
 
令和元年度第２回学校給食センター運営委員会会議録 

 

１   日   時  令和２年１月３１日（金） 

開会  午後３時００分   閉会  午後３時４０分 

 

２   場   所  匝瑳市学校給食センター２階会議室 

 

３   出席委員 

有 田 光 委員長    齋 藤 馨 委員      鵜澤 和子 委員 

石橋 未佳 委員     角田 直彦 委員        伊藤 幸子 委員 

林 羊 子 委員     江波戸  みち代 委員   溝口 澄子 委員 

加藤 雅博 委員     秋山 正子 委員      小 川 豊 委員 

  

４   出席職員  教育長  二村 好美 

(事務局)  学校給食センター所長  嶋田 誠人 

学校給食センター給食班主査  江波戸 淳 

学校給食センター管理栄養士  林 裕美 

５   開   会 

午後３時００分  所長、出席者過半数により会議の成立を報告 

６   教育長あいさつ 

７   議   事 

（１）  議題 

①令和２年度給食実施計画(案)について 

②令和元年度給食賄費執行状況について 

③その他 

８   会議の概要 

（委員長が議長となり議事進行） 

議長     しばらくの間、議事を務めさせていただきます。 

それでは、最初に議題①の令和２年度給食実施計画(案)について事務局説明を、 

お願いいたします。 

 



事務局   （資料に基づき、議題①の令和２年度給食実施計画(案)について説明。） 

        御意見、御質問のある方は挙手にてお願いいたします。 

委員A    給食の提供日が１９２日というのは決まっているのですか。 

事務局    決まっております。 

委員A     これ以上増やすことは出来ないのですか｡ 

事務局    前回の定例教育委員会で１９２日の日程が決定された経緯がございます。 

委員A    この令和２年度給食実施計画(案)を見て、４月は９日から給食を実施していただけ 

れば、ありがたいと思いお伺いいたしました。 

議長    今の御質問につきましては、１９２回ということで御理解いただきたいということでよろ 

しいでしょうか。 

事務局   よろしくお願いいたします。 

議長    よろしいでしょうか。 

それでは、御承認いただける方は拍手をお願いいたします。 

（拍手全員） 

議長     議題①の令和２年度給食実施計画(案)につきましては承認されました。 

  続きまして、議題②の令和元年度給食賄費執行状況について、事務局説明を、 

お願いいたします。 

 （資料に基づき、議題②の令和元年度給食賄費執行状況について説明。） 

議長     事務局の説明が終わりました。 

        御意見、御質問のある方は挙手を願いいたします。 

教育長    ここで、補足説明をさせていただきます。 

        １月１０日現在で、上の歳入の部については、右から２つ目の収入未済額が４２，６ 

８５，１５０円とありますが、これはまだ、１月、２月、３月の給食費をいただいておりませ 

んので、御理解を賜ればと思います。 

  下の負担行為残額につきましても、まだ本年度の給食が残っておりますので、この 

額が残っているということです。 

議長     ただいま補足がありましたが、委員の皆様から御意見、御質問ありますでしょうか。  

        よろしいですか。 

        それでは、御意見、御質問ないようですので、御承認いただける方は拍手をお願 

いいたします。 

（拍手全員） 

議長     議題②の令和元年度給食賄費執行状況については、承認されました。 



       それでは、次の議題③その他について、委員の皆様から、或いは、事務局から何か 

      ありますでしょうか。 

事務局   その他について事務局から説明させていただきます。 

       資料①の５ページをご覧ください。 

       平成４年度から平成３０年度までの未納額について、令和２年１月１０日現在で集計 

した表となります。 

合計で未納額が１９，７２４，４７７円、月数で４，７７３ヶ月分となります。 

次に資料①の６ページをご覧ください。 

中学校は在学生と卒業生の分を分けて集計しております。 

7ページを御覧ください。 

毎月、学校給食で使用する賄材料の放射性物質検査結果の集計をしております。 

４月から１２月まで、毎月１回、２種類の食材を検査した結果、セシウムは基準値以 

下で、検出されなかった結果となっております。 

 毎回検査結果は、匝瑳市のホームページで公表しております。 

なお、食材検査は、原則として県内産を検査しておりますが、９月は台風と大雨の影 

響により、近隣の食材が入手困難な状況にありました。 

       そのため、９月の食材検査は実施しておりません。 

８ページを御覧ください。 

令和元年度の学校訪問の状況になります。 

５月から１２月までの期間で､ ３３回学校に訪問し、内24回については栄養士が各 

学校の２年生、４年生を対象に栄養指導を実施したほか市内小中学校から講師派遣 

の依頼を受けて２回の食育授業を実施いたしました。 

  また、 所長、 栄養士、 調理師３名１組の訪問を１７回実施し、幼稚園、中学校 

では、全クラスの状況確認を行い、小学校では配膳、片付けの確認を行った後、３年 

生と給食を喫食し、残菜等の情報収集に努めました。 

  続きまして、９ページをご覧ください。 

  令和元年度の４月から１２月までの間の学校給食センターへの見学・試食の一覧 

表です。 

  ５団体で１１２名の見学者となり、この内、シルバー人材センターの３０名には、施設 

見学後に試食をしていただき、アンケート調査を実施した結果、高い評価をいただき 

ました。 

  つづきまして、資料２を御覧ください。 



  これは給食の残菜率の４月から１２月までの幼稚園、小学校、中学校別の集計とな 

っております。 

 前年度比率は幼稚園が７．０％の減、小学校は１．８％の増、中学校は０．４％の増 

となっております。 

 以上で議題③のその他についての説明を終わります。 

議長    以上、事務局から説明がありました。 

 まず、給食費の未納金額についての説明がございましたけれども、これについて委 

員の皆様からの御意見、御質問等ありますでしょうか。 

                    （意見なし） 

議長    つづきまして、放射性物質検査結果の状況についても報告がありましたが、こちらに 

ついてはいかがでしょうか。 

                           （意見なし） 

       よろしいでしょうか。 

       それでは、もう一点、学校訪問の状況、見学・試食の状況についても、報告がありま 

      した。 

       併せて、委員の皆様から御意見、御希望はありますでしょうか。 

委員B   学校に訪問していただいてありがとうございます。 

       子供達は、給食センターの方が学校に来て下さって、給食についての話を聞けるこ 

とを楽しみにしています。 

       また、資料も子供達に分かりやすく作っていただいてありがたいと思っています。 

       今後とも、学校訪問に来ていただければと思います。 

         今年度初めて､ ３年生の校外学習に給食センター見学を取り入れました。 

       やはり、給食を作っている方の様子を身近に感じることで子供達の残菜も減っている 

と思います。 

       食に関する意識も高まったと思います。 

       大変助かります。 

       今後ともよろしくお願いいたします。 

議長    ありがとうございます。 

       学校訪問、試食等については委員の皆様いかがでしょうか。 

委員C   学校訪問についてですが、昨年までは直営でしたので調理員が、一般職員、パート 

      職員ともに学校に伺っておりましたが、委託に移行した後で、調理員はどのような身分 

で各学校に伺っているのでしょうか。 



議長    事務局お願いします。 

事務局   委託先の株式会社東洋食品の店長と、一緒にお伺いしています。 

議長    よろしいでしょうか、その他、委員の皆様ありますでしょうか。 

委員D   毎月、献立を工夫されており、食に関する関心も高まっていると思います。 

議長    その他、委員の皆様から御意見等ありますでしょうか。 

       それでは、残菜率についての説明がありましたが、これについて、皆様の御意見等 

ありますでしょうか。 

委員E   残菜率は、児童・生徒の分だけでしょうか、それとも、職員の分も入っているのでしょ 

うか。 

事務局   職員の分も含めて計量しています｡ 

事務局   事務局から説明を加えさせていただきますと、残菜率に関して今年度より栄養価の 

基準が変わりまして、小中学校に関しましては、カロリーが少し増えて、塩分量が大分 

少なくなった数値になっております。 

        そのため、匝瑳市内の給食に関しましても､ご飯の量を多少増やしております。 

        １２月時点で、残菜が増加傾向にあるのは、そういった影響もあると解釈してい 

ます。 

  ただ、匝瑳市内の小中学生の身長、体重についてですが、国の平均と照らし合わ 

せましても、小さい、痩せているということはなく、国の平均値と同等です。 

  国の定めている基準は、子供達の健康増進まで含めて考えられた数値になって 

いるので、子供達が食べられる分だけ提供するのではなく、少しずつでも食べられる 

物や量を増やしたいと考えています。 

  そのために、学校の先生方にも、御協力をいただいて、給食指導をして行きたいと 

思っております。 

  以上です。 

議長     ありがとうございます。 

        委員の皆様から何かご質問等ありますでしょうか。 

委員Ｆ    会議資料に献立表を付けていただけますでしょうか。 

事務局    お帰りの際に、お渡しいたします。 

委員Ｇ    昨年１０月から消費税が上がりましたが、賄材料の購入に影響はありますか。 

        食材への影響は少ないと思いますが。 

議長     事務局いかがでしょうか。 

事務局    賄材料費については、消費税８％のままなので、消費税の影響はありません。 



       味醂等の調味料、紙カップ、オーブンぺーパー等の一部は消費税が１０％に上がっ 

ていますが、さほど影響はありません。 

議長    他に委員の皆様から、ありますでしょうか。 

委員Ｈ   各学校で残菜量が減らせるように指導していますが、やはり好き嫌いのある子がい 

      てどうしても０にならない、また、学級の雰囲気ですとか、色々あって、なかなか残菜が 

減らなくて学校のほうでもいろいろと危惧しているところです。 

       給食センターの方々にこちらから依頼をして、栄養士さんに来ていただいて食育の 

授業ですとか、バランスの取れた食事の大事さですとか、見学に来た時に働きかけて 

いただいております。 

  今度、朝食についての指導に、学校に来ていただく予定になっております。 

今後とも、学校と学校給食センターで協力しながらバランスの取れた食事の必要性 

を浸透出来ていけるように進めて行きたいと思います。 

  学校から栄養士の派遣等、色々なことをお願いすると思いますが、今後とも協力し 

て進めていただければと思います。 

事務局   ありがとうございます。 

議長     ありがとうございました。 

        他に御意見等ありますでしょうか。 

        その他、委員の皆様からの御意見ありますでしょうか。 

委員Ｉ    栄養摂取基準が改定されまして、４月から塩分が１日当たり０．５ｇ引き下げとなりま 

した。 

 昨年、減塩パンの試食をしましたけれども、反応はどうでしょうか。 

事務局   現在、匝瑳市の学校給食センターでは、減塩パンは使用していません。 

減塩パンの品目数を増やす方向だと聞いているので、使用するパンが対象となっ 

たら使って行こうかと考えています。 

議長     よろしいでしょうか。 

        全体を通して、皆様からの御意見等ありますか。 

        それでは、ないようですのでこれにて議事を終了します。 

        御協力ありがとうございました。 

        事務局お願いします。 

事務局    ありがとうございました。 

         委員の皆様におかれましては、御多忙中、御出席いただき、慎重なる審議をして 

いただき誠にありがとうございます。 



  以上を持ちまして、令和元年度第２回匝瑳市学校給食センター運営委員会を､ 

閉会いたします。 

  御協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


