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平成２９年度第２回米子市学校給食運営委員会議事録概要 

 

 

１ 開催日時  平成２９年７月１３日（木） ９：３０～１２：１０ 

 

２ 開催場所  米子市立第二学校給食センター  ２階 会議室  

 

３ 出席者 

＜米子市学校給食運営委員会委員＞ 

川上委員（会長）、佐伯委員（副会長）、原委員、神坂委員、黒安委員、河本委員、 

山根委員、中山委員、増田委員 

＜事務局＞ 

学校給食課  山中課長、関山主査（施設長）、野口課長補佐、堀部主幹、島根栄養教諭、 

野村学校栄養主任 

 

４ 会議次第 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）議事 

ア 調理業務の検証 

① 米子市立第二学校給食センター調理場の見学 

② 学校給食の衛生管理について 

イ 学校給食アンケートについて 

ウ 給食試食 

エ 非常時用備蓄食品を活用した給食の実施について 

（４）その他 

（５）閉会 

 

５ 議事の概要 

（注：事務局の説明は省略しています。また、発言は要約しています。） 

   

  事務局（山中課長） 

それでは、これより議事を進行いたします。 

始めに現在一階の調理場で給食の調理を行っております。まず、調理作業を見学ホールか

らご覧いただきまして、その後でこの会議室にお帰りいただき、第二学校給食センターの施

設概要と衛生管理について、ご説明させていただきたいと思います。 

それでは早速ですけども、皆様、下の階に降りていただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 

    ［ 一階の見学ホールから調理状況を見学した。 ］ 
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  事務局（山中課長） 

皆様、お疲れ様でございました。この後は、米子市立学校給食共同調理場条例施行規則第

６条第１項によりまして、川上会長に議長を務めていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

  議長（川上会長） 

それでは、今日はよろしくお願いいたします。そうしますと、式次第に従いまして、３の

議事の（１）調理業務の検証のアの米子市立第二学校給食センター調理場の見学が終わりま

したので、イの学校給食の衛生管理につきまして、事務局の方から説明をお願いいたします。 

事務局（関山施設長） 

それでは、私の方から簡単に施設の概要等を説明させていただきます。 

 

  ［ 米子市立第二学校給食センターの概要について説明した。 ］ 

 

議長（川上会長） 

大変丁寧に説明していただき、ありがとうございました。今日見学されましたところで、

また、今説明いただきましたなかで、何かご質問がございませんでしょうか。 

増田委員 

第二学校給食センターはオール電化ということですが、先程、停電の時の対処の話のなか

で、ここは発電所が近いからすぐに復旧しやすいということだったのですけど、他のセンタ

ーはどうなっているのかなあと思いました。熱源はガスなのか、電気なのかということと、

オール電化だったら停電の時の対処などはどうなっているのかなあと思いました。 

  議長（川上会長） 

 それにつきまして、他の調理場での様子を聞かせていだたけますでしょうか。 

事務局（堀部主幹） 

そうしますと、他の調理場の熱源等ですけれども、まず、学校給食センターにつきまして

は、こちらもオール電化でございます。ただ、お湯の沸かし方などは多少違いますけど、い

ずれにしましても夜間電力を主に活用して運用しております。 

次に、三つの共同調理場になりますが、淀江共同調理場につきましては、厨房については

電化で、釜等は電気で沸かすという形をとっており、調理室は夜間のエコアイスを採用して

おります。ただ、洗浄室の方は、ボイラーを使って、ガスで沸かしております。 

弓ヶ浜と尚徳の共同調理場につきましては、同じ形をとっておりまして、熱源は灯油です。

灯油を使ってお湯を沸かしており、釜につきましては、蒸気ボイラーというのがございまし

て、蒸気が１６０℃位まで上がりますので、これを使って釜でお湯を沸かしたり、煮炊きを

しております。 

また、災害時の電気復旧というところでは、弓ヶ浜共同調理場にサブ電源がございますけ

ども、どの施設も停電があった時に調理をするほどの電気は賄えませんので、もし万が一、

調理中に完全に停電になってしまった場合には、そこで調理はできないということになりま

す。これは、熱源が灯油であっても、ガスであっても、すべての機械が電気で動くようにな

っていますので、とにかく電気が使えないと給食はできないということになります。これは、

全国どこでも学校給食の電気が供給できなかった時にサブ電源で復旧ができますという施

設はなかなかないのかなあというふうに思います。 
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同様に水につきましても、昨今凍結があって一部給食が出せなかったということがありま

したが、やはり、水についても、淀江共同調理場は直で水道管からということですけども、

他の施設については、先程説明がありましたけども第二センターだったら５０トン、センタ

ーの方も４６トンほど貯水槽に水が貯められますけども、それを使い終わって凍結している

と、供給がないということになりますと、そこで調理ができないということになります。 

水と電気については、ないと調理が難しいということになります。 

  議長（川上会長） 

   停電に関しては、全国的に課題があるということだそうです。その他、この施設概要につ

いての説明につきまして、何かご質問等ございませんでしょうか。 

  中山委員 

   すべての調理場の業者さんが東洋食品さんで、３２年３月３１日までの５年間受託され、

米子市が委託していると前回報告があったのですけども、今お話しいただいたエプロンの色

ですとか、いろんな施設のことは東洋食品さんが説明されるわけではなく、今日は東洋食品

さん関係の方が説明にいらっしゃるということもなく、すべて米子市の担当の方がこういっ

たことを把握してというか、説明されましたが、色とか、調理のこういったものを使うとか

というのは、決められたのは東洋食品さんですよね。分かりやすさというか、業者さんが説

明した方がいい場合もあるのかなあと思いました。 

  議長（川上会長） 

   主導権といいますか、その把握のあたりのご質問だと思うのですけど、そのあたりにつき

ましては、どうでしょうか。 

  事務局（堀部主幹） 

   そうしますと、民間の事業者さんとの関係について説明させていただきます。まず、先程

おっしゃられたとおりで、米子市の方でプロポーザルという公募で何社かご提案いただいた

中から予算面も含めて審査した結果、東洋食品さんを選ばせていただいたという経緯でござ

います。 

   説明につきましては、調理員さんが説明された方が、分かりやすいというのは勿論あった

かもしれませんが、調理は一義的には米子市の学校給食の事業の一環であるということで、

本日は学校給食課が説明させていただきました。 

   調理の時のエプロンの色等については、先程おっしゃられたとおり東洋食品さんの方が決

められます。ただ、それについては、プロポーザルの時の業者提案事項の中に、うちはこう

いうふうに調理をしております、作業ごとにエプロンの色を分けたりすることもあります、

研修も月に１回こういう研修もしておりますというような細かい資料と、その時の実地での

提案とで決めておりまして、そこが大元ということになります。 

   ですので、提案の中のことを事業者さんがしていなければ、「事業者さんしていませんね。

これはしてくださいね。」というようなことも可能性としてはあるのですけど、やはり、そ

ういったことをすると提案された以上はきちんとされているというところでございます。 

   また、調理をしていく中で、いろいろと不都合でもないのですが、例えば、数年前までは

白い使い捨て手袋を使われていたのですけれど、それだと異物になってしまった場合に、東

洋食品さんのものなのか、他所から入ったものなのかが分かりにくかったり、食材も白いも

のが割とあるので見えにくいため、どうしましょうかというような時には、青い手袋に変え

るというようなことを、米子市と東洋食品さんとで協議しながら決めていくというようなこ
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ともございました。 

ただ、あくまでも調理委託をしているということで、東洋食品さんの方の判断でされると

いうところですので、米子市の方がこうしなさいというようなことではなくて、協議をしな

がらより良くしていくというかたちをとっております。 

  議長（川上会長） 

   そういたしますと、一応基本はこういうふうにしますという約束で、５年間お願いしてい

るのですが、おそらく、定期的に指導とか、監督とか、ある程度チェック機能というのもあ

りますよね。そのあたりはどうでしょうか。 

  事務局（堀部主幹） 

   勿論、毎日、栄養士が調理室に入りまして、もろもろの確認等もしております。また、事

務方も調理についてはあまり詳しくない者もおりますけれども、それでも学校給食課では、

学期に一度は白衣を着て調理室に入って中の方を確認するということをしております。 

  議長（川上会長） 

   その他に今日気付かれたことで聞いてみたいなあと思うことはないでしょうか。 

  佐伯委員 

   先程の説明で１０時半位からもう詰め始めるとおっしゃっていましたが、遅くとも１０時

半位には給食が出来上がっているということですよね。そうすると、それを子ども達が食べ

るのが１２時半から１時の間位になるのかなあと思うのですけど、その間のできるだけ出来

たままの美味しいものを届けるような工夫としては、どういうことがなされているのでしょ

うか。 

議長（川上会長） 

暑い時とか、寒い時に冷めるとか、あんな感じですよね。 

事務局（野村学校栄養主任） 

   寒い時だと、汁が冷めてしまうというようなことがあると思うのですけれども、なるべく

温かいものを子ども達に届けられるようにということで、調理場によってまちまちだとは思

うのですけども、食缶を朝、保管庫にもう一回かけて、食缶を温かくしてから詰めたりする

というような工夫をしています。 

   そして、和え物は一年を通して食中毒が一番心配されるものですので、しっかりと加熱し

て野菜とかに付いている菌を死滅させる。そして、万が一、菌が残っていたとしても、その

菌が繁殖しないように素早く冷却をして低温が保たれるようにということで、第二センター

では二重食缶で中に保冷剤が入る食缶を使っていますが、他所の調理場では和え物食缶の上

に保冷剤を置いたりするなど、和え物の温度が上がらないようにということで、冷たいもの

は冷たく、温かいものは温かく食べられるような工夫はしております。 

  増田委員 

   今の関連でいいですか。配送のトラックの中はどういう状態なのでしょうか。今おっしゃ

っていた冷たいものは冷たく、温かいものは温かく運ばれて、給食室に置かれているのでし

ょうか。トラックの保冷とか、保温とかは、どうなっているのでしょうか。 

事務局（堀部主幹） 

 トラックにつきましては、因伯通運さんが運送の方は請けておられるのですけど、衛生的

なところでは、荷台の中は毎朝、消毒していただくということになっていますが、トラック

の仕様については、特に冷房とか保温設備でということはございません。 
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 給食を運ぶためにトラックの中に入れるコンテナについては、第二センターでは二重のコ

ンテナ、保温コンテナというものを採用しておりますし、和え物については和え物の食缶ご

とに保冷剤が入っており、食缶ごとに冷温を保持するというかたちをとっております。 

 その他の施設については、同様に二重のコンテナなのですけども、和え物については、コ

ンテナの一番上の段に置くということに決めておりまして、その一番上の段に保冷剤を６個

程度入れて、和え物のスペースだけは保冷を保つということで対応しております。 

増田委員 

 温かいものはどういう対応をされているのですか。 

事務局（堀部主幹） 

汁については二重食缶ということで、いわゆる皆さんが使われる水筒とかと同じで、なか

なか冷めにくいとか、熱いのが、冷たいのがずっと保持されるというようなかたちで、二重

の食缶を使って、温かいものの温度保持をしているというところです。 

その他のものについては、一重食缶ということなので、外気温で対応ということでござい

ますけれど、揚げ物を、熱いものを熱いうちにということは、なかにか難しい面がございま

すので、一重食缶というか、ふつうのアルミ缶で対応しております。 

  佐伯委員 

 確か、私が給食を食べていた頃は、冬場に牛肉が焼肉みたいにして出てくる時に脂が固ま

ったりして、それを何とかしないといけない、少しでもいい方法がないかなあという意見も

出たりしていたんですけど、あれはやっぱり難しいものですかね。 

事務局（野村学校栄養主任） 

 寒い時にはそういうこともあるので、今は献立もなるべく回数も減らしたりもしています

し、肉の脂が固まってしまうということがないように、肉汁をしっかりとるようにして、子

ども達から脂の固まりがというような声が出ないように調理の工夫もしているところです。 

佐伯委員 

 汁食缶は二重になっていていいんだろうけど、四角の一重食缶は、温度管理が難しいです

よね。はい、分かりました。 

議長（川上会長） 

今、施設について説明をしていただいたのですが、衛生管理の方に話が移っているような

ところもありますので、このあたりで栄養士の先生から衛生管理についての説明をいただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

事務局（野村学校栄養主任） 

施設長の話と同じことが出てくるかもしれませんが、私の方からは、調理における衛生管

理についてのお話をさせていただきたいと思います。 

 

  ［ 学校給食における衛生管理について説明した。 ］ 

 

議長（川上会長） 

ありがとうございました。そうしますと、ただ今の説明について、何かご意見やご質問は

ございませんでしょうか。 

  事務局（山中課長） 

   質疑の間に、先程の説明に出ておりました作業動線図、作業工程表、チェック表などを今
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から回したいと思いますので、確認しながらお願いできますでしょうか。 

議長（川上会長） 

 今、質疑をしながら見ていただくということで、回覧よろしくお願いいたします。 

衛生管理の方もばっちりであると今ご説明があったのですが、何かご質問やご意見がござ

いませんでしょうか。 

黒安委員 

いいですか。今日は施設を拝見しまして、ほんとに素晴らしいところで、これだけきれい

な衛生状態なところで、アレルギー対応についてもすごいことがしてあるなあと感激しまし

た。ただ、ここの施設は平成２７年度からの稼働ですが、米子市の給食施設が５ヵ所上がっ

ておりますけども、他の施設は何年から稼働しているのですか。 

事務局（堀部主幹） 

淀江共同調理場が合併前の平成１４年からで一番古くなります。続いて、弓ヶ浜共同調理

場で平成１５年です。次が尚徳共同調理場で平成１７年です。その次が給食センターの平成

２０年で、最終がこちらの第二センターということになります。 

黒安委員 

それで、ここはものすごく立派な施設なのですけども、他の施設において、当然ハード面

では差が出てしまうと思うのですけども、どのぐらいのところまでが担保されているのでし

ょうか。ここがあまりにも立派なので、ここと他の施設との差がすごいのではないかなと逆

に思ってしまいます。というのは、私は弓ヶ浜中学校で弓ヶ浜共同調理場からの給食なので

すが、普段は全く何か不満があるとかは全然ないのですが、この施設を拝見すると他の施設

との差というのが、あるのではないかなあと思います。 

それから、それをハード的にカバーできないのだったら、ソフト的に動線の部分も含め、

他の調理場も同じようなことは担保されているのでしょうか。そういったところをここがあ

まりにも立派だったので疑問に思いました。 

事務局（堀部主幹） 

まず、大きく違うところは、弓ヶ浜共同調理場と尚徳共同調理場につきましては、調理室

の空調がスポットクーラーということで、今の基準でいきますと調理室の温度を２５℃以内

で運用しましょうということになっているのですけども、夏場になると調理をしているスペ

ースの温度が２５℃以上になってしまい、なかなか室温が２５℃以内に保たれないというこ

とがあります。室温が２５℃以上になってしまうと、もし細菌がある場合には細菌の繁殖力

が強くなると言われています。そういった面でいえば、弓ヶ浜と尚徳については、夏場にお

いて菌が繁殖しやすい環境下になるのかなあと思いますが、ただ、それは勿論、菌があれば

そういうことになるということですので、基本的にそれ以外のところで、きちんと衛生的に

調理をしていれば、そういったことはないということでございます。 

ただ、もっと根本的なことを言いますと、平成９年に堺市の方で病原性大腸菌Ｏ１５７に

より児童さんがなくなられたということがありまして、その時あたりからウエットでの調理

は止めましょうと強く言われており、古い施設においても水を使わないように調理をしまし

ょうというところにあって、米子市については全施設ともドライの対応で調理ができていま

すので、現状そういった衛生管理の基準の中では、どの施設も担保ができていると言えると

思います。 
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河本委員 

今、黒安委員が言われたとおりで、まず前置きは、こういう立派な施設で、非常に最新の

注意を払われながら給食を作っていただいていることに、見てびっくりしたというか、ご苦

労をされているなあということを思っています。 

質問をしたいのは、日本のどこかで、海苔か何かで一気にノロウイルスだったかが、広が

ったということがありました。その物を収容してから調理をして出すという部分については、

ここの状況であれば、リスクとしては、作業員さんにしても途中の何かにしても、かなりの

レベルでＯＫだろうなと思うのですけども、あのようなことは、海苔の袋を開けたらもうど

うしようもないので、海苔自体に菌が付いているというような場合については、これはなか

なか難しいのだろうなあと思っています。 

それとの関連のケースで、収容したものについて、今目視で木くずとかいろいろなものを

取る努力をされているというのは分かりますが、納めるもののレベルを上げることによって、

県産の材料を出来るだけ使用するという目標数値というのがあると思うのですけども、その

量をなかなか取り揃えることが難しいとか、そうであれば、私の個人の意見は、目標値は目

標値だけれども、あくまで安全なものの方がよりいいと私は思います。 

あと、より安全なものをより安全に納入していただくというところが、できたら最低限の

ことで、それを保てるならば、県産の、県内産のものをより多く使うというようなリクエス

トは、意見として言わせていただければなあという点と、最後一点は、ここから発送しない

給食の食べ物、パンですね。これは、それぞれの業者から出てくるものによって、やっぱり

各業者、作られるところに応じて、少しものの取扱いが違うように思いますので、そこらあ

たりのところの今後の努力を是非お願いしたいなあということがあります。 

議長（川上会長） 

今のご意見につきまして、どうような努力をしておられますか。毎年鳥取県の食材の使用

量がなかなか上がらないということはよくお聞きするのですが、パンのことも含めまして、

入札にも係ってくると思うのですけども。外から入ってくるもの、そして安全に配慮しなが

らいかに県内産の食材を増やしていくか、そしてパンの業者について、この三点につきまし

て、よろしくお願いします。 

事務局（山中課長） 

地産地消率についてなのですが、平成２８年度につきましては、米子市は４８.５％とい

うことで、大変低かったということがございました。それは、自然災害、冬の大雪とか秋の

長雨とかによって地産地消が少なかったのですが、実は鳥取県が４４品目を限定しておりま

して、その重さによって地産地消率を出しております。１万４千食分の食材を揃える努力は

しておりますけれども、なかなか揃わないということで地産地消率を上げることはできませ

んでした。 

ですが、おっしゃるように安全なものを入れる方が優先だと思っておりますので、地産地

消という目標もあるのですけども、数字にはとらわれずに安全な食品で給食を作っていきた

いと思っております。 

それと、海苔にノロウイルスが付いていたものですけれど、海苔は加熱処理をするわけで

もありませんので、この度は本当に大変な事故が起こったなというところです。その後厚生

労働省の方も大量調理施設衛生管理マニュアルを変更しておりまして、そういう業者への指

導監督も厳しいものになるようですし、大量調理の衛生管理もこれから厳しくなるようです
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ので、安全を保っていくためにそれに従って行動をしていきたいと思っております。 

それとパンについてですが、ここの安全な調理場から出すものではなくて、直接業者さん

から納入していただくということで、県の学校給食会が、鳥取県内の学校給食のパンをどこ

の業者に作ってもらって、どこで配送するかということを決めております。 

米子市はそれに従って配送をお願いしているところですが、実は、パンに髪の毛が入って

いたとか、パンを焼く時に使用した紙が残ったまま子どもさんに提供してしまったというよ

うなことが、今年度に入ってから続きました。そのため、県の学校給食会に相談いたしまし

て、いったんその業者さんから入れていただくのをストップしてもらって、他の業者さんか

ら入れてほしいということでお願いしました。 

ご迷惑をおかけしたところがありますけれど、安全なものを出していきたいと思っており

ます。 

議長（川上会長） 

 その他にございませんでしょうか。 

佐伯委員 

先程の地産地消のことですが、前は６０％位はいっていたので、今回は天候不順だったの

で、えらく下がったなあと思いました。郡部はすごく食数も少ないので、勿論、揃えやすい

のですけども、米子市の場合はすごく大きくて、それだけのものを確保するのは難しいとい

うことは前からよく聞いています。でも、鳥取市と比較してみた時には、やっぱり米子の方

が随分低いので、何か仕入れてくるシステムがちょっと違うのではないかなあと前から言っ

ておられますが、ＪＡか何かとは違うのですか。 

事務局（山中課長） 

鳥取のＪＡさんは、とても学校給食に対して積極的に協力的で、いろいろ給食のために作

物を作っていただいたりしているところもあります。米子市でも来月はこの量が必要になり

ますので、よろしくお願いしますということはお伝えしていますが、米子の場合は流通が特

に便利だということがありますので、業者さんに高いところで売っていただいて、たくさん

儲けていただくのもひとつだと思います。給食だと単価が低くなったりするということもあ

りますし、こちらもいくらでもお金が出せるのなら高いものでも買えるのですけども、保護

者の方からいただいた給食費で賄うということで、バランスを考えながらの仕入れというこ

とになっております。 

佐伯委員 

分かりました。でも、少しでも県産のものが上がっていくといいなあと思っていますので、

よろしくお願いします。 

議長（川上会長） 

思うようにいかないところの事情が分かりました。 

今、ほんとに丁寧に毎日チェックしておられるのを見させていただいて、学校の方でも届

いたものをちゃんときれいに口に持っていけるように指導したいと思っております。 

その他にありませんでしたら、次の議題の（２）学校給食アンケートについて事務局から

説明をしていただけませんでしょうか。 

事務局（野口課長補佐） 

そういたしますと、学校給食アンケートについてご説明いたします。 
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［ 学校給食のアンケートについて説明した。 ］ 

 

    議長（川上会長） 

ありがとうございました。学校給食に係るアンケート調査の実施につきまして、何かご質

問、ご意見はありませんでしょうか。 

河本委員 

現場を退いたものが今更こんなことを言ってもどうしようもないのですが、もし可能であ

ればということで聞いていただけたらと思います。 

まず、前年との比較とか、三年間の動向ということをおっしゃったのでも、そういう意味

もあると理解しながら、あえて言ってみますけど、問２、ここで、すきな理由を２つまで選

んでくださいということがあるのですが、何で２つなのかなということですね。それと例え

ば順位を付けて２つまで回答してくださいとか、そういうふうなことができないのかなあと

いうのが１点。 

同じようなことで、問６、データ処理のこともあると思いますけど、先程のように順位を

付けて回答を、例えば、ここは１から１０まであるので２つではなくて３つでもいいのでは

ないかなあということを思います。 

続けて３点目が、教職員用で、問１、教職員が答えるアンケートなのですが、給食の味付

けについてお尋ねしますで、だれが考えるのかという主語がないので、それを例えば、子ど

もの立場で答えてくださいとか、大人の食べる立場で答えてくださいというところがないの

で、これはどちらか主語を入れてもらった方がいいであろうなあと思います。 

それから最後４点目ですが、教職員用の問６、残す理由です。これも１つだけ答えてくだ

さいということなのか、あるいは複数あれば複数答えてくださいということなのか、何らか

の指示がないので、いろいろな理由によって残すと思いますけども、食べれない、食べる時

間がない、嫌いだとか、いろいろな複合要因をできるだけ拾っていただけたら、今後の改善

に役立つアンケートになるかなあとは思います。 

最初に言いましたけど、例年と比べるということがあれば、あまり構えないので、今後何

年間は変える覚悟で変えられないと難しいのであろうなあとは思います。 

議長（川上会長） 

そのあたりにつきまして、比較ということでそのまま行くのかということもあると思いま

すが、できる範囲内で今日の段階でのお答えをお願いします。 

河本委員 

 ここで即答できなくても、おそらく、返事は持ち帰られないと難しいと思います。 

事務局（野口課長補佐） 

先程も申しましたけども、過去と比較しているということもあって、ここ何年かは例年通

りの設問で実施しているということが確かにあります。今いただきましたご意見につきまし

ては、今年すぐに出来るかどうかは分かりませんけど、今後、検討していきたいと思います。 

  佐伯委員 

このアンケートを始めた時からのことを知っているので、その時にいろいろ考えてこのア

ンケートはできたものです。何とかよりいいものというか、今ある給食からどういうふうに

していけば、もっとちゃんと食べてもらって残さいが減るのかなあとか、子ども達の希望に
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そっていけるのかとか、あるいは先生方の負担を少なくしながら、今以上にみんなが食べら

れるようになるのかなということはずっと考えていました。やっぱりいつかは変える時はく

るので、経年の比較はできないとしても、比較ができる部分とできない部分とで、ここはこ

んなふうに設問を変えたために比較できない部分もありますといったことがあればいいと

私は個人的には思いますので、よろしくお願いします。 

議長（川上会長） 

その他にご意見、ご質問はありませんでしょうか。 

  増田委員 

   給食アンケートとなっているのですけど、給食だけ食べて生きているわけではなく、三食

食べているので、集計とかしづらいかもしれないのですけど、例えば、お家ではよくメニュ

ーになるのはなんですかとか、お家での食事をくみ上げるのはどうかなあと思いました。い

ろんなご家庭もあって、いろんなものを食べているから難しいかもしれないのですけど、今

日の朝ごはんは、朝ごはんに食べるものはパンが多いですかとか、ご飯が多いですかとか、

家庭での食事の傾向がどんなとか。給食にすぐに活かせるわけではないかもしれないのです

けど、全般的に何かそういう傾向が分かれば、給食にも活かされる時が、何かヒントが得ら

れるのではないかなあという気がします。 

すごく漠然としていて申し訳ないのですけど、例えば、朝ごはん、いろんなことが朝ごは

んの大事さにもつながってくると思うのですけど、朝ごはんで食べるメニューはどんなもの

が多いですかとか、ちょっとそういうあたりを入れるのはどうだろうかと思いました。 

  議長（川上会長） 

   給食と関連付けながら家庭での食生活ということで、ご意見をいただきました。 

おそらく、各学校や校区で食に関するアンケートを学校保健委員会の準備ですとか、子ど

も達の生活、早寝、早起き、朝ごはんに関して、学校で取り組まれているアンケートもある

んじゃないかと思っておりますので、そのあたりは取り組んでおられることで実態も出てき

ます。朝ごはんがなかなか食べられないとか、菓子パン１個だとか、チョコレートひと口だ

とかということも出てきて、事情もあってなかなかアンケートが取りづらいという家庭もた

くさんありますけど、この学校給食のアンケートに関しても、それも少しということで、こ

れもまた、今後のご意見としてお聞きいただけますでしょうか。  

事務局（山中課長） 

 はい、ありがとうございます。 

河本委員 

ちょっといいですか。あくまで意見ですが、おそらく、米子市全体のデータを取るという

よりも、子どもさんの周りに近い実態がどうなっているかというのは、川上会長さんがおっ

しゃるような各学校とか校区の分の方が、より実態を現している数字になるだろうと思いま

す。例えば、私は校長で二校行きましたけれども、学校によって全然食生活が違うというの

がありますので、それを全部ひっくるめて数字を出すよりは、各学校において数字を出され

た方がいいのかなあというふうに経験上思います。 

増田委員 

その後の対策というか、学校で取り組める何かが見付かったりするということですよね。

ありがとうございます。 
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議長（川上会長） 

悩むところです。なかなか朝ごはんを食べれない、夜更かしで起きれない、食べる時間が

ない、食欲がないということで、ほんとに給食命の子ども達も結構いますし、自分自身も給

食で成り立っている身体だなあと思っています。そのあたりも含めて、給食にはとってもた

くさんの栄養が含まれているということは、うちの学校でもこの間食育の参観日をしたので

すけど、全校で一斉に栄養職員さんにも来ていただいて、いかにバランスよく食べるかとい

うことは、一年生のうちから給食と関連付けながら、自分の食生活を振り返ったり、おやつ

も振り返ったり、好き嫌いのことも考えたりしながら、六年間通じて繰り返し、繰り返し、

指導はしていきますが、それには保護者の方のご協力というのが一番必要ですので、いつも、

いつも働きかけはしているところです。多分、おそらくどこの学校でも保護者の方には、そ

れは訴えていかなければいけないところだろうと思っています。 

また、給食を、献立を考えてくださる中にも、いろいろと季節のこととか、行事のことと

かと関連付けて、みんなが食べるように工夫してくださっていますので、学校もまた協力し

ていきたいと思いますので、ご意見ありがとうございました。 

アンケートにつきまして、その他、ありませんでしょうか。 

中山委員 

先程河本委員がおっしゃったように、これが平成２０年度から学校給食の運営及び食育の

推進ということで始められたアンケートというふうに書いてあるのですけど、１０年前と今

とはほんとに違うと思うので、具体的にアンケート対象者も含めて、５年生と中学２年生に

かかわらず、例えば、あまりにも六学年というと、幼稚園から入ってきた１年生と高学年と

は違うと思いますし、その辺も含めて具体的に変える時期になっているのではないかなあと

いうふうに思います。 

また、給食の地産地消ということも含めて、時代背景は変わっていると思いますので、私

もこれを事前に配布いただいた時にこの文章を見ましても、学校の職員の先生が自分のお家

の味を言っているのか、それとも量のことを言っているのか、具体的には児童のことについ

てというのが多いとは思うのですが、先生が客観的に自分たちのクラスの子はどのくらい食

べているのかなあとか、食べやすそうかなあという意見だとは思うのですが、それを含めて

変える時期なのかなあと思いました。以上です。感想です。 

事務局（山中課長） 

 いろいろご意見ありがとうございました。 

米子市では、今度、食育基本計画を健康対策課が中心になって、今年度から取り組もうか

という予定をしております。この場には勿論学校給食課もなんですけど、学校教育課、あと

幼児からということでこども未来課、あと高齢者ということで長寿社会課など関係する課が

入って、食育についてのいろんな計画を立てていこうと予定をしております。そういうとこ

ろでも、こういうご意見があったということを伝えまして、学校給食から始まってと言いま

すか、皆さんの食育のために、どういうことをしていったら一番いいのかなあということを

話し合ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（川上会長） 

 とても貴重なご意見をたくさんありがとうございました。 

 アンケートにつきましては、よろしいでしょうか。 

そうしましたら、続きまして、その他のことで何かないでしょうか。ないようでしたら、
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給食の試食に移らせていただくようになっておりますが、よろしいでしょうか。 

事務局（山中課長） 

今日はもう一人栄養士が来ておりまして、提案したい事項があります。 

栄養士からの提案については、試食しながら聞いていただきたいと思いますので、給食の

準備ができますまで、先程の資料を見ていただいたり、手を洗っていただいたりして給食を

食べる準備をお願いできますでしょうか。栄養士からの提案の話は、今資料を配っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

   

    ［ 給食準備 ］ 

   

  議長（川上会長） 

    それでは、子どもみたいに、「用意してくださった、作ってくださった皆さんに感謝して、

いただきますをしましょう。いただきます。」 

  各委員 

   いただきます。 

  事務局（山中課長） 

   そうしましたら、先程資料を配りましたが、島根栄養教諭からの提案をお聞きいただけま

すでしょうか。     

  事務局（島根栄養教諭） 

食べておられるところ失礼します。 

配布した資料については後で見ていただけたらと思いますが、今回、非常時用備蓄食品を

活用した給食の実施について、ご相談をさせていただこうと思って急遽やってまいりました。 

    

   ［  給食（アレルギー対応食を含む）の試食をしてもらいながら、非常時用備蓄食品を 

活用した給食の実施について説明し、質疑応答を行った。 

献立の形態等については、事務局案を校長会の代表で検討していただくことになっ

た。 ］ 

 

  議長（川上会長） 

   皆さん、食べられましたか。完食ですか。美味しい給食、ありがとうございました。ごち

そうさまでした。 

  各委員 

   ごちそうさまでした。  

 

事務局（山中課長） 

 皆様、またお席にお戻りください。 

議長（川上会長） 

そうしましたら、食事をしながら貴重なご意見、多方面からの見方でいろいろご意見あり

がとうございました。他にないようでしたら、事務局の方から何かございますでしょうか。 

事務局（山中課長） 

特にこの他には議題はございません。今、試食をしていただいて、感想をお聞かせいただ
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けたらと思ったりしますけど、今日は特にアンケートは用意しておりませんので、また何か

気が付かれた点とかあれば、教えていただければと思います。 

議長（川上会長） 

 特に意見はないようですので、これで閉じてよろしいでしょうか。 

事務局（山中課長） 

 そうですね、次の運営委員会につきましては、１１月を予定しております。また、１０月

頃にご連絡差し上げたいと思います。皆様、ご協力よろしくお願いいたします。 

議長（川上会長） 

ありがとうございました。そうしましたら、以上をもちまして、平成２９年度第２回米子

市学校給食運営委員会を終了いたします。 

今日は、たくさんの貴重なご意見、ご感想ありがとうございました。また、よろしく願い

いたします。お疲れ様でした。 

       

 

 

 

 


