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平成２９年度第３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１２月１４日（木） １５：１０～１６：３０ 

 

２ 開催場所  米子市立学校給食センター（米子市大谷町２８番地８） 

 

３ 出席者（敬称略） 

［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)、神坂委員、住田委員、河本委員、増田委員 

（欠席：原委員、門脇委員、本池委員、黒安委員、山根委員、中山委員） 

［事務局］ 

学校給食課 山中課長、野口係長、堀部主幹、星野学校栄養職員 

 

４ 会議次第 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）議事 

ア 学校給食アンケートの結果について 

イ その他 

（４）その他 

（５）閉会 

５ 議事の概要 

  （注：会長あいさつ及び事務局の議案説明は省略しています。また、発言は要約しています。） 

   

議長（川上会長） 

 それでは、平成２９年度第３回米子市学校給食運営委員会を開催いたします。 

次第に従いまして、３議事の（１）学校給食アンケートの結果につきまして、事務局から

ご説明をお願いいたします。 

 

事務局（野口係長） 

 [学校給食アンケートの結果について、「平成２９年度 学校給食アンケートのまとめ」を

基に説明を行う。] 

 

議長（川上会長） 

ただ今、説明していただきましたことにつきまして、何かご意見とかご質問がございまし

たらお願いいたします。 

佐伯委員 

 例年、このアンケート結果を見ていると、そう大きな変化はなくて、先生方や子ども達か

らの要望も、毎年同じような内容が上がってきています。アンケートの最後の方に、自由記

述があった割合が載っていますが、書いてもだめだから書くのを止めようとか、どんどん書

かなくなってしまったらいけないので、書いてあることがたとえ少人数の意見だとしても、

きちんと読んで可能なことから少し変化を付けて、魅力ある給食にしていくべきかなあとい

うことを今回強く思いました。 
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 １３頁の考察のところにも、実行が容易なものから解決に向けて努力していきたいと書い

ていらっしゃるので、事務局としてはこういうことなら出来そうだということが具体的にあ

るのなら、まずそれを言っていただきたいと思います。なければ、この会の中で意見を出し

合って、まとめていくことも出来るかなあと思っています。 

もう既にこんなことは出来ると考えていらっしゃることがあれば、教えてください。 

議長（川上会長） 

ここからなら出来そうだということが、もし決まっておりましたら、あげていただけます

でしょうか。まだ、特に決まってないようでしたら、委員の皆さんの方からこの辺をという

ことで、是非このことは進めていただきたいというような意見をいただきますと、今後に活

かせると思いますが、いかがでしょうか。 

益田委員 

 いいですか。自由記述欄はすごく幅広く書いてあって、これを採用するのはすごく難しい

と思うのですけど、ほんと今どきの子ども達だなあと思いながら読ませてもらいました。 

昨年のアンケート結果も見せてもらったのですが、自由記述欄にご飯がちょっと水っぽい

とか、昆布巻きの天ぷらが油っぽくて食べたくないとか、何人かが同じようなことを書いて

いるところがあって、それがどう反映されるのかなあと思っていたのですけど、今年度の給

食を見ていても、昆布巻きの天ぷらが結構出ているということを子ども達も言っていたので、

そういうことも含めて、どうやって意見を集約して、どの方向に進めて行くのかというのを、

このアンケートの意味合いのためにも、意見を吸い上げる方法というか、そのあたりを検討

してもらえたらなあと思います。メニューに反映させた方がいいかと思いますので。 

佐伯委員 

 多分、すぐに出来ることと言ったら、お玉とかを置いておくための余分な食器が一つ欲し

いとか、すくうものがもう一つあれば低学年が配膳しやすいとか、そういう機械的なことだ

ったら、学校の要望に応じていつも余分に入れてあげることは、可能ではないかなあと思い

ます。 

事務局（野口係長） 

そのあたりのことは、アンケートを集約している時に、どこの学校とか、どこの調理場の

ことかが分かりますので、既に個別に対応はしております。 

佐伯委員 

 そういうことは簡単だなあと思ったのですが、難しいのは、例えば、アルファー化米の炊

き込みご飯の時に、汁物がないから食べにくいとかということは、調理場のシステムを知っ

ている者は、これは難しいなあと思うのだけれども、実際食べている人でそういう事情を知

らない人は、きっと当たり前に思うことだなあと思います。 

それで、例えば、パン屋さんにアルファー化米の炊き込みご飯を作ってもらえれば、調理

場で汁物が作られると思うのですが、パン屋さんがアルファー化米でご飯を作られるのは難

しいのですか。 

  事務局（星野学校栄養職員） 

   実際にパン屋さんの方で、アルファー化米でご飯を炊いてもらうことも実は可能な部分が

あります。アルファー化米を作っておられるアルファー食品さんというメーカーさんがある

のですけど、既にパン屋さんの方でも炊いてもらえるアルファー化米の炊き込みご飯の食品

を開発されています。 

ただ、現在でも、例えば、赤飯などの時にはパン屋さんの方で炊いていただいているので

すけど、委託炊飯料が非常に高額となります。パン屋さんの方に委託炊飯で炊き込みご飯を
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作っていただくということになりますと、２０何円変わってきて、非常に給食費を圧迫する

ということになります。金額が大きく上がってもいいということであれば、パン屋さんの方

に炊いていただくことはできるとは思いますけど、やはり限られた給食費の中で提供させて

いただくということになりますと、調理場で炊いた方が金額面では安く抑えられるというと

ころで、なかなかハードルが高いことかなあと感じております。 

  佐伯委員 

   何回かに１回はそれをしてみるとか、例えば、１年に１回は改善しましたとか、意見をい

くら言っても全然改善してもらえないというよりは、届いた声を少しは活かして改善しても

らっているなあということが見えるようにした方が私はいいと個人的には思います。 

   あと、パンとうどんの組合せがありえないというのがいくつかあります。パンの時の麺類

で、焼きそばとか、スパゲティとかで、間に挟んで食べたりする子ども達は、そういう調理

パンは好きでしょうから、そういうのは可能なのでしょうけども、汁の麺の時にパンが合わ

ないということを、何人も書いていたのですけども、それはどうですか。 

  事務局（野口係長） 

   麺類とパンの組合せというのは、昨年から学期に１回に減らしています。 

   今年度は、１学期に焼きそばと小型パン、２学期にスパゲティと小型パンという組合せが

ありました。２月にうどんと小型パンという組合せも検討していましたが、３学期は止める

ことにしました。 

   うどんだけとか、焼きそばだけとか、スパゲティだけとかで出せればいいのですけど、食

器の大きさだとか、食缶の大きさのことがあって、麺類だけで主食として十分な量を出せな

いということがあり、麺類を出すのだったら小型パンとかで栄養価を補わないといけないと

いうことがどうしてもありますので、今、麺類の提供を止める方向での検討をしております

が、児童生徒の自由記述には、ラーメンを出してくださいとか、うどんを出してくださいと

かいう意見も書かれてはいます。 

  議長（川上会長） 

   その他、メニューに関しては、考慮していただけるようなのですけれども、毎年あがって

いて、書いておられるようなことで、何かこの辺はというようなことがありましたら、お願

いいたします。 

  事務局（野口係長） 

   あと、魚が生臭いということが、昨年度も、今年度も出ておりますので、調理業者の方に

は魚をしっかり焼くようにというお願いはしてはおりますが、焼きを強くしたら、今度は逆

にパサパサになったという意見も、今年度は多くなったのかなあという気がしております。 

できるだけ、おいしく食べていただけるような焼き方の工夫は引き続き行っていかなけれ

ばなあと思っております。 

佐伯委員 

 魚の頻度というのは、お肉よりは多いのですか。そういうふうな表現が多かったのですが、

子どもが魚を苦手だからそう感じているだけですか。  

事務局（星野学校栄養職員） 

 魚の日の次の日はお肉といったような感じで、交互に出すようにはしております。炒め物

とかの主菜にもお肉を使ったりするケースも多いので、若干お肉の方が主菜として出る回数

は多いと思います。 

議長（川上会長） 

 子どもにとっては、嫌なものが出た時に、また魚かというイメージがあるので、おそらく
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魚がよく出ると思ってしまっているのだと思います。肉だと混ざって出て、炒め物にも入っ

ているのですけども、からあげとか、ハンバーグとかというのが、お肉料理だと、家では多

分そんな食べ方が多いので、なかなか網羅して感じるというのは難しいのかもしれません。 

   その他メニュー以外のことでも、何か改善すべきということで、少数意見でも何か活かし

ていくということがありましたら、いかがでしょうか。 

  河本委員 

   いいですか。嫌いな理由とか、残す理由で、時間がないというのが出ています。中学校で

給食をスタートさせる時も、それぞれの学校でいろんな一日の時程をどうするのがいいのか

を検討をしたのですけども、実際やってみて子ども達には、確かに、なかなかゆっくり食べ

る状況になっていないなあとは思うのですが、給食時間を５分でも伸ばしてやれば、結局放

課後の時間が短くなってしまわざるを得ないので、そうすると昼休憩を削らないといけない

とか、いろんなことを根本的に考えないといけなくなります。それを小中学校に考えてもら

うためには、もう今から校長会等で提示していかないと、３学期には来年度の１日の時程の

検討に入っていきますので、各学校での検討事項ということで、是非提案をしてやるべきで

はないかなあというのが１点目です。 

   それから２点目に、このアンケートにも書いてありますけども、星野さん達に来ていただ

いて、子ども達に非常にタイムリーな話や、総体に向けてのすごくいい話をしてもらってい

るようですけども、改めて見ると、食べながらそういう大事な話を聞かざるを得ないという

のが現実的にあるとすると、そこも何か工夫をしてかからないといけないと思いますので、

学校現場と協議をしていかないといけないのかなあというのが２点目です。話の中身は非常

にいいので、それをどういう場面ですればより良くなるのかという検討を学校と協議しても

らいたいと思います。  

   それから、３点目で大きなことになりますが、結局は小学校に上がってくる段階とか、中

学校に上がってくる段階までの家庭の食事の有り様が、価値観を含めてでたらめになってい

る家庭が多いので、そうすると義務教育の年齢の子ども達の親に向けて、どんなメッセージ

を何で出すかというところでしょうけど、今更もう遅いのではなくて、今のタイミングでも、

これからも給食だより等でしていっていただく必要があるかと思いますが、もっと早い段階

で、給食センターの職員さんが担われるかどうか分かりませんけども、食事の有り様という

ものは、親世代になった人にどんどんメッセージを出していかないといけないだろうと思い

ます。親の方に食べ方だとか、栄養のバランスだとかいうのを、例えば、保育園、幼稚園の

参観日とかに機会を設定してもらってとか、そういうものが是非いるのだろうなあというこ

とを思って読ませていただきました。 

すごく極端な例を一つ上げますけども、子ども達と一泊の研修をすることがありまして、

他校から来ていた１７歳の子どもが、晩ご飯を食べている時に野菜を初めて食べたと言いま

した。今までは、ご飯と海苔巻きしか食べたことがないと言いました。そんな１７年間があ

るのです。そんな背景があるバラエティのある子ども達に、３食の中の１食といっても、結

構３食の中の残り２食というのが、すごいのだなあということを思って、びっくりしたこと

がありました。 

学校給食課の方の仕事かどうか分かりませんけど、もう今はそういうところが問われてい

るのだろうなあと思って読ませていただきました。 

それと、あとは、佐伯委員がおっしゃった何かのフィードバックというのは、教職員に出

来るフィードバックを文字ででもいいですから、いくつかの項目が何かに載っているだけで

も、次回からのエネルギーがまた違ってくるのではないかなという気がします。以上、主に
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４点です。 

  議長（川上会長） 

   はい、とても大事な４点、お聞かせいただきまして、ありがとうございました。 

今、ご意見が出ていますフィードバックにつきまして、説明責任といいますか、実際して

おられるのですけど、保護者の方にも伝わっていない部分が、おそらく努力しておられると

ころがあると思いますので、何かの形でまたお知らせしてくださったらいいなあと思ってお

ります。 

   それと、河本委員さんの方からお話があったのですけど、実は米子市の小学校の校長会の

方では、外国語活動が水曜日の６校時に入るということになりまして、その日の時程のこと

につきましては各校に任せたのですけども、今は習い事とかをしている子ども達がたくさん

おりまして、６校時をした時にでも早く３時半頃に帰そうと思いますと、学校によっては給

食をできるだけ前倒して早く食べて、午後の時間を１０分とか、１５分とか前倒して早くし

て、子ども達を６時間になっても早く帰したいというような意見も出ていました。 

その場合、ネックになるのが、給食が届く時間ですが、たくさんの食数ですのでなかなか

ご無理だと思うのですが、そのあたりことについても、時程の問題で、中学校の方でも、学

校によっては、時間がないので、こども会議、生徒会会議などをランチミーティングにして

いるというようなことも聞いております。食べながら話をしたり、食べながら聞いたりする

ということでもしないと、なかなか時間が見いだせないということが、中学校の方でもあり

ますし、小学校でももしかすると児童会の話し合いが出来ないので、ランチミーティングも

出来そうかなあという話を先週したところでした。 

   あと、子ども食堂というのが全国的に出ていまして、鳥取の方でも実際こども食堂を開く

というようなこともありますし、食事があやしい子ども達も、うちの学校にも勿論いるので

すけど、いろいろなことが出ておりましたけれども、今日のお話を踏まえていただきながら、

取組みを少しずつでも進めていただけたらなあと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   今、出していただきましたご意見につきまして、何か是非といいますか、他にも賛同です

とか、全く違うことでもいいですけども、出していただけますでしょうか。 

  神坂委員 

   いいですか。私は、調理員さんや献立を作ってくださる方が、ほんとにいろいろ考えてく

ださっているなあと、すごく思っています。 

それで、おいしいとか、おいしくないとか、ほんとにいろいろ書いているなあと思うので

すけど、そのおいしい、おいしくないは、個人のそれまで積み重ねてきた食に対する味付け

の違いにも大分関わってくると思います。さっきも言っていただいたみたいに、ほんとに悲

惨な食生活をしている子ども達がたくさんいて、増えてきていると思います。 

   それを考えると給食は、子ども達が大人になって、そういえば給食の時にああやって揃え

てあったなとか、そういうことを感じるための積み上げだと思います。そしたら、残菜は増

えたら悲しいのだけれども、嗜好の問題に捕らわれ過ぎずに、子ども達とか、その後ろにい

る保護者の人に何とかアピールをして、こういう気持ちで食べてほしいとか、こういう気持

ちで献立を作っているということが伝わればなあと思います。 

それは、学校の方でもやらなければいけないことだし、それから給食センターの方から出

していただくものについても、自信を持って書いていただけたらいいかなあと思います。 

益田委員 

 今のお話とか、河本委員さんの話とかを聞いていて、食の大切さとか、給食の意味合いっ

て、やっぱり大きいなあと思いました。いろんな幅広いメニューがある中で、食育とか、食



6 

 

事の改善という意味合いも含めてくると、せっかくご飯があるので、ご飯と味噌汁という日

本人のベースがしっかりあって、その中で肉があったり、魚があったりという組合せである

と、また物足りないという意見が出てくるかもしれないですけど、その辺のベースをしっか

り給食の方でも揃えて行ったらいいと思います。私は、お家で味噌汁を飲んでいると心が満

たされるというか、ほっとするのですけど、やっぱりベースになるところがあると思うので

す。出汁をとって、味噌を入れて、野菜は何を入れてもおいしいですので、ご飯と味噌汁と

いう組合せをもう少し増やしてもらえたら、ちょっとまた変わってくるのではないかなあと

いうふうにも思いました。 

スープが付かない、汁物が付かない時もあるようなのですけど、幅広いスープ、中華風と

か、すごくいろいろ考えてくださっているようなのですけど、せっかく出汁もしっかり取っ

ていらっしゃるということなので、基本に戻ってご飯と味噌汁で、その中でのおかずを選ぶ

というかたちもいいのではないかなあと思いました。 

 あと、パンと麺の話についてですが、以前はラーメンも出ていましたよね。でも、ラーメ

ンがなくなったようなので、アンケートにも麺が伸びているとかいろいろ意見がある中で、

少しずつ変わってきているのだなあと、今アンケートの集計結果を見ながら思っていました。 

河本委員 

 もう一つ聞いていいですか。質問です。 

 米とパンは、市内同じ業者が出している訳ではなく、それぞれの業者、いくつかの業者が

作っていますよね。 

で、ご飯が水っぽいというのは、全域に起こる話ですか。別に業者名を聞く必要はありま

せんけど、特定の業者であるなら、それは改善が可能かなあというふうに思います。 

佐伯委員 

 ご飯を炊くいい機械があるところがありましたよね。第二給食センターで出たご飯を食べ

た時はすごくおいしかったです。 

事務局（野口係長） 

 ご飯の炊飯ですが、パン組合に委託しておりまして、組合には５業者あります。自由記載

意見の２０頁にご飯がベチョベチョしているというのがありますけれども、そこの意見だけ

を見ると、ほとんどが二つの業者に対するもので，その一つの業者は炊飯ラインを持ってい

る業者になります。 

５業者のうち２業者は、ご飯の炊飯ラインを持っていますので、炊いたご飯を機械でいっ

たん攪拌してから量を量って飯缶に入れて学校に出しています。他の３業者は、飯缶でご飯

を炊いて、蓋を開けずに、そのまま学校に出しますので、どちらかというとその方が飯缶の

中の蒸気が水滴になり、ご飯が水っぽくなるのかなあという気がしていたのですけど、今年

のアンケート結果を見ると、炊飯ラインを持っている業者に対しての意見も多くありました。 

佐伯委員 

 ああ、そうなのですね。 

事務局（野口係長） 

また、パンについても、同じ原料で作ってもらっているのですが、発酵の具合とか焼き方

で多少違ってくることもあるのではないかなあと思っておりまして、今回のアンケートでも

パンについての意見が多かった業者には、個別にお話をしたりはしていっております。 

  河本委員 

   業者のやり方によるものなのか、あるいはそこが持っているハードが良くないのかという

こともあると思いますが、すぐに設備投資が出来るかどうか、また、別の問題もあると思い
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ます。 

   ご飯とパンというのは、主食なので、もし可能であれば、あまりおいしくないという意見

が出ないように工夫が出来るなら、という意味のお尋ねでした。 

   それから、あと、ふりかけが付かないものですかということがあったのですが、それは採

用すべき意見なのか、論外であるとするのかというのはどうですか。 

  事務局（星野学校栄養職員） 

   ふりかけの回数につきましては、献立作成の段階でかなり検討をしているところです。た

だ、ふりかけが付きますと食塩の摂取量が上がるということもありますので、出来るだけお

かずでご飯が食べられるというような日には、おかずでご飯を食べてほしいという想いから、

ふりかけを付けることを簡単にはせずに、献立の作成をしているところです。 

   でも、夏場とか特に食べにくいということもよく承知しておりますし、意見としても上が

ってきているのも分かりますので、また、ふりかけを付ける回数等を検討していけたらなあ

ということで、一応話はしていっているところです。 

  河本委員 

   そこで、提案ですが、アンケートの中に見た目と食べた感じとで味が薄いというようなこ

とがあって、先程の他と組み合わせると、これは薄くせざるを得ないということも聞いたと

ころですけれども、この食事の塩分量というものを、例えば、ある日で考えるとここまでと

いうのがあると思うのですけど、１週間単位でこういう献立だったら多少この日は濃い目に

なっても仕方がない、ただ、他の日に帳尻を合わすとか、そんなことができればなあという

ことを思います。イメージとして、例えばさっき味噌汁の話が出ましたけども味噌汁だった

ら、これぐらいの味だなあと思って飲むと、なんかすごく薄い感じがすると味が薄いという

ことになると思いますので、献立のチョイスの段階で、そこは多少バラエティになっても、

１週間考えると塩分量が程々に落ち着くみたいなパッケージはされているのかもしれませ

んけど、勝手に素人が思っているだけで。 

  事務局（星野学校栄養職員） 

   おっしゃるとおりで、献立によってもちろん栄養価はばらつきがありまして、概ねこの幅

というのはあるのですけども、日々で見ますとある程度のばらつきはあります。それで、大

体は１週間とか、あるいは１ヶ月単位ぐらいで、帳尻が合うようにというかたちで、献立と

しては提供させていただいています。 

   また、味の部分に関しましても、あまり濃い味を食べ慣れることによって、将来的に濃い

味を好むようになってもいけないというところから、学校給食も薄味を目指して提供させて

いただいているところですので、確かに日ごとに見ると、実はちょっとばらつきがあるとい

うのがあって、そういう時は月単位ぐらいのトータルで帳尻を合わしているというかたちに

はなっています。 

   ただ、組み合わせのことは、確かにおっしゃるとおりだと思いますので、そこはよくよく

検討してみたいと思います。 

  議長（川上会長） 

   いろいろとご苦労なさっていることがよく分かりました。ありがとうございました。 

   全然話は違うのですが、先々週見たテレビの中で、白いご飯は味がないから食べないとい

う若者たちのことが出ていました。最近の外食にしましても、白いご飯の上に焼肉とかをか

けて丼にして食べると味が付いていて食べられるというようなことをやっていました。世の

中が食べるということに関しても、ご飯とお味噌汁があって、お味噌汁を飲みながら白いご

飯を味わうというようなことが、もう既に社会の中で、おかずのシチューをかけて食べると
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か、なんでもかんでもご飯の上にかけて丼として食べて、早く一食終わってお腹を満たすと

いうような風潮が出てきているということをテレビで見ました。 

そういうことも今の子どもたちの食生活に、白ご飯だけでは食べられないという、卵かけ

ご飯はまだ良かったと思うのですけども、いろいろなことがあって、私たちは、自分自身も

長い間、本当に学校給食のおかげでここまで元気に来られたということをすごく実感してい

ますので、子ども達が健やかに育っていくために、私たちは一口でも多く、たくさん、しっ

かり食べて健康な大人になっていってほしいと思っているところですので、また、今日はた

くさんの貴重なご意見をいただきましたので、出来るところから少しずつでも、今後に活か

していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。   

佐伯委員 

 まだ、ちょっといいですか。ご飯がすごく多いというのがたくさん載っていて、今の時代

にこれだけのご飯を食べる人が少ないとか書いてあったのですが、でも、ふりかけは付けた

くないという気持ちもあると思うのですが、ご飯を減らさずにこのままの量でいくのだった

ら、やっぱり何かかけるものは、今までよりは少しでも増やして出してあげた方が、食べら

れるかなあとは個人的には思っています。 

また、１学期に低学年の量が配慮して減らしてあって少ないので、すごく良かったのだけ

ど、２学期になったら増えていて、とてもきびしいと書いてありました。ご飯の量について

は、やっぱり統計的というか、これだけの摂取量というのはそう簡単には変わらないと思う

のだけれども、現実問題としては試しに減らしてやってみるとか考えてみる必要はあるのか

なあと思っています。 

 それから、もう一つはバラエティ、人気のリクエストのメニューとかについては、これも

頻繁に上がってきていて、子どもが考えたメニューの時はよく食べるし、ラッキー人参など

が入っている時もたくさん食べると書いています。やっぱり特に小学生というのは、そうい

う目先のことに捕らわれやすいので、リクエストのメニューの週間とか月間を作ってみると

か、月に１回はそういうものが出る日があるとか、何かそういったお楽しみがあってもいい

かなあと思っています。 

前も提案してバイキングは絶対だめと却下されたのだけれども、バイキングも例えば、卵

料理が２種類出る時があって、呼ばれた時のタイミングで取れないこともあるとは思います

が選択できるみたいなことを、全部の学校では無理かもしれないのだけれども、可能な学校

からでも取り入れてみるというようなお楽しみがないと難しくなってきているのかなあと

思います。多分小さな町村だったらすぐ出来るけど、米子市は大きいから難しいとは思うの

ですが、何かちょっとトライ出来るところからトライしてみてほしいなあというのが、個人

的な希望です。 

議長（川上会長） 

 はい、ありがとうございました。今日は、皆さんの方からたくさんのご意見をいただいて、

とてもうれしく思っております。その他、どうでしょうか。 

河本委員 

 いいですか。パンですが、手間は余計かかるとは思いますけど、小さいのを２個にすると

いう訳にはいきませんか。中学生のパンは男の子にとっても大きいし、女の子は半分も食べ

たらいい方で、残りは残菜になってしまいます。 

佐伯委員 

 すごく大きいのですね。中学生のパンは高学年よりもっと大きいですよね。 

事務局（星野学校栄養職員） 



9 

 

 二回り大きいです。 

事務局（野口係長） 

 パンを二つにすると分けやすかったりするというところもあると思いますが、費用面です

とか、数える手間とかも増えてくるということもありますので、今、それができるかどうか

お答え出来ませんが、また確認はしてみたいとは思います。 

  増田委員 

   パン繋がりで、給食にはずっとコッペパンが出されていると思うのですけど、パサパサす

るとかいろんな意見がありますので、お試しのメニューとかで、食事に合うのだったら、フ

ランスパンとか、粉の味が分かる、県産小麦を使われているのでしかたね。 

  事務局（星野学校栄養職員） 

   いいえ、今は、外国産小麦です。 

  増田委員 

   外国産ですか。折角なら、粉の味が分かるようなパンとか、シンプルなパンにする。フラ

ンスパンとかは、食塩の問題があるかもしれないのですけど、おかずに合うパンというので、

もうちょっと味がシンプルなものを試してみたりしてもいいのかなあと思いました。ただ、

噛むのにまた時間がかかるかもしれないのですけど。 

  議長（川上会長） 

   はい、ありがとうございます。その他、言い残されたことはありませんでしょうか。 

では、進めさせていただきます。課長さん、いいですか。 

  事務局（山中課長） 

   はい、いろいろなご意見ありがとうございます。学校給食ですけども、保護者の方からい

ただいた給食費で賄っているということで、カロリーとかについても主食を減らしておかず

を増やすとか、いろんな方法があると思うのですけども、大きな値上げをせずに、おいしく

食べていただく方法を栄養士も一生懸命考えてくれてのメニューだと思っております。ふり

かけ一つにしましても意外と高くて、それを一個付けると他のおかずを減らしていかなとい

けないということにもなりますし、そこのバランスを取りながらいろいろと頑張っていると

ころです。  

それと、先程からご意見をいただいておりましたアンケート結果のフィードバックについ

ては、栄養士からの給食だよりは出したことはあるのですけれども、学校給食課から情報の

発信をすることが今までございませんでした。学校の先生方、また、保護者の方々にも何か

伝わるようなことが、今後出来たらなあとお話を聞いていて思ったところです。 

あと、給食時間の話を河本委員が先程されたのですけど、実は箕蚊屋中学校さんの方で、

給食の残菜を減らそう運動、名前はちょっと違うかもしれませんけども、そういう週間をけ

っこう長い期間されたそうです。この学校も給食時間が短いということで、残菜がものすご

く多い学校だったのですけれど、その運動をしていただいてから、クラス単位で競争という

ようなことはあったのですけど、ものすごくうまい具合にまわって、給食の用意にすごく時

間がかかっていたのが、一生懸命食べようということでさっさと行えるようになり、しっか

り給食の時間もとれて、今までと同じ時間なのですけども給食もしっかり食べられるように

なり、前は大きなごみ袋に３袋位の残菜が出ていたのが１袋位に減ってきているようで、そ

の週間が終わってからもそれが続いているという話を確認しております。 

そういう方法とか、いろいろなところからあった情報とかをそれぞれの学校の方にもお知

らせしていけたらなと思っております。ありがとうございました。 
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議長（川上会長） 

   はい、ありがとうございました。 

   そういたしましたら、今日は大変たくさんに貴重な意見をいただきました。アンケートに

つきましては、先程課長さんに言っていただきましたように、これからまた参考にしていた

だきまして、より良い学校給食にしていただくようにお願いしたいと思います。では、これ

につきましては、終わりにさせていただきます。 

   次に、（２）のその他についてですが、事務局さんの方から何かございませんでしょうか。 

  事務局（山中課長） 

   特にございません。 

  議長（川上会長） 

   そういたしましたら、４番のその他について、何かございませんでしょうか。 

  増田委員 

   その他でちょっといいですか。保護者の立場からですけど、１１月の給食献立予定表に、

１１月２４日が和食の日ということで、こめっこの方に和食の説明が載っているのですけれ

ども、３品の組み合わせで食べるのが日本人の昔からの食生活で、和食の日を機会に洋風化

されている私たちの食生活を見直してみましょうということで、和食の見本が、ご飯、汁物、

お魚の主菜、副菜はこういうものというのが載っているのですけど、メニュー表の方だとち

ょうど１１月２４日の金曜日がコッペパンの日で、食材はこの上の方にもメッセージであっ

たのですけど、すごく食材に秋のものを取り入れて、すごく凝ったメニューを作ってくださ

っているのですけど、メニューが、秋の実りのシチュー、おろしソースハンバーグ、大豆サ

ラダと、全部カタカナメニューになっていて、なんだか整合性が取れていないなと思いまし

た。 

で、先程おっしゃっていたような、教育というか、これを家庭に持って帰って、見てくだ

さる方も少ないかもしれないのですけども、せっかくこうやって作ってくださっているので、

和食の日には和食っぽいメニューにするとか、ちょうどパンの日だったのなら前後させたり

するとか、あったらありがたいなあと思いました。 

  事務局（山中課長） 

   以前はパンの日が木曜日だったのですけども、病院が木曜日の午後から休診ということが

あって、小麦によってアレルギーの反応とかがあるといけないということで、パンの日を金

曜日と定めて、ずっと続けております。 

たまたま、今年は和食の日がパンの日と重なってしまいまして、何かちょっとちぐはぐな

ことになってしまったようですけれど、また来年以降そういうご意見もあったということで、

工夫していきたいと思います。 

  事務局（星野学校栄養職員） 

   我々の方でも和食の日をどう扱うかということに関しては、大分検討したのですが、他の

献立との兼ね合いもあって、そこで出すしかないのかなという話になりました。  

   和食の概念につきまして調べてみますと、特段この食材であるとか、この料理であるとか、

そういったものは決まっておりません。それは、和食会議の中でも随分議論をされている中

で、和食にはこの食材だとか、こういった食べ物ということはないということで決まってい

ますし、和食の概念につきましても、給食だよりの方にも書かせていただいたように、季節

感だとかが、和食の概念として上がっております。 

それで、悩みに悩んだ結果、食材として決まっているものではないし、料理として決まっ

ているものでもないのであれば、季節感を重要視したものを給食でお出しすることによって、
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和食ということの概念を、要するに季節感を大事にするという日本人の心を伝えられないだ

ろうかというところで、今回は献立を作成させていただきました。なので、見た目は、洋風

なものに見えるかもしれませんが考え方の概念としましては、和食の概念を基に献立を作成

しておりますので、我々もそのあたりは啓発が足りなかったのかなと思っておりますので、

また、ご意見を参考に献立の方は検討させていただきたいと思います。 

  増田委員 

   はい、ありがとうございます。 

  佐伯委員 

   そういう放送が当日の給食の時間にもあったのでしょうか。 

  事務局（星野学校栄養職員） 

   放送の原稿の方には、一応そのようには書かせていただいています。 

  議長（川上会長） 

   この１１月２４日というのは固定で、日本全国、和食の日にということですか。 

事務局（星野学校栄養職員） 

 はい、和食の日です。  

議長（川上会長） 

 カレンダーがどうなるかということは、来年も分からない訳ですので、また金曜日になる

と同じ事が発生しますよね。 

佐伯委員 

その日でなくても、今日は和食の日だけど、たまたまパンだからということで、別のご飯

の日に和食の献立にして、そういったことを伝えればいいかなあと個人的には思います。 

  事務局（星野学校栄養職員） 

   前倒しということも話としては出たのですが、また、やらないという話も出たのですが、

原案を作成された方の想いとしては、和食の日というのは伝えたい、ただ、他の献立の兼ね

合いで前倒しがちょっと難しかったので、その日で行こうかという話に落ち着きました。 

  佐伯委員 

   来年和食の日の献立を作成されると時に、今年のこの意見を参考にされたらいいじゃない

かと思います。 

  増田委員 

   あと、もう一点いいですか。 

   給食時間が足りないということに繋がるかもしれないのですけど、給食の居残り食べとい

うか、もぐもぐタイムを過ぎても食べなければいけないことがあるみたいで、それはちょっ

と見直しができないのかなあと思っています。 

   というのも、給食係が食缶を２人で運んでいる時にスープか何かをこぼしてしまったみた

いで、その２人がたまたま野菜を苦手だったため、その日の野菜が食べられなくて、先生に

すごく食べなさいって言われて、５時間目が始まっても食べなさいって言われたことがあっ

たようです。 

   大人になっても、いつまでも食べさせられたこととか、なかなかいい記憶にはならないし、

それで苦手なものが克服できたというような話とかも周りで聞いたこともありません。苦手

なものが時間をかければ食べられるという訳でもないし、啓発活動とかで、野菜もみんなが

一生懸命に努力して作ってくれたとか、そういういろんな要素があって食べられるようにな

るのではないかなあと思うので、居残り食べというか、給食時間が終わって休み時間も食べ

なければいけないということがまだあるようなので、そのあたりを見直し、検討していただ
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けたらなあと思います。 

  議長（川上会長） 

   そういうことは、今はもうしていないと思っていました。  

  佐伯委員 

   そういうことは、ないと思います。 

  河本委員 

   特異な個別、具体なケースだと思います。小学校、中学校で全般的にそういうことがされ

ているという認識はないです。 

  議長（川上会長） 

   もう何十年も昔に、片付けられてから、手の上に載せて食べさせたという事件がありまし

た。あれ以来、そんなことはないと思います。学校では苦手なものは最初から減らすように

言っています。時間が終われば、片付ける時間もありますし、無理強いして居残って座って

とか、休憩時間も座って食べさせるというのは、もう今はしていないです。 

  増田委員 

   そうなのですね。じゃあ、逆に今、そういうことがあったら、どうしたらいいですか。 

  佐伯委員 

   きちんと学校側に言われたらいいと思います。 

  増田委員 

   学校にお話すればいいのですか。 

  河本委員 

   そのタイミングで、こういうことを娘が言っているのですがということを学校に言われた

らいいです。 

  増田委員 

   じゃあ、今は終わったらみんなで一斉に片付けるというのが、基本になっているのですね。 

  佐伯委員 

   本人がどうしても食べたいと言えば、食べているということはあるかもしれませんが、無

理に食べられない子に時間が過ぎているのに食べなさいということは、今はないです。 

  議長（川上会長） 

   もし、それがあるのだったら、学校側におっしゃっていただければと思います。 

  増田委員 

   分かりました。貴重な時間をいただき、ありがとうございました。 

  議長（川上会長） 

   その他の方は、他にはよろしいでしょうか。 

それでは、以上を持ちまして、平成２９年度第３回米子市学校給食運営委員会を終了いた

します。今日はたくさんのご意見、ありがとうございました。お世話になりました。 

   


