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平成３１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３１年４月２３日（火） １５：００～１６：２５ 

 

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、 

後藤田委員、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、景山学校栄養主任 

 

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３０年度事業報告について 

イ 平成３１年度学校給食費について 

ウ その他 

  いきいき こめっこ プロジェクトについて 

（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（住田会長） 

それでは、日程に従いまして進めさせていただきます。最初に、議事第１号 平成３０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（野口課長補佐） 

 そういたしますと、議事第１号 平成３０年度事業報告をさせていただきます。事前にお

配りしておりました資料の方をご覧ください。 

 

［議事第１号 平成３０年度事業報告について説明を行う］ 
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議長（住田会長） 

ただ今、議事第１号につきまして事務局から説明がありましたが、何かご質問等はありま

すでしょうか。 

  佐伯委員 

いいですか、私は、以前から地元の食材などを提供してくださる方との交流があればいい

なあと思っていました。昨年度は１６回もやっていただいていますが、どのような方が交流

会に参加してくださっているのですか。 

事務局（山下栄養教諭） 

   毎年実施していますが、昨年度は、生産者の枠を広げていろんな方に入っていただきたい

と思い、計画しました。ＪＡ鳥取西部の方にお世話になって、白ねぎやブロッコリー、人参

の生産者を紹介していただき、給食時間だけではなく、家庭科や学活などの時間に一緒に授

業をしていただきました。 

あとは、ＪＡ全農ミートフーズさんの出前授業と連携して、肉の命をいただくところから、

食べることができるまでの工程を見せていただいています。ミートフーズさんは精肉の専門

家ですので、実際の作業のスライドもリアルですし、持っておられる教材も本格的で、２メ

ートル位もある枝肉のパネルなども見せてくださいます。 

あと、牛乳をお世話になっている大山乳業さんに牛乳の話をしていただくことで、作って

いただく方の気持ち、牛乳からも命をいただいているということを理解できるような交流も

しています。 

佐伯委員 

 いい試みだなあと思っています。そういう方とすぐに触れ合える学校もあれば、なかなか

機会がない学校もあったりするので、ありがたいと思います。 

増田委員 

 今の関連で、うちの子が通っている小学校に、３学期だったと思うのですけど、ミートフ

ーズさんが来られました。お肉のいろんな話が聞けてすごく良かったと言っていたので、こ

こにある業者さん以外にも、魚とかいろんな食材でも実施してもらえたらいいなあと思いま

した。 

事務局（山下栄養教諭） 

 ＪＡミートフーズさんは、お話をされた後に、実際、そのお肉を持ってきてくださって、

焼いて食べるまでが一括りの流れになっています。生きている牛の状態から肉になっていく

様子をスライドで見た後で、最後に実際に食べるという体験を通して、命をいただいている

ということを伝えたいという思いがあるようです。担当の方が、とても一生懸命で、特に市

としてこの事業への予算がない中、このような取組はありがたいと思っております。 

議長（住田会長） 

 いろんな方々との交流を深めるという意味でも非常に有意義な時間ではないかなあと思

います。関連していかがでしょうか。 

本池委員 

   すいません。ちょっと、違う話なのですけど、昨年度は中学校で異物の混入があったとい

う話がありましたが、その前の年はうちの子のクラスのご飯に糸くずが混入していたという

ことがありました。そういう情報は、広く一般に見ることができるところに掲示されていま

すか。学校の掲示場とかで見たりすることはできますか。特に公開はされてないのですか。 
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  事務局（山中課長） 

   公開は特にしていません。異物の混入があった場合は、学校の方にお詫びをして、必要が

あれば、保護者の方にこういうことがあったということを手紙でお知らせしていただいてい

るところです。 

本池委員 

   実は、その手紙が出るのがすごく遅い感じがしています。子どもが家に帰ってきて今日ご

飯に糸が入っていたと言っていたのですけど、学校からは何のお知らせもありませんでした。

学校に問い合わせたら、米子市との話ができてないので、お知らせは明日にでも出そうかと

思っていましたと言われましたが、それはちょっとおかしいのではないかなあと思いました。

課長さんの名前でお手紙は、その次の日か、その次の日位に出されていました。 

   大した異物ではないですけど、給食に何か入っていたにもかかわらず、そういう感じの対

応だったので、それでどこにも何も掲示もされていないと聞くと、何かあった時にも、あま

り広く知られないようにされているのかなあというような印象をうけてしまいました。 

今後、こういうことがあった時に、広く一般にもだれが見てもこういうことがあったんだ

と分かるような対応ができたらいいのではないかなあとは思っているところです。その辺ど

うですか。 

事務局（山中課長） 

   大変申し訳ございませんでした。給食が終わってから、学校から連絡をいただいて、それ

から間に合えば、その日のうちに子どもさんが帰られるまでに、文書を学校の方にお渡しし

たりするようにしています。子どもさんが帰られる時間までに間に合わなかったため、翌日

の手紙になってしまったのだと思います。大変申し訳ございませんでした。 

  本池委員 

   学校からの文書も、せめて、そのクラスの保護者にだけでも、すぐに対応して大丈夫なよ

うな体制がないといけないのかなあと思います。学校に問い合わせた時に、独断ではできな

いみたいなことを言っておられましたので。 

事務局（山中課長） 

   そうですか。すいません。学校との連携がちょっと不足していたかと思います。異物は調

理場から出たものもあれば、パンに入っていたりとか、ご飯に入っていたりとか、それぞれ

作るところが違っていたりしております。なるべく早い対応を心掛けてはおりますが、当日

に間に合わないというようなことも起こっており、申し訳ないと思っております。 

  本池委員 

   やはり、子どもから今日入っていたよと一番初めに聞くと、親としてはそんなことあった

のに公式なお知らせはないんだとなると、不信感につながると思います。もうちょっと学校

単位でも対応できる位の柔軟なかたちになっていったらいいのかなあと思います。 

  議長（住田会長） 

   今の件に関しては、給食センターでの対応をどうするのかということもあるのですけども、

原因とかがはっかり分からない中で、ただそういう事案があったということについて、学校

の中でそれぞれ各学校が対応をどうするのかという部分は、ある程度学校に任されている部

分があると思います。 

自分も校長会にも出席しますので、この会でそういう意見が出ているということで、何か

あった際の対応については、事案の程度によりけりですけども、原因が分からないにしても
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保護者の方に何かのアナウンスをということについては、校長会でも話をしていかなければ

いけないかなあと思っています。貴重なご意見をありがとうございます。 

佐伯委員 

   これまでも、小さな虫とかが、野菜やスープの中に入っているのを子どもが見つけること

がありました。多分、どういうものにどの程度のものが入っていたら、どんな対応をするか、

マニュアルでもないけれども、学校側がみな同じような理解のもとにしてきたかというと、

そんなことはなくて、これまでも私が知っている限りでは、それぞれの学校が判断して対応

してきたと思います。 

もし保護者さんの不安が大きいようでしたら、給食課の方で相談されて、こういう場合は

こんなふうにしましょうみたいなものが、校長会との連携をとりながらできていれば、学校

側も今回はこういうふうな対応なんだなあと判断もすぐにできると思うので、そういうのは

あってもいいかもしれないなあと思いました。 

何年生さんだったのですか。 

本池委員 

   その時は、うちの子は１年生でした。 

佐伯委員 

   なので、もうちょっと大きな学年だと、担任が今日はこうだったからね、もうこれで大丈

夫だよと説明すれば、子ども達もすぐに理解できるし、帰ってからの不安もないと思います

けども、１年生の場合は子どもさんによって、例えば、どう捉えたらいいのかというのが、

まだなかなか理解できない場合もあったりするのではないかと思います。 

事務局（山中課長） 

   はい、今のいろいろなご意見を参考にさせていただいて、今後、対応を考えてみたいと思

います。 

  議長（住田会長） 

   その他、よろしいでしょうか。 

佐伯委員 

   あともう一点いいですか。私は、アレルギーの対応人数がすごく増えてきたなあと思って

います。今年度も１１名増えたとおっしゃっていて、作っているブースみたいなものが、第

二給食センターはあるのですけども、対応できる人数とかは限りがあるのですか。 

  事務局（山中課長） 

   現在は飛び散らないものについて対応しております。乳と卵です。小麦などについてもア

レルギーを持つお子さんがたくさんいらっしゃるのですけれども、すべての調理場にアレル

ギー対応食の調理ができる部屋が特別に作ってあるわけではございません。空気中で、飛ん

で万が一入ってしまうということが起こるといけませんので、今のところは乳と卵の対応を

パーテーションで区切ったところで、調理をさせていただいております。パーテーションで

すので、区切りは可動式といいますか、その日のメニューによって変えることはできます。 

それから、乳や卵を取り除いて調理する場合は、先に作ってしまって、アレルギー対応食

は別に配缶してとっておき、そのあとで卵を入れたり、乳を入れたりして、別の工程で作っ

ています。保管も別のところでしております。今のところはそういう対応をさせていただい

ております。 
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佐伯委員 

   分かりました。人数が増えていることと、それの調理にあたる人のストレスというか、時

間的なものとの戦いでもありますし、間違えたら困るので、その辺を少し配慮する必要もあ

ると思います。 

事務局（山中課長） 

   そうですね。アレルギーの対応食の場合は、対応する人数によっても違うのですけど、ア

レルギー対応食担当の調理員さんが複数で行います。その人は、それ以外はさわらないとい

う体制でやっております。今のところ、うまい具合に回るような人数でやっておりますが、

これからまた増えてくるようでしたら、委託業者と相談しながら進めていきたいと思ってお

ります。 

佐伯委員 

   よろしくお願いします。 

議長（住田会長） 

   他によろしいでしょうか。 

では、ないようでしたら、議事の第２号 平成３１年度 学校給食費について、事務局から

説明をお願いいたします。 

事務局（景山学校栄養主任） 

   そうしましたら、平成３１年度 学校給食費について、説明させていただきます。 

 

［議事第２号 平成３１年度学校給食費について説明を行う］ 

 

議長(住田会長） 

ただ今の説明につきまして、何かご質問等はございますでしょうか。 

議長(住田会長） 

   よろしいでしょうか。 

   特にご意見がないようでしたらば、３１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、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

議長(住田会長） 

   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） 

   はい、よろしいでしょうか。昨年度からいきいきこめっこプロジェクトというものを学校

給食課の方で始めております。その取組につきまして、山下栄養教諭の方から説明させてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

事務局（山下栄養教諭） 

   米子市の学校給食では昨年度から、いきいきこめっこプロジェクトと題しまして、児童生

徒の食生活にフォーカスした事業の再構築と包括的な食育の推進に取り組んでいるところ

です。 

   そこで、昨年度の取組と今年度はどのようなことを目指して事業に取り組んでいるかを説

明させていただきたいと思います。 
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     ［いきいき こめっこ プロジェクト について説明を行う］ 

 

議長(住田会長） 

   ただ今、いろいろご説明いただきましたが、何かご質問、感想等ありましたらお願いいた

します。 

本池委員 

   では、ちょっと聞いてみたいのですけど、やっぱり食育は、学校だけではなく、家庭でも

しっかりしていきたいと思いますが、学校給食のことを親が知る機会がほとんどありません。

さっき家庭との連携を研究していきたいと言っておられたのですけど、うちの子の小学校で

は１年生の時に来ていただき、給食の話を聞かせていただいて、１年生の親だけ試食をする

という機会があったのですけど、もうそれしかありません。だから、学校給食でどんなもの

を食べているとかは、子どもが家に帰ってきてから話を聞くぐらいで、特別なメニューもい

ろいろとされているとは思うのですけど、なかなか分かりません。こんなんだったと言われ

てもメニューの名前が結構、特徴的なものもあり、よなごっ子コロコロポタージュだったと

言われても、何が入っていたのかなあみたいな感じで、ちょっと学校給食のことがよく分か

りにくいという感じがしています。具体的にどんなことをして、家庭との連携を強めていき

たいと思っておられるのですか。 

事務局（山下栄養教諭） 

   おっしゃられるように、米子市は規模が大きいので、試食会もどこかの学年に宿泊があっ

たりとかで食数が少ない時にしかできなかったりします。また、学校での食に関する指導の

取組の様子もご家庭には伝わりにくく、どのように連携をとっていけばいいだろうかと常々

悩んでいます。 

   具体的な方法としては、先ほどの給食時間の指導については、指導が終わった後に、その

指導の内容をまとめたお便りを出せたらと思っています。 

   例えば、先ほどお話しした一年生の「野菜パワーのひみつ」の指導の場合でしたら、野菜

はこんな働きがあるんだよ、野菜を好きになってもっと食べようねというような学習をした

後にその指導内容をお配りして、子ども達に「こんな勉強をしてきたんだよ。」とご家庭で

話していただくきっかけづくりをさせていただくことができたら、家庭との連携も取りやす

いのではと思っております。 

   あとは、夏休みに親子を含めた料理教室を計画しております。今年度は学校給食の人気献

立を子ども達と一緒に調理実習してみようかと考えています。そこで給食の献立とお家の方

と一緒に作ってみることで、親子で給食について考える機会が増え、給食への関心が高くな

るのではと思っております。 

   もう一点は、給食のホームページについてです。現在は給食の献立紹介がメインの内容に

なっているので、調理場内で給食を作っている様子や、献立に対する思いなどを伝えるコー

ナーを設けてみてはどうかと、ホームページを作ってくださっている学校給食会の方と相談

しています。 

   この三つは、とにかく、４月から取り組んでみようと思っています。米子市には栄養士が

１０名おりますので、相談しながら、家庭や地域に向かってどんどん発信していきたいと思

っています。 
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本池委員 

   特徴的な名前のものがおいしいみたいで、子どもが家に帰ってから、ブロッこんぶがおい

しかったから作ってとかよく言われます。 

  廣江委員 

   レシピみたいなものがあるといいですよね。うちもあったんですけど、今日こんな献立だ

ったので作ってと言われるのですけど、もう全然想像できなくて、ちょっと難しいです。 

  本池委員 

   けっこうレシピも載っているものもあるんですけど、それをもっと充実していくといいか

なあと思っています。 

事務局（山下栄養教諭） 

 そうですね、給食会のホームページに給食レシピコーナーがあります。見てもらっていま

すか。ブロッこんぶもありましたよ。 

本池委員 

   ブロッこんぶもありましたね。家でもしょっちゅう作っています。特徴的な名前のものが

おいしいとよく言うので、名前が変わっているものはどんどん挙げてもらえたら、家でも作

りたいと思っています。 

事務局（山下栄養教諭） 

   ありがとうございます。 

議長(住田会長） 

   はい、ありがとうございます。それでは、また、発信をよろしくお願いいたします。 

   よろしいでしょうか。そうしますと、事務局の方から他に何か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きましては、以上のとおりでございます。 

議長(住田会長） 

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

いいたします。 

事務局（山中課長） 

本日は慎重にご審議いただき、また、貴重なご意見をいろいろいただきまして，ありがと

うございました。これからも、今日いただいた意見を参考に改善できるところは改善してい

きたいと思っております。 

また、先程の話の続きになりますけど、市報の方にも毎月一つずつレシピを載せておりま

すので、ぜひ参考に作っていただければと思います。 

学校給食運営委員会ですけれども、平成３１年度も３回の開催を予定しております。本日

が１回目になりますけれども、次回の運営委員会は、夏休み前に、施設の検証を兼ねた見学

会と給食の試食をお願いしたいと思っております。 

場所につきましては、ここの学校給食センターで行いたいと思っております。いかがでし

ょうか。場所は、よろしいでしょうか。 

議長(住田会長） 

どうでしょうか。次回は、７月にここで開催ということで、よろしいでしょうか。 

各委員 

はい。 
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   議長(住田会長） 

はい、では、異議がないようですので、次回は７月に学校給食センターでの開催というこ

とで、よろしくお願いいたします。 

事務局（山中課長） 

 ありがとうございます。日程が決まりましたら、ご連絡を差し上げますので、ご参加いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

あと一つお願いがございます。実は、調理業務受託者の選定委員会がありまして、その委

員の推薦についてのお願いでございます。 

米子市の学校給食の調理業務は、平成２７年度から５年間、民間の調理業者と委託契約を

しておりまして、今年度でその委託業務が終了いたします。 

このため、また新たな５年間の調理業者を選定する必要がございます。選定委員会を設け

て選考を行うのですけれども、この委員会のメンバーの中に学校給食運営委員会から５名の

方を推薦していただきたいと思っております。ただし、後藤田委員様につきましては、鳥取

県の生活安全課長をしていらっしゃいますので、その立場で、別途、参加していただければ

と思っております。そのため、後藤田委員を除いた方の中で５名を推薦いただきたいと思っ

ております。 

この選定委員会ですけど、６月から８月の間に、３、４回程度の開催を考えております。 

この件につきましてですが、後日、会長の方からご推薦いただきたいと考えておりますが、

よろしいでしょうか。それとも、今ここで決めていただけるのでしたら、そちらでもかまい

ませんが、どういたしましょうか。 

佐伯委員 

会長さんと事務局で相談していただいて、お任せしたらいいのではないかと思います。ど

うでしょうか。 

事務局（山中課長） 

   ありがとうございます。そうしますと、事務局の方で会長様に推薦いただいた方に、また

お話をさせていただくということで、進めさせていただきたいと思います。ありがとうござ

います。 

議長(住田会長） 

そうしますと、会長一任という声もありましたけれども、事務局と相談の上に、後日、学

校給食運営委員会の方から、５名の方を推薦させていただこうと思います。皆さんお忙しい

とは思いますが、推薦されました場合にはぜひご協力をお願いいたします 

そういたしますと、これで、平成３１年度第１回米子市学校給食運営委員会を終了したい

と思います。よろしいでしょうか。皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。 

事務局（山中課長） 

 お忙しい中、ご参加いただき、ありがとうございました。 


