動を
とるようになっているという現状が実際
にあります。よって現在の佐久市の課題に
ついて民間委託になったからといって改
善できるとは考えられません。またそのよ
うな現場で、安心安全なおいしい給食作
り、食育の生きた教科書となる給食作りが
できるとは考えられません。
５４

職員確保に苦慮しているのは、雇用の条
件が不十分な反映であり、条件が良ければ
人材は確保できるはずです。
民間による効率性の確保の中には、労働
条件がどうなるのか、懸念があります。子

№４１のとおりです。

どもたちによりよい給食を提供したいと
いう思いを形にしていくには、効率性ばか
りではなく、子ども達に関わるゆとりが必
要です。
たいていのノウハウは民間でも可能で
しょう。佐久市が子どもに関わる給食を
「大事」にする市である事を充実した直営
で示して欲しいです。
５５

民間委託の理由として人材を集めるこ

№４１のとおりです。

とが難しいとありますが、そもそも給食調
理員を任期付き雇用で安く雇おうとする
から、人が集まらないのです。それは民間
委託しても同じことが起きるはず。正規採
用できちんとした賃金を払えば誇りと責
任をもって仕事をする人材が集まるはず
です。市民に賃金を払うことは地域の経済
を回すことになり、市が税金でやっていい
ことでしょう。
５６

５７

栄養士は市や県の職員のままと言いま

委託後も、献立作成、食材料の発注、購入

すが給食を作るのは共同作業です。相互の

は、市で行ってまいります。委託後におい

信頼や作るものへの理解が必須です。委託

ては、受託事業者との打合せ会議をとおし

された業者の雇用者とどうやっていくの

ての調理方法の確認など情報共有を図り、

か、心配ではありませんか。

業務を実施してまいります。

今実際に働いている職員の方たちはど
うなるのか？という問題があります。

雇用の確保は、サウンディング型市場調
査の結果、８事業者中５事業者においては、

また、職員確保に苦慮しているとありま

地元雇用を優先し、会計年度任用職員を継

すが、正職員を増やしたり、給与や身体的

続雇用する意向を示しています。これを踏

負担の見直しや感染症時の欠勤対応など、 まえて、仕様書に盛り込むことで雇用の確
成功例のある自治体を参考にするなど、工
夫はできると考えます。

保に努めてまいたいと考えております。
また、民間委託可能な業務については民
間活用を検討していくため、調理員につい
ては正規職員の採用は行わない職種とし、
退職者補充は会計年度任用職員で行ってお
ります。
会計年度任用職員については、今までも
処遇の改善は行っておりますが、職員確保
が難しい現状です。

５８

「職員確保に苦慮している状況」の根本
的な原因は何だと考えているか。佐久市が

№４１のとおりです。

人件費削減、職員削減の一環で正規職員を
長年採用せずに来たことが大きな要因だ
と考えるが、そこはどう認識しているか。
そうだとすれば、理由はあるにせよ、結果
として市の判断の結果として職員確保が
難しくなっていることを民間委託の理由
に持ち出すのはおかしいと思うが、いかが
か。
５９

昨年の９月まで佐久市住民であった立
場から、意見を申し上げます。
どこの自治体でも少子化が進む中で、佐
久市でもこの１０年を比較すると、少しず
つ人口減少が進んでいます。佐久市でも、
移住促進を目指した補助金制度を進めて
いますが、これから子育てを考えている若
い人たちにとって、移住を考えようとする
場合、その地でも教育環境や医療体制は大
きな判断の材料となるかと思います。学校
教育の中で学校給食が充実していること
は、佐久市の魅力として大きくアピールで
きるかと思います。
しかし、今回の給食調理業務の民間活用
方針（案）の大きな理由の一つは、職員の
確保に苦慮しているとのこと。民間委託に
すれば、本当に職員が確保できるのでしょ
うか？そもそも、今回のコロナウィルス感
染の対応にしても、各自治体ではその対応
に大きな困難が生じました。一概には言え
ませんが、人口の多い都市部で感染者への
対応など困難をきたしていたと思います。
行き過ぎた行政の人員削減が、招いた結果
だとも考えます。質の高い給食を維持する
ためには、とにかくその業務に誇りを持
ち、一定の身分が保証された中で行政が一
体となって運営を行っていくことこそ重
要だと考えます。佐久市の職員として従事
しているのであれば、万が一の災害対応の
場合、職員として様々な場所で業務を果た
していただく、そのようなことも可能にな

№４１のとおりです。

るではないでしょうか。

６０

現場の意見を聞き、現状でよいなら、わ
ざわざ民間委託する必要はないと思う。

一層の食育推進、民間ノウハウの導入に
よる効率的な運営、労務管理に係る負担軽
減ために民間委託を導入したいと考えてお
ります。

６１

市内一律の献立にする予定はあります

栄養教諭等の配置は、
「公立義務教育諸学

でしょうか？浅科センターと望月センタ

校の学級編成及び教職員定数の標準に関す

ーも合併予定ですし、学校毎・地区毎に献

る法律」第８条の２で定められており、長

立を分けているより、一律にした方が献立

野県職員が配置されています。

作成の人員も効率化できると思います。食

栄養教諭等は、各センター配置されてお

材の確保が難しい場合は検討する必要が

り、地域食材の活用を含めた献立を作成し

ありますが、地域の個人農家だけでなく大

ております。

規模農家からの仕入れもしやすくなると
思います。
６２

将来的にすべて業者任せにならないだ
ろうか？

このことから、給食センターごとの献立
であり、市内一律にする予定はありません。
学校給食業務については、文部科学省の
「学校給食業務の運営の合理化について」

県外では給食を業者へ丸投げのところ

の通知の中で、民間委託の実施について、

があり、冷めている、おいしくない、予算

「献立の作成は、設置者（佐久市）が直接責

の関係で品数が少ない等々目を疑うよな

任をもって実施すべきものであることか

ものがあります。子供たちがかわいそうに

ら、委託の対象としないこと」とされてい

なります。説明では食材の仕入れ・発注は

ることから、献立の作成に加えて食材料の

市で責任をもって・・・とありますが、業

発注から購入までは、現行のとおり栄養教

者アンケートによると仕入れから業者に

諭等の一連の業務です。

任せてほしいという意見があります。将来
的にすべて業者任せにならないとも限り

このことから、給食センターの業務すべ
てを民間委託することはありません。

ません。その点は確約できるのでしょう
か？
６３

浅科給食センターを残してほしい。

№３３のとおりです。

６４

浅科センターの管轄の浅科地区は、現在

№３３のとおりです。

佐久市の中でも一番小規模であるために
地域に根差した地産地消を活かした食育
の推進のできている大変すばらしい地域
です。それは浅科センターがあるからこそ
できている食育です。それは望月地域も同
じです。センターを統合すれば、浅科地域
にも望月地域にも今の様なきめ細やかな

対応をとった給食提供や食育ができなく
なります。浅科センターを現状維持してい
ただきたいです。
６５

望月センターR8 年から民間委託開始に

№３３のとおりです。

ついて、無理があるため再考していただき
たいです。浅科センターを廃止し、望月セ
ンターから給食を運ぶようになるとした
ら、望月は食数も増え、学校も 2 校増え、
今までと同じ給食作りではなく、新体制の
工程、動線を考え、設備的にも改修等必要
になります。臼田と同じく、新体制で運営
して軌道に乗ってからの民間委託のスタ
ートになるよう再考してください。
６６

民間委託せず、市直営でやってほしい。

№６０のとおりです。

６７

他のセンターも、順次、自校給食にして

佐久市は、昭和 41 年から共同調理方式を

ほしい。

基本方針として、運営・施設整備を進めて
きておりますことから、自校給食は考えて
おりません。

６８

地元産食材を使用した場合にその費用
負担が保護者にかかってこないか。

地元産食材を使用しても保護者の負担は
変わりません。保護者からお預かりしてい
る給食費は、これまでどおり食材料費のみ
に充てられます。
ただし、食材の値上がり等により給食食
材への支払が、現状の給食費で賄うことが
難しくなった場合は、変更することもあり
ます。

６９

給食民営化に反対します。

ご意見として承ります。

７０

判断理由について、サウンディング型調

先行自治体の現場の調理員や栄養士等に

査の結果や県内の自治体の導入があげら

も話を聞くなど、情報収集を行い検証をし

れていますが、業者や自治体の回答では、 てまいりたいと考えております。
効果がないという回答は普通あげられな
いと考えます。判断理由としては、不十分
ではないでしょうか。子どもたちの教育に
とってどのような効果があるのかという
視点で、真剣に検証していただきたいで
す。

７１

学校給食をどういう形態にするかは、各

県内で学校給食の調理業務を委託してい

自治体の、子どもの大事な心身の発達に関

る自治体は、19 中 9 市が導入しています。

わる給食を大事に位置付けるかという方

内訳は、長野市、松本市、飯田市、諏訪市、

針の結果、全国 30.3％は直営を堅持して

須坂市、駒ケ根市、中野市、大町市、茅野市

いるのだと思います。県内の民間委託市

です。

が、長野市、飯田市、諏訪市、駒ケ根市、
大町市、であるなら、１９市中、１４市は
まだ直営だという事ですか。
７２

子ども達の数も減り学校の統廃合も有

民間委託をする業務は、食材の検収、調理

り、その時に自校給食をお考えにならなか

業務、配缶、配送の準備、洗浄清掃等のみ

った事はもったいなく残念に思います。地

で、献立の作成、食材料の発注、購入は、こ

域の子どもたちが健やかに育つことへの

れまでと同様に、各センターの栄養教諭等

投資は、地域住民は惜しまないと思いま

が行うとともに、給食の提供も、決められ

す。給食室から漂う匂いやおばちゃんたち

た時間内に調理を行うことから、これまで

の笑顔と声掛け、地域の農家のみなさんが

と同様となります。

育てた旬の野菜や果物の美味しさ、みんな

また、食育の推進については、従来どお

みんな子どもたちの思い出となり血とな

り担任や栄養教諭等食育指導を行うととも

り肉になります。経済苦の中で働くお母さ

に、民間事業者と協力してまいります。

んが増えています。一食でも心温まる食事
を子どもたちに食べさせたい。当時も、食
育は母親の役目と散々言われました。時代
は大きく変化しています。民間委託には、
やはり儲けがまず有ります。
「おいしいも
のを子どもたちに」の思いは、何よりそこ
で働く佐久市の職員のみなさんの誇りだ
と思います。教育は心があってこそと、思
います。地域の雇用にも多いに貢献しま
す。行政はパブリックコメントで、ようよ
う変わるものではないのを承知で書かず
にはいられませんでした。よろしくお願い
いたします。
将来の佐久市を担う子どもたちのため
にも、給食の民間委託に反対します。
７３

市民の暮らしや命にかかわる大切なも
のは民間委託するべきではない。
民間は利潤を上げるために営業するわ
けで、コストカットで品質が下がる、利益
が出なければ撤退したり他に譲ったり、事
業が不安定になります。大切な事業やイン

№７２のとおりです。

フラは公が税金で運営することが必要で
す。ヨーロッパの水道事業など、今民間か
ら公に戻したりしているそうです。
７４

教育には権力もロビー活動もなく即座

ご意見として承ります。

の経済効果もないので、国も県もそして市
も、金を回しません。安くやろうとします。
しかし、教育は未来を作ること、５０年後
１００年後を見て手厚い施策をすべきで
す。これをするかどうかが政治や社会の本
質を示します。
７５

個々の意見には回答しないそうですが、

学校給食調理業務民間活用方針（案）につ

この後どうされるのか、は知らせてくださ

いて、パブリックコメントでいただいた意

い。

見は、ホームページで市の考えを公表しま
す。

７６

企業に業務を委託するということは、そ

調理指導は、指示書により、民間事業者の

の企業も利益を出す必要があるというこ

責任者と打ち合わせを行い、連携及び情報

と。

の共有を行います。臨機応変な対応が求め

地域密着型の優良な企業でない限り、コ

られる場合でも、サウンディング型市場調

ストや手間の削減をしていくのは企業と

査の民間事業者との対話の中では、事前に

しては当然のことであり、今までの「食育」 発注者と民間事業者の責任者がしっかり打
の観点に基づいた献立、調理法を引き継ぐ

ち合わせを行うことで、不都合は生じてい

事は不可能になっていくと思っています。 ないと意見をいただいています。
何社に委託するのかにもよりますが、大

このようなことを含めて、民間事業者と

規模な調理を委託する場合、今まで大切に

機械的な指示や対応ではなく、コミュニケ

してきた地域ごとの素晴らしい独自性を

ーションを大切にしながら情報を共有し、

維持するのは不可能だと考えます。

意見等を重ね合い、双方で児童・生徒に安

また、市の栄養士さんによる献立作成は
引き継がれるとはいえ、いちいち企業を経
由することになり、直接指示できない弊害
が起こってくると考えます。

心で安全な給食の提供を行える体制づくり
が必要と考えております。
学校給食応援団の皆様には、児童・生徒
のために安心安全な食材の提供にご協力を
いただいております。応援団の活動紹介や
一緒に給食を食べるなど交流にも努めてお
ります。
食育の推進については、従来どおり担任
や栄養教諭等が食育指導を行うとともに、
民間事業者と協力してまいります。

７７

この給食民間活用の最大の目的は何で
しょうか？
給食職員の人件費や給食センターの老

一層の食育推進、民間ノウハウの導入に
よる効率的な運営、労務管理に係る負担軽
減ために委託するものです。

朽化対策へのコスト削減、行政の負担軽減
のためとしか考えられません。

民間委託可能な業務については民間活用
を検討していくため、調理職員については

子供たちの健康、教育の分野において、 正規職員の採用は行っていない職種となっ
コスト削減を考えるような自治体には未

ており、退職者補充は会計年度任用職員で

来を感じられません。

行っております。

全国的な集約化の流れに乗るのではな

会計年度任用職員については、今までも

く、もっと独自性を持った成功例のある自

処遇の改善は行っておりますが、職員確保

治体を見習って下さい。

が難しい現状です。

移住促進を掲げるならば、そこには削減

民間活力を導入することで、民間へ転籍

どころか予算を上積みさせるくらいの気

した職員の雇用条件の向上につながる可能

概が必要と考えます。

性も考えられます。

仮に民間委託があり得るとすれば、先ほ
どにも挙げているように、地域ごとにその

民間独自のネットワークを活用した職員
確保が期待できると考えております。

地域に密着した企業への委託、その一点の

業者選定については、契約金額だけで判

みです。そのような企業であれば、それこ

断するのではなく、業者の学校給食におけ

そ官民の協働となり、創意工夫が期待でき

る実績や実際に配置する予定の職員の経

るでしょう。

験、さらには、学校給食の質の維持及び安

もし、大企業に一本化するような考えが

全性の確保、また、これまで大事にしてき

あるならば、市が現時点で約束している事

ている学校給食応援団をはじめとする地産

には必ず問題が出てくるはずです。

地消の取り組みを含めた食育の推進が図ら

自校給食が理想的なことは分かってき

れることが大前提です。このようなことか

ていることであり、食材の地産地消や現在

ら、学校給食に取り組む考え方などを提案

職員さんたちが行っている工夫された調

していただき、委託事業者を選定するプロ

理法、給食応援団など、今ある素晴らしい

ポーザル方式による入札を考えておりま

点をもっとアピールできる施策を、市民と

す。

一緒に考えて下さい。
７８

民間委託している県内５市等を例に「効

県下各市の給食調理業務の委託状況調査

果がある」などとしているが、逆に、それ

や委託している市から状況を伺う中で、指

らの市で課題となっていることは確認し

揮命令系統の複雑化など課題があることを

たか。どのような課題があると聞いている

確認しております。

か。

今後、新たに委託した市や継続している
市へ再度委託状況の確認を行い、課題につ
いての解決策を検討してまいります。

７９

見積もりの項目は。
「必ずしも削減とな

会社の見積書の内訳から、会社経費の計

らない場合がある」というのは、どういう

上があり経費が上昇する場合がありまし

ことか。削減にならない理由は。労務管理

た。労務管理の事務負担の軽減としては、

の事務負担の軽減は、例えば時間に換算す

募集事務、面接、採用に係る時間、給与支払

るとどの程度か。

いに係る時間、勤怠管理に係る時間などの
削減になりますが、職員はこの他に様々な

業務を行っているため、労務管理業務だけ
抜き出し時間を換算するのは困難です。
８０

民間委託の一般的な問題点として、低待

現在の給与状況は、伝えていきます。

遇の民間労働者の犠牲を前提とした経費
節減の構造があるが、委託する場合、民間
事業者での調理員の待遇について、現在と
同等のレベルを維持するための方策は考
えているか。
８１

南部センターは「当面の間」
、直営とし

当面の間、南部センターは、災害等の対応

ているが、
「災害時の対応や臨機応変な対

のため正規職員のいる施設として、直営と

応を確保するため」という理由であれば、 し、正規調理員がいなくなった時点での対
今後ずっと残していく、とすべきではない
か。

８２

応は、今後検討してまいります。
なお、災害対応等については、調理業務

退職不補充で正規調理員がいなくなっ

が民間委託となった場合でも、仕様書及び

た時点で民間委託を考えているというこ

契約書に規定することで、確保できると考

とか。

えております。

仮に将来的に南部センターも民間委託

給食調理のノウハウについては調理員同

となった場合、公の機関としての給食調理

士の引継ぎ、書面による引継ぎを行い、そ

のノウハウは永久に失うこととなるが、そ

の内容については、市としても共有してい

の点についてどう考えるか。

くため、ノウハウが失われるとは考えてお
りません。

８３

今回の方針案に関して今後行う現場職

説明会後、無記名でアンケートを行い、調

員へのアンケートでは、
「民間委託自体に

理員、栄養士の方々から意見をいただいて

対する考え方（賛否）
」という最も肝心な

おります。民間委託については、自由な意

点を設問に盛り込んでほしい。

見を記入できる項目を設けて意見を求めて

また、そのアンケートで出た意見とそれ
への回答も、ホームページで公開してほし
い。
８４

おります。
アンケートの意見、回答について、ホー
ムページ上の公表は考えておりません。

他県では、民間委託した給食センターで

調理業務の安全については、国の衛生管

大規模な食中毒が発生したにもかかわら

理基準等に基づき、衛生管理の徹底を図り

ず、その原因調査を行った審議会の議事録

ます。

が「法人にとって不利益だ」との理由で非

食中毒などの発生があった場合の対応に

公開にされている例があるが、ありえない

ついては、今後、導入している自治体へ調

話だ。そのようなことが決してないよう、 査を行い、ご要望の情報開示の責任など仕
委託業者は委託業務に関しては公共機関
と同等の情報開示の責任があることを、仕
様書や契約書に明記してほしい。

様書に明記できるか検討してまいります。

８５

民間委託することによる、子どもたちに
とってのメリットは何か。

民間委託となった場合、食育推進の向上
が期待できることや安心安全な給食提供こ
そが、子どもたちにとってメリットである
と考えております。

８６

学校給食民間委託には反対です。学校給

佐久市は、昭和４１年から共同調理方式

食のセンター化が進められてきて５０年

を基本方針として、運営・施設整備を進め

がたち、この間、子どもの健康、食の安全、 てきております。
食育の大切さが見直されて、給食センター

学校給食は、学校教育の一環として実施

のあり方も岐路に立たされていると思い

されているものであり、それは委託後も変

ます。城山小学校の自校給食の実践から、 わりません。給食応援団からの食材の購入
「自校給食が望ましい」と南部センター移

や交流は引き続き行い、学校での食育は、

行時にも、教育委員会からのご意見があり

これまでと同じように担任の先生や栄養教

ました。
「食べることは、生きること」生

諭等が中心となり、学校全体で取り組んで

産者の顔が見え、作り手の顔が見えること

いきます。

が、食育の第一歩です。美味しい給食を待

委託事業者の調理員のスタッフにおいて

ち望んでいる子どもたちに、安心・安全な

も、これまでどおり、学校へ訪問をさせて

給食を望む保護者に、納得のできる方針

いただき食育のお手伝いをさせていただき

が、民間委託とは思いません。効率化やコ

ます。

ストダウンを教育の場に持ち込むのはや

また、アレルギー対応は、
「佐久市学校給

めてください。アレルギー対応は個別に丁

食アレルギー対応食供給事業実施要綱」等

寧な配慮が必要ですし、好き嫌いがあって

に基づき、対象食材の除去や代替食の提供

も、毎日食べる給食で体も心も育つ姿を、 による対応を行っております。食物アレル
学校現場と給食課や教育委員会が連携し

ギーの症状は、一人ひとり様々なので、保

て支えていくことに力を注いでください。 護者の方と学校、各給食センターによる三
手間を惜しまず、丁寧な対応こそが大事で

者面談を行い、どのような対応ができるか

す。行政が責任を持って学校給食を運営し

話し合っております。

てください。

民間委託導入後も、アレルギー食材の除
去や代替食の調理を行うことから、民間事
業者と連携及び情報の共有を図り、安心で
安全な給食の提供をしてまいりたいと考え
ております。

８７

佐久市は温暖化に伴い、
「佐久市気候非
常事態宣言」を出していますが、その文言

学校給食をすべてを民間委託をするので
はなく、調理業務等を民間委託します。

の中に国連の持続可能開発目標（ＳＤＧ

このことから、学校給食の運営は、引き

ｓ）に触れていますが、その１１は「住み

続き教育委員会が責任をもって対応をしま

続けられるまちづくりを」として、「都市

す。

や人間の居住地をだれも排除せず安全か
つレジリエントで持続可能とする」と目標
を掲げています。ＳＤＧｓは何も気候変動

に限ったことではなく、このような街づく
りも重要だと国連は謳っています。佐久市
の行政が責任をもって学校給食を運営し
ていくことこそこの考えに沿ったものと
なるのではないでしょうか。またそのよう
な市であればこそ、これからは若い人々が
魅力を感じて移住を考えるのではないか
と思います。ぜひとも、民間委託の方向は
考え直し、アンケートを取るなどして市民
の論議をすすめられるよう、再考をお願い
します。
８８

それぞれのセンターで、異なる業者に委
託するとのことか。

給食の質を向上させるためにも、業者間
の競争は重要と考えます。
その中で、異なる業者により委託を行っ
ていくことを検討しています。

８９

出来上がる給食は、全校同じものになる
のでしょうか？

現在、各給食センターに栄養教諭等が在
職していることから、センターごとの献立
となっております。
民間委託後も現状のとおりです。

９０

現時点での、業務委託する予定の企業名
を教えていただきたいです。

９１

現時点では、委託する民間事業者は決ま
っておりません。

調理にかかわっていた知人よりも、大き

調理員の負担軽減は、現場の状況を確認

な鍋を持ったり腰に負担がかかり大変な

して対応を図ってまいりたいと考えており

こと聞いています。改善できる方法はない

ます。

のでしょうか。民間とでは、きめ細かさや

各給食センターでは、小学校の社会科見

子どもたちへの思いがちがうのではない

学による調理現場の見学を実施しておりま

でしょうか。時には、子どもたちの給食セ

す。

ンターを見学し、
「ありがたさ」を実感す
るのも大切ではないでしょうか。（すでに

民間委託後においても、同様な対応を図
ってまいります。

やられているのかもしれませんが）
９２

もし委託に踏み切るなら、少なくとも１

当面の間は、南部センターを直営で運営

つのセンターは直営として維持し、市が学

する予定です。民間事業者との比較や検証

校給食の水準や調理員の技術継承に責任

を考えております。

をもつ形にすべきだと考えます。ゼロか百
かの議論にしないことを切にお願いしま
す。
９３

広報やホームページ上で、たった２週
間、意見を募集するのではなく、小学校や
保育園にお子さんを通わせている保護者

ご意見として承ります。

にも、学校を通じて意見募集している旨
を、周知して欲しいです。

