
創政会  会派視察調査報告書 
 
１ 実施年月日    平成 30 年 2 月 1 日（木）～2 月 2 日（金） 
 
２ 視察場所及び   （１）大阪府枚方市  「中学校給食について」 
  視察項目     （２）大阪府東大阪市 「住工共生のまちづくりについて」 
 
３ 出席者      会派代表  山田昌紀   副代表  舘大樹 
             斉藤裕樹 米谷政久 八島満雄 萩原鉄也 越水清 国島正富  

小沼富夫 
 
４ 視察の概要 
 
◎大阪府枚方市 「中学校給食について」 
（１）市の概況 

   大阪府北河内地域に位置する中核市。大阪市、堺市、東大阪市に次いで府内第 4位の人口を擁す

る京阪間の中心衛星都市。京都府・奈良県との府県境に位置する。2014 年 4 月 1 日に中核市に移

行した。京街道の宿場町であり、かつて北河内郡役所も置かれた北河内地域の中核的な都市とし

て発展した。市西部は京阪電気鉄道京阪本線、市東部は JR 東西線で京橋・北新地・尼崎と結び、

市中心部は国道 1号、市東部には第二京阪道路が走っている。 

面積：６５．１２㎢    人口：４０４，００７人 （平成２９年３月３１日 現在） 
 
（２）視察の目的 

    平成 29 年 11 月の教育委員会会議にて、「本市の中学校給食は“選択制デリバリー加熱方

式を採用したい”」との答申が出された。枚方市では、平成 28 年度からこの方式をとって

おり、評判も上々とのことであった。実際にどのような給食なのか？衛生面、アレルギー対

策はどのようにしているのか？本市で採用される前に確認したいと考え、今回視察市として

選定した。 
 
（３）視察概要 

  ① 中学校給食に係る検討の経緯について 
    平成 23 年 6 月   大阪府より「中学校給食導入促進事業補助制度の概要（案）」が 

              示される。⇒大阪府が５０％の補助をするもの 

          7 月   庁内委員会「中学校給食検討委員会」設置 

         11 月   文教委員協議会「中学校給食の実施方法について」 

              ・全員喫食の共同調理場方式 

              ・選択制の共同調理場（ランチボックス）方式 

              ・選択制の民間調理場活用（ランチボックス）方式 

              の３方式について引き続き検討を行う 

    平成 24 年 2 月   食育や学校運営などの観点、本市の財政状況や児童・生徒及び市 



              民アンケートの結果等を踏まえた検討を行い、総合的な視点から実 

              施方法を選定⇒「選択制の共同調理場（ランチボックス）方式」 

          3 月  大阪府へ実施計画書を提出 

          6 月  文教委員協議会「中学校給食に係る調査等の報告について」 

              ・手法選定にあたっての考え方や検討経過 

              ・大阪府内市町村における中学校給食の実施（予定）状況 

              ・「民間調理場活用方式」における民間調理事業者に対する調査 

          8 月  文教委員協議会「中学校給食の実施手法等に関する方針（案）につ 

いて」 

 ・共同調理場の施設規模、建設候補地、運営形態について検討 

 ・民間調理事業者への意向調査 

 ・ＰＦＩ導入の可能性の検討 

 ⇒「中学校給食の実施手法等に関する方針（案）」をとりまとめ 

         11 月  文教委員協議会「小中学校給食調理場の整備手法等に関する方針（案） 

について」 

 ・老朽化が進む小学校の学校給食調理場の整備についても早急な対 

  応が必要 

 ・小中学校全体としての給食調理場の一体的な整備についての検討 

⇒「小中学校給食調理場の整備手法等に関する方針（案）とりまとめ 

   平成 25 年  3 月  「中学校給食の実施手法等に関する方針」策定 

              「小中学校給食調理場の整備手法等に関する方針」策定 

          8 月  文教委員協議会「新学校給食共同調理場の整備について」 

              「小中学校給食調理場の整備手法に関する方針」に基づく建設用地 

の取得 

   平成 26 年  2 月  文教委員協議会「新学校給食共同調理場の整備等について」 

              ・（仮称）新第１学校給食共同調理場 

              ・中学校給食の配膳室（受入施設） 

          8 月  文教委員協議会「新学校給食共同調理場について」 

              9 月議会での共同調理場の建設請負工事発注案件を踏まえて現状 

報告 

 

 ② 総事業費   ４，３２９，７０４，５９２円 

          内訳  用地取得 ・・・１，４８４，１１１，８３９円 

              調理場整備・・・２，７３６，８０９，６４０円 

              備品購入 ・・・   ５０，７５７，８６３円 

          その他、測量・設計等 

 

 ③ 第一学校給食共同調理場の施設概要 

      敷地面積    ７，４９３．０２㎡ 

      延べ面積    ４，５６８．０６㎡（附帯施設を含む） 

      建物構造    鉄骨造 平屋建（一部２階建） 

      厨房環境    ドライシステム 



      調理食数    小学校給食    ４，０００食／日 

              中学校給食    ６，０００食／日 

      給食開始    平成２８年４月 

    ■野菜下処理室  ・・・４連のシンクを使い、流水で野菜や果物を洗う 

    ■揚物・焼物調理室・・・揚物機や焼物・蒸物を調理するスチームコンベクションオーブ 

ンを設置 

    ■煮炊調理室   ・・・回転釜を設置 

    ■アレルギー対応室・・・７大アレルゲンを使用しない中学校給食の「アレルギー対応食」 

を調理する専用室 

    ■盛付室     ・・・ランチボックスへの盛付を行う。金属探知機も設置 

    ■配送カート場  ・・・盛付後のランチボックスを再加熱し、配送カートに積み込む 

     

 

 ④ 運営形態 

    工場長１名（市職員） 再任用職員１名  栄養士４名（小学校２名 中学校２名） 

    その他は業務委託業者が運営している（１００名くらい） 

    学校の配膳要員として１校２名で計２２名 

 

（４）主な質疑応答 

   Q：アレルギー対応はどのようにしているか？ 

   A:アレルギー対応室を設置し、７大アレルゲンを使用しない給食を調理している。 

    1 日４０食くらい 

   Q：給食費の徴収は？ 

   A：コンビニ払いまたはクレジットカード払いで 1食３３０円を前月に前払い。 

   Q：給食時間はどのくらいの時間か？ 

   A：４０分～４５分 

   Q：納入業者は市内の業者か？ 

   A：地元ＪＡを通じて地消地産を目指している。（小学校給食はすべて地消地産） 

   Q：センターから各中学校への配送時間は？ 

   A:２０～３０分。車 1台につき３校。 

   Q：喫食率は？ 

   A:初年度は２３％と低かったが、現在は３２％。 

   Q：量的な苦情はあるか？ 

   A：利用している生徒の６０％がちょうど良いと回答。ご飯だけはおかわりの対応をしてい 

る。（１０食に対し１食分多く分配） 

   Q:貧困家庭対策は？ 

   A：就学援助費を５０％利用できる。 

   
（５）視察後の考察 

〇人口規模４０万人の自治体で可能なことが人口規模１０万人の伊勢原市で可能になるの 

か？センターの整備費に大阪府からの支出金７．５億円あったが、伊勢原市の導入のタイ 

ミングではどうなるのか？今後の議論に活かしていきたい。 



   〇中学校のセンター方式による完全給食の実施、小学校給食室の老朽化対策としてセンター

方式に移行していく中長期展望を提案するしか考えられない。 

〇担当者は自ら中学校給食導入、導入後は充実へと熱心にプライドと責任をもって望んでい 
た。人事異動が多い役所の環境では難しいが、ある程度腰を落ち着かせた職員を置くこと 
も目的達成の効果があると感じた。 

〇調理場の安全面、衛生面に重点を置いた施設は、実に近代的と感じた。これからの同様施 

設は徹底した設備が求められ、相応した整備費用やランニングコストのしっかりした算出 

が求められる。 

    〇枚方市の中学校選択制給食実施までのスピード感のある取り組みが印象深い。 
   ○小学校で完全給食方式ができて、中学校では選択制というのは導入の意志が希薄になると

考えられる。 
   ○取組内容はすばらしく、給食の味も大変満足であり、現在は選択制だが、将来は完全喫食

をしたいとの担当者の想いを伺った。同感である。 

 
学校給食共同調理場での講義の様子          学校給食共同調理場にて    
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◎大阪府東大阪市「住工共生のまちづくりについて」 

 

（１）市の概況 

 

東大阪市花園ラグビー場を擁する「ラグビーのまち」として、また、技術力の高い中小企業が多数

立地するものづくりのまちとして全国に知られ、それらをアピールする形でまちづくりを行ってい

る。 

日本有数の中小企業の密集地であり、高い技術を持った零細工場が多数集まっている。2002 年 12
月に東大阪宇宙開発協同組合（現・宇宙開発協同組合 SOHLA）を設立し人工衛星の開発を進める

など、技術力は高く、世界シェアを占める企業も多い（近畿大学には研究用の小規模の物ながら原

子炉まである）。面積に対する工場の割合では全国 1 位、また、工場の数も大阪市や横浜市などの

政令指定都市を除くと 1 位である。しかし近年は減少傾向であり、工場跡地に住宅が建てられるケ

ースもある。 
 

面積：６１．７８㎢キロ  人口：４９８,９０４人（平成２９年４月１日現在） 

 

（２）視察の目的 

現在本市においては、東部第２をはじめ、仮称伊勢原北インターチェンジ周辺など、新た

な産業用地の創出のため、動き始めている。東大阪市は、工場と住民の共生のまちづくり

のために条例をはじめ、様々な制度を整えている。これからの伊勢原のまちづくりに参考

になると考え、視察地として選定した。 
 

（３）視察概要 
①条例制定の背景 

  ・ものづくりからみた東大阪市 

     事業所数 全国第５位   事業所密度 全国１位 

     ※２０人以下の工場が９割であるが、緊密な連携で様々な事業を展開 

  ・住宅都市としての東大阪市 

     大阪市、大東市、八尾市、奈良県と隣接 

     鉄道、道路交通網の利便性が高い 

  ・工場系地域で住工混在が発生 

     工場の移転や廃業⇒工場跡地に住宅開発⇒工業系地域で住工混在⇒ 

       ⇒近隣住民との間でトラブル⇒モノづくり企業が操業しにくい環境 

  ②住工共生のまちづくり条例 

    ・住工共生のまちづくり条例の策定 

      ―市民の良好な住環境の保全 

      ―モノづくり企業の操業環境を保全・創出 

            ↓ 

      市民、モノづくり企業、市役所等が一体となって住工共生のまちづくりを推進 

  ③市内全域を対象にした取組 



    ・市民とモノづくり企業が共生できる環境形成を促進する支援施策の展開 

     ア：相隣環境対策支援補助金 

       近隣住民からの騒音や振動に関する苦情を解決するために、モノづくり企業が実施 

する改善対策に対して補助金を交付 

補 助 率：対象経費の２／３ 

補助限度額：３００万円 

       ※平成２６年度～３０年度までの５年間の限定措置 

     イ：コミュニティ活動支援補助金 

       モノづくり企業への理解を深めてもらうために、モノづくり企業が主体となり、近 

隣地域住民を対象に実施するイベントに対して補助金を交付 

補 助 率：対象経費の１／２ 

補助限度額：１０万円 

  ④モノづくり推進地域での取組 

    ・モノづくり推進地域内にモノづくり企業の立地を促進し、緩やかな用途純化へ誘導 

     ア：工場移転支援補助金 

       住工混在を解消するために、工業系地域以外から工業系地域へ工場を移転するモノ 

づくり企業に対して補助金を交付 

補 助 率：対象経費の２／３ 

補助限度額：５００万円 

対象経費 ：機械設備等の分解、梱包、輸送、設置、組立、調整にかかる費用 

     イ：住工共生モノづくり立地促進補助金 

       モノづくり企業の立地を促進するために、工業系地域で新たに一定面積以上の工場 

を立地（新築、建替え、増築、取得）した場合に補助金を交付 

補助内容：固定資産税・都市計画税の一定割合 

補助機関：５年間 

     ウ：事業用地継承支援対策補助金 

       工場跡地に工場を誘致するために、製造業を営んでいた土地の所有者が、新たに製 

造業を営む企業へ土地を売却した場合に補助金を交付  

    ・モノづくり推進地域を対象にしたルール 

      ―住宅建築時に建築主を対象としたルール（義務規定） 

        市との協議 

        近隣のモノづくり企業への事前説明 

        標識の設置 

        住宅側で生活環境に及ぶ影響を自ら低減するための必要な措置を講じる 

      ―住宅の売買、賃借の仲介時に宅地建物取引業者を対象としたルール（努力義務規定） 

        工業地域又は準工業地域の趣旨及び概要等 

        公害関係法令に定める規則基準 

        近隣のモノづくり企業の立地状況 

        土壌汚染調査に関する情報を有している場合はその情報 

  ⑤重点地区での取組 

    ・住工共生まちづくり協議会への支援 

      住工共生まちづくり協議会の運営費に対して補助金を交付 



      平成２７、２８年度をモノづくり体験塾に対し補助 

       補助上限額：１０万円 

    ・小学校の敷地内にモニュメントを１基設置 

    ・重点地区内のモノづくり企業、公共施設、住宅等にプレート２５０枚設置 

 

（４）主な質疑応答 

   Q：どのような理念の下、住工共生のまちづくりを推進しているのか？ 

   A：東大阪市は「製造業を元気にしていくことで生き残る」という理念があり、製造業を中 

心に経済を循環させることで都市経営として成り立つと考えている。 

   Q：都市経営の柱をどのように考えているのか？ 

   A：①高付加価値化 ②販路開拓 ③住工共生 ④育成 ４本の柱と考えている。 

   Q：周知方法は？ 

   A：市ホームページ、市広報、グループサイトなど 

   Q：コーディネーターはいるのか？ 

   A：モノづくりワンストップ相談窓口を設置し、受発注先探しや国内・海外への販路開拓・ 

展開に関する相談や市内企業のニーズに応じた公的施策の紹介などをしている。 

   Q：モノづくりワンストップ相談窓口の体制は？ 

   A：技術マッチング支援、販路開拓・海外展開、企業訪問相談員の３つの体制。 

   Q：補助金制度が充実しているが、どのような考えがあるのか？ 

   A：創業環境を整えることは重要なことで、新たに建て替えをすることによってその会社は 

長い期間その場所に留まる。例え５年間補助しても７年でＰＡＹできると考えている。 

 

（５）視察後の考察 
 

○各種補助金などの経済政策とルール義務の規定などの都市政策の手法両面で、住宅、工場そ

れぞれに対しアプローチしている。行政としてできることは何でもやる、という意気込みが

感じられた。 
〇地道で息の長い取り組みだが、日本のモノづくり産業が元気であって欲しいという意味でも

成果を上げてもらいたい。本市でも活用できるもの、参考にできるものがあったように思う。

今後の提案などに活かしていきたい。 
 ○住民意識への働きかけ方の本気度が勝負であると感じた。 

 ○縦割り行政ではなく、総合力を用いることや、積極的に行政がかかわることなど大変参考に 

なった。 

 ○東部第二地区や北インター周辺地区への企業進出が進められるであろう本市のとっても住民

と事業者がともに市内産業の発展と市民の安心安全な生活を両立するために、意義のある視察

であり、参考すべきものがあった。 

〇東大阪市の条例を十分検証し、参考とすることも必要であることを学ぶことができた。 

 ○産業の発展、活性化に焦点をあてて市税収入の確保、増収に努めていることは、とても重要で

あり、人口減少社会においては市民福祉の向上策ともなっていると考える。 
 



 
東大阪市役所での講義の様子             東大阪市役所前にて 

 

 
    東大阪市役所からの眺望 
 
 
 


