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平成３０年度第１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５月２日（水） １５：００～１６：４０ 

 

２ 開催場所  米子市立学校給食センター  ２階 会議室  

 

３ 出席者 

＜米子市学校給食運営委員会委員＞ 

雑賀委員(会長)、佐伯委員(副会長)、藤澤委員、松田委員、坂井委員、藤原委員、 

後藤田委員、河本委員、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、山下栄養教諭、星野学校栄養職員 

 

４ 会議次第 

（１）開会 

（２）委員自己紹介 

（３）会長互選 

（４）会長あいさつ 

（５）議事 

ア 平成２９年度事業報告について 

イ 平成３０年度学校給食費について 

ウ その他 

  中学校給食における個に応じた給食の適正な配食について 

（６）その他 

（７）閉会 

 

５ 議事の概要 

（注：委員自己紹介、会長互選、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（雑賀会長） 

それでは、日程に従いまして、議案第１号 平成２９年度事業報告について、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、議案第１号 平成２９年度事業報告についてご説明いたします。事前

にお配りしております資料の方をご覧ください。 

 

［議案第１号 平成２９年度事業報告について説明を行う］ 
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議長（雑賀会長） 

ただ今、議案第１号につきまして事務局から説明がありましたが、何かご質問等ございま

せんでしょうか。 

河本委員 

何点か教えてください。まず、検証結果のイの異物混入等の事故ですが、４月に中学校で

テープ片、６月にビニール片が入っていた、あるいは結束テープが入っていたとありますが、

これはマニュアルどおり作業しているのに起こることなのか、マニュアルがまだ十分でない

というふうにとるのか、どちらでしょうか。 

事務局（野口係長） 

袋を開封する場合は、袋の上の方を切り、袋から切り離さないというのが基本ですが、折

り返しの部分が重なっていたりして、一部角の部分が切れて入ってしまったということです。

切り離さないというところでいうと、その時はマニュアルどおりに行われなかったというこ

とにはないと思います。 

河本委員 

  併せて、エの研修のところですが、東洋食品が企画していろんな研修が行われていますが、

調理業務や食品の取扱い等を安全で衛生的に行うようにするための研修だと思うのですが、

下の３行を見ると食中毒防止とか、食物アレルギーに関する研修とか、労務管理研修等とい

う少し食品の取り扱いとは中身が違うことが書いてあります。本来、安全という中にこのよ

うなことも入ると思うのですが、一番ベースになるような食品の取扱いということも大事に

してほしい。そして、ここに何らかの人為的な漏れが起こっていないかということ、この両

方を考えています。例えば、おそらく、パートタイムの調理員さんを繋ぎ繋ぎ、調理業務を

されていると思うのですが、この実施された研修に参加出来ていない人がいるのではないか

と。その辺は報告書の提出等で分かりますか。 

 事務局（堀部主幹） 

  研修につきましては、東洋食品からの報告書の提出から、どの程度の規模でされたかとい

うことは分かっております。ただ、個別に何々さんが欠席だったというところまでは確認を

しておりません。このたび４月に行われた研修については、パートさんも含めた全職員、調

理職員の方を対象とした研修に行かせていただいたというところを確認してございます。 

河本委員 

 というと、全員参加の実績があったということですね。 

事務局（堀部主幹） 

 はい。 

河本委員 

 全員参加になっておれば、後は研修が十分でなかったということになるので、その辺のと

ころを是非確認してほしい。今回は職員さんも全員参加して研修を受けられて、日々の調理

業務もチェックをかけられているということなので、そういうことが起こりにくいとは思い

ますが、やはり、どうしても漏れが起こってほしくない、というのが１点目です。 

 ２点目ですが、給食費の未納について。例えば、給食会さんが足を運ばれてどれぐらい債

権の回収、未納の回収されたかということを報告していただくことはできますか。実績とし

て、いくらかは回収も出来ているとは思いますけれども、この表記だと、未納の額を減らす

ように実際に足を運んでいても、米子市としても努力していますよというのが文章的に見え
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てこない。未納額をご存じでない方は、後で驚かれることがあるので、何らかのところでお

知らせしておいた方がいいのではないかという意味です。前年より２０万程累積が減ったと

いうことなので、是非もっと減らしていただければというところです。 

事務局（野口係長） 

   ２９年度現年分の未納が１３０万円程増えており、トータルで累積が若干、２０万程では

ありますが減っています。現年未納額プラス２０万円程は過年度分が入ってきたということ

になるのですが、そのうち実際、給食会の方が出向いていくら徴収してきたかというのは、

今、数字的な資料はないのですが、総額でいうとそういうことになります。 

河本委員 

  失礼な言葉を使うと５年でチャラですよね。 

事務局（山中課長） 

  チャラではないです。取り続けることになります。 

事務局（野口係長） 

  古いもので平成１８年度のものが残っています。 

河本委員 

 そこはまだ継続されていますか。すいません、是非続けてください。 

議長（雑賀会長） 

  河本委員さんの方から、研修の件、それから未納対策についての努力が見えるようにとい

うことをご指摘いただきましたので、また、事務局の方で対応をよろしくお願いしたいと思

います。 

佐伯委員 

   私も一番気になっていたのは異物混入の件です。米子市のことではでないのですが、よく

報道等で、こういうものが入っていて、子どもが発見したというようなニュースが流れるた

びに、見付かって良かった、これが口の中に入って大きなことに繋がらなくて良かったとい

う思いで報道を聞いたりするのですけど、今回の報告で、異物として機械の破片とかがなく

て、本当に良かったと思いました。 

   実際に作業を見せていただいて、すごく細かいものまで見ておられて、本当に大変な作業

をしてくださって、頭が下がる思いです。その反面、結束していたビニール片が入っていた

ということは、これは防げたかなと思います。先ほどの説明を聞いて、マヨネーズの袋は離

れないように切るというマニュアルはよく分かったのですが、ニラのように結んであるもの

は、切ってしまわないと取れないですよね。束ねていた結束テープというのはチョキンと切

っちゃうんですよね。その破片が入ったのですよね。 

  事務局（堀部主幹） 

   ニラの場合は、根っこの部分をテープで巻いてあるのですが、テープの粘着部分同士が巻

いてあるので、粘着部分同士が巻いてあるところが少し出ていて、粘着部分の引っ付いてい

るところ以外を一発で切ればいいのですけど、粘着部分も一緒に切ってまって、その引っ付

いているところだけが落ちて、ニラと一緒に最後の釜に入ってしまったということが今回の

原因でした。 

よく見て、その両面で引っ付いているところを外して切るというのが基本なのですが、数

が多く、なかなか徹底できなかったというところです。 
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  佐伯委員 

   今、世の中のいろんなところで、何でこんな間違いが起こるのというようなことが、よく

起こっているので、何度も意識付けをしていくことが事故防止につながると思います。先ほ

ど河本委員さんがおっしゃってくださったように、研修内容を全員が共有をして、再発に繋

がらないようにしていくということをよろしくお願いします。 

議長（雑賀会長） 

   確認ですが、このような事案が起きた時には東洋食品さんにも伝えられると思うのですけ

れど、そこで次に起きないためにどういうことに気を付けようとかということも徹底されて

はいるわけですよね。 

  事務局（野口係長） 

   ケースバイケースなのですが、改善策等を含んだ報告書を提出していただいて、全従業員

に再発防止を徹底していただくようには指導といいますか、お願いはしています。 

議長（雑賀会長） 

   確実に徹底できるように、しっかりと、事務局の方からお願いしていただけたらと思いま

す。 

  事務局（野口係長） 

   はい、分かりました。 

議長（雑賀会長） 

   その他、何かありませんでしょうか。どうぞ。 

  中山委員 

   異物混入のことで気になったのが、異物が入っていたらいけないというのはもちろんなの

ですが、東洋食品さんの人員が足りているのかなと。古くからおられる方はマニュアルをし

っかり分かっておられると思いますが、人の入れ替わりの時にこういうことが起こるのでは

ないかと。人員が今足りているのかということが気になりました。 

議長（雑賀会長） 

 どうでしょうか。何名体制とか、それぞれ調理場で違うとは思いますが。 

事務局（堀部主幹） 

   調理員さんにつきましては、インフルエンザが流行り、本人さんでなくてもお子さんが罹

ってしまって休まざるを得ないというような、急遽人数が減ることがあるのですが、基本的

に人数が不足して事故が起きたとか、給食ができなかったということはございません。  

   ただ、東洋食品さんは、米子市を含めて鳥取県西部、あるいは島根県東部の辺りも委託を

されていますので、もしそういった方が多くでられた場合には、他所の委託のところで、応

援体制をしていただいて、足りないところには人員を補っていただいております。基本的に

はそういった応援体制を含めて調理員さんの人数は足りていると感じております。  

  中山委員 

   もし、他の調理場から人員をこちらに移していただいた場合、その施設ごとでマニュアル

が違うということが、東洋食品ではないのかあるのか分からないのですけど、明日足りない

ので来てくださいとか、マニュアルの違いで事故が多発する可能性があるので、そのあたり

を徹底してほしい。東洋食品さんの作業を昨年、調理場で見せていただきましたが、ほんと

に作業が大変だと思うのですが、私はその事故というのは、人の入れ替わりの時に多いので

はないのかなとやはり思ってしまいます。 
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議長（雑賀会長） 

   マニュアルの徹底というようなところも併せてお願いできたらと思います。 

   その他、ご質問等はありませんでしょうか。 

  坂井委員 

   大変申し上げにくいのですが、本校では昨年、異物の混入ではなく、食器の破損という事

故が続けてあって、それに対しても事故防止について取り組んでおられると思うのですが、

そのあたりどうでしょうか。 

  事務局（山中課長） 

   食器の破損ですけれども、学校の方で発見していただき、その食器を別なところに置いて

あったそうです。しかしながら給食を最後に片付けた人が、その外していた食器を一緒にし

てしまったもので、返ってきた時には壊れた物がどれかわかりませんでした。調理員が一つ

ずつ目視で確認はしたのですけども発見するに至らず、次の日にそのまま使用したら、壊れ

ているものが学校でまた発見されました。もちろん、その食器については、すぐに廃棄をい

たしましたけれども、せっかく気が付いていただいたものをこちらの方で発見することが出

来なくて、そこは大変残念に思っております。 

   そこも、東洋食品さんの方で確認をしていただいたのですけれど、先程言われましたよう

に、発見出来るまで最後までやっていただかないといけなかったことだなあと思っておりま

す。ほんとに申し訳ございませんでした。 

  佐伯委員 

   回収方法がよくなかったですね。別にして集めずに、同じものに入れて返却してしまった

のがいけなかったですね。 

事務局（山中課長） 

 はい、そうです。どこに壊れた物が入っているかわからず、数多くの食器を確認したので

すけれども、結局それを発見することができなかったということです。 

佐伯委員 

 河崎小だったら、隣の調理場ですか。 

事務局（山中課長） 

 そうです。隣の弓ヶ浜共同調理場です。 

佐伯委員 

   そうしたら、見付けやすいはずなのにね。 

  坂井委員 

   その時の様子は分かっています。その事故があって、それ以降、おそらく対策をされたと

思うので、どのような対策を講じておられるのかを教えていただきたいのですが。 

事務局（山中課長） 

   食器の破損につきましては、機械からでたときに目視で確認することしか出来ませんので、

ほんとに小さいひびとかには、なかなか気が付けないかもしれません。 

   食器も耐用年数がございますので、古いものから新しいものに順次替えていくように今年

度も予算を付けておりますので、古いものを使い続けないようにしていきたいと思っており

ます。 

  佐伯委員 

   前から使っている分ですよね。第二給食センターで使っているものは新しいですよね。  
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  事務局（野口係長） 

   河崎小学校さんの食器も新しいものに替えていますが、何らかの原因で割れてしまったも

のがあったようです。昔から使っているものではなかったです。 

  佐伯委員 

   そうですか。今回のように食器に不具合が起こった時にどういう回収方法にするのかとい

うのは、マニュアル化はされていなかったのですね。 

事務局（堀部主幹） 

 通常は、配送校から返ってくる場合には、普通の食器かごとは別にして、ビニール袋に入

れて返却していただくようなかたちをとっておりますけど、たまたま併設しているところな

ので、そこまでしなくてもいいのかなと、別に置いておいてあったのを、最終的にまた一緒

にして返却してしまったというのが原因だと思います。 

  佐伯委員 

   やっぱり、別にするということを徹底した方がいいですよね。 

  事務局（堀部主幹） 

   最初から最後まで別にしておく、別にしたものは、すぐに洗浄室から出してしまう、廃棄

の方に持っていくというところを徹底したいと思います。 

  佐伯委員 

   はい、分かりました。 

議長（雑賀会長） 

   別に回収するということを徹底して、再度混入しないようにしていただけたらと思います。 

   その他、ご質問等が何かありますでしょうか。よろしいですかね。 

１号議案につきましては、報告、説明ということですので、承認していただいたというこ

とにしたいと思います。 

   では、議案第２号 平成３０年度学校給食費について、事務局からご説明をお願いいたし

ます。 

事務局（山下栄養教諭） 

 では、平成３０年度学校給食費について、提案させていただきます。６ページをお願いし

ます。 

 

［議案第２号 平成３０年度学校給食費について説明を行う］ 

 

議長(雑賀会長） 

ただ今、議案第２号について事務局から説明がありましたが、何かご質問等ありますでし

ょうか。 

  河本委員 

   今年度はこれで計画が予算化されているとすれば、最終的に承認ということでいいと思い

ますが、是非次年度に向けて、何らかの課題があるなら検討いただければと。小中教職員の

この値段の差というのは、これは提供する量の差ですか。 

  事務局（山中課長） 

   そうです。中学校の教員の方には中学生と同じ量を提供しておりますので、給食費も中学

生と同じ額になります。 



7 

 

河本委員 

 １年間食べさせていただいた経験からすると、小学生と同じ量とか、教員は適量あればい

いので、中学生と同じ量ということはあまり考えられなくても。でも、学級で食べる教員の

場合、生徒とイーブンになってしまいますか。  

事務局（山下栄養教諭） 

 そうです。 

河本委員 

 無理ですよね。 

事務局（山下栄養教諭） 

 成長期の子ども達と大人の私達が同じ量は多いのではということは、よく言われます。先

程言っていただいたようにクラスに入られる先生方の分は生徒と一緒になってしまうので

先生方の分だけ小学生の量にということは難しいです。 

河本委員 

   はい、それは、納得です。 

   あと、パスチャライズは全県パスチャライズですか。県の給食会が納入ですか。 

事務局（山下栄養教諭） 

   いえ、大山乳業が納入されます。希望している市町村だと思います。 

河本委員 

   主食は県の給食会ですか。 

事務局（山下栄養教諭） 

   はい、そうです。施設に炊飯設備があるところは自校で炊いておられます。 

  佐伯委員 

   境港のセンターは自校でご飯を炊いておられるので、給食費が安いのではと思っています

けど。 

  河本委員 

   境二中の横のセンターは副菜だけ作っているのですか。 

  佐伯委員 

   そこでご飯を炊いているのですよ。 

事務局（山下栄養教諭） 

   給食センターに炊飯設備があるんです。 

  河本委員 

   なるほど、そういうことですか。 

佐伯委員 

   米子市の給食センターには炊飯設備がないから、パン屋さんに頼んでいるのですよ。 

  事務局（山下栄養教諭） 

   だから、県給さんとそのパン屋さんとそれぞれ委託費がかかりますので、それの分境港に

比べ１０何円ぐらい高くなっています。給食費の差はその差です。 

  河本委員 

   もう削りようがない状況ということですか。 

佐伯委員 

   そんな感じですね。 
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  事務局（山下栄養教諭） 

   そうなんです。 

  坂井委員 

   奨励金がなくなったのにパスチャライズを継続されるのはどういう考えからなのですか。 

  事務局（山中課長） 

   先程の話なのですけども、パスチャライズも普通の牛乳も同じ価格で提供してくださると

いうことになりました。もともと市場価格はパスチャライズの方が高かったりするのですが、

同じ金額に抑えてもらえましたので、ここ何年か使っている飲みなれたパスチャライズをそ

のまま変更せずに提供させていただきます。 

  佐伯委員 

   以前、運営委員会で飲み比べてみた時、委員の中でもいろんな意見が出ました。牛乳が好

きな人にとっては、あっさりしすぎているという意見もありましたし、苦手な子どもさんと

かにとっては、飲みやすいという意見もありました。私はそんなに詳しくはないのですが、

詳しい方に言わせると、低温で長い時間をかけて殺菌したものの方が栄養的にも問題がない

というか、良いということだったのでパスチャライズにしたのです。 

  坂井委員 

   分かりました。 

佐伯委員 

   この資料を見たら副食の値段が１９年度の方がいいですよね。 

事務局（山下栄養教諭） 

   そうです。 

佐伯委員 

   随分副食にしわ寄せがきているということが分かります。２６２円でやっていた時の方が、

副食は１６３.６６円、今は１５８.６２円となっているから、大分しわ寄せがきていますよ

ね。     

  事務局（山下栄養教諭） 

   更に食材も数年前よりもどんどん高くなっていますので、厳しい世の中だなと思っていま

す。 

  佐伯委員 

   それから消費税も違ってきていますもんね。 

  事務局（山下栄養教諭） 

   はい。私が他の町村から米子市に来て思うことは、ほんとにこの価格でよくやってこられ

たと思います。 

   倉吉市や鳥取市にも状況を聞きましたが、やはりどこもこの給食費では苦しいとのことで

した。子ども達においしくて栄養満点の給食の提供をしたいと思いながらも、実際は、安く

て、品質の良いものを探すのに追われ、その中でどうやって献立をたてていくかに追われて

います。 

佐伯委員 

   後は未納の額がまた上がらないように、考えていかないといけないとはと思っています。 

議長(雑賀会長） 

   その他、いかがでしょうか。どうぞ。 
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  中山委員 

   ３点程あります。まず１点はパスチャライズの奨励金がなくなったのになぜパスチャライ

ズなのかということです。それはお聞きしたので大丈夫です。 

   あと、境港市の給食費が安いのはなぜだろうということも解決しました。今後、年間でみ

ると大変な値上がりだと思います。私達はこの会で聞いたので、必要な値上がりというのを

実感できるのですが、保護者さんから高くなったという苦情や問い合わせというのが、年間

を通してあったかどうかというのが気になるので、来年、また今年度末でいいので、教えて

いただきたいと思います。 

あと１点がパンについてですか、昨年、何かパンの事故か何かで業者を替えるとか、替え

たところですというような話が途中であったような気がしたのですけれど、その辺りはどう

なったのでしょうか。 

事務局（山中課長） 

   パンに異物が混入したという事故がありました。それは前回作ったパンのかすが残ってい

たものを巻き込んで焼いてしまったということでした。そこで視察などもしまして、鳥取県

のパン組合さんなどともいろいろ検討を重ねましたが、パンを焼いておられた業者さんの方

が自らこれからはもうパンを焼くのは無理だということで引かれました。その結果、パンの

業者を、他に米子市の給食のパンを焼いてくださっている会社にお願いしまして、それでパ

ンの業者が変わったというような経緯がございます。 

中山委員  

   では、今年度もその変わった業者さんがされるのですね。 

  事務局（山中課長） 

   はい、そうですね。昨年の途中から、その業者さんにそのままお願いをしております。 

中山委員 

 ありがとうございます。  

議長(雑賀会長） 

 よろしいでしょうか。 

増田委員 

 先ほどの副食のことですけど、すごくいろんな食材を使って工夫されていると思うのです

が、たくさんの食材を使っておられるので、見直しをというのは難しいかもしれないのです

けど。例えばの話、メニューを見ていると結構キムチの味付けのものが、目立つ気がして。

個人的にはキムチの辛さって、中学生にはいいかもしれないのですけど、小学生にはちょっ

と刺激が強いのではと思います。いろんな材料に混ぜて、柔らかく馴染ませている、和ませ

ているのかなとは想像しているのですけど、キムチは多分手作りではなく、市販のものです

よね。 

事務局（山下栄養教諭） 

 市販のものですけど、鳥取市の漬物屋さんに作ってもらっています。普通のキムチよりか

なりまろやかな辛さです。 

増田委員 

 そうなんですか。 

 でも、食育とかも兼ねてだと、キムチってすごい発酵食品ではあるとは思うのですけども、

日本にも伝統的な発酵食品でいいものもあるし、そういうものにアレンジしてみるとか。そ
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ういうところで副食の食材を工夫されるとか。本当に、この値段でよくされているなと私も

思っています。 

事務局（山下栄養教諭） 

 この給食費でお昼ごはんを買おうと思ったら、どんなものが買えるかってなって思うと給

食ってすごいですよね。 

増田委員 

 その辺りで、また、頑張ってもらえたらなあと思います。 

事務局（山下栄養教諭） 

 はい、頑張ります。 

議長(雑賀会長） 

 その他、質問はありませんでしょうか。 

 値上がりは、どうしても避けられないところかとは思うのですけど、この給食費の推移を

見てみますと、１年でまた値上がりということは起きていないように思います。できれば、

値上げが続かないような努力はしていただけたらというに、切に思います。 

 どうでしょうか。第２号議案につきましては、承認していただけますでしょうか。 

各委員 

 はい 

事務局（山下栄養教諭） 

 ありがとうございます。 

議長(雑賀会長） 

 ありがとうございます。 

 では、３０年度の給食費につきましては、小学校２８０円、中学校３３０円ということで

お願いすることといたします。 

 次に、議事のその他について、委員の方から何かございませんでしょうか。 

   委員の方からのご意見はないようですので、事務局の方からは何かありますでしょうか。 

事務局（星野学校栄養職員） 

   では、私の方から、失礼します。 

   「米子市の中学校給食における栄養管理状況の評価について」という別紙になっておりま

す資料の方をご覧ください。 

 

［米子市の中学校給食における栄養管理状況の評価について説明を行う］ 

 

  議長(雑賀会長） 

   よろしいですか。 

事務局（山下栄養教諭）  

   補足します。中学生は１年生、２年生、３年生、随分体格の差があります。特に中学１年

生の一学期は、小学校から上がってきたばかりで、中学３年生と同じような量を食べている

というのが現状です。残食もかなりあります。残食がすべてではないのですが、米子市で中

学校給食を始めてから３年経ちましたので、より良い学校給食にするために、新しい取組を

すべきでないかということでこの取組を提案しました。こちらのモデル校の校長先生には、

今年度の１年生が卒業するまでの３年間、つまり、トータル的には３年間で摂取する量は変
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わらないということをお話しして、今年度から３年間検証してみたいとお願しました。 

毎日学校ごとに残食量を量っているですが、これの取組を始めることによって、学年ごと

に残量を計量して、体格が追い付いて、食べる量が増えてくれば、それに応じてまた配缶量

を変えていこうと思います。 

大量調理でできることにかぎりはありますが、できるだけ、実態に沿った給食をしてみよ

うでないかということが、今回、新しく提案させていただいた取組のねらいです。 

   各校長先生の方には課長と一緒に伺いまして、とりあえずやってみようかということで許

可をいただきました。取り組む中で、また課題点も出てくると思いますので、その課題もま

た解決をしながら、よりよい取組となるよう取り組ませていただきたいと思います。ご意見、

アドバイスがいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

  事務局（山中課長） 

   さらに補足なのですけれども、実は小学校では既に配缶量を小学１年の１学期は一番少な

く、２学期になりましてから２年までの間は１段階、３、４年が１段階で、５、６年と全部

で４段階に分けて、配缶させていただいております。しかしながら給食費は同じ料金をいた

だいております。在校中にすべての子が同じ量を食べていくという考え方を中学校にも取り

入れさせていただきたいという提案でございます。 

  藤原委員 

   残食というのは、僕らも子ども達に給食を食べさせていて、本当に多いというか、見てい

ても心が痛むところもあるのですが、この数字というのはだいたい妥当な線なのでしょうか。

実際残食というのはゼロにするというのは不可能だと思うのですよ。好きなだけ配膳して食

べていけば、確かにゼロにもなると思うのですが、均等に盛った状態で、いただきますをす

れば、どうしても残食というのは出てきても仕方がないのかなという部分もあるのですけど

も。この数字というのはどう見たらいいのですか。 

事務局（山下栄養教諭）   

   県下では０％の中学校もありますが、やはり規模が大きくなればなるほどいろんな実態を

もつ子ども達が多くなりますので、何％が妥当だということは、なかなか言えないのではな

いのかと思っています。一応、以前の記憶では、文部科学省の方では３％位が目標というこ

とだったと認識していますが。 

  藤原委員 

   ３％ 

  事務局（山下栄養教諭） 

   先程言いましたようにそれぞれ実態が違いますので、残食量がすべてではありません。残

食量を基準にするのではなくて、その前に献立の工夫、研究も必要だと思っています。 

更にそれと同時に、食育の取組であったり、子ども達への指導だけではなくて家庭への啓

発であったりとか、いろんなことがうまくまわりはじめる中で、その結果として残食量が減

っていけばいいかなとは思っています。前の年よりは少しずつ減っていって、子ども達が元

気に健康で学校生活を送っていけることが大切なのであって、残食量は一つの指標としてい

けばいいと思っています。 

  藤原委員 

   では、この量というのは、まだ多いという認識ですよね。 
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  事務局（山下栄養教諭） 

   はい。でも、私は今年来たばかりで、まだ４月しか見ていないのですけれど、他の栄養士

さんに聞きますと年々減っているということです。ですからやっている取組は無駄ではなく、

少しずつ成果がでているとは思っています。更に新しくこの取組をすることによって、また

いい方向になるのではないかと考えています。 

藤原委員 

   その一つの方法として、今言われたように学年ごとに量を変えていくということを、試し

てみようというか、やってみようということですね。 

  事務局（山下栄養教諭） 

   はい。課題と感じながら何もしないというのが一番良くないと思いますので、取り組んで

みて、新たな課題が出たのなら、皆様や関係者の方々にアドバイスをいただきながらまた次

の方法を考え、更によりよいものに繋げていくということをしていきたいと思っています。 

藤原委員 

   提案があったのは、とってもいいと思っています。是非それで１回試してみて、状況を把

握して、それで残量が減れば、ほんとにいいと思います。 

   別の話になりますが、担任の先生達に話して聞いてきたのですけど、残量はやっぱり、パ

ンとか結構余っている、量が多いなということを挙げていて、ジャムとか、ご飯でいえばふ

りかけとかがあると、子ども達はもっと食べるだろうなという声を聞いてきたのですけど、

この辺はどうなのでしょうか。 

事務局（山下栄養教諭） 

   私も学校に所属していて子ども達をよく見ていますので、残ったご飯を見ながら、ふりか

けして、おにぎりを作ったら、いくらでも食べるだろうなあと思うこともあります。でも、

学校給食は見本となる食事なので、できればなにもつけずに、それだけで食べるようにした

いのですが、給食費を上げていただいたので、栄養価も考えながら、暑い時であったりとか、

休み明けであったりとか、こども達が主食を食べづらいだろうなと思われる時に、ふりかけ

やジャムをつけるというようなことも検討していくことが必要なのではと思っています。是

非、今後の献立表を見ながら期待していただければと思います。 

中山委員 

   残食についてですけど、児童へのアンケートにうろ覚えなのですが、年頃の女の子はダイ

エットじゃないですけど、食べないので残食が増えるというのがあったと思うのですけど、

全体的に学校給食が美味しくないから残すのか、時間が足りないからなのか、娘とかに聞い

てみると、配膳して、持ってきて、取り分けて、ほんとに食べる時間がとても少ないと言っ

ています。それに加え小学校より給食時間が５分短い上、マナーも考えたりとか、お給食の

白衣を脱いだりとかも時間がかかる理由のようです。もう少しその辺が改善できたらいいの

になあと思いました。 

 あと、ふりかけとかジャムとかとのことをやっぱり言うのですね。ただ、担任の先生によ

っては、お塩、ごま塩みたいなのを持ってきてくださって、おにぎりを作ってあげるという

こともしてくださっている先生もいるので、子ども達には濃い味はいけないですけど、少し

変化があると食べやすいのかなと思ったりもしました。 

でも、やっぱり、一番は学校の時間が足りないというように聞きます。 
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佐伯委員 

   質問なのですが、小学校は確かパンとかご飯の量が、段階的に違っていると思いますが、

今考えていらっしゃるこの中学校の取組というのは、主食とか、四角食缶のものは変えずに、

汁物と和え物で変化をつけるのですか。 

  事務局（星野学校栄養職員） 

   そうですね、本質的には、多分、主食に段階をつけるのが一番いいと思います。というの

は、主食は１０ｇきざみになるのですけど、そこを調整することによって、３０キロカロリ

ー前後つきますので、そこを一番調節してあげることが、生徒にとっては良いと思うのです

が、それをやるためには中学校の先生方に主食の受領券のところで、今は一段階で、一括で

すればいいのを二段階にしてもらうという手間がかかってきますので、年度途中から実施す

るのは不可能かなあというふうに考えました。 

なので、まずは、こちらで調整ができる副食からやってみて、それで副食を調整されるこ

とによって、食べる、食べきることがしやすくなったという声があれば、後は主食の部分の

受領券のオペレーションをもうちょっと中学校側とつめて、そちらを調整出来ればというふ

うには考えております。 

  佐伯委員 

   だけど、子ども達は、主食のご飯の量が多すぎるとか、パンが大きすぎるとかということ

を、食べられない子が思っていらっしゃるところが多く、逆に言ったら副食の部分は食べら

れるのになと思っているかもしれないので、今年度は仕方がないかもしれないのだけれど、

来年度に向けて、主食の部分も考えたらいいのかなとは、個人的には思っています。 

議長(雑賀会長） 

   来年度以降は副食から、主食へということも考えられていらっしゃいますか。 

事務局（星野学校栄養職員） 

   まずは３年間、副食についてモニタリングをしてみて、その結果を受けて次の段階にとい

うかたちになっていくと思いますので、まず３年間は副食でというふうに考えております。 

  佐伯委員 

   ３年間も変わらないのだったら、それは、ちょっと、スパンが長いと私は個人的には思い

ます。それも特定の学校だけを対象ですか。全部の中学校ですか。 

事務局（星野学校栄養職員） 

   特定の学校だけです。 

佐伯委員   

   ですよね。そうすると、他の学校に拡がっていくのは３年後ですよね。それはちょっと長

いなあという気がするのですけどね。 

事務局（山中課長） 

   そこのところは皆様のご意見を伺って、今回、そういうご意見も伺いましたし、実は、他

の中学校の先生からもうちでもやってもらえないかというようなご発言をいただいている

ことがありますので、最初は３年間の予定でモデル校において実施と考えてはいたのですが、

そこも柔軟に考えていきたいと思っております。 

佐伯委員 

   そうですね。いいことは、前倒しでやっていただいた方が、子どものためだったら。 
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事務局（山中課長） 

   先程も言いました主食の量の変更につきましては、それぞれの学校の先生方の協力をいた

だかないと出来ない部分がございますので、またそこをこの１年間の間にクリア出来れば、

そこも検討していければなあと思っております。３年間待たずとも、１年では無理かもしれ

ないのですけど、２年経ったその次からは他の全部に拡げていくというようなことで、出来

るだけ早く一番子ども達にとっていい方法を取らせていただければ良いなと思っておりま

す。 

  河本委員 

   ちょっといいですか。一つは、将来的にこのようにしたいということを各個別の学校の校

長先生との協議で、じゃあやってみようかというふうになっているのか、あるいは中学校の

校長会で全体に説明して、了解が取れた学校をモデル校にして、取り組んだデータを基に結

果が良ければ、市内全体に拡げたいということなのか、どちらですか。 

事務局（山中課長）  

   学校給食課といいますか、教育委員会事務局の方で検討いたしまして、今までデータを取

っておりましたのがここの学校給食センターから配食する中学校２つの学校でしたので、そ

の中学校で実施させてもらいたいということで、こちらから提案いたしました。 

   勿論、中学校長会の会長様の方にはご相談いたしまして、やってみたらどうかという意見

をいただきましたので、それを基にここでやらせていただく予定にしております。 

   ですから、他の校長先生方には大変申し訳ないのですけど、まだその提案はしておりませ

ん。この試行が上手くいかなかった場合はこれを止めるというようなこともございますので、

どういうかたちにしていくかということを、ここ３年間で考えていきたいところでございま

すので、とりあえずはこの大谷町の学校給食センターから出す学校２つでさせていただきた

いと思っております。 

  河本委員 

   そうすると、今度は提案ですけど、値段の設定ですよね。小学校で４段階に分かれている

とおっしゃいましたけど、言われてみれば、なるほどそうだなあと思うのですが、量が違う

のに同じ値段をその年度で精算をせずに、６年間で均等になるので案分したかたちで値段設

定をさしてくださいというのが、なんとなく親に対してとおりにくいような気がします。 

   今、中山委員さんがおっしゃるように男の子と女の子でも食べる量は結構バラエティがあ

ると。そうなると、多くの子ども達が食べる量をターゲットにして量を設定するのか、ある

いは、もう最低限はこの量で、後はそれぞれの子ども達が主食なのか何か分かりませんけど

も、補うかたちで家から持参するというような、個にあった量の取らせ方というところは、

もう少し検討の余地があるのではないかなと思います。 

それとさきほど佐伯委員さんのおっしゃった副食から量のコントロールをしてかかると

いうのは、子どもや教員にとって、子どもにとってはちょっとブーイングじゃないのかなと

思います。 

値段のことと、より子どもの実態にあった栄養の取らせ方と、どこから始めるのかという

ことについては、いくらか疑問があるので、個別の校長さんはやってみたらいいじゃないか

とおっしゃったようですけど、全部の学校にそういうことが出回った時に、値段の設定一つ

にしても、ちょっと説明が苦しいのではないかなと思いました。 
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議長(雑賀会長） 

   そのような意見が他の校長先生から出てきた場合にどのような回答を考えられますか。 

事務局（山中課長） 

   給食費が男女で違うということは、まず、聞いたことはございませんし、小学校の配缶量

は、米子市だけではなく、他の市町村の小学校でも１年生と６年生では違う量を食べている

と思います。 

長い給食の歴史の中で、値上げは確かに途中であったりして、皆さんが３年間同じ金額と

いう訳にはいかない部分がございますけれども、今まで小学校でやっていたのと同じ方法を

中学校にも取り入れさせていただいて、試行的にやってみたいということでございますので、

栄養価につきましては基準が勿論ございまして、それに合わせたものを提供する予定にはし

ております。 

事務局（山下栄養教諭） 

   今回の取組は、体格で栄養価の基準をだしたうえでの提供なのですけれども、ただ先生が

言われたことはもっともで、保護者の皆様のご意見が一番です。説明不足で、納得していた

だけないところもあるとは思いますけれども、ポイントは、経過観察をしていくということ

です。例えば、私たちが思っている以上に体格の伸びも良く、よく食べるようになったとい

うことであれば、１ヶ月ごとでも、２ヶ月ごとでも調節していこうと思っています。ずっと

同じということではなく、実態に合わせて量の調節をしていくということです。勿論、クラ

スの中でも体の大きい子や小さい子、食べる子、食べない子があります。それは、先生方が

配膳の中で調節されていますので、いまでも、一人ひとり計量して同じ量では提供されては

いません。 

主食については勿論、私達の中でも一番考えたところですけれども、私達の裁量で出来る

ことではなく、いろんなことを考えなければならない。学年ごとに主食の規格を変えると、

例えば受領券などで中学校の先生が今までされたことがない事務をお願いしなければなら

なくなってしまいます。年度途中、急に担当の先生に迷惑をかける訳にはいかない、では、

自分達がちょっと工夫することによって、少しでもねらいに合った取組が出来るのではない

かということで、栄養士で考えた結果の副食調整ということになりました。 

   保護者の皆様からのご意見は、お知らせの文書に給食センターを連絡先にしておりますの

で、連絡をいただいた方には納得できるお話をさせていただきたいと思います。主食の対応

は、皆さまの言われたとおり、今後の重要な課題だと思っていますので、少しお時間をいた

だき、検討させていただいて、関係者の皆さんと相談しながら対応させていただくというこ

とで、ご理解いただきたいと思っています。 

  佐伯委員 

   主食については、これからすぐにしてほしいという訳ではないのだけれど、もし出来るこ

となら１年と２、３年と分ける位は考えていただければと思います。 

   受領券の事務も小学校でやっていることなので、中学校も慣れれば出来ると思うので、や

っぱり、子どもにとっては主食の量というのはすごく大きいと個人的には思いますし、副食

は食べさせたいと私の中では思っています。今後の課題として考えていただければうれしい

なと思います。 

事務局（山下栄養教諭） 

   はい。ありがとうございます。 



16 

 

議長(雑賀会長） 

   値段設定の件については、いかがでしょうか。 

佐伯委員 

   値段は、これでいかないと。これ以上煩雑な計算、給食費の計算というのは、徴収も難し

くなるし、小学校の６年間が同じ金額でやっているので、中学校の３年間も同じでやらない

と。これを変えることは難しいと思います。 

事務局（山下栄養教諭） 

   中学校で学年別に給食費を変えるとなると、小学校もと意見が出てくる可能性があると思

います。 

  河本委員 

   ただ、知らないから、そんなもんだというのもある程度ありそうな気がしますので、質問

が出た時に何らかの納得が出来る説明が出来るようにされておいた方がいいとは思います。 

事務局（山下栄養教諭） 

   そのとおりだと思います。 

議長(雑賀会長） 

   その辺りもまた対応を考えておいていただくということで、よろしいでしょうか。 

   他に質問はいかがでしょうか。 

   では、中学校の給食の個に応じた適正な配食という取組については、これで終わりにした

いと思います。 

   事務局の方で何か他に提案がありますでしょうか。 

事務局（山中課長） 

   事務局から用意した議事については以上でございます。 

議長(雑賀会長） 

   そういたしますと、他に議事はないようですので、その他、事務局から連絡等があります

でしょうか。 

事務局（山中課長） 

本日は慎重なご審議いただきまして、ありがとうございました。また、いろいろご意見を

いただきましたので、ここから、また、いろいろ検討を重ねて、より良い給食を提供できま

すように、私達も努力したいと思っております。本日は、ありがとうございました。 

議事は以上でございますけれども、次回の運営委員会について相談をさせていただければ

と思います。３０年度は運営委員会を例年どおり本日を含めまして４回開催する予定にして

おります。 

次回の運営委員会は、夏休み前に、調理業務の検証を兼ねた施設見学と給食の試食をお願

いしたいと考えております。そこでですけれども、新しい委員さんが７名いらっしゃいます

ので、昨年度と同じ流通町にございます米子市立第二学校給食センターで行いたいと考えて

おりますけれどもいかがでしょうか。 

議長(雑賀会長） 

どうでしょうか。よろしいですかね。 

各委員 

はい。 
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   議長(雑賀会長） 

では、次回は７月に第二学校給食センターの方で開催するということで、よろしくお願い

いたします。 

事務局（山中課長） 

 はい、ありがとうございます。詳しい日程が決まりましたら、ご連絡を差し上げたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

こちらからは以上でございます。ありがとうございます。 

議長(雑賀会長） 

そういたしますと、これで、平成３０年度第１回米子市学校給食運営委員会を終了させて

いただきたいと思います。お疲れ様でした。 


