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Ⅰ 中学校特別支援学級に一刻も早く送迎バスの設置を  

質問項目 答弁 紹介したい声 

１ 市内には自閉症・情緒障害あるお子さんの

ための支援学級がこの４月から開設された。３

月議会では答弁の中で「今後の高校への進学な

ど生徒の将来へ対応できる力を培うために送迎

バスは運行しない」という答弁があったが、現在

の学年ごとの在籍人数、登下校にかかる時間、登

下校の手段をうかがう。 

【答弁】 

４中 7 組 11 人 

現在の学年ごとの在籍人数 

1 年 5 人 2 年 5 人 3 年 1 人 

登校にかかる時間 

徒歩平均３１分 

公共交通機関 平均３６分 

保護者の送迎 平均２２分となっている。 

登下校の手段 

徒歩５人、公共交通機関４人 保護者の送迎

２人 

①１１人中１年生５人。片道４０分、５０分歩いて通う子、親が

付き添って公共交通機関を使って通う子、親が車で送迎する子

等、様々な子がいる。もともと通学に課題を抱えている子が多い

中、送迎がないことによって欠席している子も多いと聞く。 

③登校訓練を行う計画はどうなったのか。 

※障害支援課と放課後等デイサービスの方と相談支援員の

方と通学について移動支援の時間増をお願いする相談を

する予定。 

昨年の就学相談の時、「通うのが大変なら無理ですね」と言った

のは教育委員会。通うのが大変なら通学は無理という認識か。 

 

【5 月 28 日市長 Facebook「自閉症・情緒障害特別支援学級」を

視察】 

昨日、本年 4 月の新学期から東村山市立第四中学校に開設された

「自閉症・情緒障害特別支援学級」、通称「7 組」を視察させてい

ただきました。 

現在、こちらの学級では知的障がいを伴わない自閉症スペクトラ

ム等の生徒 11 名が在籍しており、昨日はそのうち 8 名が出席、1

名がリモートでの出席、合計 9 名が授業に参加していました。（中

略） 

授業の視察後、校長先生方と懇談させていただきました。東村山市

 

（再１）平均時間を答弁頂いたが、最長時間はど

うなっているのか。 

最長で徒歩５０分 
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（再２）徒歩５０分は長い時間だが、保護者の送

迎２２分は、もうちょっと具体的に。 

保護者の送迎で２２分となっている では、初となる自閉症スペクトラム等の中学生の固定級の運営は、

やはり先生方にとって大変なようですし、生徒も自宅が遠いお子

さんですと通学に 40～50 分かかるなど大変さもありますが、先月

1 カ月間の生徒の出席率が 80%を超え、まずまずのスタートであ

ったことなどが分かり、安心したところです。これからも、学校や

教育委員会と緊密な連携を保ち、自閉症スペクトラム等の子ども

達が将来の自立に向けて、健やかに成長できるように、市としても

努力してまいります。 

 

※なぜあじさい学級にはバスがあり、中学ではなくなるのか。 

２ あじさい学級について、在籍人数と登

下校の手段、登下校にかかる時間をうかが

う。 

 

在籍人数 ２７人 

1 年 5 人 2 年 4 人 3 年 2 人 

4 年 5 人 5 年 5 人 6 年 6 人 

登校の手段 

スクールバス２１人、徒歩６人 

登下校にかかる時間 

スクールバス平均４０分、徒歩平均１３分 

３ 特別支援学級（知的障害）の在籍人数、登下

校にかかる時間、登下校の手段をうかがう。 

 

小学校 5 校 

中学校 3 校 

 

（答弁）小学校１年生５人、２年 １５人、

３年 １２人、４年 １７人、５年１３人、

６年 １５人、 

合計７７人 

中学校１年１７人、２年１９人、３年１８人 

合計５４人 

小学校スクールバス２２人、徒歩４６人、公

共交通機関１人、保護者の送迎８人 

中学校 徒歩４２人、公共交通機関１２人 

小学校の登校に要する時間 

スクールバス平均２１分 徒歩１５分、公共

交通機関平均３０分、保護者送迎１４分 

中学校登校に要する時間 

徒歩２０分 公共交通機関３０分 

青葉学級 在籍人数 

八坂 １７人 

秋津 21 人 

化成 １８人 

東萩山 12 人 

おんた 9 人 

1 中 1 組 ２８人 

２中 8 組 ２６人 

 

４ 情緒障がい、知的障がいの子どもの登校率 （答弁）５月末日までの平均日数 
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を月ごと、学級ごとにうかがう。登校率について

市としてどのように分析しているかうかがう。 

【小学校】 

情緒 ４月９３％ ５月９１％ 

知的 ４月９３％ ５月９２％ 

【中学校】 

情緒 ４月８２％、５月 ６５％ 

知的 ４月９１％ ５月 ８９％ 

小学校では知的・情緒ともに差は見られないが、中学校においては、自閉症障害が知的に比べて若干低くなって

いる状況。小学校の情緒は R3 から開設され、子ども達も新しい環境に一定程度慣れて落ち着いて登校できてい

る。中学校自閉情緒では、４月に開設したばかりで、通常級においては元々不登校傾向にあった児童生徒が新学

期に入級されているケースもあることから登校率が低くなっているのではと捉えている。いずれにしてもそれぞ

れの子どもの状況を丁寧に把握しながら支援をしていく必要があるものと捉えている。 

（再）中学校の情緒障がいについて 4 月に開設

したばかりだ、不登校傾向があるからという答

弁があったが 4 月に 8 割だった登校率が６５％

に落ちている要因をどう考えているか。 

学校に確認したが GW が終わって生活リズムが崩れた事、母数がもともと 11 人と少ないのでひとりのウェイト

が大きいのでひとりが欠席すると数字が大きく動く点もある。 

（再）GW あけにリズムが狂うのはだれでも一

緒。 

算出方法はどうなっているか 

授業日数に対する出席日数から割り出している 

（再）６５％は気になる数字。他の学校も含めて

うかがう。いつも同じ方なのか。 

不登校傾向の子であるとか特定の方が欠席している状況がある。 

一歩で今まで登校率が０％だった方が１００％出席している状況もあるので一概にとらえられない。 

5 月に大雨が降った時があったのですが学校か

ら、帰りも雨が降ったら送ってほしいと学校か

ら言われた、これから雨や猛暑もあり、自分が送

ってあげられるときは送るけれど毎日送ること

は厳しい、親の介護やパートしないと生活もま

まならない中、子供の成長も考えていかなけれ

小学校において 

送迎児の利便性の向上、利用対象年齢の拡大につい

て声をいただくことはありますが、児童の安全確保

や学校生活を通じた成長と社会性を身に着ける観

点から説明し基本的には現在のスクールバスの送

迎に理解していただいている。中学校では、スクー

②先日の豪雨の中、50 分近くかかる子が、私に帰りも酷か

ったら送ってもらえますかと。これから雨や猛暑もありま

す。今は私が送れるときは送ってあげられますが、毎日は難

しい。 

④親の介護やパートしないと生活もままならない中、子供の

成長も考えていかなければならず精神的に苦しい。コロナ禍
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ばならず送迎することが非常に精神的に苦しい

という声をうかがっている。4 中の支援学級に

通っている方はかなり諦めてしまって周りを巻

き込みたくない、目立ちたくない、自分だけ我慢

すればというような声が届いています。そこで

うかがいますが、そこで 

５ 学級に通っている生徒、保護者から送迎バ

スについて、どのような声があるか。 

ルバスの要望をされている方がいない訳ではない

が、今後の生徒の将来の社会的自立を見据えて、自

分で対応できる力を培うということが重要な視点

であることについてご案内をしており、基本的には

多くの保護者に理解してもらっている 

の中、定期的にバスが出すことが出来るのなら、将来がある

子供のためにも考えてほしい。支援級に行っている子達は才

能があり、伸ばせていければ最強になるはず。 

⑤今、四中の支援級に通われてる保護者の方々もかなり諦め

て親がどうにかしようと頑張りすぎてます。 きっとうちも

そうですが、周りを巻き込みたくない、目立ちたくない、自

分たちさえ頑張れば…、そういう気持ちにさせていないか。 

（再）この問題について 3 月の予算委員会でわ

たなべみのる議員が取り上げたが、高校への進

学を見据えてというのなら普通学級も一緒。ま

してや市内全域から通ってこなくてはいけな

い。中学校に情緒特別支援学級が創設されたの

はよかったことと思う。でも高校進学とか自立

ということを仰るのなら、なぜそこの特別支援

級だけが通学でやらないといけないのかという

のはどうしても疑問が残る。小学校では丁寧に

あじさい学級でもスクールバスを出してもらっ

ているし、知的障害の支援級でもバスだしても

らっている。登校率を見ても 4 中の情緒障がい

の支援級の登校率は下がっているし、11人だし、

たいへんだという切実な声があるのだったらそ

こは何とか支援をしてもらえないのか。どうし

て特別支援学級だけ、自力で遠くから通学しな

ければいけないのか、考え方をうかがう。 

（答弁） 

小学校の知的障害支援級も基本的には 4 年生までとしている。

5，6 年生は今後中学校にあがるための自立に向けた訓練を含め

て徒歩での通学をお願いしている。小学校の段階からそのような

対応をしている 

中学生においては、保護者の方、目の前の負担感はあるが、中学

生のうちにスモールステップでもいいから自分で出来ることを

増やしていくというのは必要なことであるし、お子さん自身が困

難を乗り越えてできることが増えることで自信がつくことで自

己肯定感が高まめられる、そのような事も支援していく必要があ

ると考えている。 

いわゆるお子さんの可能性を育てていくということも必要な事

であるととらえているためこのような対応を図っている。 

 

 

（再）今、教育部長が言われたスモールステッ
（答弁） 

他市でやってないからうちもやらないよと。
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プとか自己肯定感というのは大事なことだと思

う。あまりにも、特別支援級の中学生に対して

だけ求めるのはおかしい。仮にそういうことが

必要であって本当にそうなら、各家庭に送迎支

援をバス以外でもやるべきではないか 

 

こうした状況についてスクールバスの送迎について、近隣市で確

認しているがこれまで、他市でスクールバスをやっているところ

はありません。 

多摩地域の特別支援級でスクールバスはやっていないことから、

他市でも高校に向けた自立をうながすところも含めた対応して

いるところととらえている。 

登校が大変な人はご家庭で送ってきてねって

いうそういう考え方なんですか。私がうかが

っているところでは、家族が倒れる前に救済

してほしいという切実な声をうかがってい

る。家庭に任せてしまうというところがどう

いうことかが問われていると思う。 

６ 特別支援学級に一刻も早い送迎バスの設置

が必要と考える。市はどのような検討を行って

いるかうかがう。 

中学校の特別支援学級では生徒の将来の社会的自立を見据え対

応できる力を培うことも大変重要であると認識している。 

新たに開設された第４中学校の自閉症情緒障がいの特別支援学

級においては、地理的な状況はあるが生徒の皆さんは徒歩ないし

公共交通機関を利用しながら登下校をしていただいている。その

ような事から、現時点ではスクールバスの運行は予定はしていま

せんが、生徒の社会的な自立に向けてどのような支援が必要なの

かについて、今後も個々の生徒の状況を丁寧に把握する中で考え

ていくことが必要であるととらえている。また、保護者の中のそ

ういう困り感についてはまずは学校に相談していただくなり、場

合によっては教育委員会に相談をして頂いた中でお互いに子ど

もの自立に向けてどうしていったらいいのか協議していきたい

と考えている。 

⑥薬を飲んでコントロールしてても、補えない

事はたくさんあります。きっと時間をかければ

習得出来ていけることも不安障害もあるから

一度嫌な思いをするとマイナスになっていっ

て… 冒険させることも重要なのかもしれませ

んが、主治医や心理士さんとも相談しながらス

モールステップしてる。 

 

⑦家族が倒れる前に、救済をしてほしい。 

とても納得できる答弁ではない。これまでそう

いう相談はなかったのか。あったのではないか。 

さっき言った通り。 

5 番 中学校においては要望した人はいないわけではないが、将

来の自立を見据え自分で対応できる力を培う 

みのるさんと同じ指摘になるが、すべての学区

内に情緒支援級があるわけではない。徒歩５０

分でくる子がいる、保護者が送っている状況が

あるので市として対応することが必要あると

強く感じる。 

市長の Facebook 引用【生徒も自宅が遠いお子

さんですと通学に 40～50 分かかるなど大変さ
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もありますが、先月 1 カ月間の生徒の出席率が

80%を超え、まずまずのスタートであったこと

などが分かり、安心したところです】、と。市

長さんはバスがないことを知らないんじゃな

いかとおっしゃる。小学校では高学年について

は自立支援があるにしても、出してもらってい

る。他市に先駆けて、一刻も早くぜひ対応して

いただきたい。 

 

喫食率 H13 H14 H16 
H19 

2007 

H20 

2008 

H21 

2009  

H22 

2010 

H23 

2011 

H24 

2012 

H25 

2013 

H26 

2014 

H27 

2015 

H28 

2016 

H29 

2017 

H30 

2018 

R1 

2019 

第一   ○ ○ 71.4 70.2 66.4 66 66.9 66.7 68.8 62.3 61.2 59.1 59.3 54.2 52 

第二 ○ ○ ○ 74.9 71.2 66.7 66 64.9 64.3 58 53.2 59.5 58.1 47.8 44.7 41.3 

第三     ○ 71.8 71.7 67.7 66.1 62.1 61.9 59.3 54.9 53.2 48.7 44.1 40.8 46.6 

第四 ○ ○ ○ 66 61.8 61.6 56.6 55.2 54.4 44.6 43.2 52.1 45.5 47.4 42.8 47.5 

第五     ○ 61.4 67.8 62.2 59.8 57.2 56.9 53.2 48.7 57.2 50.9 48.6 45.4 44.2 

第六   ○ ○ 73.7 74.2 68.6 66.2 68.3 67.9 64 63.7 59.9 60.1 62.6 62.7 60.7 

第七     ○ 77.1 72.5 67.6 71.5 68.6 68.1 68.7 66 68.6 64 58.7 57 56.2 

全体 49.8% 56.0% 64.2% 70.8 69.6 65.8 65.3 63.1 62.6 58.8 54.9 59 55.2 52.1 49.2 49.8 

 
※Ｈ１３年第二・第四中学校でスクールランチ実施 Ｈ１４年９月１７日～第一・第五中学校で実施（平成１４年主な施策の成果の概要より）。 

Ｈ１５年１０月～第三・第六・第七中で開始 

 

 

 

 

 



7 

Ⅱ 学校給食の拡充を 

質問項目 答弁 紹介したい声 

１ 給食指導とは、給食の準備、会食、片付けなどの一連の指導を、実際の活動を通して毎日繰り返し行う教育活動であることが、東村山市教育委員会と

学校保健会が発行する「東村山市の学校保健」の中で示されている。給食の時間における「食」の指導目標について以下うかがう。 

（１）指導目標「食と命」に「食事にふさわしいゆ

とりある落ち着いた雰囲気で食事ができる」とある。

小学校・中学校の給食時間は何分か。準備・会食・

片付けそれぞれの時間は何分か。その時間に対する

市の見解をうかがう。 

○小  ４０分～４５分 

準備 片付けを合わせた時間 

○中  

準備 片付け 

給食時間については、児童生徒の発達段階を踏まえ、準

備や片付け時間を含めた適切な時間を設定するよう配

慮しているところ。 

①ＰＴＡとの二者懇談会の声 

「給食の時間、食べる時間が短いので食べ終わら

ない。時間を長くしてほしい。お弁当のおかずが

美味しくないと子供たちが言っている。アンケー

トを取ってほしい」 

子ども 食べられる時間が１０分しかない。食器

を下げないといけないので、片付けまでに食べ終

わらないといけない 

 

➁・5 分延長し、２５分に。昼休みを短くした。

来年度以降も継続する予定。片付けの管理などス

タンバイしていないといけないので、5 分延長し

たことで多少教員のゆとりもできたかも 

・体育で１０分以上遅れることもあるなど、本当

に時間がない。教員は早食いになってしまう 

・仕事量は増えるが、教員の職務の一環。「子ども

第一」で考えれば、おいしい給食を食べさせたい。

食育として、小学校から継続できることが望まし

い。 

・ごはんの配膳による調節。やってみても良いか

も 

・これを配膳式にすると教員の負担はかなり増え

（再）指導目標には食事にふさわしいゆとりある落

ち着いた雰囲気で食事ができるって書いてある。小

学校の方は準備片付け含めて４０分、４５分ある。

先生にうかがうと、その中でも大変で、職員は早食

いになってしまうということも伺っているが、中学

校における 25 分は私には適正だというふうには思

えない。R３年度東京都による「学校給食の実態」の

給食時間についてデータがあるが、中学校 ２５分

未満 ４８校、２５分 ４６校、３０分以上ある学

校が８４．３％ある。その中でも東村山市の給食時

間は特に中学校においては短いと思う。本当にこの

25 分が、発達段階に応じて適切な時間なのか、その

点についての認識を改めてうかがう。 

（答弁）小学校４０分～４５分というのは、配膳時間、

個々に配膳して、食べ終わった後の残菜の処理も含んで

いる。一方中学校においては、スクールランチはお弁当

箱にはいっているので、それを手渡すだけということ

で、残菜の処理についてもバケツに移すということでは

なくランチの蓋をしてボックスに戻すだけという点で

小学校と違う。一概に中学校が短いという認識はしてい

ない。 
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る。今のスクールランチの形式はとても良い。 

③R3 年度「東京都における学校給食の実態」の給

食時間によれば 

小学校 35 分 15 校、４０分 ４８５校、45 分 

713 校、５０分３６校、55 分以上７校 

中学校 ２５分未満 ４８校、２５分 ４６校、

３０分 ４１７校、35 分 66 校、４０分１８校、

45 分 4 校 

（私）短いという認識ではないということを伺った

が、PTA との懇談会の中では、給食時間に関する声

が経年であがってきている。5 分長くしたことは理

解しているが、もう少し長くできないのかというと

ころは、それでもやっぱり適切なのか。検討してほ

しい。 

先ほどの質問で保護者から中学校の給食時間が短いと

いう発言があったが、学校の子どもの現状について次長

から答弁をする。 

 

給食時間について補足する。 

３０分以上は８４．３％あるということあったが、ほぼ

３０分という学校と、私は認識している。区部の学校を

経験しているが、食缶方式で配膳している学校で３０分

の時間を確保している状況。それより長く確保できるか

というところだが、教員の勤務時間を７時間４５分に納

めなければならないということもあるため、食缶方式で

３０分以上野時間を確保するのは非常に厳しい。スクー

ルランチ方式では、配膳に要する時間が極めて短い状

況。食べる時間が１０分しかない、ということがあった

が、そこはやはり学校として係活動や子ども達にそれぞ

れの分担への責任感をしっかり指導していくと、そうい

った状況も必要なところもあるのではないかととらえ

ている。25 分という時間については、決して短くはな

いととらえているところ。（2 時間 32 分） 
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（再）ちょっとうかがっても納得いかないというの

は「食事にふさわしいゆとりある落ち着いた雰囲気

で食事ができる」というのを 25 分で配膳もやって

片付けもやってというのは。。。 

スクールランチは時短のためにやってるのか。 

体育で遅れるとほんとに時間がないとかお声を伺う

中で、今の教職員の人数で子ども達への指導を行う

のは大変だということは理理解しているが、この人

数でやるのではなく少人数学級にするとか、教職員

を増やすとか、そういうこととセットでやっていか

ないと感じている。学校現場の皆さんが頑張ってな

いとかそんなことは思っていないし、それぞれ努力

されていると思うが、ゆとりある落ち着いた雰囲気

で食事する時間というのはちょっと短すぎるなと思

うのですが、そういう認識はないですか、食缶方式

もあるし、３０分程度というところだから、そうい

う分析なんだというお話もあったが、35 分とか４０

分とか 45 分の学校もあるわけで配膳だから短くて

いいというのとはちょっと違うと思うのですがいか

がでしょうか。 

先ほども触れたとおり教員の勤務時間が 7 時間４５分

と決まっている。それぞれ例えば午前中 1 講時と２講時

の間に１０分くらいの休みを取るというのは適切な時

間だと私はとらえている。例えばそういったところを 5

分間にするなどして工夫することができれば、給食時間

を確保することはできる、ただそれは決して望ましい事

ではないととらえている。 

実際の先生が休み時間に休めているということ

はないし、そんなことを求めている訳ではない。

給食時間は大事だから拡充してよ、のばしてよ

と、もしそれが今の教員数でできないのなら教職

員も増やしてよという気持ちで質問をしている。 

 

（何かおかしいこと言ってますかね、それで次の

2 番目の再質問ですが） 

（横尾議員の質問と答弁） ⑩中学校給食の時間が短いといく。どの程度時間がとれ

ているのか。その時間は何によって決まるのか。 

 

 

(答弁) 

（中学校）25 分間 発達段階を踏まえて、準備や

片付けを踏まえて適切な時間を設定している。配

膳から片付けまで合わせて 25 分。 

（２）指導目標「食と命」の中に「栄養士や調理員が

食事を作る様子など多くの人が食事ができるまでに

小学校栄養士は各校 1 名ずつ１５名、中学校栄養士は教

育委員会に 3 名配置している。 

②小学校調理員の方は、「子どもとのふれあいが

やりがいに繋がっている。子供が将来の夢に『調
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携わっていることを知る」とあると書いたのですが、

H24 年の食育推進プランでした。学校保健の中には、

食生活が食に関わる人々の様々な活動に支えられて

いることについての理解を深め勤労を重んじる態度

を養うこと」でした。いずれにしても、ように、栄養

士、調理員の果たす役割は大きい。 

各学校の栄養士の人数と、栄養士や調理員との関わ

りがどのように具体化されているのか、小中学校それ

ぞれでうかがう。 

小学校での関わりとしては、給食時間における給食指導

や栄養に関する個別的な相談、学級担任・教科担任と連

携して行う食に関する指導、いわゆる食育などがある。

調理員に関しては、委員会などで給食室の様子を紹介す

るなどの動画を通じて児童と関わっているところ。 

中学校でのかかわりでは栄養士が各校を巡回し、喫食状

況を確認するなど学校の給食主任と連携し、食育を推進

している。 

理員』をあげてくれたことがあり嬉しかった。給

食は食べるだけで終わるのではない。 

（再）③生産、調理、配膳、残菜処理など様々な

工程を実感することは大事な食育。配膳式、特に

自校式の給食の意義は大きい。どう考えるか？ 

 

（再）小学校と中学校で異なっているが、センター方

式や自校方式の違いはあるが、まずは食育の観点から

も中学校各校に栄養士を配置すべきではないかと考

えるがいかがか。 

答弁 

中学校の食育については学務課に栄養士が配置されて

いるので、学校の給食主任である教員が中心となって連

携して食育を行っている。教育委員会主催の学校給食運

営委員会でも、給食主任がグループで協議しお互いの食

育の取組みであったりと情報交換をしている。研究事業

等についても発表を行っている。食育指導について今後

どう指導していくか話し合っている。それ以外にも動画

を通じて食育を展開している。 

栄養士を全校に配置してください。 

（３）指導目標「食と文化」には、「地場産物を通し

た地域の食料の生産への理解、食生活と他の地域・

諸外国とのかかわりについて知る」とあり重要であ

る。 

① 小学校、中学校それぞれで地場野菜についての指

導内容を具体的にうかがう。また、地場野菜の実績の

経年の推移は小中学校それぞれでうかがう。 

② 地場野菜の利用契約を行っている学校数と実際

割愛  
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に地場野菜を契約している学校数、契約品目をうかが

う。 

➂ 食物の生産・流通・消費についての指導内容を具

体的にうかがう。また、市内事業者から仕入れる加工

食品の品目と、市内業者から仕入れる加工食品の推移

をうかがう。 

（４）指導目標「食と健康」には、アレルギーへの正

しい理解が目標となっている。具体的な給食指導の内

容を小中学校それぞれでうかがう。アレルギーのある

子とない子で指導内容に違いはあれば合わせてうか

がう。 

学校給食は全ての児童生徒が給食時間を安全にかつ楽

しんで過ごせるようにすることが大切となっている。ア

レルギーへの正しい理解については、該当する児童生徒

に対して成長するための適切な栄養摂取のあり方、将来

的に食の自己管理を学ぶための正しい知識とスキルを

身に着ける事を指導している。アレルギー疾患のない児

童生徒においても食物アレルギー症状について正しく

理解し、アレルゲンをきちんと避ける理解力を身に着け

る指導を行い、小学校においては給食時にアレルギー対

応食を一番最初に配膳するなど、クラス全体に周知する

ことを通してアレルギー疾患のある児童生徒への配慮

を行っているところである。 

アレルギーがある子だけへの指導では十分とは

言えない。アレルギーを自身が持たない子であっ

ても、アレルギーがある人にはどんな配慮、対応

が必要なのかを学んでいく必要がある。 

２ 子ども、保護者（ＰＴＡその他）、先生からの給食

に対する評判や意見にはどのようなものがあるか、小

学校・中学校それぞれでうかがう。 

 

小学校の児童からは 

おかわりするほどおいしかった、おいしかったからレシ

ピがほしい 

教員からは各学校年 1 回学校、保護者、事業者が参加す

る 

学校給食運営協議会で、毎日様々な献立で提供していた

だき感謝している、食材が小さく切って会って食べやす

い子供がいつも楽しみにしている、新鮮な野菜が使って

ＰＴＡとの二者懇談会での要望 

「中学生は一番身体が成長する時なので、中学生

までは小学校のような給食制度を取り入れてほ

しい。他の地域から何十年も前からやっているの

に、東村山市ではなぜお弁当制なのか。できたて

を食べさせてこそ食育では？」 

「中学校でも小学校と同様の給食を提供してほ

しい。デリバリーランチを以前に試食したらおい
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あって安心して食べられる、 

中学校の生徒、保護者、教員からは 

例年のアンケートから意見を聞いている 

いつもおいしい、麺類を増やせ、おかずが多い時がある

などの声 

保護者からは、栄養バランスが良い、献立種類が多い、

弁当と給食が選べて良い、選べて大変 

しかったし野菜もたくさん使っていて良いとこ

ろもたくさんある。おかずが傷まないように冷却

されて冷たいのと、全員給食になり得ないのが難

点。冬場には温かいスープも飲ませてあげたい

し、アレルギー対応を含めて小学校と同様の配膳

式の温かい給食を中学校でも食べさせてあげた

い。私は清瀬市出身で中学時代は給食室から美味

しそうなにおいがしてきたり、おかわりじゃんけ

んで人気メニューを取り合ったり昼食時間がほ

っとできる楽しみな時間でした。東京都で全員給

食の予定さえないのは東村山、東久留米、国分寺

の３市のみとのことです。勉強、部活、人間関係

など頭も身体も急成長する小学校同様の給食野

提供を全員対象で整備してください」 

中学生は一番身体が成長する時なので、中学生までは

小学校のような給食制度を取り入れてほしい。他の地

域から何十年も前からやっているのに、東村山市では

なぜお弁当制なのか。できたてを食べさせてこそ食育

では？」 

「中学校でも小学校と同様の給食を提供してほしい。

デリバリーランチを以前に試食したらおいしかった

し野菜もたくさん使っていて良いところもたくさん

ある。おかずが傷まないように冷却されて冷たいの

と、全員給食になり得ないのが難点。冬場には温かい

スープも飲ませてあげたいし、アレルギー対応を含め

て小学校と同様の配膳式の温かい給食を中学校でも

食べさせてあげたい。という意見がでているのできい
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てほしい。 

３ 小学校全校で自校式による給食が実施されてい

る。小学校給食による食育の成果、児童への影響・効

果をどのようにとらえているのか、市の見解をうかが

う。 

小学校における成果として栄養バランスのよい給食を

食事のモデルとして家庭に伝えられるものにしており、

子供たちの嗜好を把握することにより献立内容を多様

にし給食を通して食に対する知識や○○を培っている。

また、地場野菜農家が学校に直接納品や給食時間に野菜

を紹介することで生産者の方を身近に感じられる等の

影響がある。近年では、環境教育の一環として残菜量を

減らすなどの食育指導等の社会情勢にも応じた指導を

行うことにより次世代を担う子ども達の育成にも効果

があるととらえている。 

 

４ 小学校給食費、中学校給食費を、給食費含めて児

童・生徒数でそれぞれ割り返した場合の単価はそれぞ

れいくらになるか。 

直近ｒ２における給食運営にかかる全体の経費を児童

生徒数で割り返した１食あたりの単価にて答弁。 

小学校低学年 552 円 

中学年 ５７３円 

高学年 ５９４円 

中学校 ６４７円 

低学年 236 円 

中学年 257 円 

高額年 278 円  中学生 300 円 

 

喫食率はどう反映されているか。 喫食率に関わらず、給食を作る経費で考えているので、

一概に言いきれないかととらえている。 
 

５ 給食あり方検討会が始まるが、この検討会の目的

をうかがう。公会計化について、度々議会でも議論さ

れているが公会計化についての検討は行うのか。 

検討会の目的は横答弁。 

小学校の給食調理室の老朽化への対応が喫緊な課題で

あり、集中的かつ総合的な検討を行う必要があることか

ら、小学校給食のあり方に焦点を絞った検討を行うた

め、公会計化の議論する予定はない。 

 

（横尾議員の質問と答弁） 

①小学校給食のあり方検討会を行っていくこととなった経緯 

① 調理室老朽化。喫緊に対応が必要な学校があ

る。少子化。再編など社会環境の変化に対応しな
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②老朽が過度に進んでいる学校はあるか 

④今後のあり方検討会のスケジュール 

⑤学校における給食室の役割を現状ではどうとらえるか 

⑥公共施設の再整備の結論を出すタイミングはいつか。その結論を出してから給食室のあり方を考えることには

ならないのか。 

がら安全で安心な温かい給食を提供するために、

検討会実施を位置付け実施した。施設再生では給

食室について、公共施設再生と別の観点で議論す

る必要がある。第５次行財政改革実行プログラム

では公民連携を含めたあり方検討としているが、

調理室老朽化への対応が喫緊の課題なので、給食

に焦点を絞って検討することにした。 

② ５０年超える学校が 3 校。天井排管がむき出

しで湿度が上がることにより結露、ガス水道老朽

化により既存の排管状況の調査が必要となる。日

程を確保することが困難となっている。安定した

給食提供に支障が必要となる。3 校以外でほぼ３

０年以上経過している。４０年超える学校もあ

る。 

④ ㈱長大との委託契約をした。市民公募委員、

応募 5 名中 2 名選任。7 月上旬第 1 回。R4 年度

中に年 4 回の開催を予定している。 

⑤ 適切な栄養摂取により栄養保持増進、食育指

導、衛生管理、アレルギー対応などすべての児童

に栄養を与える重要な役割となっている。学校施

設における給食室の役割や機能は変わるもので

はない。将来的に再生により学校が地域の核とな

っても、ベースとなるのは学校なので、児童の心

身の健全な育成を担うことに変わりはない。 

⑥ 公共施設再生計画では、学校を核とした再生

の１に据え、機能の複合化を検討。R5 を目途に方

向性を示したい。すぐに検討に着手する。 
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給食室のあり方検討についても公共施設再生計

画に則って検討を進める。 

⑦調理室の老朽化に対応する持続可能な給食提

供について検討する。 

６ 給食室設置の目的・意義をうかがう。 学校教育法第 4 条において義務教育小学校設置者は当

該義務教育小学校において学校給食が実施されるよう

努めなければならないと規定されており、その手段とし

て給食室を設置しているものと捉えていると認識して

いる。また、学校給食は児童生徒の心身の健全な発育に

資するものであり、児童生徒の食に関する正しい理解と

適切な判断力を養う上で、重要な役割を果たすことも、

学校給食の重要な意義であるととらえている。 

災害時の対応については困難であるが、今後担当

所管と協議を行う（横・答弁） 

※学校の機能再編の中では「学校プールや給食室

の機能について、従来の手法や発想にとらわれる

ことなく機能を再編していく」としているが、 

（再）「学校施設は防災上の拠点となる性質を有

している」との答弁（Ｒ３年１２月議会）がある

が、防災拠点であるとすれば、給食室を防災時の

炊き出しとして活用することも検討すべきでは

ないか？ 

（再）学校内に設置する必要がないというのが市の見

解か。 

（答弁） 

それにとらわれることはないと考えている。 

 

（再）今後小学校給食についても、学校内に設置する

こともあるし、それ以外の方法も検討するということ

で間違いないか。 

（答弁）今回の検討会の目的は持続可能な給食を展開す

るうえでどういうことがあるか、その中で給食調理室の

老朽化が喫緊の課題であるということを踏まえて、様々

な手法を一義的に、とらわれることなくいろんな手法を

この中で検討した中で、方向性を定めていきたいと考え

ている。 

 

（横尾議員の質問と答弁） 

③修繕あるいは入れ替えなど、継続して運営するための費用はどの程度か概算でうかがう。 

③ 突発的に発生するものもあるが、毎年一定対

応が必要となっている 

R2 は修繕費６６７万円 備品購入費２８００万

円。 
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７ 食育推進プランとは学校・家庭・地域が連携した

低年齢からの食育について、「食は、生涯にわたって楽

しみや喜びの源であり、健康的な心身と豊かな人間性

をはぐくみ、生きる力の礎を形づくる」という考えに

基づき作成された指導計画です。（H24 年 3 月発行）と

書かれていた。 

毎日、温かいお昼ごはんを食べることそのものが、子

どもを育み心にゆとりを持たせる根源となる。年齢を

問わず、学校給食には大切な意義があると考えるが市

の見解をうかがう。 

学校給食については成長期における児童生徒の心身の

健全な発達のため、栄養バランスの取れた食事を提供し

準備から後片付けまでの実践活動を通して計画的、継続

的な指導を行うことにより児童生徒に望ましい食習慣

と食に関する実践力と適切な判断力を身に着けること

が大切であると理解をしている。 

小学校給食や中学校給食、ご家庭からのお弁当を通して

楽しく食事をすること、健康によい食事の取り方、給食

時の衛生面、給食時の食事環境の整備、自然への恩恵等

に対する感謝の心、食文化・食料事情などの理解を深め

る事などが必要であるととらえている。 

指導ですが、お弁当を持参する生徒への指導とい

うことではなく、全校生徒への食育の指導とし

て、市の給食運営委員会で策定しております食育

推進プランに基づき指導を行い、食育の推進を図

っている。(Ｒ１ ６月たか子さんへの一般質問に

対する部長答弁) 

 

今のご答弁の中で、お弁当を通してというのが入った

のに違和感があったのですが、そこは具体的に説明し

ていただけますか。 

小学校も含めて、中にはアレルギーをお持ちのお子さん

もいらっしゃるので給食を食べられないケースもある。

アレルギー対応であったり、中学校においては選択制を

採用しているということも含めてご家庭からのお弁当

を通してということで答弁した。 

アレルギーに対応できる給食についても検討し

てほしい。 

（横尾議員の質問と答弁） 

⑧「温かい給食の提供を前提に、学校や保護者とも話し合って提供方法を考える」市長 親子方式やセンター方

式などで温かいまま提供は可能か、先進事例があればうかがう。 

（答弁）温かい給食を前提としながらも、維持管

理を考慮し従来の手法にとらわれず多角的に検

討。自校式以外では親子式、センター式、弁当外

注式があるが、食缶を使用した運搬など温かい給

食を提供することは可能。親子方式やセンター方

式では食缶を用いて効率的に配送するなども聞

いている。引き続き検討。食缶方式においてはつ

めたいおかず、温かいおかずを別で運んでいるの

でできる。スクールランチではランチボックスに

入っているため衛生管理上冷ましている。ご飯
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は、保温容器を使って温かい状態で提供してい

る。 

８ 給食費を無償化する検討、多子世帯や３人以上の

世帯がいる家庭への減免の検討は行うべきと考える。

市長に見解をうかがう。 

 

（再） 

市だけで財源負担が重い、ということなら、国や都に

無償化を求める要望はされているのか 

 Ｈ２９年決算委員会みのるさんへの答弁「小学校

無償化で４億円、中学校では２億円」 

Ｒ３年直子さんへの答弁「小学校３億９千万円。

中学校２億４０３万９０００円。 

 

 


