
令和４年度第１回学校給食センター運営委員会議事録 

 

１   日   時  令和４年５月２０日（金） 

開会  午前１０時００分   閉会  午前１１時２０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 

加藤 雅弘委員長     吉水 雅子 委員        久貫 由里代 委員 

中川 栄子 委員     櫻庭 俊浩 委員       佐藤 正一   委員 

溝口 澄子 委員     鈴木 敦   委員        鈴木 明美   委員 

玉造 恵美 委員     曽足 貴之 委員       神子 勝     委員 

伊藤   香 委員     飯田 昭宏 委員       押尾 寛美   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          戸村 克哉 

学校給食センター給食班統括     江波戸 淳 

学校給食センター主任管理栄養士  長井 真理子 

５   開   会 

（１）午前１０時００分  所長、出席者過半数により会議の成立を報告 

（２）委嘱書交付 

６   教育長あいさつ 

７   議   事 

（１）  議題 

① 役員の選出について 

② 令和３年度事業報告について 

③ 令和４年度事業計画(案)について 

④ その他 

８   会議の概要 

事務局    議事につきましては、匝瑳市学校給食センターの設置及び管理に関する条例第 

７条の規定により議長は委員長が務めることになっていますが、委員長が空席とな 

っていますので、教育長に仮議長をお願いいたします。 



（教育長が議事進行） 

教育長     事務局からお話しがありましたとおり仮議長を務めさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

    委員長、副委員長の選出でございますが、この委員会の委員長、副委員長の選 

出は、匝瑳市学校給食センターの設置及び管理に関する条例第6条の規定により 

委員の互選となっております。 

皆様方から自薦、他薦ということでいかがでしょうか。 

（意見あり） 

事務局一任ということで、御意見をいただきました。 

事務局案を提案していただいてよろしいですか。 

(異議なし) 

それでは、事務局、案の提示をよろしくお願いします。 

事務局      それでは、提案させていただきます。 

委員長は、市内校長会の会長であります八日市場第二中学校長の加藤 雅博 

校長にお願いしたいと思います。 

副委員長は、ＰＴＡ代表として市ＰＴＡ連絡協議会の副会長で栄小学校ＰＴＡ会 

長である伊藤 香委員にお願いしたいと思います。 

教育長      それでは只今、事務局から委員長、副委員長について、提案がなされました。 

提案に御賛同いただける方は拍手をお願いいたします。 

(拍手多数) 

拍手多数で御賛同をえましたので、加藤様、伊藤様よろしくお願いいたします。 

それでは、委員長、副委員長が決定いたしましたので仮議長の職を解かせていた 

だきます。 

事務局     ありがとうございました。 

         それでは、委員長の方から進行をお願いいたします。 

議  長    八日市場第二中学校校長の加藤と申します。 よろしくお願いします。 

副委員長   栄小PTA会長の伊藤です。よろしくお願いいたします。 

それでは、議題に入らせていただきます。 

議題②の令和３年度事業報告について、事務局お願いします。 

事務局   （資料に基づき、議題②の令和３年度事業報告について概略説明。） 

議  長    ありがとうございました。 

皆様からの御意見、御質問をいただきたいと思います。 



内容が多岐に亘るところでございますが、１ページ目の（１）運営委員会、（２）給食 

業務につきましては、令和２年度はコロナの影響ため学校が、４、５月が休みとなって 

おりましたが、昨年は４月から学校がこれまでどおりスタート出来ました。 

御意見、御質問はございませんでしょうか。 

         （意見・質問なし） 

 続きまして、２ページ目の令和３年度学校訪問の状況でございますが、先程の事 

務局からの説明にもありましたように、コロナの影響で中止となっております。 

御意見、御質問はございませんでしょうか。 

          （意見・質問なし） 

   続きまして、３ページ目の(４)令和３年度給食費でございますが、小中学校ほか、 

各学校の、それぞれの月額の給食費と実際の給食の支出が出ています。 

御意見、御質問はございませんでしょうか。 

         （意見・質問なし） 

   引き続きまして、（５）令和３年度学校給食賄費につきまして、一般的賄費とパン   

加工手数料等の手数料的賄費に大きく分かれていますが、この点について事務局 

からもう少し詳しく説明していただけないでしょうか。 

事務局    一般的賄費とは、食材の購入費用です。 

給食費を納めていただいて賄費に充てるのが、給食費の目的となっています。 

    その中で、一般的賄費とは食材を直接購入する費用です。 

         会計的に、手数料的賄費については、パンや麺類が加工した後に納品されるこ 

とから、加工品の購入になり科目的に手数料的賄費という区分けになっています。 

   賄費からページ上の給食費の額を差し引きまして、足らない部分は市の予算か 

ら充てるかたちとなっています。 

     以上です。 

議 長     ありがとうございます。 

    事務局からページ下の金額を市の予算を賄費にあてているという説明がありまし 

たが、このことについて、御意見、御質問等ありますでしょうか。 

委員A     初めて、参加させていただきまして、賄費にどのくらいかかっているのか初めて知 

り、驚くとともに、世界情勢の関係で、今後、市の負担額が増えていく、大変厳しい状 

況にあると感じました。 

委員B     私も、初めてこの会議に参加させていただきましたが、市の負担額が毎年このくら 

いかかっているのですか。 



事務局      市の方から、地産地消のために市内産の米や食材の購入費として賄費の２％を 

いただいており、食材の値上がり分も市の方からいただくかたちになっています。 

          年々、これくらいの金額を市から補填していただいています。 

委員 B      給食費は今後、上がったりはするのでしょうか。 

事務局     匝瑳市といたしましては、保護者の負担軽減のため、令和２年度に小学校、中学 

校の給食費を値下げしました。 

      子育て支援というかたちで、今までの第３子は２分の１、第４子無料となっていたと 

ころ、令和２年度から第３子も無料とし、出来るだけ保護者に負担をかけないように 

しています。 

       また、政府から連絡のあったことですが、コロナ関係の臨時交付金という補助金 

の制度があります。 

       児童生徒さんの給食の質を落とさないようにする施策でありまして、食材の値上 

がり分について補助金が出る事業となっています。 

      なるべく給食費は上げない方向で行けたらなと思います。 

議  長      ありがとうございました。 

          賄費の話が出ましたが、補助金を活用していただいて値段も上げないように頑張 

っていただければと思います。 

その他、いかがでしょうか。 

      （意見・質問なし） 

         引き続きまして、４ページ、５ページに収納状況、未納状況の表が、ございます。 

平成４年度から学校毎の未納額が出ておりまして幼稚園、小中学校に在籍して 

いたときの学校の欄に未納額がのっています。 

事務局     幼稚園時代の未納額、小学校時代の未納額、中学校時代の未納額が学校毎 

に割り振るかたちで集計しています。 

議  長     中学校についてですが、中学校を卒業されてしまうとなかなか、支払いをお願い 

するのが難しいのかなという気がします。 

     その辺は、どうされていますか。 

事務局     卒業した方については、学校給食センターから催告書の送付ですとか、滞納者 

        の所在の確認をしながらお支払いのお願いをするようなかたちとなっています。 

市内であれば臨戸訪問し、市外に転出された方につきましては、住所を追って納 

付をお願いしている状況です。 

議 長     大変、時間のかかる作業であるということですね。 



         皆様いかがでしょうか。 

 （意見・質問なし） 

     よろしいですか。 

     ６ページも同じで学校毎に昨年度令和３年４月２０日現在と令和４年５月２日現在 

を比較して、未納額がどれだけ増減したかが示されています。 

    令和３年度事業報告の審議ついては、この６ページまでといたします。 

    令和３年度事業報告につきまして、御承認いただける方は拍手をお願いいいたし 

ます。 

(全員拍手) 

          ありがとうございました。 

令和３年度事業報告につきましては、承認されたものといたします。 

続きまして、令和４年度事業計画（案）につきまして、事務局からお願いします。 

事務局     （資料に基づき、議題③の令和４年度事業計画（案）について概略説明。） 

議 長      ありがとうございました。 

          それでは、７ページから９ページについてですが、７ページについては、今年度 

の運営委員会の予定となっています。 

     ８ページと９ページは栄養士の学校訪問の予定となっています。 

     コロナの影響による今年度の学校訪問予定の変化や違いというのはありません 

でしょうか。 

事務局      コロナ禍でも、学校はありますので、学校訪問については予定どおり進めていく 

ようになっております。 

          学校訪問につきましては、栄養士からも、児童生徒が給食を食べる状況を確認 

したいという意向があり、訪問をお願いすることになっております。 

議 長     それでは、学校訪問につきましては、コロナで中止というところもあるかもしれませ 

んが、栄養士さんに進めていただけるということで終わりにしたいと思います 

         このあたりで、今までの経過を踏まえて今年はこんなことをして欲しいですとか、学 

校訪問時の子供達の様子ですかとか、そういったお話はありませんでしょうか。 

委員C     子供達は学校訪問をとても楽しみにしています。 

昨年、一昨年はなかったのですが、食育に関するお話のほか、栄養に関する様々 

な御話を聞かせていただきました。 

それから、食材についての素晴らしいテキストを作っていただいたほか、子供達 

は給食を作っている方との繋がりを持ててとても良い活動だと思います。 



今年度、再開されるのをとても楽しみにしています。 

また、訪問で使用した掲示物を学校でお借りして掲示しております。 

子供達も、給食を食べる意欲が湧いてくると思います。 

よろしくお願いします。 

議 長      ありがとうございました。 

以前、子供達が学校給食センターを直接訪問して見学したり、お話を聞いたりし 

たことがありましたが、何年生の授業でしたでしょうか。 

委員C     各学校によって様々ですが、私どもの学校では、３年生の社会科で市内の状況 

を学習するので、その一環として見学させていただきました。 

議 長      コロナが収まり、子供達が、直接見学する機会が持てるようになったらいいなと思 

います。 

          そういう風になりましたら、是非よろしくお願いいたします。 

事務局      後程、資料で御説明いたしますが、給食センターの方も、昨年度まで試食と見 

学を中止させていただきました。 

    試食は密になってしまうので、今年度も中止ですが、見学については昨年から 

可能となっており、現在、３校の見学の予定が入っています。 

児童生徒が食べている物を実際に作っているところを御覧いただくことは、良い 

社会科見学になると思いますので、御利用いただければなと思います。 

          以上です。 

議  長     申し込まれているのは、学校が３校ですか。 

事務局     はい。 

議  長      話が前後して恐縮ですが、学校PTA等の団体が見学することは可能ですか。 

事務局      はい。 

議  長     この件についての御説明ありがとうございました。 

教育長      例年、この会議でも会議終了後に委員の皆様方にも会議終了後、試食をして 

いただいておりました。 

     今回はコロナの関係で試食を断念せざるを得ませんでしたが、また機会があれ 

ば委員の皆様に試食していただきたいと思います。 

     また、家庭教育学級というのがありまして、こちらの方で見学、試食というのを 

コロナの前までは盛んにやられておりました。 

    また、コロナが収束すればこういったことも可能かなと思います。 

現在は、見学だけとなっております。 



議  長       ありがとうございました。 

    今回は、コロナの関係で試食を断念せざるを得ませんでしたが、早く試食がで 

きるようになればと思います。 

    皆様、他に御意見、御質問等ありますでしょうか。 

 （意見・質問なし） 

    それでは、議題③令和４年度事業計画（案）について、御承認いただける方は 

は、拍手をお願いしたいと思います。 

                           （拍手全員） 

    ありがとうございました。 

    続きまして、議題④その他について、事務局から説明をお願いします。 

事務局      議題④その他、「令和4年度 匝瑳市の学校給食」と資料について説明します。 

           「令和4年度 匝瑳市の学校給食」と書かれた資料を御覧ください。 

（資料に基づき、匝瑳市学校給食センターの基本方針、業務方針、運営経費、学校 

給食費の推移、平均栄養量の基準について説明。） 

     以上で、「令和4年度 匝瑳市の学校給食」についての説明を終わります。 

次に右上に資料と書かれたレジュメの内容について御説明します。 

(資料に基づき、学校給食用食材の放射性物質検査結果、学校給食残菜率、見学・ 

試食の状況、献立表について説明。） 

     以上で、議題④その他の説明を終わります。 

議 長       ありがとうございました。 

           それでは今、資料を2つ使いまして、事務局から説明がありました。 

御質問等ありますでしょうか。 

           折角、お集まりいただいた委員の皆様に、一言ずつお話しをいただければと思 

いますので、感想でも結構ですので、いかがでしょうか。 

                             （意見・質問なし） 

委員D       まず、初めにお詫びがあります。 

           と申しますのは、令和３年度学校給食費未納額について、資料６ページに記載 

のある未納額についてです。 

 

学校関係者、学校給食センターの方々、地区の保護者を代表して、御迷惑を 

かけたことをお詫びします。 

給食費の未納額については、こういう現状だったのが今わかりました。 



この資料を拝見して、自分も難しいとは思うのですが、PTAとして、何か動かな 

くてはと思いました。 

正直まったく無知な状況でしたが、何も言わずに帰るのも申し訳ないので、こ 

の場をお借りしてお詫び申し上げます。 

もう１つ、他の小学校のPTAの役員さんや有識者として栄養士の方がいらっし 

ゃるので、ここでお聞きしたいことがあります。 

     私の地区の小学校では、今、コロナ禍ですが、運動会を６月に開催します。 

校長会の方で、午前中開催が決定事項だという校長先生から御話があり、保護 

者側は承諾いたしました。 

さて、小学校の年間の学校行事にはいろいろなものがありますが、例えば、 

１２月から１月に掛けてのマラソン大会があります。 

           これは、個人的な考えで状況にもよりますが、私どもの小学校のマラソン大会 

では、親が汁物を作るというのがありますが、まん延防止や非常事態宣言が発令 

中であれば常識的に考えて、実施できません。 

どうすれば、コロナ禍でこのようなことが実施できるのか、という助言をいただ 

ければと思います。 

具体的には、マラソン大会の時期になったときに、PTAの代表が栄養士さんに 

連絡をしまして、この状態で、この食材を使って、こういう調理方法で実施するの 

は可能なのかという助言をいただきたいと思います。 

例えば、マラソン大会前の２日前にPCR検査をやって陰性でした、当日の朝に 

PCR検査をやって陰性でしたという場合、保護者が、食材を使って豚汁を作るこ 

とは、大丈夫かといった具合です。 

      責任を学校や市の方に取っていただくのではなく、すべて保護者側が責任を 

取ることを同意した上で実施を考えていますが、そういった状況になった場合に 

市の方を通じまして、栄養士さんに助言をいただきたいと思います。 

また、他の地区のPTAはどうされているのか、お聞きしたいと思います。  

     ちなみに私の地区では、保護者が総て責任を取り、開催前の感染対策を実施 

した上で、学校側には作業状況を適宜報告するという条件の下で、運動会等の 

行事をやらせてもらっています。 

      また、参加者のマスクをPTAの青少年相談員の年会費の予算で購入し、配 

布しています。 

      一生の内に、６年間しかない小学校生活の良い思い出作りをしてあげたい。 



私の地区では、こういう感じでやっておりますが、他の地区のPTAの皆様はど 

うされているのか、教えていただければと思います。   

議 長         ありがとうございました。 

             学校行事の心配とか、PTAの対応についてのお話なのかなと思います。 

       市のPTA連絡協議会等のPTAの集まりがあろうかと思いますので、参加され 

た際に、 改めて意見交換をお願いしたいと思います。 

        感染対策や衛生管理面は専門の先生が揃っていないため、子供達も気の 

毒かなと思います。 

        多分、どの学校も難しいところで、試行錯誤されているのかなと思います。 

        各委員が、この会議で、こういう話がありましたことを各学校に持ち帰っていた 

だいて、お話を伺うことをお願いいたします。 

             その他、御意見等ありますでしょうか。 

委員E         学校給食について、子供達の年代毎に食べやすい硬さになるように作り方を 

変えられないでしょうか。 

議 長         作り方を変えるとは、何に対して変えるのですか。 

委員E         子供達の歯の成長に合わせて、乳歯から永久歯の入れ替わりに合わせて硬 

さを変えられないでしょうか。 

        特に、永久歯に代わりたての時は、歯が柔らかく硬いものが嚙み切れず、食 

 べにくくなります。 

事務局         すいませんが、学校給食センターでは、年代によって硬さを変える調理方法 

は取れませんので、メニューに沿って、各年代の子供達に同じものを提供して 

います。 

            子供達の歯の発達に合わせる意味では、洋食の日は、柔らかい物が中心に 

なったり、和食の日は、噛む習慣をつけるために、食感のあるメニューを取り入 

れるといった、食べる日による型で設定しています。 

              年代に合わせて、調理方法を変えるのは出来ていません。 

      メニューについては、主菜のみ小学校と中学校と入れ替えて提供しているん 

 

ですが、その他のものについては同一になっておりまして、硬さまで年代によ 

って変えるというのはしていないのが現状です。 

議 長       メニュー自体は、特段の違いはないけれども、子供達の様子を見ながら対応 

しているということでいかがでしょうか。 



事務局      小学校とか中学校とか、そういった時期に周りの大人が、きちんとフォローして 

あげて欲しいと思います。 

             中学校では、特段です。 

議 長        歯科医の方と各学校との間で、情報交換をすることもあると思いますので、各 

学校の方で対応してもらうということでよろしいでしょうか。 

      今の件で、御意見なり御質問等ありますでしょうか。 

                               （意見・質問なし） 

      ありがとうございました。 

      その他、御意見等よろしいでしょうか。 

委員Ｆ         カレー粉なんですけど。 

            カレーの時に毎回、同じカレー粉を使っていらっしゃるんですか。 

            私の娘は辛いカレー粉は駄目で、今日のカレーは食べられたけど、この前 

のカレーは凄く辛かったと家で言っており、カレーの味がバラバラの印象を受け 

ます。 

娘は食が細くて、給食を残してしまうことがあります。 

            カレーの味付けにしても、今日はおいしく食べて帰ってきたよと言ったり、今日 

はカレー食べてみたけれども辛くて食べられなかったと家で言います。 

     娘は牛乳が飲めませんし、また、学校では水筒が使えないので、辛いカレー 

が出た日は舌に辛さが残った状態で家に帰ってきます。 

そんな時は、お菓子を食べさせて気を落ち着かせるようにしていますが毎回 

カレー粉が違うのでしょうか。 

議 長        毎回、カレー粉が違うということはあるのでしょうか。 

事務局         学校給食センターで提供するカレーも色々な種類があります。 

             カレーというメニューがあるのではなくキーマカレー、きのこカレー、新じゃが 

の季節は新じゃがカレー、トマトカレー等のいろいろなメニューがあります。 

      カレーをメニューで組み立てる時に３種類から４種類の市販のルーを組み 

合わせて使用するルーを作っています。 

 

     メニューによってはスパイス類を入れたりして、カレー1つのメニューで使っ 

ているものが違っているため、味が統一されているわけではなく、味が少し違 

っています。 

            以上が、現在、提供しているカレーの状況です。 



            中に入っている食材が変わっていても、ルーが同じであれば味は同じにな 

ると思いますが、カレー粉自体も量が違っていたり、メーカーが違っていたり 

毎回提供しているカレーの辛さが、同じ辛さに調整できていない可能性があ 

るので、辛さについては、こちらでもう一度見直してみます。 

            低学年のお子様に食べやすい形で、辛さの方もう一度見直してみます。 

            どのカレーが辛かったか後で教えてください。 

            ありがとうございました。 

委員F        後、もう１つ、うちの娘が、お肉が硬くて噛めない石みたいだと言うのがたま 

にあります。 

      我が家で家族の人数分だけ作るのと違い、学校給食センターは調理量が 

大量のために、少し火を通し過ぎたとかそういったことがあったのかと。 

            作る側でも、調理時間を縮めるですとか、調理方法をもう１回見直してもらえ 

たらと思います。 

事務局       １枚のお肉で作る豚肉のメニューのことでしょうか。 

            学校給食センターの方で、お肉についてはスチームコンベンションオーブン 

と言って、普通の家庭用オーブンに蒸気をいれてからオーブン機能で焼く機 

械を使っています。 

      切り身の薄いお肉を、８５℃以上の温度で仕上げていく工程があるので、どう 

しても90℃まで温度がいってしまうので、焼くときになるべく硬くならないように 

焼くときにもっと蒸気を入れて水分量を増やして、パサつかないようにしたいと 

思います。 

議 長         ありがとうございました。 

              普通の御家庭や店舗で調理するのとは、違う面がもともとあると思いますの 

で、いろいろ工夫出来るところは、工夫していただけたらなと思います。 

            その他、御意見、御質問等ありますでしょうか。 

事務局        御意見、御質問等ございましたら、学校給食センターに御連絡の方、よろし 

くお願いします。 

 

議 長          それでは、今、お話をいただいた件ですが、議事ということでございますの 

で、議題④その他に賛成していただける方は拍手をお願いいたします。 

（拍手全員） 

             ありがとうございました。 



             拍手多数で一切の議事が終了いたしました。 

             以上で議事を終了し、進行を事務局にお返ししたいと思います。 

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、御多忙の中、御出席いただき、慎重なる御 

審議をいただきましてありがとうございました。 

以上を持ちまして、令和４年度第１回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。 


