
西宮の学校給食には、
改善すべき点がたくさんあります！

今回報告する学校給食については、一体どんな質
問をしたの？
ボク、給食大好きだから、どんな内容か気になる
なぁ

えっ、どういうこと？給食の提供方式とか、仕組み
に何か問題でもあるの？

調理員さんがスーパーに買いに行くんじゃないの？

一般質問(政策提案)の報告だね
初当選から数えると7年で14回、かなりの数になって
きたなぁ

もちろんさ
学校給食には大きく４つの方式があるんだよね。

メンバーが学校関係者ばかりだね
これじゃ、客観的な評価というより、身内で決めて
いる感じに近いような…。

なぁんだ、ちゃんと審査しているんじゃないか。
この仕組みの、どこに問題があるの？

う～ん…。正直言って、そんなにサクサク実現できる
ものじゃないんだよね　  
全議員の言っていることを簡単に取り上げていたら、
お金も人員もすぐにパンクしてしまうだろうし。
一般質問だけでなく、委員会や普段の仕事でも繰り
返し提案し続けることで、ようやく実現に漕ぎ着ける
ものが出てくるイメージかな　  
僕の提案も、実現したものや経過を追いかけている
ものなど、いろいろあるよ

あ、この部屋にはメンバーしか入れないのか
でも、評価方法が定められているから大丈夫なん
じゃないの？金額も含め、総合的に評価しているっ
て書いてあるじゃないか。

そう、このメンバー構成だと、校長先生の意見に反
対しづらい可能性もあるし、何より、評価している
現場をメンバー以外は誰も見ることができないん
だ　  物資評価委員会の方々には申し訳ないけれ
ど、今の状況は公平性や透明性に欠けていると言
わざるを得ないね。

その評価基準を含め、多くの問題があることが、調
査で明らかになったんだよ
平成30年1月～3月分の一般物資評価結果を例に、
順を追って説明していこうか。

おいおい、どこのスーパーに何人分の材料を買いに
行くつもりなんだよ
基本的には、材料別に事業者(企業・団体)が市に登
録申請して、許可をもらった事業者の中から、物資
評価委員会が審査して決定という仕組みになって
いるのさ　  味噌なら味噌、豆腐なら豆腐について、
登録事業者の中からひとつに決定(落札)する。
落札した事業者が、その材料の調達は一手に引き受
けることになるよ

イイね！確かに、①を採用することで調理したての
温かい給食を食べられるよね
④の方式で、業者の給食が不味くて問題になって
いた自治体もあったし、①は設備や人員に関してコ
ストはかかるけど、その分メリットもある方式だと
思うよ　 ②③の方式は、食中毒などのトラブルに
弱いという側面もあるし
給食がなければ、毎日お弁当を作る必要が出てき
て、各家庭へ負担もかかるからね
でも、今回の一般質問で、安全に見える西宮の学校
給食にも、改善点が多々あることが分かったんだ。

年間の質問回数は会派で順番を決めているんだけど、
内容については、普段の仕事の中で疑問に感じた
ことや、市民の方から相談を受けて調査した結果、
質問すべきだと思ったことなど、いろいろなパター
ンがあるよ

提案した政策は、質問後にすぐ実現するものなの？

お、その様子だと学校給食についての基礎知識は
心配なさそうだね！

おっ、鋭いね
提供方式ではなく、それ以前の段階で不安要素が
あるのさ。ひとつ質問するけど、ある日の給食の献
立に味噌汁が出たとして、味噌汁の材料はどうやっ
て調達しているのか知っているかい？

物資評価委員会に関する概要をまとめてみたよ
どこか気になるところはないかな？

→続きは裏面へGO☆

1報告その

西宮では市内のすべての小中学校が①を採用して
いるから、できたての美味しい給食を提供できるだ
けでなく、安心・安全もバッチリ守られているのさ

①自校調理方式＝学校ですべての調理を行う。

②親子方式＝①で調理されたものを他校へ配送。

③給食センター方式

　＝複数の学校の給食をセンターで調理、配送。

④デリバリー方式＝民間企業等からお弁当などを配達。

34歳
もうすぐ

志政報告 No.15
発行：西宮市議会議員 川村よしと

この「志政報告」は、僕の議員報酬と政務活動費で作成、配布しています。

もしあなたが、このチラシを読まずに捨てるとしたら、

それは、あなたが納めた税金をあなたの手で捨てるのと、

同じことかもしれません。

僕は、朝4時30分に起きて駅に向かい、2時間30分チラシを配ります。

リュックを背負って10時間走り続け、

自分の手で、みなさんのご自宅のポストにチラシを入れます。

僕が活動している時間は、みなさんの税金で成り立っています。

だから、この「志政報告」は僕のものではなく、みなさんのものなのです。 川村よしと西 宮
市議会議員

西宮の学校給食には、改善すべき点がたくさんあります！

議会改革も、３年間で着実に前進しています！

1報告その

2報告その

何でSASUKEに出場したの？？番外編

◎物資評価委員会
・メンバー：小学校長、中学校長、栄養教諭、学校栄養職員
　　　　保護者代表(２名)
・開催回数：年５回(４月、６月、９月、１１月、２月)
・評価方法：物資規格とサンプルを確認
 →見積額、使用原材料、形状、食味等を総合的に評価。
・評価の様子

A.評価結果の順位と決定区分ごとの落札数（１７０品目）

※他、１５事業者が３９品目を落札。

事業者名 落札数
1

24

3

5

8

8

6

41

32

21

16

11

10

1.UC社

2.Kセンター

3.MD社

4.KT社

5.MY社

6.NG社
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4

1

1

1

1

0

3

1

3

1

3

1

1

4

0

1

0

0

0

0

5

12

24

14

4

1

3

9

0

0

0

0

0

0

決定区分ごとの落札数



やってます!!＠kawamurayoshito

検索川村よしと

住所：西宮市段上町6丁目15番5－306号
Mail：kawamura@shisei-k.jp

No.5～14も
在庫が

ございます！
こんなにたくさんの方とお話しました
市内であれば、どこへでも伺います！

◆ 「川村の出前」やってます！！
⇒ kawamura@shisei-k.jp

170品目もあるのに、上位3事業者で94品目を占
めているの！？

確かに…　   でも、決定した理由によるよね。
決定区分はどうなっているの？

物資評価委員会の写真を見ると、本当にたくさんの
食材が並んでいるけれど、こんなにたくさん、たっ
た６名でちゃんと試食できるの？

平成29年には、人数も開催数も増やしたんだよね？

そもそも、なんで「議会体感ツアー」を始めたの？

今年の市民祭りでも行う予定なの？

そういえば、高校生を対象に似たような企画をして
いたような…。

それはそうと、明日の給食のカレーが楽しみだね☆

３年連続、広報広聴特別委員長だったよね
この３年で、どんな改革を進めてきたの？

ボクも参加したよ！
市民祭りの日に、本会議場を開放して市政の仕組み
を説明したり、議会クイズを行ったりしていたよね
議長席で記念撮影もできたし、すごく楽しかったよ☆

食べずに決まっているなんて、ますます不安になる
じゃないか

あぁ、それね。
ぜんぶ食べているわけではないらしいよ

そうそう、さすがに6回すべてのナビは大変だか
ら、他の議員さんにも担当してもらったんだけどね。
当日は、雨にも関わらず2年連続満員御礼で、アン
ケートの満足度も高得点と、前年を上回る成果を出
すことができたのさ

まだ確定ではないけれど、西宮市議会の取り組み
として毎年続けられたらいいなと、個人的には考え
ているよ

県立西宮今津高校や市立西宮高校への取り組みだ
ね
市政の仕組みの講義に加えて、今津高校に関して
は「バーチャル市議会」という形で模擬一般質問を
行うなど、主権者教育の一環として役立てばという
想いで行っているよ

うん、ちょっと不自然だと思わないかい？

価格が安い。１社のみだが妥当である。
このふたつがダントツだね
トップの事業者は41品目を落札していて、そのうち
24品目が「価格が安い」を理由に決定。12品目が
「1社のみだが妥当である」を理由に決定…と。
せっかくだし、全体像を見てみようか。

これじゃ、物資評価委員会が形骸化していると言わ
れても仕方がないよね。

それが、「妥当である」という根拠は特にないと、一般
質問の事前打ち合わせで分かってしまったんだ

そう疑われても仕方がないよね
とにかく、子供たちが口に入る食材のほとんどが「低
価格」と「理由不明」で決められているという状況は
　　　変えなくてはいけないね。

なんだい？

おいおい、さっきまでの不安や怒りはどこへ行った
んだ

僕ひとりの力ではないけれど、議会全体の協力も
あって、たくさんのことを実現してきたと思うよ
個人的に印象深かった仕事は、にしのみや市民祭
りで大盛況だった、「議会体感ツアー」かな
市議会だよりにも、大きく取り上げさせてもらった
けどね

最初は、いわゆる「議会報告会」をするつもりだった
んだ。
公民館に出向いて、その時々に議会で何を議論し
たのかを報告する形だね。
ところが、他の自治体を視察したり、他のまちの議
員さんと意見交換をしながら検討を重ねるうちに、
他所と同じようなことをしても面白くないという意
見も出るようになった。
せっかくやるなら、市民の方々が市議会を身近に感
じてくれるような内容で、お祭り的にやった方が、
みんなが楽しめるものになるんじゃないかな…と。

平成28年に初めて開催したんだけど、当初は「45名
の定員に対して10人来てくれたら合格点、20人以
上なら大成功」くらいの気持ちだったんだよね。
ところが、フタを開けてみたら何と全5回満員御礼(笑)
ナビゲーターをしていた僕は、ずっと喋りっぱなしで
ヘトヘトになっちゃったけど、この成功は本当に嬉し
かったよ

今のところ大きな問題は起こっていないけれど、こ
の仕組みが続くと、不運な事故や不幸な結果に繋
がりかねない。
一般質問では、
①物資評価委員会の人選、方法などの公平性と透
明性を高めること。
②物資評価の基準をより細かく設計すること。
この２点を実現させるように要望して、前向きな答
弁も得られたから、今後の動きをしっかり追いか
けていくよ

急に身体を鍛えてSASUKEに出場って、真面目に
仕事してるの？

どういうこと？？

睡眠時間も短かったよね

それでトレーニングを始めたの！？

実際に、何か変化はあった？

トレーニングとSASUKEへの挑戦が、仕事にも良
い影響を与えているんだね

トレーニングは真面目に、仕事はもっと真面目に！！

議会での仕事はもちろん、筋肉議員としての活動
にも注目だね

まさかSASUKEに出場するとは思わなかったけど(笑)

大真面目にやってるよ
むしろ、仕事のために身体を鍛え始めたのさ

食べ物にも気を遣うようになったから、すごく健康に
なったよ！朝は目覚めスッキリ、風邪もひかなくなっ
たし駅立ちやポスティングはもちろん、デスクワーク
の効率も上がって、仕事には良い影響しかないよね

3000人以上の中から勝ち上がれたのは自信に
なったし、SASUKEを通じてたくさんの友達もでき
たよ　 そのおかげで、仕事のモチベーションも右
肩上がりさ。何より、仕事をちゃんとしていなければ、
今回みたいな志政報告は配れないよ(笑)

B.決定区分

番号

1

2

3

4

5

9

決定区分
価格が安い

見た目、味が良い

物資内容量、安全面により決定

調理作業がしやすい

１社のみだが妥当である

その他

C.決定区分ごとの落札数の合計

決定区分

1

75

2

12

3

12

4

1

5

69

9

1

合計

170

170品目のうち「価格が安い」「1社のみだが妥当で
ある」のふたつで、144品目が決定しているのかぁ。
う～ん…。何だか怪しい気配が漂ってきたなぁ

でも、「1社のみだが妥当である」と言うからには、何
かしらの基準があるんだよね？

それじゃ、何のための物資評価委員会なのか分から
ないじゃないか
むしろ、落札させたい１社のために「1社のみだが妥
当である」という項目があるようにも見えてしまう
よ。何か不正が起こっているんじゃないの？？

もうひとつ、
疑問があるんだけど…。

川村よしと　昭和59年7月22日生まれ(34歳)
趣味は筋トレ、ベンチプレス120kg、体脂肪率は現在11％です。「西宮の筋肉議員」として
TBSのSASUKEに出場しました。関西学院大学経済学部卒業。浜学園国語講師、㈱リンク
アンドモチベーションを経て、平成23年4月、西宮市議会議員選挙で初当選(現在2期目)。

議会改革も、
３年間で着実に前進しています！2報告その

何でSASUKEに出場したの？？番外編

No.13の志政報告で僕の1日のスケジュールを見て、
ビックリしていただろう？朝早くからチラシを配った
り、会議や打ち合わせが何時間も続いたり…。

うん、政治家って想像以上に体力仕事だな…と。
今はまだ大丈夫でも、身体の管理をしっかりしない
と、このペースで仕事を続けるのは難しいと思うよ
うになったんだ。

せっかく鍛えたから、何かに挑戦してみようと思っ
たのさ。学生時代は運動が得意だったからね

そういうこと。政治家としてバリバリ頑張るのに、健
康な身体と健全な精神は必要不可欠。健康診断の数
値も、身体の変化と同様に劇的に良くなったからね

その通り。
1年かけて、ご覧の通り
劇的ビフォーアフター
さ

高校生に限らず学校関係者の皆さん、いつでもこ
の企画は受け付けておりますので、議会事務局ま
で、是非ご連絡下さい！
☎（０７９８）３５-３３８２

議会事務局の皆さん、ご対応とご協力宜しくお願い
しますm(_ _)m

ありがとうございました!!　

◆他のチラシも配達します！
ご住所を教えて頂ければ、
僕が直接お届けします☆

(注)テレビCMをやっているジム
ではありません。


