
 平成２７年７月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

  平成２７年７月２９日（水）午後２時３０分～午後４時４０分 

２．場 所 

  河内長野市役所７階 行政委員会室 

３．出席委員 

  和田教育長、澤田教育長職務代理者、柴委員、嘉名委員 

４．会議録署名委員 

  澤田教育長職務代理者、柴委員 

５．事務局出席者 

 中尾教育推進部長、西田教育推進部理事、橋本生涯学習部長、井上ふるさ

と交流課長、森井文化・スポーツ振興課長、森下図書館長、森本学校教育課

長、小滝学校教育課参事、大久保学校教育課参事、古谷青少年育成課長、藤

林教育総務課長、大谷教育総務課長補佐 

 

６．会議要録 

 開 会 

  和田教育長 

   ただいまから、平成２７年７月定例教育委員会を開会します。 

    

（1）前回会議録の承認 

   和田教育長 

   前回会議録について、何かご質問などございませんか。 

   （委員より質問なし。） 

 和田教育長 

  それでは、異議はありませんので前回会議録を承認します。 

 

（2）署名委員の指名 

和田教育長 

今回の会議録の署名は、澤田教育長職務代理者、柴委員にお願いします。 



澤田教育長職務代理者、柴委員 

   わかりました。 

 

（3）教育長報告  

 和田教育長 

   それでは、教育長報告に移ります。 

（別紙のとおり。）  

  

和田教育長 

   教育長報告について、ご質問などございませんか。 

     （委員より質問なし。） 

  和田委員長 

      ないようでしたら、これで教育長報告を終わります。 

 

（4）議事（要旨） 

和田委員長 

 それでは、本日の案件に入ります。 

  

報告第２３号「平成２６年度河内長野市学校給食会会計収入支出決算等

について」ご説明願います。 

 

大久保学校教育参事 

（議案書、議案説明資料、別冊資料により説明） 

報告第２３号、「平成２６年度河内長野市学校給食会会計収入支出決算

等」について、ご報告申し上げます。 

報告内容につきましては、去る６月３０日に学校給食会理事会におきま

して、承認をいただいているものでございます。 

学校給食の実施状況につきまして、食に関する正しい知識と望ましい食

習慣を身につけさせることが、子供たちにとって重要な課題であるという

ことから、「栄養のバランスに配慮した食事内容や望ましい食習慣の形成、

健康増進と体力向上に果たす役割を充分に配慮し、食材料の厳選、多彩な



献立、衛生管理の徹底、そして栄養の充実などに精力的に取り組んでまい

りました。また、中学生に対しては、栄養バランスの取れた食事を提供し、

食事や健康について考える能力を高めるため、希望選択制の中学校給食を

２６年度に千代田中学校で新たに開始し、全７校で実施しました。 

給食の実施日数につきましては、小学校は１～３学期の合計１８６日実

施しました。 

中学校は、1～３学期の合計１７６日実施しました。また、米飯を月・

水・木曜日、パン食を火曜、金曜に実施しております。 

給食費につきましては、２６年度からは,消費税引き上げに伴う給食費

の改定があり、 

小学校は、各学年とも１００円ずつ値上げし、低学年は、月額３，８０

０円、中学年は、３，９００円、高学年は、４．０００円です。 

中学校は、ご飯またはパン（主食）、おかず（副食）、牛乳のセットが従

前３００円のところ、３１０円に、おかず（副食）、牛乳のセット、つま

り主食抜きで２５０円、これは据え置きしました。 

学校給食にかかる経費の負担区分につきましては、パン・米飯・副食と

いった食材料は、保護者の皆様にご負担いただいた給食費で購入し、給食

センターや学校配膳員の人件費、光熱水費その他施設の維持管理経費は市

の負担となっております。 

平成２６年度の各小学校への供給食数は表のとおりです。各学校の行事

等により、給食実施日数は異なります。 

合計での、年間延べ供給食数としては、９８万７，２６４食で、1日平均

での調理数は５，３６２食です。 

中学校への供給食数は、年間延べ供給食数２万７，２１９食で１日平均２

００食です。 

献立につきましては、季節の旬の材料を出来るだけ多く取り入れました。

又、我が国の伝統行事にちなんだものなどを取り入れるとともに、栄養の

バランスを考慮しました。 

例を申しますと、４月の季節料理として、筍の土佐煮、きびなごの唐揚

げなど、５月の、エンドウ豆ご飯は、鞘付きのえんどう豆を児童に剥いて

もらい、それをえんどう豆ご飯として給食に出すということを例年してお



ります。また、食育の日として毎月１９日に良くかむ献立を出すようにし

ており、じゃこ、するめ、根菜類といったものを提供しております。 

行事としては、子どもの日のちまき、クリスマス、お正月の七草粥、ひ

なまつりと卒業祝いといったように、季節や行事にちなんだ料理を提供し

ました。 

また、河内長野産を含む野菜については、河内長野市農産物直販所協議

会―アグリかわちながのが納入しております。また、赤味噌は全量市内産

を使用しています。 

次に、栄養摂取状況についてですが、平均栄養摂取量は、文部科学省の

基準を概ね上回る数字となっており、特にビタミン類につきましては、調

理により消失する分を見込んでおります。 

中学校のカルシウム摂取は１日必要量の半分を給食で取り入れるよう

に設定されておりますので、苦慮していますが、その他は小学校と同様の

傾向でございます。 

中学校のミルク給食については、希望者に対して１日２００mlの牛乳を

提供しており、年間飲用本数は、１９，０１５本で、飲用率につきまして

は、平均で８．１％となっております。なお、ミルク給食につきましては、

本年６月末をもって廃止しております。 

 学校給食会は、理事会と各専門委員会で運営されておりまして、理事会

につきましては、定例理事会を２回開催し、６月には決算認定等を案件と

し、３月には、２７年度予算等を案件としております。 

各専門委員会の開催状況につきましては、献立委員会、物資購入委員会、

納入業者選定委員会、指導研究委員会の４委員会、それぞれの開催状況等

につきましては、表のとおりでございます。 

献立委員会と物資購入委員会は、それぞれ、７月を除く毎月開催をし、

ＰＴＡ代表を交えて、献立の決定、物資の選定と購入先を決定しておりま

す。その他、記載のとおりです。 

 続きまして平成２６度河内長野市学校給食会会計収入支出決算について  

 収入合計２億４，５０１万８，８２４円、 支出合計２億４，５１４万

０，３７２円、差し引き、マイナス１２万 1，５４８円でございます。 

この赤字につきましては、２７年度の収入から繰り入れました 



赤字の原因は、平成２６年度決算におきまして、全国的な大雪による、

農作物の不作による価格高騰を原因として、約４５万円の赤字がでており

ましたものを、約３３万円回復させましたが、まだ赤字を埋め切れていな

いという状況で、単年度では黒字でした。1年間に大きな負担をかけない

で、２年間で赤字の解消を図っていく予定です。 

収入といたしまして、給食費・助成金・諸収入・繰越金がございます。 

主なものといたしまして、給食費につきましては、小学校給食費が、２億

３，３４９万９，２１７円です。中学校給食費として、８９３万９，３６

４円でございます。 

助成金として、市から行事食の食材に対する助成で、２３４万５，６４

０円です。 

諸収入としては、ＰＴＡ等の試食会費、利息、口座振替手数料がござい

ます。 

収入総合計で２億４，５０１万８，８２４円です。 

支出につきましては、主なものといたしまして、主食物資購入費として

米飯、パン及び牛乳代で、１億５３９万３，８９７円です。 

副食物資購入費につきましては、１億３，７７７万３，２７１円で主に

は学校給食会登録業者から購入しております。 

諸支出金につきましては、返還金の約１９２万円のほか、献立委員会に

おけるおかずの試作品の材料代、振込手数料です。 

なお、月別の支出内訳につきましては、別冊資料のとおりです。 

 以上が平成２６年度学校給食会会計収入支出決算の説明でございます。 

次に、食物アレルギーによる小学校給食にかかる主食代の減額について

ですが、本件は、食物アレルギーにより給食の主食を食べられない児童に

ついて、パンや米飯の主食代金を減額するというものでございます。 

本市では、アレルギー対策の一環として、ミルク代の減額はすでに行っ

ておりますが、新たな取り組みとして、主食代も減額の対象としたもので

ございます。 

   減額する金額は、小学校中学年（３・４年生）の主食１食あたりの年度

開始時の見積単価に食数を乗じた金額とします。 

   ただし、食物アレルギーにより小学校給食の主食（パン・米飯）を食べ



られない場合であっても、保護者が主食の提供を希望する場合は減額しな

いこととします。平成２７年度２学期より実施いたします。 

減額する単価につきましては、米飯やパンの値段は毎年変わります。 

平成２７年度の小学校中学年（３・４年生）の主食 1食あたりの単価は、

どちらも５０円です。また、単価は、低学年や高学年の区別をせずに、平

均的な額である中学年の金額を統一して採用します。６年間通して見た場

合には、過不足がなくなります。 

学年による金額差も大きくなく、統一した額とすることにより、事務上

の間違いも少なくなります。 

１ヶ月及び１年間の金額ですが、各月の給食費は給食１７回分に充てて

おりますので、通常は米飯１０回、パン７回となります。これに単価５０

円をかけると、平成２７年度の場合は、それぞれ５００円、３５０円とな

りますので、年間では×１１ヶ月となります。 

減額の手続きにつきましては、保護者の方に書面で確認したうえで停止

することとします。これは、食べられないけれども、パンやご飯を与えて

欲しいという場合もございますし、お金が伴うことでもありますので、書

面で確認するようにします。 

報告は以上でございます。 

 

澤田委員 

収支決算書の調定額はどのように算定しているのですか。 

 

大久保学校教育課参事 

調定額は本来収入するべき額ということでございまして、収支決算書上

では収入済額と収入未済額の合計額でございます。 

 

澤田委員 

給食費の収入未済額が９７万円あまりありますが、毎年この程度の収入

未済額が生じているのですか。 

 

大久保学校教育課参事 



毎年、給食費の収入未済額は生じておりますが、平成２６年はここ数年

に比べて少し多かったようです。ただし、決算書作成後にも遅れて納入が

あったりしまして、少しづつ減少している状況です。また、数年前の未納

給食費が納入されたりすることもございます。今後とも、収入未済額の回

収に取り組んでまいりたいと考えております。 

 

和田教育長 

   この件につきまして、何かご質問などございませんか。 

（委員より質問なし。） 

 

それでは、報告第２３号「平成２６年度河内長野市学校給食会会計収入

支出決算等について」了承します。 

続いて、その他報告事項について各課長からお願いします。 

 

大久保学校教育課参事 

 （別添資料「その他報告事項」により説明） 

学校給食献立コンテストの募集については、別添資料のとおりです。 

 

森本学校教育課長 

 （別添資料「その他報告事項」により説明） 

平成２８年度使用教科用図書（中学校用）一覧及び平成２７年度河内長野

市教育フォーラム２０１５については、別添資料のとおりです。 

 

古谷青少年育成課 

（別添資料「その他報告事項」により説明） 

「学びの森」の開催 ほかについては、別添資料のとおりです。 

 

文化・スポーツ振興課長 

（別添資料「その他報告事項」により説明） 

親子スポーツ☆ほいっく☆教室 ほかについては、別添資料のとおりです。 

                   



森下図書館長 

（別添資料「その他報告事項」により説明） 

河内長野市立図書館アンケート集計結果について ほかについては、別添

資料のとおりです。 

   

藤林教育総務課長、森本学校教育課長、古谷青少年育成課長、井上ふるさと

交流課長、森井文化・スポーツ振興課長、森下図書館長 

（別添資料「主要事項執行状況 第 1四半期」により説明） 

       

  和田教育長 

   この件につきまして、何かご質問などございませんか。 

（委員より質問なし。） 

以上で本日の案件は終了しました。 

 

 

閉 会 

和田教育長 

  以上で７月定例教育委員会を閉会します。 



平成２７年８月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  平成２７年８月２５日（水） 午後６時開催 

２．場 所 

  河内長野市役所７階 行政委員会室  



教育長報告（平成２７年６月３０日～平成２７年７月２９日）  別 紙 

 

６月 ３０日（火) 

 

 

７月  １日（水） 

 

７月  ２日（木） 

 

 

７月  ３日（金） 

 

７月  ４日（土） 

７月  ５日（日） 

７月  ６日（月） 

 

 

７月  ７日（火） 

 

７月  ８日（水） 

７月  ９日（木） 

 

７月 １０日（金） 

 

７月 １１日（土） 

 

７月 １２日（日） 

７月 １３日（月） 

 

 

７月 １４日（火） 

退職辞令交付（教育長室） 

学校視察を実施（加賀田中学校） 

市町村給食理事会に出席（給食センター） 

学校視察を実施（石仏小学校） 

市議会議員応接（教育長室） 

学校視察を実施（川上小学校、美加の台中学校） 

パナソニック連携遠隔教室を視察（天見小学校） 

市民プールを視察（烏帽子・寺が池） 

関係部署連絡会に出席（庁議室） 

都市教育長協議会に出席（アウィーナ大阪） 

ふれあい活動を視察（高向小学校） 

市子連スポーツ大会を視察（赤峯市民広場） 

校長会に出席（給食センター） 

南河内地区人事協議会に出席（府民センター） 

南河内地区教育長連絡協議会に出席（府民センター） 

部長会に出席（３０１会議室） 

放課後児童会を視察 

社会教育委員会議に出席（５０１会議室） 

学校教育実態報告会に出席（行政委員会室） 

私学幼稚園ＰＴＡ総会に出席（ノバティホール） 

親学習公開講座を視察（キックス） 

放課後児童会を視察 

多文化共生生活マナー講座を視察（キックス） 

社会を明るくする運動市民大会に出席（ラブリーホール） 

市子連スポーツ大会を視察（赤峯市民広場） 

教頭会に出席（７０１会議室） 

歴史文化基本構想打ち合わせに出席（教育長室） 

市立小学校連合児童会に出席（キックス） 

庁議に出席（庁議室） 



７月 １７日（金） 

７月 １８日（土） 

 

 

 

 

７月 １９日(日) 

７月 ２０日（月） 

７月 ２１日(火) 

７月 ２２日（水） 

 

７月 ２３日(木) 

 

７月 ２４日（金） 

７月 ２５日(土) 

７月 ２６日（日） 

 

７月 ２７日（月） 

７月 ２８日（火） 

 

くろまろの郷内覧会に出席（くろまろの郷） 

千代田天神祭を参観（千代田神社） 

長野地車協議会盆踊りに出席（野作第１公園） 

美加の台夏祭りに出席（美加の台小学校） 

長野中学校区健全育成会サマーキャンプに出席（滝畑ふる

さと文化財の森センター） 

駅前子ども教室を視察（あいっく） 

中学校音楽フェスティバルを参観（ラブリーホール） 

教育委員会研修会に出席（行政委員会室） 

教育委員会研修会に出席（行政委員会室） 

市少年非行防止大会に出席（キックス） 

府教委小中学校長応接（行政委員会室） 

ＥＲＰ教育プロ応接（教育長室） 

都市教育長協議会夏季研修会に出席（アウィーナ大阪） 

愛・いのち・平和展に出席（キックス） 

文化連盟夏休み子ども教室に出席（キックス） 

奥河内子ども写生大会に出席（観心寺） 

教科書採択教育委員会議に出席（行政委員会室） 

庁議に出席（庁議室） 

 

  

 


