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平成２９年度第４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３０年２月２３日（金） １５：００～１６：１０ 

 

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、黒安委員、住田委員、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、野口係長、堀部主幹、島根栄養教諭 

 

４ 会議次第 

（１）開会 

（２）会長あいさつ 

（３）議事 

ア 平成３０年度事業計画について 

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資料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、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）平成３０年度事業計画につきまして、事務局から説明

をお願いいたします。 

事務局（野口係長） 

そういたしますと、平成３０年度事業計画について説明させていただきます。事前にお 

配りしております資料の１ページをご覧ください。 

 

［平成３０年度事業計画について説明を行う］ 

 

議長（川上会長） 

ただ今の説明につきまして、何かご意見やご質問はございませんでしょうか。 

  佐伯委員 

夏休みの料理教室は今年度もあったのですか。 

  事務局（島根栄養教諭） 

   はい、今年度も７月にありました。 
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  佐伯委員 

   どれくらい参加されましたか。 

  事務局（島根栄養教諭） 

今、人数は把握していないのですが、申込みがとても多くて、お断りするご家庭もあった

ようです。１回当たりに使用できる調理台が少ないので、牛乳の料理教室は午前と午後の部

に分けて行いました。魚の料理教室は料理に半日以上かかってしまいますので１回でした。

各調理台に確か４名から６名ぐらいは，いたような気がします。 

  事務局（野口係長） 

   募集につきましては、牛乳の料理教室が午前、午後それぞれ２４名、魚の料理教室が１６

名ということで募集はしています。 

  事務局（島根栄養教諭） 

多分、それぐらいの人数が参加されています。 

  佐伯委員 

でも、それよりもたくさん応募があったということですよね。 

  事務局（島根栄養教諭） 

ありました。 

  佐伯委員 

   どうやって選ぶのですか。抽選ですか。 

  事務局（島根栄養教諭） 

連絡を受けた順番にさせていただいています。ＦＡＸではお受けしないで、電話をいただ

いた順番に優先的に受け付けました。 

  佐伯委員 

これは米子市内の全校区が対象ですか。 

  事務局（島根栄養教諭） 

はい、そうです。 

  佐伯委員 

そこに来るのは親御さんに送ってもらうとかですか。 

  事務局（島根栄養教諭） 

   そうですね。 

  佐伯委員 

小、中、問わずということですか。 

  事務局（島根栄養教諭） 

そうです。 

佐伯委員 

じゃあ、小１から中３までの子が来るということですか。 

事務局（島根栄養教諭） 

中学生も魚の料理教室に確か来ていたと思います。申し込みはあります。 

  佐伯委員 

こういうことをしましたとか、そういうのは何かで紹介されたのですか。 

事務局（島根栄養教諭） 

給食だよりで紹介はさせていただいております。 
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  議長（川上会長） 

   他にはありませんでしょうか。 

  増田委員 

   意見というか、献立で米飯が週４回、パンが週１回となっているのですが、これが決まっ

た基準というか、経緯というか、どういうことがあったのかなあと思いました。 

   というのも、減反政策が終わるということを聞いて、これからお米も生産が増えるという

ことを聞いたのですけども、多分、家庭でいきなりお米を食べましょうといって、急にお米

の使用量が増えるとは、なかなか難しいのではないかなあと思っていたのですが、前回のこ

の会でパンの材料の小麦は外国産だというのを聞いたので、フードマイレージの点からも、

減反政策の廃止もあるし、例えば、このパン食を米飯に変えるとか、今年度からという訳で

はなくて、そういう展望というか、そういう話になったりはしないのでしょうか、というこ

とをちょっと思いました。 

  議長（川上会長） 

   では、よろしくお願いします。 

  事務局（山中課長） 

   今現在のところは、週に４日はご飯、週に１回はパンということで、来年度も変える予定

はございません。といいますのも、アンケートを取らせていただいたものがあるのですけど

も、パンが好きというお子さんもいらっしゃいますし、日本人だからといってご飯だけとい

うことでもなく、いろいろなものを食べるということも学びかなあということで、パンを食

べる日が以前は週に２回だったと思うのですけど、１回は残してこのまま来年度も続ける予

定にはしております。 

議長（川上会長） 

   その他に何かございましたらお願いします。 

  中山委員 

   非常食用の備蓄食品について、先程、各調理場で保存する、備蓄することになっています

と言われたのですけども、以前お話をした時に、どこで保存しようかといった時に、学校か、

調理場かというのが、少し出ていたような気がするのですが、災害が起こって道路がどうの

こうのとなった時に、この物自体が学校に運べないということを考えると、今後の課題とし

て備蓄を各給食センターだけでなく、もう少し考えていくべきかなあというふうに思ったり

もしました。 

   それから、もう一点、今後とも非常食を使った食品を献立に取り入れて、是非いっていた

だきたいなあと思います。先程もお話をしたのですけど、義方小学校は学校の行事、就学前

健診と重なって、食べられなかったのです。義方１校だけ食べられなかった、なかなか全学

校が食べることは難しいということをお話いただいたのですが、それは勿論だと思うのです

けど、やはり、続けることに意味があって、いろいろ問題、改善もこれで出てくると思いま

す。 

  ごみの問題とか、分別というのがあったのですけど、今、燃えるごみ、おむつもそうです

けど、水に溶かすように開発していこうというお話もあるので、もしかしたらごみをほんと

に１つに出来るかもしれないということを考えると、長期で、長期というか、考えながら、

試行錯誤しながら続けていった方が、素晴らしいことではないかなあというふうに思いまし

た。 
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  議長（川上会長） 

   では、よろしくお願いします。 

  事務局（山中課長） 

   先程の備蓄を学校でも、というお話ですけれども、実は先程ご説明いたしましたとおり、

救給カレーというのは給食費をいただいて、それから賄っております。 

実際に災害が起きますと、学校は避難所にもなっておりまして、一般の方も入って来られ

ると思いますが、これは子ども達だけが食べるために買っておりますので、実際に本当の災

害が起きた時は、米子市の防災安全課から備蓄用の食料は運ばれて、皆さんに供給するとい

うことになります。 

実際、災害があった時期にこういうことを練習するのですけれども、実は本音を言います

と、給食の調理場が凍結するなど、そういうことによってほんとに給食が作れない時に、皆

さんにお出しするというのが本音のところです。たとえ凍結によって給食が作れなくても、

トラックは動くと思いますので、その時は、学校、その調理場の担当の学校に配らせていた

だくというイメージでおります。 

   ただ、ほんとの実際に災害が起きた時に、こういう冷たいものを食べるのだよとか、そう

いうことを子ども達に知って、学んでもらうためにも、ちょうどいい訓練の材料になるので

はないかということで提供をしております。 

議長（川上会長） 

   これは、今後も継続するということでよろしいですね。 

事務局（山中課長） 

   はい、そうですね。今後も、もう既に備蓄をしておりまして、３０年度も実際にする予定

にしております。ただ、時期の方は、まだ決めておりませんが、多分、１０月になると思い

ます。 

それで、もし、学校給食課の方で、年度が始まるより前にこの日に提供しますよという具

合に決めさせていただけたら、学校の方でその日に防災訓練とかと併せてやっていただくと、

今年度の取組みよりもう少し発展して、指導していただくことも出来るのではないかなあと

思っております。 

ただ、来年からということは無理でしょうけども、学校の先生方とご相談した上で、そう

いうことも検討してみようかなあと思っております。 

  議長（川上会長） 

   今、義方小さんが残念ながら行事と重なって、唯一食べられなかったということをお聞き

したのですが、この備蓄の防災カレーを出される日というのは、去年はいつ頃決められたの

でしょうか。 

事務局（島根栄養教諭） 

   ６月にこの備蓄食品を使った給食の提供というのを課の方に相談させていただいて、７月

の運営委員会の時にお諮りさせていただきました。 

議長（川上会長） 

 そうすると、来年度の行事を各校が今計画をしているのですが、就学時健診はちょっと遅

く入ってくると思うのですけども、大体の行事をある意味そこを空けておけば、全校が食べ

られる、少なくとも義方小さんが来年は食べていただきたいなあと思ったりするので、もし

早めに、出来るだけ早めに日にちが分かって、決められましたら、多分避けることが楽にな
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るかなあと思ったりします。そのあたりを、また、ご検討願えませんでしょうか。 

全部が全部食べられるとは限らないのですけど、逆に言ったら、去年はよく１校だけで、

他は全部食べられたなと思います。 

事務局（山中課長） 

 栄養士がそれこそ調整して、調べた上で、日にちは決めました。全学校に提供出来る日の

予定だったのですけど、急に予定が入ってしまったようです。 

事務局（島根栄養教諭） 

   給食を中止にして就学時健診をされるということになりました。 

  議長（川上会長） 

   お世話になりました。ありがとうございました。 

   その他の件で、何かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。そうしましたら、こ

のあたりで閉めさせていただきましょうか。 

   ただ今いただきましたご意見、ご要望等を参考にしていただきまして、平成３０年度には、

また更に学校給食を良くしていただくようにお願いいたします。ここで審議を終わりにさせ

ていただきたいと思います。いろいろとご意見ありがとうございました。 

   次に、３議事の（２）のその他についてですが、事務局の方から何かありますでしょうか。 

  事務局（山中課長） 

   前回のこの委員会で、救給カレーのアンケートについて冒頭でちょっと話をさせていただ

きましたけれども、今回、栄養士の方でまとめをしておりますので、発表させていただけた

らと思っております。 

  議長（川上会長） 

   では、よろしくお願いします。 

  事務局（島根栄養教諭） 

   失礼いたします。平成２９年１０月２０日に、先程、平成３０年度の事業計画の中にもあ

りましたが、初めて非常時用備蓄食品を取り入れた学校給食の献立を提供いたしました。 

   その際に先生方だけではありますが、アンケートを取らせていただきました。救給カレー

を取り入れた給食についてのご意見等もいただきましたので、その内容をまとめたものをお

配りさせていただいています。少し文字の小さい、見にくいものになってしまい申し訳あり

ませんが、見ていただけたらと思います。 

 

［非常時用備蓄食品を取り入れた学校給食アンケート結果について説明を行う］ 

 

  議長（川上会長） 

   ありがとうございました。 

   今、いろいろな準備のことからたくさんあったのですけれども、アンケート結果について、

ご意見並びにご感想などありましたら、よろしくお願いします。 

  河本委員 

   よろしいでしょうか。まず、お尋ねですが、このアンケートや学校配布物は、誰かが作ら

れたものを学校の教員がいっぺん見てから配布されていますか。 

事務局（島根栄養教諭） 

   栄養士の方が作成し、学校給食の関係者だけで確認をさせていただいてから配布しており
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ます。 

河本委員 

   という実態であれば、例えば、このアンケートもさっきおっしゃったように、５番の給食

時間の指導は、担任のみが回答とかというようなことがあれば、アンケート本来の狙った数

字が取れるのだろうと思います。確かに級外の先生がこれを見たら、どう答えようかなあと

いうふうな部分がありますので、せっかくアンケートをされるのであれば、是非、必要なデ

ータを取りやすくするための工夫というのも、ワンステップ入れられた方がいいのだろうな

あというふうに思います。 

   それから、この資料なども、良かれと思って給食当番の仕事のことを書かれたのが、かえ

って混乱をきたすとか、そういうふうなことも、おそらく学校の教員が見るだけで、そうい

う知恵はある程度出てくるような気がしますので、その辺が何となくもったいなかったなあ

というふうに思うのが一点です。 

   それと、あとは、この数字についてお尋ねですが、尚徳調理場の配布資料の分かりにくい

が、ここだけ異様に数字が膨らんでいますけども、先程おっしゃった部分でいうと、教員独

自の解釈とか、わがままというか、そういうので分かりにくいようなことを述べているのか、

あるいは、そう言われたらそうだなあという分かりにくさなのか、そこの辺はどう捉えてお

られますか。 

事務局（島根栄養教諭） 

   いろいろなご意見がありましたので、配布物につきましては、ここに載せさせていただい

ているのがすべてなのですが、事前にもう少し詳しく説明をしてほしかったというようなご

意見が多かったです。 

   この配布資料を配るにしてもそうなのですが、これをどういうふうに活用して、教員が説

明を、指導をしたらいいのかというようなことを、説明をしに来てほしかったというような

ご意見もありました。  

河本委員 

   という意見であれば、おそらく学校内部の問題ですよね。ある学校なのか、いくつかの学

校なのか分かりませんけど、学校給食課としてはこういうことを指導してほしいというふう

に作って出して、それを各職員の方でどう伝達、徹底をするのかという話だと思います。 

そうすると作られた資料が分かりにくいというのではなくて、末端の先生が分かりにくい

というだけなので、そこらへんも解釈を変えられた方がいいかと思います。 

  佐伯委員 

   学校の中では、実は、担任が給食指導をするので、それぞれの担任がこういうふうに後片

付けはするのだと皆が分かっていたら、こんなことは全部問題なかったと思います。 

それが、これを参考にじゃあ、お願いしますね、みたいなことで終わったところは、ちょ

っとよく分かってないなという部分があったりして、まだ学年団できちんとそれが出来てい

ればいいのですけれども、それも出来ていないところもあったかもしれません。 

まあ、今回のことを教訓に、この次はされると思いますけれども、給食主任がどう全体に

それをお願いしたかとか、学校体制の問題かなと思います。 

この資料を読んでいたら、なんか、何度も何度もセンターに電話をして確かめてやってい

たら、後でこういう資料がきて、もう少しこれが早く分っていれば、ここまで聞かなかった

のにみたいなことが書いてありました。だから、これがちゃんとこんなふうに出ますよと、
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届いてからお願いしますということを給食主任か、学校長かだれかが知っていれば、もうす

ぐ来るので、それが来てから皆でやっていこうといってからすれば、問題なかったと思いま

す。 

議長（川上会長） 

   うちの学校では、連絡会の時に給食主任から説明があって、だれが読んでも分かる内容だ

と思いますし、絵も描いてあるし、それでこれを見て何が分からなかったのとか、先程の当

番のことにしても、それはだれかに決めてくださいとかいうのは、ほんとになにそれで教員

と思って、ちょっと私、腹が立ちました。そんなことを言う人はいくら来年改善されても、

いっしょだと思います。 

   だから、事前に給食主任さんに連絡会や職員会等で説明をお願いしますと一言書いていた

だいて、それに間に合うようにこれを配っていただければ、それをしなくて、後でアンケー

トに変なことを書いていたら、それはそっちの問題でしょうということで、これで混乱する

ということは考えられないと思います。子ども向けにも書いてありますし、掲示用になって

いるし、これ以上何を改善するのかなあと、自分の意見なのですが、思ったりしました。 

   この他の件でも、他に何かありませんでしょうか。 

  佐伯委員 

   アレルギーの子で、これが食べられない子っていませんでしたかね。多分、学校によって

は何人か給食を全然食べないお子さんがいると思うのですけど。 

事務局（島根栄養教諭） 

   アレルギーで牛乳を止めているお子さんは、もさつきがあって食べにくいというような声

はいただきました。 

  佐伯委員 

今は、お弁当を持ってきている子はいないのですか。 

  事務局（島根栄養教諭） 

   お弁当はいます。 

佐伯委員 

   その子はどうしたのですか。 

  事務局（島根栄養教諭） 

   その子たちは、お弁当だと思います。 

佐伯委員 

   だから、食べていないのですね。 

事務局（島根栄養教諭） 

   はい。やはり、冷たいものを食べるというのをなかなか慣れない児童生徒さんがいます。 

  佐伯委員 

   非常時だから、これは仕方がないですよ。 

神坂委員 

   私は、これは、すごくいい取組だと思います。これを読んでいて、何を言っとるのと思っ

たぐらいで、校長会とかでも、きちんとこれの意義をもっと伝えればよかったと思うし、そ

れぞれの学校で好き嫌いやいろいろ食べる、食べられないはあるけど、非常時だということ

と、それからもう一つは、さっきも細かく決めてとあったけど、決めれば決めるほどきっと

出ますよ。当番だってそれぞれで工夫しているわけで、決まっていないと出来ないというの
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が、今、子ども達のいろんな課題じゃないですか。学校の先生がそれでどうすると思ったの

で、私はこれにあんまり過剰に反応されなくて、勇気を持ってやってほしいと思います。 

すごくいい取組だし、フルーツが出たことでさえ、ほんとはないのだよと全部のクラスに

言って歩きました。事前の職員会でも、これの意義と、それから方法については給食主任を

通してきちんと話をしてもらったのですけれど、それは大変だったかもしれないけど、２回

目はきっと大丈夫です。後は共有だけ、現場の共有だけではないですか。 

議長（川上会長） 

冷たいものを食べるということをありにしないと、非常時にだれが温められるのっていう

感じなので、だから、今年はそうやって意見が出たかもしれないのですけど、来年は、こう

やって非常時はこういうものでも我慢してありがたいと思って食べるんだよというのを、ほ

んとに起こることはあってはいけないのですけど、非常時ってあるだけでも幸せなんだとい

うことを、この前の雪の中での福井県じゃないですけど、学校側も管理職含め、給食主任含

め、言って聞かせる、食べさせるというところをちょっと頑張りましょう。 

神坂委員 

教室を回ってみましたが、子ども達はとってもいい反応だったです。大丈夫です。ありが

とうございます、みたいな、そんな感じでした。 

議長（川上会長） 

他のところで何か気付かれた点とかありませんでしょうか。いろんな数字が出ているので

すけど、いい具合にこの数値を言っていただいて、なるほどと思いながら聞いていました。 

救給カレーにつきまして、よろしいでしょうか。 

初めての取組というのは、いろんな好きな意見が出るというのが、どこでもありますので、

来年は、多分さらに学校の方も指導体制が整うと思いますので、お世話になりました。あり

がとうございました。 

そうしますと、今度は、４のその他について、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） 

 事務局の方からは、特にございません。 

河本委員 

 質問です。議事の３０年度の計画とは全然関係なく、つぶやき程度で聞いていただけると

いいのですが、東洋食品に、今、受託業者としてやってもらっていますけど、これはあと何

年間あるのですか。 

  事務局（野口係長） 

   ２７年度スタートの５年契約ですので、３１年度までです。３０年度は４年目になります。 

  河本委員 

   ５年経った時に、東洋食品以外で手を挙げる能力がある企業ってありますか。  

  事務局（堀部主幹） 

   今までプロポーザルを３回していますけども、手を挙げていただくところが４者程度はあ

ります。 

  河本委員 

   たまたま、場所ごとに募ったら、東洋食品が全部取ったという話ですよね。 

事務局（野口係長） 

資料の３ページにありますが、ここのセンター、第二センター、あと尚徳、弓ヶ浜、淀江
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の３つの共同調理場を１つのグループとして、３つに分けてプロポーザル方式による業者選

定を行ったのですけど、その結果として、３契約とも東洋食品さんになったということです。 

  河本委員 

   そうなった場合に、そこで働く人達の職能、技能とか、いろいろな仕事に対する取組の部

分とか、気持ちについては、米子市、学校給食課はあんまり係わっていませんよね。例えば、

人が入れ替われます、そういう新しい人に対して、どんなレクチャーがなされていて、日々

どういう研修が行われているかというところは。おそらく、さっきもおっしゃった（４）の

衛生管理の徹底で、点検の部分も書類上の点検ですよね。 

  事務局（堀部主幹） 

   衛生管理の徹底については、日々栄養士が調理室に入りまして、そこで適宜気付いたこと

があれば、指導しております。その上に事務方の方もあまり調理の方は詳しくないのですが、

学期に１回は各施設で、白衣を着て調理場に入り、確認するような体制は取っております。 

   ただ、個人を見て評価しているかということであれば、なかなかそこまでは行き届かない

というところはあります。 

  河本委員 

   安全に調理をするということも大事なのですけども、その調理をする人の意識というか、

そういうことも含めて、書類上のチェックではなくて、お忙しいとは思いますけど、現場に

できるだけ出かけて行ってもらって、東洋食品が行う研修を確認するということが、栄養士

さんがいらっしゃるということですけど、たまには別の立場も行かれた方が安全かなという、

これがつぶやきの一点です。 

   もう一点は、前にも言われたことがあって改めて考えると、先程おっしゃった小学校が１

９０何食で、中学校でいうと最少が１５４何食ですか。そこに結構な食数の差があるけども、

給食費というのは、食材費をどんぶりでみんな取っているのですよね。 

  事務局（野口係長） 

   食べられた回数掛ける１食あたりの金額となります。 

  河本委員 

   じゃあ、別に少なくても大きな問題はないですね。 

  事務局（野口係長） 

   そうですね、親御さんは、弁当を作る日が多くなったりはしてきますが。 

  佐伯委員 

   中学校で給食の回数が減るのは、行事が多いからですか。 

  事務局（野口係長） 

   総体とかいろいろ行事があり、給食を中止される日も増えています。 

  黒安委員 

   特に、西部地区大会がいっぺんにできなくて、水泳は別日とか、来年度は卓球が別日とか、

いろんな組合せがどんどん増えてきていまして、止める回数が増えてしまっています。 

  佐伯委員 

   そうですか。分かりました。 

  河本委員 

   研修の部分だけ、もし可能であれば、お願いします。 
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  事務局（野口係長） 

   はい、分かりました。 

議長（川上会長） 

   より安全にということで、今の東洋食品さんもすごく頑張っていただいているのですが、

また、よろしくお願いします。 

   その他、つぶやきでも結構ですけど、その他に何かここで言っておきたい、特に今年度は

今日が最後ですので、来年度に向けて何かありましたら、よろしくお願いします。 

  佐伯委員 

   先程、随意契約とか言われましたが、どうしても米子の方が地産地消の割合がちょっと低

くて、県全体では高めていきたいなという流れの中では、随意契約とかにするといいのです

か。関係ないのですか。 

  事務局（野口係長） 

   県産を入れていただくという契約ですので、その品目、さつまいも、はまかんしょですけ

ど、県産が必ず入ってきます。重量がどのくらいあるかによって、率にどれくらい跳ね返る

かは、また別問題なのですが。 

今までは、ひと月に使用する野菜の全種類、量をまとめて入札していたので、なかなか、

その部分は県産があっても入ってこない、全体でみれば入らなかったりしていたのですが、

これからはその品目は県産を入れていただくということになります。今は、それが１品目な

のですが、これを少しでも増やしていけたらなあと思っております。 

佐伯委員 

   町村と比べる訳にはいかないのだろうけど、鳥取市と比べた時には、あっちの方が学校数

は多いんだろうけども、地産地消はこっちの方が少ないということは、何かシステムが少し

違っていると言われましたよね。 

  事務局（島根栄養教諭） 

   そうですね、あちらは、学校給食用として栽培をお願いしていて、じゃがいもとか、たま

ねぎとかを作っておられるので、それを使っているというのもあります。 

でも、その栽培について、いろいろ今問題も出てきているみたいです。この予定数量で作

ってほしいというふうにお願いをしても、その規格に合ったように作って、規格外で出てき

てしまう。商品が使えないので、傷んでしまったりとか、そういうトラブルも、やっぱり、

たくさん使える分、出てきていて、そこがちょっと問題になってきたりとかもしているそう

です。 

ここは、もう入札で価格にあったもので、県産を今、優先的に入れていただいて、だめな

場合は国産をというかたちでやっています。 

  佐伯委員 

   じゃがいもとかたまねぎとかになると、北海道とかから来ているのですよね。 

  事務局（島根栄養教諭） 

   たまねぎについては、今は、米子市で作っているものもありますので、地元のものが入る

時季もあります。 

   じゃがいもについては、なかなか地元のものが使えないということで、鳥取県の学校給食

会さんの方も含めて、今ちょっと考えてはいるところなのですが、まだ実際には実施に至っ

てはいません。検討しているところです。 
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  佐伯委員 

   はい、わかりました。いろいろなところから聞いたりして、少しでも率が上がればうれし

いかなあと思っています。よろしくお願いします。 

  議長（川上会長） 

   重たい野菜のじゃがいもとかたまねぎとかが増えたら、すごく率が上がるのでしょうねと

いつも話しているところです。 

  事務局（山中課長） 

   じゃがいもなのですけど、米子は昔、葉たばこをたくさん作っていたようで、葉たばこの

後ではじゃがいもは出来ないそうなのです。そういうこともあって、農家の方がじゃがいも

を作られることをされなかったために、もともとの生産量が少ないということもあって、１

日に約１万４千食分のじゃがいもを米子市のもので揃えることが難しく、また、価格の問題

もあります。 

  佐伯委員 

   ですよね。私も価格があるんじゃないかと思っていました。 

  事務局（山中課長） 

   実は、おいしくて安いものは、やっぱり、産地は産地のものがというところもありますの

で、価格との釣り合いをとりながら、重さだけで地産地消率をはかっているのですけども、

実際、重さじゃなくて、いろいろな品目を使ったりとか、軽い葉物とかでは、たくさん使っ

たりはしておりますので、なかなか数字で表れない部分は頑張っているところです。 

  佐伯委員 

   はい、わかりました。 

事務局（堀部主幹） 

   ねぎはほぼ１００％なのですけども、ねぎは軽いので。 

  議長（川上会長） 

   重さでというのは止めてほしいですよね。いつも重さで出ているので、悔しいなあと思っ

ています。 

いろいろと工夫していただいています。おいしい野菜をいっぱい食べさせていただいてい

ますので、ほんとにありがたいです。ありがとうございました。 

   それでは、最後にその他の方ですが、事務局の方からご連絡とかありますでしょうか。 

事務局（山中課長） 

   次回の運営委員会について説明させていただきます。４月下旬頃の開催を予定しておりま

す。その時に、平成３０年度の給食費について、ご審議をいただきたいと思っております。

牛乳については単価が少し上がる予定ですし、米については今年度からもう既に単価が上が

っておりますが、そこはいろいろ工夫をしてやっているところですので、必ず給食費が上が

りそうだなあというところでございます。 

佐伯委員 

   今回、野菜が高くなっているので、大変だったなあと思っていたところです。 

  事務局（島根栄養教諭） 

   乾物類も昨年度と今年度も含めてさっき見ていたのですけども、大きいもので三千円ぐら

いはアップしていたりとか、学期途中でちょっとずつ上がってきていて、すべてが上がって

いる状態です。来年度は消費税が上がるまでは我慢しようかと、我慢できるように何とかし
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ようかと思っていたのですが、主食代と牛乳代だけでも上がってしまうと、副食がすごく圧

迫されるようになってしまい、副食の食材料も今値上げの一途をたどっているので、もう現

状では難しいかなあというところが、実際のところです。 

議長（川上会長） 

  はい、ありがとうございます。 

そうしますと、よろしいでしょうか。このあたりで、閉じさせていただいてよろしいでし

ょうか。 

今回で平成２９年度の会議が終了します。皆さんのご協力によりまして、毎回、スムーズ

に会議が進行できましたことに心よりお礼を申し上げます。ご協力どうもありがとうござい

ました。 

以上をもちまして、平成２９年度第４回米子市学校給食運営委員会を終了いたします。本

日は、ありがとうございました。 

 

 

 


