
平成３１年度第１回米子市学校給食運営委員会 

 

日 時：平成３１年４月２３日（火）   
午後３時から  

場 所：米子市立学校給食センター２階会議室 
 

日 程 

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 

（１）平成３０年度事業報告について 

 

（２）平成３１年度学校給食費について 

 

（３）その他 

 

６ その他 

 

７ 閉会 



米子市学校給食運営委員会委員名簿 

 

 

任期 ： H31.4.1 ～ H33.3.31 

選 出 区 分 氏  名 所属等 備 考 

米子市立学校のＰＴＡの役員 吹野 貴博 
彦名小学校 

ＰＴＡ会長 
 

同上 本池 亜依 
大篠津小学校 

ＰＴＡ会長 
 

同上 廣江 めぐみ 
東山中学校 

副会長ＰＴＡ 
 

米子市立学校の校長 住田 秀二 就将小学校長  

同上 永井  修 五千石小学校長  

同上 藤原   建 福米中学校長  

学識経験のある者 後藤田 拓也 
西部総合事務所  

生活安全課長 
 

同上 土井 博司 
鳥取県学校薬剤師会 

副会長 
 

同上 佐伯 啓子 元小学校校長  

教育委員会が適当と認める者 堀尾 陽子 
箕蚊屋中学校 

ＰＴＡ副会長 
 

同上 増田 貴子 公募委員  

（敬称省略） 
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議事 

第１号 平成３０年度事業報告について 

 

１ 給食実施状況 
 

（１）実施回数 

１９９回（米飯 １６０回・パン ３９回） 

１学期 ４月１１日（水） ～  ７月１９日（木） ６８回 

２学期 ８月２７日（月） ～ １２月２１日（金） ８０回 

３学期 １月 ７日（月） ～  ３月２０日（水） ５１回 

※ 小学校の卒業式の日は、小学校の給食を実施していない。 

※ 中学校の卒業式の日は、中学校の給食を実施していない。 

※ 台風のため１回中止した。（９月４日） 
 

（２）施設別延べ食数 

施 設 名 
給 食 人 員  

延べ食数 
児童・生徒数 職員等 計 

学校給食センター 3,776 366 4,142 748,167 

第二学校給食センター 4,227 365 4,592 797,902 

弓ヶ浜共同調理場 1,504 190 1,694 296,446 

尚徳共同調理場 1,943 332 2,275 384,539 

淀江共同調理場 759 76 835 145,409 

合  計 12,209 1,329 13,538 2,372,463 

（注）児童・生徒・職員等は、平成３０年５月１日現在。職員等には保存食を含む。 

 

２ 学校給食の献立 
 

（１）献立の充実 

 献立作成会で栄養教諭、学校栄養主任及び学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）

が共同で献立案を作成し、献立検討会で学校給食主任の代表とともに検討して献立を決

定した。 

献立内容については、児童生徒が食材を通じて地域の自然や文化に理解を深め、食へ

の感謝の気持ちが育つように郷土料理や地場産物を積極的に取り入れた。 

ア 献立作成会 ２２回   構成員：栄養教諭等 １０人 

イ 献立検討会 １１回   構成員：栄養教諭等 ３人・学校給食主任 ７人 
 

（２）地産地消の推進 

精白米は米子産米を使用し、野菜類も市場関係者の協力を得て地元産を優先的に使用

した。畜産物や水産加工品についても県内産の使用率を高めるように努めた。 

毎月１９日の食育の日を「いきいき こめっこデー」とし、地元業者や生産者と連携し

て、地元の食材をふんだんに取り入れた学校給食を提供するとともに、地元食材などを
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用いた学校給食献立のレシピを市報やホームページに掲載した。 

また、小学４年生から中学３年生までを対象に、地元食材を取り入れた料理の募集を

行い、優秀な作品を全国学校給食週間に学校給食献立に取り入れて提供した。 
 
   応募件数 ７３８件  採用献立 ２０品 

 
平成３０年度の主要４４品目の県内産使用比率は６４.９％で、平成２９年度の５２.

８％と比較して１２.１％上昇した。 

 

地産地消率の推移               

年 度 28年度 29年度 30年度 

県内産使用比率 48.5％ 52.8％ 64.9％ 

 

単位：使用量（kg）・比率（％） 

区分 

県産品利用 その他 

県内産<地産地消> 県内加工 国内産 外国産 

使用量 比率 使用量 比率 使用量 比率 使用量 比率 

野菜類 126,327 55.0 0 0 103,208 44.9 247 0.1 

果物 1,467 100.0 0 0 0 0 0 0 

魚介類 5,736 88.9 0 0 0 0 719 11.1 

豆類 15,165 98.0 0 0 305 2.0 0 0 

食肉類 42,189 100.0 0 0 0 0 0 0 

きのこ類 493 12.0 0 0 3,608   88.0 0 0 

その他 13,589 84.1 0 0 2,572 15.9 0 0 

合計 204,966 64.9 0 0 109,693 34.8 966 0.3 

 

（３）非常時用備蓄食品を取り入れた献立 

   給食が提供できない緊急的事案が生じた場合に対応するために備蓄していた非常時用

備蓄食品を、鳥取県中部部地震が起きた１０月に献立化し、学校給食に取り入れ、非常

時に備えることの大切さ等について伝えた。 

 

３ 食に関する指導の充実 

栄養教諭等が専門性を活かし、学校給食を通して食に関する指導を行った。食に関する

正しい知識を伝えるだけでなく、学校、家庭、地域と連携し、子ども達の自己管理能力の

育成に努めた。 
 

（１） 給食時間における学校訪問    １,４１０回 

（２） 栄養教諭等の授業への参画     １９６回 

（３） 給食試食会・講演          ６８回 

（４） 個別面談             １８０回 

（５） 夏休み料理教室            ３回      
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（６） 地元給食関係事業者との交流給食   １６回 

（７） 調理業務受託事業者の調理員による学級訪問  ２２１回 

 

４ 衛生管理の徹底  
 

 （１）学校給食衛生管理基準等関係法令に基づいて、調理が衛生的に行われているかを栄養

教諭等が確認した。 

（２）学校給食用食材の定期点検 

学校給食用食材の各食品群の中から年間で１０品目の食材を選び、腸管出血性大腸菌

Ｏ－１５７、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌の細菌検査を５品目ずつ２回に分けて行っ

た。 
 

ア 検査日 

平成３０年５月１６日～２１日、平成３１年１月２８日～２月１日 

イ 検査結果 

  ２月に検査した鶏肉もも照焼たれ漬けからサルモネラ属菌が検出されたため、検査

結果を納入業者に連絡するとともに各調理場に衛生管理の徹底を指示した。 

 

５ 効率的な学校給食の運営 
 

（１）調理業務委託事業の検証  

学校給食調理業務は、平成２６年度に実施した公募型プロポーザル方式により、平成

２７年度から平成３１年度までの５年間を民間事業者に委託して実施することになって

いる。 

   調理業務受託事業者により、安全・安心な学校給食が提供されるとともに調理業務が

適切かつ円滑に実施されたかどうか、受託事業者の業務の実施状況の確認、日常的な調

理業務の点検確認及び喫食者へのアンケートを通じて検証を行った。 
 

ア 受託事業者 

（ア）学校給食センター  

株式会社東洋食品 

（イ）第二学校給食センター  

株式会社東洋食品 

（ウ）共同調理場（弓ヶ浜共同調理場、尚徳共同調理場、淀江共同調理場） 

   株式会社東洋食品 
 

イ 契約期間 

    平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日（５年間） 
 

ウ 委託業務の内容 

調理業務、配缶及びコンテナへの積込業務、食器・食缶・調理機器及び輸送用コン

テナの洗浄消毒業務、残菜の処理業務、施設・設備の清掃及び点検業務、使用物品管

理業務、衛生管理業務、その他附帯する業務 
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  エ 検証結果 

    別添「米子市学校給食調理業務委託事業の検証結果について」参照 

 

（２）アンケート調査の実施 

学校給食に関するアンケートを平成３０年９月３日～１４日に実施し、平成３１年２

月１９日開催の第３回米子市学校給食運営委員会において報告した。 

 

６ 給食費未納対策 
 

給食費の未納対策については、「学校給食費の未納対策に関する方針」に基づき、学校及

び一般財団法人米子市学校給食会と連携を図りながら、機会を捉えた保護者啓発文書の配

布、児童手当等を活用した給食費の納付などを実施して未納の解消に努めた。 

 

７ 食物アレルギー対応 

全ての給食実施校において「鶏卵・乳」の除去食又は代替食によるアレルギー対応を実施

した。 
 

（１） 実施方法 

食物アレルギー対応食の調理及び提供については、「米子市学校給食における食物

アレルギー対応マニュアル」及び「米子市学校給食食物アレルギー対応調理マニュア

ル（調理施設用）」に基づき、原因物質の混入や提供誤り等の事故がないように努め

た。 
 

（２） 対応人数                     （人） 

鶏卵 鶏卵・乳 乳 計 

71 34 16 121 
 

（３）その他の対応 

・ そば・ピ－ナッツ・あわび・いくら・キウイフルーツは使用しない。 

・ マヨネーズは、卵抜きマヨネーズを使用。 

 

８ 学校給食運営委員会の開催 
 

（１）第１回  平成３０年５月２日開催 

協議事項  ・平成２９年度事業報告について 

         ・平成３０年度学校給食費について 

         ・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 
 

（２）第２回  平成３０年７月６日開催 

協議事項  ・調理業務の検証 

米子市立第二学校給食センター調理場の見学 

学校給食の衛生管理について 
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・学校給食アンケートについて 

・いきいき こめっこ プロジェクトについて 

その他   ・給食試食 
 

（３）第３回  平成３１年２月１９日開催 

協議事項  ・平成３１年度事業計画について 

      ・主食の提供量の変更について 

      ・平成３０年度学校給食アンケートの結果について 

      ・いきいき こめっこ プロジェクトの取組について 
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第２号 平成３１年度学校給食費について 

 

１ 平成３１年度学校給食費について 

  平成３１年度の学校給食費は、１食当たり小学校２８０円・中学校３３０円に設定する。 

 

平成３１年度給食費 

                 （単位：１食当たり/円） 

  区分 ３０年度 ３１年度 増減 備考 

小
学
校
児
童 

主食 53.86 55.41 1.55   

牛乳 47.70 49.10 1.40   

副食 158.62 155.67 △2.95   

消費税 20.81 20.81   0     

合計 280.99 280.99   0      

給食費 280    280    0   円未満切捨て 

中
学
校
生
徒 

主食 62.31 63.77 1.46  

牛乳 47.70 49.10    1.40  

副食 196.46 193.60 △2.86  

消費税 24.52 24.52 0     

合計 330.99 330.99 0     

給食費 330    330    0    円未満切捨て 

教
職
員 

小学校 280    280    0      

中学校 330    330    0      

 

２ 給食費の内訳 

（１）主食について 

学校給食用パン（コッペパン）及び米飯の価格は、公益財団法人鳥取県学校給食会が

決定した売渡価格に基づき算出した。 

ア パンについて 

パンの年間使用計画を作成し、基本パンであるコッペパンに加えて、黒糖パン、季節感の

ある食材を基本パンに練り込んだ本市独自の練り込み加工パンを取り入れている。 

パンは、米飯と同様に主食であるということを基本に、嗜好的にならないように注意を払

いながら、子どもたちにとって学校給食の楽しみの一つとなるように変化を持たせている。 

学校給食用パン（基本コッペパン）の売渡価格は、昨年度と比較して小学校は７８銭の値

上がり、中学校は、昨年度は９０ｇのパンを提供していたが、今年度から８０ｇに変更した

ため、１円５０銭の値下がりとなっている。 
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イ 米飯について 

米飯は週４回とし、うち月１回程度は麦ご飯、月２回程度はアルファー化米を使用した炊

き込みご飯、年に１回の黒米ご飯や赤飯を取り入れている。 

 精白米は、米子市産米でコシヒカリ５０％、ひとめぼれ５０％のブレンド米「おかわり

くん」を使用している。 

学校給食用米飯の売渡価格は、小学校１円４８銭、中学校１円７２銭の値上がりとなって

いる。 

 

●主食価格 

区分 
小学校 中学校 

回数 年間金額 回数 年間金額 

パン ４０回 １，８６８．８９円 ４０回 ２，００９．７５円 

米飯 １５９回 ９，１５８．６８円 １５９回 １０，６８０．９２円 

合計 １９９回 １１，０２７．５７円 １９９回 １２，６９０．６７円 

平均単価 ５５．４１円 ６３.７７円 

 

（２）牛乳について 

本年度も引き続き、パスチャライズ（低温殺菌）牛乳を選定。生乳価格の上昇にとも

ない、平成３０年度より１円４０銭高い１本あたり４９.１０円で価格を決定した。 

 

●牛乳価格                     単位：１本当たり／円 

区分 小学校 中学校 

牛乳 ４９．１０円 ４９．１０円 

 

（３）副食について 

副食の献立は、成長期にある子どもたちの心身の発達と健康を考えて基本的には昨年

と同様とし、旬の産物や地場産物を生かした献立・郷土食などを取り入れることにより、

地産地消の推進を図り、生きた教材として魅力ある給食となるように配慮している。 

価格は、学校給食の標準食品構成及び昨年度の食品使用頻度を基に、昨年度の物資購

入単価、鳥取県学校給食会、米子市学校給食会などからの物資関係情報、本市の４・５

月分物資入札価額などを参考に算出した。 
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●副食価格 

                                         
小学校 中学校 

回数 年間金額 回数 年間金額 

副食 １９９回 ３０，９７８．３３円 １９９回 ３８，５２６．４０円 

平均単価 １５５．６７円 １９３．６０円 

 

 

３ 給食費の推移 

   

（単位：１食当たり/円） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

小学校 270 272 272 280 280 

中学校 318 320 320 330 330 
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米子市学校給食調理業務委託事業の検証結果について 

 

 

米子市教育委員会学校給食課 

 

１ はじめに  
 

学校給食は、児童生徒に栄養バランスのとれた食事を提供することにより、心身

の健全な発達に資するとともに学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を

図ることを目的に学校教育活動の一環として実施されている。 

一方で、近年、児童生徒や家庭、各自治体を取り巻く社会情勢や食生活環境が大

きく変貌し、学校給食においても効率的、効果的な運営が求められるようになり、

本市では平成２０年４月から調理業務を民間事業者に委託して実施している。 

平成３０年度は、平成２７年度からの５年間を契約期間として３グループに分け

て調理業務を委託しており、学校給食調理業務の委託事業について、安全・安心な

学校給食が提供されるとともに調理業務が適切かつ円滑に実施されたかどうか、調

理業務受託事業者の業務実施状況の確認、日常的な調理業務の点検確認及び給食喫

食者へのアンケートを通じて検証を行った。 

 

２ 平成３０年度の調理業務委託事業の実施状況  
 

（１）学校給食センター 

受託者：株式会社東洋食品 

（２）第二学校給食センター 

受託者：株式会社東洋食品 

（３）共同調理場（弓ヶ浜共同調理場、尚徳共同調理場、淀江共同調理場） 

受託者：株式会社東洋食品 

 

３ 平成３０年度の委託事業の検証結果 
 

（１）委託業務の実施状況  

調理業務は、契約書及び仕様書に基づき実施されたが、尚徳共同調理場で調理

され中学校に提供した給食に金属片が混入するという事象が発生した。人的健康

被害の恐れがある異物混入であったが、幸い喫食中に異物を発見した生徒に怪我

はなく大事には至らなかった。 

その他の業務については、全般を通して概ね適切に実施されていた。 
 

ア 安全衛生管理について   
 

（ア）衛生管理について 

受託事業者の調理作業について、「学校給食衛生管理基準」に基づいた衛生

管理が行われているかを本市の職員や栄養教諭、学校栄養主任及び学校栄養
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職員（以下「栄養教諭等」という。）が検査した結果、適正な衛生管理のもと

に調理作業が行われていた。 

調理作業従事者に義務付けている月２回の検便と年 1 回以上の健康診断の

実施について、検査結果報告書で確認した。 

食中毒防止の観点から調理業務従事者が各自で記入する個人別健康観察記

録について、記入確認を受託事業者が行っているかを確認した。 

これらの確認により、適正な衛生管理のもとに調理作業が行われていると

認められた。 
 

（イ）異物混入等の事故防止について 

機器の故障の早期発見や異物混入を防ぐ観点から日々の調理機器の点検を

義務付けており、点検表の提出を求めて確認を行っていたが、５月に中学校

に提供した給食に金属片が混入する事象が発生した。 

調理場を立入検査し、調理機器、器具の点検を行ったが、異物の混入経路

や発生原因の特定はできなかった。 

受託事業者に対して、更なる異物点検の検査体制の徹底や職員の異物混入

事故に対する危機意識の醸成など異物混入防止対策を徹底するよう指導し、

再発防止に努めた。 
 

イ 調理業務の実施状況  
 

（ア）給食配送時間の厳守 

給食配送時間に遅れることなく円滑に調理作業が行われていた。 

また、学校行事等に伴う給食配送時間の変更に際しても、本市の指示に対

応した調理時間の調整と民間事業者のノウハウを活かした調理員の配置に

より、適切に対応ができた。 
 

（イ）調理作業内容の確認 

受託事業者の業務責任者と毎月定期的に行う献立説明会や業務連絡会にお

いて、調理手順等の再確認や改善策の検討を行い、調理業務を円滑に実施す

ることができた。 

献立説明会は、市内５箇所の調理場で年間合計８１回開催し、調理場責任

者と栄養教諭等が作業工程や前月の調理作業の反省点等について意見交換

を行い、業務改善と指導の徹底を図った。 

また、業務連絡会も１２回開催し、栄養教諭等及び学校給食課職員が調理

場責任者と意見を交換して、意識の共有化を図った。 
 

ウ 食育への関わり 
 

調理業務従事者が学校を訪問し、教室で児童と一緒に給食を食べながら、給

食を作るときの様子を話すなどして交流を行った。一部の学校では、こめ太・

こめ子の着ぐるみを着て訪問し、児童の学校給食への興味関心を効果的に高め
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た。 

また、食に関する学習に栄養教諭とともに参加し、実際の調理器具を見せた

り、給食に込めている思いを話すなど調理員としての専門性を発揮した授業を

行った。さらに授業後、児童からの手紙に一人ひとり返事を書くことで、より

指導効果を高めた。 
  

エ 研修 

調理業務や食品の取扱等を安全で衛生的に行うため、調理業務従事者に対し

て定期的に研修が行われているか、また、業務従事者の資質向上につながるよ

うな研修等が実施されているかについて、研修結果報告書の提出を求める等に

より確認した。 

調理受託事業者は毎月１回以上の研修を実施しており、食中毒防止のための

研修や食物アレルギーに関する研修、労務管理研修など衛生面や接遇面など職

員の資質向上につながる研修が行われていることを確認した。 
 

（２）学校給食アンケートについて 

調理業務受託事業者が調理業務を円滑に実施したことの検証と学校給食の運営

及び食育の推進の参考とするため、児童生徒及び教職員に対してアンケートを実

施した。また、アンケート結果は、学校給食運営委員会に報告するとともに各学

校及びＰＴＡ連合会に参考資料として提供した。 

アンケート結果やアンケートで寄せられた意見を総合して判断すると、児童生

徒に対して適切に給食が提供できていたと考えられ、調理業務受託事業者が調理

業務を円滑に実施したことを確認できた。 
 

ア 対象者   小学５年生及び中学２年生並びに給食を喫食している教職員 

イ 実施時期  平成３０年９月３日～１４日 

 

４ まとめ 

受託事業者による調理業務は、「学校給食衛生管理基準」等に基づき、適正な衛生

管理のもとに実施され、給食配送時間についても、配送の遅れもなく、学校行事等

に伴う配送時間の変更にも柔軟に対応できていた。 

提供した給食に金属片が混入する事象があったが、異物の混入経路や発生原因の

特定には至らず、受託事業者はその後、食材の納品時から調理完了までの工程で、

食材及び調理器具・機械等の目視、触手による確認を徹底するなど日々継続的な点

検を行い、再発防止に努めているところである。 

 このほか、調理業務は委託契約書に定める仕様書と日々の作業指示書に基づいて

適切に実施されており、調理業務委託事業により学校給食調理業務が概ね安全・安

心かつ円滑に実施されたと認められる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『いきいきと豊かな心を育む学校給食の推進』 
 

 

 

 

 

 

１ 「いきいき こめっこ プロジェクト」の実施目的 
 本市の学校給食では、普段から米子市や鳥取県の地元食材を取り入れた 

料理や、米子市に伝わる郷土料理など、特色ある給食実施に取り組んでいる。 

 今年度からは、これまで以上に食やふるさとの魅力を伝え、「食べる楽しさ 

学ぶ楽しさ」を子どもたちに届けることによって、いきいきとした豊かな心や郷土愛を育むことを目的に、給食

に係る取組を、児童生徒の実態、食育の視点で再構築し、さらに充実したものにしていく。 

 また、本市の総合計画と関連付け、毎月の食育の日を『いきいき こめっこデー』と名付けるなど、覚えやすい

ネーミングでプロジェクトを展開していくことで、児童生徒や保護者、学校給食関係者だけでなく市内外に対

してより一層発信力を高めてＰＲを行う。 

 

２ 「いきいき こめっこ プロジェクト」の主な実施内容 
 児童生徒の食に関する興味・関心を高めることをねらって、次の事業を実施した。 

（１） 「いきいき こめっこデー」の実施 【新規】 

６月の食育月間から、毎月１９日の食育の日に、地元食材を特に意識した給食献立を実施。児童生

徒が給食を生きた教材として食を学び、米子市や鳥取県の地元食材や食文化に触れ、体験することで、

「ふるさと よなご」の魅力を再発見し、郷土に愛着をもつことができることをねらった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ

め

太 

こ

め

子 
事業方針 

再構築  児童生徒の事態に焦点をおいて取組を見直す。  

包括的   ねらいを明確にし、事業を関連付ける。 

発信力   様々な媒体を利活用し、市の内外に情報発信する。 

こめ太 こめ子 

当日の給食に使用した米子市や鳥取県産の

食材をイラストで紹介。「ふるさとの食べ

物」を市内全小中学校に啓発。 

実施献立 

「米飯 牛乳 あご竹輪の磯辺揚げ 

 かに取県サラダ とっとりギュウっとすきやき 

「コッペパン 牛乳 アップルソースかけフランク 

     きのこ王国とっとりサラダ 

よなごっ子コロコロポタージュ 

米子市キャラクター 

「ネギ太 ネギ子 ネギポ」 

米子市教育委員会学校給食課 

食育推進フェアで 

啓発活動をする 

こめ太とこめ子。 



【いきいき こめっこデー実施献立】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 「いきいき こめっこレシピ」の市報への連載 【新規】 

給食献立等のレシピや食育の取り組みの様子などを市報に連載し、児童生徒・保護者等の学校給食

に対する理解を深め、連携を図った。（平成３０年度６月号から平成３１年度４月号まで１１回掲載。来年度

も継続） 

（３） 夏休み料理教室の実施 【見直し】 

参加者が食に関する理解を深め、実生活に活かすことができるよう 

調理実習や食育講演を行った。今年度は本市の児童生徒の実態から 

テーマを「朝食」と「魚を使った料理」とし、「朝食」については 

親子対象で実施した。（実施回数３回：児童生徒、保護者参加者６２名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） ふるさとの食材を使った「こめっこ献立」の募集 【拡充】 

ふるさとの食材を使った献立を募集し、採用した２０作品を給食週間にあわせて１月の献立に取り

入れた。給食だより号外（こめっこ献立特集号）の発行や 

ホームページ（（一財）米子市学校給食会）で採用献立のレシピを 

紹介するなど情報発信に力を入れた。採用者には記念品として、 

こめ太・こめ子缶バッチと、手作りこめ太・こめ子しおり、参 

加者にはこめ太・こめ子しおりを贈呈。表には食育の日、裏には 

ふるさとの食べ物を記載するなど、情報発信のひとつとして 

効果的に活用した。応募献立：７３８ 応募人数：９１３名  

（※平成２８年度 応募数 ５２６、平成２９年度 応募数 ５８７） 

 

 

 実 施 献 立 

６月 玄米ごはん 牛乳 さわらの西京焼 きゅうりの甘酢和え とっとりっ子煮 

７月 米飯 牛乳 鶏肉のヨネギーズソースかけ アーモンド和え あご竹輪のすまし汁 

９月 米飯 牛乳 若鶏の二十世紀梨ソース ネギポの元気サラダ 豆腐竹輪のすまし汁 

１０月 
コッペパン 牛乳 秋の実りアップルソースかけフランク 

きのこ王国とっとりサラダ よなごっ子コロコロポタージュ 

１１月 米飯 牛乳 あご竹輪の磯辺揚げ かに取県サラダ とっとりギュウっとすきやき 

１２月 どんどろけめし 牛乳 はたはたの唐揚げ アーモンド和え お米のみかんタルト 

１月 黒糖パン 牛乳 ヨネギーズの白ねぎグラタン 花野菜サラダ 鳥取っ子スープ 

２月 ヨネギーズピラフ 牛乳 あじメンチカツ 浜かんしょサラダ ブルーベリータルト 

３月 米飯 牛乳 あじの伯州揚げ 大山のきらきらみどり和え 鳥取藩味噌汁 

献立 

「納豆じゃこ丼・ジャーマンポテト・豆乳入り野菜味噌汁 

ブロッコリーと魚肉ソーセージのカップ焼き」 

親子料理教室 

魚料理教室 

米子市栄養教諭・学校栄養職員が手作りした 

約９５０枚のしおり。デザインは１０種類。 

裏 

表 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 情報発信の充実 【見直し】 

市報、ホームページ（学校給食課、（一財）米子市学校給食会）ＤＡＲＡＺ ＦＭ、給食だよりなど

様々な媒体を利活用し、それぞれをリンクさせ、市の内外に効果的に情報発信を行った。米子市の栄

養教諭・学校栄養職員が一体となって取り組むことで、児童生徒の実態や課題、取組のねらいなどを

共通理解でき、連携が深まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

○米子市学校給食キャラクター「こめ太・こめ子」の効果的活用 

  栄養教諭・学校栄養職員が行う給食時間の指導や、地域における食育推進活動等にこめ太・こめ子を

効果的に活用し、学校給食への親しみを持たせる取組を積極的に実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（一財）米子市学校給食会主催「食育フェア」で学

校給食や食育の取組を地域に啓発。来場者に救給カ

レーとこめ太・こめ子缶バッチを配布した。 

 

市長会見に学校栄養職員が参加。プロジェクトの内

容、取り組むまでの経緯を説明。テレビや新聞で取り

あげられ、非常に注目を集めた。 

米子市役所秘書広報課

で会見まで控えている

こめ太とこめ子。 

市長会見 コミュニティーＦＭ 

地域情報誌 

ＤＡＲＡＺ ＦＭでは、事前に

担当者さんが学校に出向かれ、

給食献立と学校給食課から配布

している献立の紹介を市内の小

学生が読んで録音したものがお

昼に放送されています。 

地域情報誌「うさみみ」と「こはく」で特集が

組まれた。関係者の反響がとても大きく、啓

発活動としての効果が高かった。 

「米飯 牛乳 元気いっぱい鳥取すどり 

 ゆかり和え キムチスープ 

「米飯 牛乳 あじの塩焼南蛮ソースかけ 

 アーモンド和え ふるさと野菜たっぷり仲良し煮込み 

「コッペパン 牛乳 豚肉のバーベキューソース炒め 

  ボイル野菜 冬のヨネギーズシチュー 

ふるさとの食材 

・長いも ・白菜 

・鶏肉 ・にんじん 

・白ねぎ ・椎茸 

ふるさとの食材 

・さつまいも 

・にんじん 

・白ねぎ 

ふるさとの食材 

・長いも ・白菜 

・鶏肉 ・にんじん 

・白ねぎ ・椎茸 

ＤＡＲＡＺ ＦＭでプロジェクトについて紹介。パー

ソナリティーと給食の話題で盛り上がり、楽しい雰

囲気で啓発を行うことができた。 
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