
1 

 

令和元度第２回米子市学校給食運営委員会議事録概要 

 

 

１ 開催日時  令和元年７月１０日（水） ９：３０～１２：００ 

 

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＞ 

住田委員（会長）、藤原委員（副会長）、吹野委員、本池委員、廣江委員、永井委員、 

土井委員、佐伯委員、堀尾委員、増田委員 

＜事務局＞ 

学校給食課  山中課長、野口課長補佐、堀部係長、山下栄養教諭 

 

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 

（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、今日はまず、調理業務の検証ということで、調理現場を見ていただきたいと思

っております。１階で、もうすでに調理を始めておりますので、早速ですけれども、皆様方、

下の方に降りていただき、見学をしていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

    ［ 一階の見学通路から調理状況を見学した。］ 

 

  事務局（山中課長） 

皆様、お疲れ様でございました。そういたしますと、ここからの議事は、米子市立学校給

食共同調理場条例施行規則第６条第１項の規定によりまして、住田会長に進めていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 
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  議長（住田会長） 

はい、皆様、ご苦労様でした。そういたしますと、次第に従いまして、３ 議事の（１）

調理業務の検証の ア 米子市立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いて、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

事務局（山下栄養教諭） 

それでは、調理場内の衛生管理は見ていただきましたので、細かなポイントとか、４月に

開催した前回の運営委員会以降に取組んでいる給食の対応なども知っていただきたいと思

いますので、それを踏まえながらお話をさせていただきたいと思います。 

 

  ［ 米子市立学校給食センターにおける衛生管理について説明した。］ 

 

議長（住田会長） 

それでは、ただ今の説明について、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 

議長（住田会長） 

 よろしいですか。実際、調理場を見学した後だったので、分かりやすかったかと思います。  

  事務局（山中課長） 

   ありがとうございます。先程、調理場の見学の際、調理場の反対側の壁に、作業動線図、

作業工程表、チェック表などを大きく引き伸ばしたいろいろな資料が貼ってあったと思いま

すけれども、それらをファイルしてあるものを用意しておりますので、給食の準備ができる

までの間に点検していただけたらと思います。これが、日々の確認資料になっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

議長（住田会長） 

ご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

  増田委員 

いいですか。今の話とは関係ないのですけど、外で給食の配送をしているトラックを見か

けると、運転している方が白衣を着ていらっしゃるのですが、あれは着替えておられるので

すか。外に出るのにあの格好でいいのかなあと、ちょっと思ったりしたことがありました。

どういう考えでああされているのでしょうか。 

  堀部係長 

給食を配送する業者さんにつきましては、調理場内に入って作業することは基本的にはあ

りません。 

  増田委員 

   ということは、調理業者さんとは別の業者さんなのですね。  

  堀部係長 

   はい、別の業者でございます。私服の作業着のようなものよりは白衣の方が給食を配るの

にふさわしい格好ではないかということで、契約の仕様書に記載してお願いをしております。 

  増田委員 

   調理して、乗って運転ではないのですね。 

  堀部係長 

   そうではないです。 
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  増田委員 

   運転は専門の方なのですね。 

  堀部係長 

   はい。ただ、学校の方に入ってコンテナを配膳員さんと一緒に押すという作業があります

ので、運送用の作業着よりはお子さんとかが見る分にも自然に見えるということで、白衣を

採用しております。帽子の方は、髪の毛が配膳室とかにもなるべく入らないようにというこ

とで、着用をお願いしているところです。 

  増田委員 

   はい、分かりました。ありがとうございました。 

  山下栄養教諭 

  靴はコンテナを運びながら、脱いだり履いたりがどうしても難しいので、次亜塩素の液を

学校の方が準備されておられるので、それで足元を消毒してから学校の中に入るようにされ

ておられるなど、とても衛生管理にも気を付けておられます。あと、手洗いにもとても気を

付けておられます。 

議長（住田会長） 

  はい、その他、いかがでしょうか。 

  他にないようでしたら、次の議題の方に移らせてもらってもよろしいでしょうか。 

  では、（２）の学校給食アンケートについて、事務局の方から説明をお願いいたします。 

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。事前にお配りしてお

ります学校給食に係るアンケート調査の実施についてという資料をご覧ください。 

 

［ 学校給食アンケートの実施案について説明した。］ 

 

    議長（住田会長） 

学校給食アンケートについて説明をしていただきましたが、何かご意見、ご質問はござい

ませんでしょうか。 

佐伯委員 

よろしいでしょうか。昨年度、中学生のパンとご飯の量を考慮しようということでやられ

ましたが、それは一部の学校だけでやられたのでしたでしょうか。 

事務局（山中課長） 

いえ、すべての中学校で、一年生につきましては、まず、ご飯の量が中学校に入ったばか

りで多いということで、小学６年生の時に食べていた量を半年間提供することにしておりま

す。 

それとパンにつきましては、かなり大きなパンでしたので、１年から３年までひとサイズ

小さくしたパンを提供させていただいております。 

佐伯委員 

このアンケートは、中学２年生が対象ですよね。だから、中１の子ども達が半年間、ご飯

の量が減ったことに関する検証にはならないですよね。 

  事務局（山中課長） 

そうですね。その点につきましては、毎日、残量を、どれだけ給食を残して返してくるか
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というのを量っておりますので、そちらで検証をしていこうと思っております。 

佐伯委員 

そうですか。じゃあ、また、その結果を教えていただけるということですね。 

事務局（山中課長） 

はい、そうですね。 

  佐伯委員 

わかりました。ちょっと気になっていたものでお聞きしました。 

議長（住田会長） 

はい、他にいかがでしょうか。 

先程、食材の選定のところで地産地消の話がたくさん出ていた中で、問９が昨年度から入

ったということですので、いい成果が挙がるといいですね。 

事務局（山下栄養教諭） 

 はい。 

議長（住田会長） 

 他に意見がないようでありましたら、学校給食アンケートはご提案のとおり実施させても

らうということでよろしいでしょうか。 

藤原委員 

 １つよろしいでしょうか。職員用のアンケートの問５で、給食時間の指導で難しいと思わ

れることがあれば回答してくださいというのがあります。残飯が多いなあとはいつも思って

いるところなのですけど、給食を残さず食べようというようなことが入っていないのはなぜ

なのかということと、それから、思春期の子ども達には、準備とか片付けとかの指導でも苦

慮しているところもあったりするのですけども、そういったところもあまり触れられていな

いのですけど、何か意図があってのことなのか、教えていただければなあと思います。 

事務局（野口課長補佐） 

 特に意図があるわけではありません。給食を残さず食べさせることという回答は、これま

では、その他のところに記載していただいていたのではないかと思います。中学生は残食が

多いということもあり、そういう回答も多いということでしたら、選択肢の項目の一つとし

て挙げた方が回答しやすくなると思いますので、検討させていただきたいと思います。 

 あと、準備と片付けについては、（４）の給食当番などみんなでする作業に含まれるのか

なあという気がしています。 

藤原委員 

 準備と片付けについては、そうですね。 

事務局（野口課長補佐） 

 残食について、残さず食べさせることにつきましては、選択肢の項目に挙げる方向で検討

させていただきたいと思います。 

  佐伯委員 

アンケートからは離れてしまうのですけど、昔、給食が小学校だけの時は、とにかく食べ

よう、完食しようという流れがずっとありました。学級差だとか、学年差がすごくあって、

これは学級経営とも関連する部分もすごくあるなあとも思っていました。つまり、少し外見

を気にするとか何かの影響で残す子が何人かいた時に、それでもいいんだという感じでぞろ

ぞろ残す学級もあれば、そういうことは意識せずにみんなが食べようねという雰囲気の中で
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全部食べられるという学級もあったりしていました。 

そういうのを見てきていましたが、ある時期から今度は食べられるだけ食べたらいいよと

いう流れになってきました。大体同じように配膳して、その中で食べられる分だけは食べて、

食べられなかったら残してもかまわないみたいな流れが最近ではないかなあと思っていま

す。 

どちらにしても、感謝して食べるとか、好き嫌いはできるだけなくそうとかという気持ち

で、担任の先生方は取組んでいらっしゃると思うのですけども、例えば中学校の現場という

のは、その辺の難しさというのが多分小学校よりあるのではないかと思っています。そのあ

たりで、藤原委員がおっしゃったのではないかと思うのですけども、やっぱり、実際、現実

問題として難しいですか。 

藤原委員 

難しいですね。昔は、全部食べなさいと言っても、子ども達もそんなに無理をせずに感謝

しながら食べてくれていた感じがするのですが、今はなかなかそういう指導は、今おっしゃ

っていただいたみたいにできないというか、必要以上にできないというか、残すのを、残飯

が増えるのを、心を痛めながら見ているのだけれども、勿論言うことは言うし、指導はする

のですけど、苦慮しているところは現実的にあると思います。難しいです。 

佐伯委員 

 そこら辺は、栄養士の方が入っていらっしゃる日とかは、お話を聞きながら食べるのだけ

れども、ちょっと何か意識が変わるようで、その日はよく食べたりするということが実際あ

りますよね。 

事務局（山下栄養教諭） 

 はい、あります。栄養士は、学校外の者であるということと、食の専門職であるというと

ころから、先生方が日々本来なら、ここまでは言いたいんだけど…と思っているようなこと

を、栄養士の立場で言わせてもらったりしています。子ども達がやっぱり栄養士さんが言う

から食べてみようと思ってくれたりとかというところは多いと思います。先生方の給食指導

の助けになるようなことができればいいなあという思いも持ちながら訪問させていただい

ています。 

佐伯委員 

 それが、何かのきっかけになればいいと思います。何かその心無い一言というか、ちょっ

とした影響力のある子どもさんが、これはあまりおいしくない的な発言をしたとすれば、い

やそんなことはない、自分にとってはおいしいと思っている子どもさんも、ついつい流され

てしまい、じゃあまあこれは残すか、みたいな雰囲気になってしまうところもあると思いま

す。 

そういうことを自分自身の問題として振り返って、自分はそれに流されたというか、影響

を受けたけども、自分がおいしいと思えば食べていいみたいな、そんな子どもにはしていき

たいとは思うので、そのきっかけとして外部の方がいい刺激を、月に１回でも来ていただけ

ればいいのかなあと思いました。 

事務局（山中課長） 

 各クラスに栄養教諭、栄養職員が最低年２回は行くように頑張ってくれています。ですが、

なにしろ栄養士が１０人しかおりませんので、本当ですと学校に一人ずついて、毎日、回れ

たらいいのですが、なかなかちょっと難しいところがあります。しかしながら、行かせてい
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ただいた時は最大限の力を発揮してみんな頑張ってくれていると思います。学校の先生方も

どんどん栄養士の専門性を活かしていただければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

議長（住田会長） 

 じゃあ、残食、食べ残しのことについては、アンケートの選択肢の中に盛り込んでもらう

方向でよろしいでしょうか。 

事務局（野口課長補佐） 

 はい、その方向で検討したいと思います。 

議長（住田会長） 

 はい、ありがとうございました。他はよろしいでしょうか。 

増田委員 

 児童生徒向けのアンケートの問５ですけども、問５と問６が連動しているようで、給食を

残さず食べていますかですけども、子どもに話を聞くと、食べる前に苦手なものとか、量が

多いとかとなると、最初から戻して、自分が食べられる量を食べるという子が結構いると聞

いていますが、その子の場合、ここでちょっと迷うのではないかなあと思います。答える時

に、全部食べる、残さず食べる、どっちなのかと迷う子がいるのではないかと思います。 

 あと、残す方は、問６に続いて残す理由を言えますが、最初に戻して全部食べる子という

のは、ここには意見が反映されないので、もう一つここに、例えば、問５のところに最初に

戻してしまうけど全部食べられるとか、そういう項目があったら、答えに迷わず、そして、

最初に戻す子の理由を問６で聞ければ、苦手なのか、時間がないのか、もともと食べる量が

少ないのかとかが、このアンケートとして反映されるんじゃないかと思うのですけども、そ

の辺りはいかがでしょうか。 

事務局（山中課長） 

 子どもは個人差があって、まだ成長が進んでない子とか、大きな子とか体格によっても必

要な量も違ってくると思います。その子が必要とした量のすべてを食べるかどうか、そうい

うイメージで、アンケートの方は作っております。子ども達が食器に入れますので、入れた

量も全てが平等に同じように入っているわけでもないというところから、その日にその子が

食べられると思った量を食べたかどうかということで、アンケートは書いてくれたらいいな

あというところです。  

事務局（山下栄養教諭） 

 小学校の子ども達が量の調節をする場合は、担任の先生が見ておられます。極端に減らす

場合は、ちょっと減らし過ぎなんじゃないかな？と一言かけ、子どもと相談して、先生が量

を調節してくださっています。先ほど課長もおっしゃられましたが、結果というよりも、給

食に対する意識を把握するアンケートだと私はとらえています。昨年の運営委員会でも、「い

ただきます。をしてからすごく減らしている子どもが何人もいると聞いている。」とのご意

見をいただきましたが、私の所属校や担当校では、極端に減らす児童は減ってきていると感

じています。 

増田委員 

その場合はどう答えたらいいのですか。減らした子、減らしたけど全部食べる子は。標準

は食べきっていない残す子は。 

 



7 

 

事務局（山中課長） 

 標準というのが、その子によって違います。学年で量は分けて、配缶はしているのですけ

ども、個人差といいますか、そこで本人が必要としているのはこれだけだよというところで、

それを全部食べたかどうかということで解釈をしています。 

増田委員 

 こういう場合はどうしたらいいのですか。 

事務局（山中課長） 

 すべてを返して全く食べないとかということではなく、先生方が見ていらっしゃったうえ

で減らして配膳した量ですので、配膳された量を、それで一食分として考え、答えてもらい

たいなという思いです。反対に量を増やして食べられる子どもさんもいらっしゃいますので、

その子の必要な量のうち食べたか食べなかったかというところで、回答していただけたらと

思っています。 

本池委員 

 多分迷ってしまうかなあということで言っておられると思うので、減らしたとしても全部

食べれば、全部食べると回答してもいいですよ、みたいな注釈ぐらいあってもいいんじゃな

いかと思います。 

事務局（山中課長） 

 去年も同じようなご意見をいただき、少し言葉を変えたのですが。 

佐伯委員 

 大体子ども達というのは、プラス思考というか、こうやって書いてあっても、自分がもし

減らしたとしても、いただきますをしてから減らしたとしても、さあ食べるぞと思って全部

食べれば、ほとんど残さず食べるというところにまるをしてしまうと思いますが、すごくこ

だわりがあって、自分は減らしたのにあれでよかったのだろうかみたいな子もいるので、も

し気になるのだったら、担任の先生用のアンケート実施についてのお願文の中に、もし事前

に減らしたとしても全部食べられていたら、もうそれでオッケーみたいなことを書いておか

れるのだったらいいけど、ここにたくさん書き過ぎるとかえってややこしくなるかなあと思

います。 

事務局（野口課長補佐） 

 昨年も同じようなご指摘がございましたので、項目自体の表現を変えて、ほとんど残さず

食べるというふうにして、少しは分かりやすくしたつもりだったのですが、これでも分かり

にくいということであれば、先程、佐伯委員さんがおっしゃったように、先生向けに説明の

文書を付けるようなかたちでやっていきたいと思います。 

議長（住田会長） 

 さっきの残飯の話と関係するのですけども、基本的に配膳した時点で、食べられる量に合

わせて返すように指導をしているわけなので、配膳された分を食べていますかというスタン

スでアンケートはとられたら、そんな細かく、ちょっと返したから、じゃあ残したとかとい

うのではなくて、傾向をつかむだけのアンケートなので、そこまで厳密にされなくても、一

言担任が子ども達に言えば大丈夫なんじゃないかなあという感じはします。 

事務局（山下栄養教諭） 

 先生方は、毎日本当に減らしているのか、時々なのかということは把握されていると思い

ます。ですから、アンケートを行う時に、子ども達から直接「こういう時はどう答えるので
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すか？」とその場で先生方に聞いてもらって、その時に先生方が答えられるように何か指標

となるような補足資料を作るなど、子ども達が回答に迷わないようにしていくことも考えた

いと思います。毎年、この項目にご質問をいただきますので、分かりやすいように工夫した

いと思います。 

増田委員 

 よろしくお願いします。 

本池委員 

 子どもと同じクラスに減らすことを気にしている子がいます。ほんとは食べたいけど、ど

うしても食べきれないから減らすのですが、すごく減らすことを気にしているので、そうい

うのが一言あれば、じゃあ私は全部食べられているんだなあと自信を持ってまるができると

思うので、その方がいいかなあとは思います。 

  議長（住田会長） 

   はい、ありがとうございます。その他には、よろしいでしょうか。 

では、いくつか訂正のあるところは直していただいて、実施をお願いしたいと思います。 

事務局（野口課長補佐） 

   はい、ご意見をいただいた点につきましては、検討させていただいた上で、アンケートは

実施させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

議長（住田会長） 

   よろしくお願いいたします。 

   では、時間が多少早いようですが、お楽しみの給食試食に移ります。 

事務局（山中課長） 

  皆様の机の上に今日の献立表が置いてあると思います。四角い枠で囲ってあるところです。 

それでは、これから準備を始めます。先程話しましたけれども、こちらに資料がございま

すので、準備が整うまで、ご覧いただければと思います。 

また、試食後に、今日の試食のアンケートを用意しておりますので、のちほど記載してい

ただけますでしょうか。 

そうしましたら、給食の準備をいたしますので、休憩をとっていただきたいと思います。 

 

［ 給食を試食しながら、意見交換が行われた。］ 

 

 

議長（住田会長） 

それでは、スケジュールに従いますと、その他という項目が挙げてありますが、事務局の

方から何かございませんでしょうか。 

事務局（山中課長） 

 次回の運営委員会ですけれども、来年の２月下旬を考えております。それと、先程ご意見

をいただきました学校給食アンケートにつきましては、修正しました後、小学５年生、中学

２年生、あと教職員の方に取らせていただきたいと思います。その結果につきましては、ま

とまり次第、委員さんにも送らせていただきますので、ご確認いただけますでしょうか。以

上です。 
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議長（住田会長） 

はい、ありがとうございます。２月の運営委員会の日程については、また、案内があると

いうことですね。 

事務局（山中課長） 

はい。 

議長（住田会長） 

 他にないようでしたら、これで終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

では、以上をもちまして、令和元年度第２回目の米子市学校給食運営委員会を終了させて

いただきます。お疲れ様でした。 

 


