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令和４年度 丹波市学校給食献立作成検討委員会 会議要旨録

■開 会 令和４年７月 14 日(木) 午前 11 時 00 分

■閉 会 令和４年７月 14 日(木) 午後 ０時 30 分

■会 場 柏原・氷上学校給食センター ２階会議室

■出席者 小学校代表 中澤 正樹 委員

中学校代表 井本 健吾 委員

ＰＴＡ代表 中原 由美 委員

ＰＴＡ代表 畑 麻依子 委員

施設長代表 高野 和典 委員

栄養教諭等 遠藤 圭織 委員

栄養教諭等 山内真理子 委員

栄養教諭等 藤井 晃子 委員

栄養教諭等 奥山 恵桃 委員

栄養教諭等 田中 真紀 委員

■欠席者 ＰＴＡ代表 堂東 貢祐 委員

栄養教諭等 五十嵐有沙 委員

調理員代表 橋本 紀子 委員

〔事務局〕 教育部次長兼教育総務課長 足 立 勲

教育総務課 学校給食係長 堀 典 子

教育総務課 主幹 吉岡めぐみ

次第 １ 開 会

（足立次長） 只今から、令和４年度丹波市学校給食献立作成検討委員会を開催

いたします。

本日、氷上地域 PTA 代表の堂東委員、青垣学校給食センターの橋

本委員、栄養教諭の五十嵐委員につきましては、ご都合により欠席

の連絡をいただいておりますのでご報告します。

また、本会議の会議録を作成するにあたりまして、会議中、録音

をさせていただきますのでご了承願います。

次第 ２ 自己紹介 〔 委員自己紹介 ・ 事務局自己紹介 〕

次第 ３ 正副委員長選出

（足立次長） それでは、次第３の正副委員長選出に移らせていただきます。

丹波市学校給食献立作成検討委員会設置要綱第５条により、正
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副委員長を選出したいと思いますが、事務局一任とさせていただい

てよろしいでしょうか。

（委員） 事務局一任

（足立次長） 事務局一任のお声をいただきましたので、委員長に中澤校長、副

委員長を井本教頭にお世話になりたいと思います。

次第 ４ あいさつ

（足立次長） それでは、次第４のあいさつ、中澤委員長よりご挨拶をお願いし

ます。

（中澤委員長） 失礼します。会の始めに一言ご挨拶申し上げます。

日頃は子どもたちが毎日いただいている安全でおいしい給食のた

めに各センター長さんをはじめ、栄養教諭の先生方、そして、事務

局の方、本当にお世話になりありがとうございます。

また、保護者の皆様にも学校給食について、ご理解ご協力いただ

いておりますこと、この場をお借りして感謝申し上げます。

学校では、このコロナ禍で今も黙食が続いております。以前の給

食時間には考えられないくらいの静かさで、子どもたちは給食を食

べています。

本来でしたら、楽しく会話をしながら給食を頂くというのも食育

の一環として大事なことなのですが、大変に残念です。

しかし、普段から栄養教諭の先生方、また、センターの方々に献

立について非常に細やかな工夫や心遣いをいただいているおかげで、

給食の味をしっかりと噛みしめ、また、給食の彩りやデザートを楽

しみながら、それぞれに楽しく給食と向き合っているように感じま

す。

本日は保護者の皆さんに貴重なご意見をいただきまして、コロナ

の中でも子どもたちが楽しく、給食を楽しめるよう、積極的なご意

見を頂戴して、今後の献立作成に活かしていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

（足立次長） ありがとうございました。

それでは、以降の議事につきましては、要綱第６条により中澤委

員長の議長により進めていただきます。

次第 ５ 議事

（中澤委員長） それでは、ここからは私の進行で進めさせていただきます。

次第５、議事に進みます。議事の⑴及び⑵と関連した内容ですの 

で合わせて事務局の説明をお願いします。

〔 【資料１】により事務局説明 〕

〔 【資料２】により藤井栄養教諭説明 〕

（中澤委員長） ありがとうございました。丹波市の学校給食の目標から事業状況
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及び概要、献立の考え方などを説明していただきました。

子どもたちの人気メニューや子どもたちの反応も教えていただき、

大変分かりやすかったと思います。

では、今の説明について、ご意見やご質問があればお伺いしたい

と思います。いかがでしょうか。何でも結構です。概要についても

う少しここを分かりやすくとか、関心を持たれたところなどありま

したら。

（委員） 感想ですけど、先日、家でスイートコーンを茹でて出しましたら、

「あ～、これ給食でも出たよ」と子どもが話してくれました。「給

食は１本を３等分やから端っこの人はかわいそうやで」と。食卓で

の会話にもその日の給食のことがよく話題に上がります。

丹波市のスイートコーンは本当においしいと思います。そのおい

しい食材を旬の季節に取り入れていただくことはとても良いなと思

います。ありがとうございます。

（中澤委員長） ありがとうございました。他にいかがですか。

（委員） 学校給食を私自身が食べたことがないので、子どもたちが楽し

そうに給食の話をしているのを聞くと、一人蚊帳の外みたいな感

じです。上の子と下の子が 10 歳離れていて、今、一番下の子と、

下から二番目の子が給食にお世話になっているのですが、年々、

メニューも進化しているように感じます。珍しい世界のメニュー

があったり、家では作って食べないようなものを、工夫して出し

ていただいていてありがたいです。

「こんなんおいしかったんやけど」と、下の子が言ったら、上

の子が、「私もそれ食べた。同じもの作って」とせがまれますが、

なかなか家庭で同じようには作れません。

給食で色々なものを食べさせていただくおかげで、食べ物に対

して豊かな感性と興味を持ってくれていると思います。

それから、アレルギー対応をしていただいていますが、小さい

時期はこの子だけ食べられないものが多く、アレルギー対応食の

給食でしたが、今はアレルギー対応したハムや小麦不使用の食品

など、色々と配慮していただいているおかげで除去は卵ぐらいで

す。本人も他の子と区別されることなく同じように給食を食べるこ

とができてすごく喜んでいます。

（中澤委員長） ありがとうございました。

他にご意見やご質問、またご要望などはありませんか。

無いようでしたら、資料３により、給食の年間計画について栄

養教諭の先生から説明をいただきたいと思います。

〔 【資料３】により田中栄養教諭説明 〕

（中澤委員長） ありがとうございました。

説明を聞き、栄養教諭の先生をはじめ、給食現場では色々な工

夫や配慮をしていただいていることを改めて実感しました。

では、全体を通してご意見やご質問がありましたらお聞かせく

ださい。

（事務局） 学校給食は、先ほど説明がありました給食の年間計画を基にして、
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栄養教諭の先生方が毎月の献立を考えられているのですが、保護者

の方々の目線でご希望といいますか、ご要望とかがありましたらお

聞かせいただき、今後の献立作成に活かしていきたいと思います。

いかがでしょうか。

（委員） 色々と工夫や配慮をしていただいていることがすごく分かったの

で、保護者としては有難いですし、今のままで十分満足しています。

（事務局） ありがとうございます。他にいかがですか。

（委員） 私の子どもはアレルギー対応をしていただいているので、アレル

ギー対応食のチェックをするため、他のご家庭よりも 1 ヶ月ほど早

くメニューを見させていただいているのですが、その時に、「あ、

もうこんな時期なんや」、「もう○○が採れるんやなぁ」と、給食献

立表を見て季節感を感じさせてもらっています。

栄養バランスだけでなく、本当に季節感もあるし、子どもが飽き

ないように献立を考えてもらっているなと思います。

この間も、夕飯にカレーライスを作っていると、「今日の給食も

カレーやったんやけど」と。その後に、「家のカレーは普通のカレ

ーやけど、学校のカレーは夏野菜のカレーやったからな」と。給食

は家では出せない味なので、子どもたちが喜んで食べさせてもらっ

ているというのが、本当に助かっています。

メニューも豊富ですし、これだけ色々なメニューを重ならないよ

うにどうやって考えておられるのかなと思います。家では毎日何を

作ろうかと献立に苦労しているのに、１カ月分の献立表を出しても

らった時、これは家では出来ないなと、いつも感心させていただい

ています。ありがとうございます。

（中澤委員長） ご家庭での様子など、貴重なご意見をありがとうございました。

本日は、給食づくりの現場、学校での子どもたちの反応や様子、

ご家庭でのお子さんとのやり取りなどをお聞かせいただき、大変充

実した会になったと思います。

それでは、以上で議事を閉じさせていただき、次第６の給食試食

に移りたいと思います。

（事務局） 給食の準備をさせていただきますので、準備が整いますまでしば

らくお待ちください。

また、会議室を出ていただいて左手の２階廊下から、ガラス越し

に下の厨房の様子が見れますので是非ご覧ください。

次第 ６ 学校給食試食

〔 学校給食の献立紹介 〕

（中澤委員長） 学校給食はいかがでしたか。
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（委員） 優しい味付で美味しかったです。塩分も先程説明があったように

控えめに作られているのがよく分かりました。

（委員） 初めて給食をいただきましたが、ボリュームもあり、しっかりと

食べさせていただいているのが良く分かりました。

（委員） わかめスープも具沢山で、筍などシャキシャキしていて五感でも

野菜を感じられて、良かったです。

次第 ７ 閉 会

（井本副委員長） 私は、給食センターには数年前にトライやるウィークで訪問させ

ていただいた以来で、久しぶりに来させていただきましたが、給食

が学校に提供されるまでの間には、食材の調達から施設の管理、調

理、配送と様々な方に携わっていただいていることがよく分かり、

生徒たちに感謝の気持ちを伝えていきたいと改めて感じました。

委員の皆さま、本日は様々なご意見をいただき、ありがとうござ

いました。今後ともよろしくお願いいたします。

それでは、これをもちまして本日の学校給食献立作成検討委員会

を閉会いたします。


