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平成平成平成平成 28282828 年度第年度第年度第年度第 1111 回回回回周南市周南市周南市周南市学校給食センター学校給食センター学校給食センター学校給食センター給食給食給食給食協議会協議会協議会協議会（（（（熊毛熊毛熊毛熊毛地区）地区）地区）地区）    会議録会議録会議録会議録    

 

 

１ 日 時  平成 28 年 7 月 8 日（金） １５:００～１６:３０ 

 

２ 場 所  周南市熊毛学校給食センター ２階会議室 

 

３ 出席者  協議会委員及び参加者 

小学校給食担当者５名・中学校給食担当者 1 名、ＰＴＡ代表１名 

学校給食課職員（学校給食課長・熊毛学校給食センター所長）２名 

学校給食センター栄養教諭２名 調理配送業務受託事業者１名 

       （傍聴者 ０名） 

 

４ 会議経過 

((((１１１１))))    学校給食課長学校給食課長学校給食課長学校給食課長（（（（会長会長会長会長））））挨拶挨拶挨拶挨拶    

 平素より学校給食におきましては、ご理解とご協力を賜りありがとうございます。この場を

借りて、改めてお礼申し上げます。 

この学校給食協議会は学期毎に開催させていただいておりますが、給食の献立に関すること

をはじめ、給食物資の選定に関する事、また給食全般に関わる事について、給食提供の現場、

学校、ＰＴＡの関係者が一堂に会して意見交換ができる貴重な場であると考えております。 

また、熊毛学校給食センターは平成２６年度開設の市内でも最も新しい給食センターとして、

安心安全でおいしい給食の提供のため、日々職員一同全力で取り組んでいるところでございま

す。 

つきましては、本日は皆様から頂いたさまざまなご意見を参考にしながら、今後もより良い

給食の提供ができればと思っております。私共が気づかない点も多々あるかと存じますのでど

うぞ忌憚のないご意見をいただきますようよろしくお願いいたします。 

((((２２２２))))委員自己紹介委員自己紹介委員自己紹介委員自己紹介    

((((３３３３))))    献立について献立について献立について献立について        

１）平成２８年度１学期の献立について 

【所長】 各委員の皆様からそれぞれご意見をいただき、ご質問等のご意見については後程ま

とめてお話し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。 

【委員】 味付けについては、給食としては塩辛いと感じる時がある。子供達は辛さへの判断

がまだはっきりないが、先生方からの意見として声が上がっている。 

    副菜に使われているレモン味は好評で良い。また、本日の献立のように主食の洋風（パ

ン・スパゲッティ）に合わせて味付けを変えて、ひじきにカットウインナーを入れてい

るなど、工夫が良くされている。 

【委員】 子供達は食欲旺盛で、給食を楽しみにしている。献立はいろんな味があって良いと

思う。５月１８日のチリビーンズは、量が少なかったように思います。その後も何回か

量の少ない時があったので、配缶量を注意いただきたい。何時のメニューかはっきりし
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ないが１年生が唐辛子が多く、辛くて食べにくいメニューがあり、少し残した時があっ

た。ご配慮いただきたい。 

【委員】 いつもおいしくいただいている。残食が少ないのは、献立に良く工夫がされている

からだ。 

【委員】 ６月のカレースープが辛かったとの意見が子供達からあった。 

【委員】 ６月２４日はパンにはさむ魚のフライが大きくて食べにくかったと当日の試食会ア

ンケートでも意見があった。 

【委員】 子供達は喫食指導もしているので良く食べているが、パンで苦労している子達もい

る。パンの大きさは決まっているか。うどんなどの麺の日は、お玉を２個付けていただ

けないか。 

【委員】 家庭では子供は献立を見てよく話をしている。献立に好き嫌いはあるが、特にお伝

えすべき事はない。 

【所長】 ありがとうございます。それではご質問等について栄養教諭より順次お話しさせて

いただきます。 

【栄養教諭】 

 塩分が濃いと思われる日があったとのご意見については、給食日誌等でその都度確認

しておりますので、今後は塩分の濃度に注意して味を調えたいと思います。なお、ご指

摘のあった献立も決められた塩分摂取量内で提供をしておりますことを申し添えます。 

  唐辛子の辛味についても、今後ご意見を参考に調整します。 

 給食の配缶量が少ない時があった点については、反省すべき点かと思います。その都

度献立も修正して、今後同様な事がないように対応していますので、ご理解いただけれ

ばと思います。 

 魚のフライは、当初こちらが予定していたスティック状のものと違う形状の物が納品

されたことが原因です。今後は同様の事がないように業者へ注意しました。 

 パンは子供達のエネルギー必要量を計算して提供しています。中学校は、学年の差は

ありません。ただ、パンの量は小学校に比べると１年生は１．３倍の量となっています。

大きさについては子供達に必要とされているエネルギーとして決められた量なので、変

更できません。ご理解いただければと思います。 

 うどんだけでなく麺類の時にお玉を２個付けして欲しいとのご要望は、お玉の数に限

りがありますが、小学校からはご要望が無いようなので、中学校だけであれば対応でき

ると思います。 

    カレースープの辛さは給食日誌でもご指摘があったので、６月１７日の地場産給食の

日のカレー煮だと思います。地場産品の組み合わせが原因であったと思いますので、今

後はその点に注意して味付けをしたいと思います。 

 

２）２）２）２）平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度２学期の２学期の２学期の２学期の献立献立献立献立（案）（案）（案）（案）についてについてについてについて    

【栄養教諭】 １学期はよく使うじゃがいもや玉ねぎ、人参の産地である九州天候不順により価

格が高騰しました。事前にお渡ししている献立は、あくまで（案）であり、食材価格の

高騰や地場産品、新食材物資調達の都合等で変わることもあることについてご理解をお
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願いします。お渡ししている献立予定表をご活用される時は、その時点での最新の情報

を提供できると思いますので事前にご連絡ください。 

 

 ＊＊＊＊９９９９月の月の月の月の献献献献立について・・・立について・・・立について・・・立について・・・    

  暑いので食べやすい献立を立てています。 

９月５日 「マーボー冬瓜」では、冬瓜を季節食材として取り入れています。また、例年通

り「ミカンジュース」を体育祭練習の中学校に付けています。 

９月７日 背割りパンとウインナーで「ウインナーパン」を予定しています。 

９月１５日 行事食として『お月見献立』を予定しています。今回が初めてですが、センタ

ーで試作して中心温度も取れて安全にご提供できることを確認しましたので、殻つきの

「茹で卵」をクラス単位でお届けし、クラス分に小分けした塩を小袋で提供したいと思い

ます。スプーンでお分けいただければと思います。この方式について後程ご意見をいただ

ければと思います。「お月見汁」には白玉もちを入れて、行事食としたいと思います。 

９月２０日 毎月取り入れている地場産給食の県産１００％献立の日です。暑い時期ですの

で「冷奴」としてカップに入った県産のミニ豆腐（醤油付）を初めて取り入れています。

「鶏ナス」は、県産の鶏肉に周南市産のナスとでピリ辛の味噌風味に仕上げる予定です。

デザートも県産のおからを使った「おからケーキ」の個食タイプの物を予定しています。 

９月２３日 「切干サラダ」は先日ご提供しましたが、味が和食風でパンにはなじまないと

思いますので、味付けを変更したいと考えています。 

９月２７日 季節の野菜として地元（熊毛地区）のナスを使った「ナスの味噌汁」を予定し

ています。 

 

＊＊＊＊10101010 月の献立について・・・月の献立について・・・月の献立について・・・月の献立について・・・    

１０月４日 本年は１０月１日から１２日に岩手国体が開催されますので、それにちなんで秋の

味覚いっぱいの岩手県の郷土料理の「芋子汁」を予定しています。 

１０月７日 目の愛護デーが１０月１０日です。それにちなんだ『目に良い献立』として目に良

いアントシアニンが入った「ブルーベリーゼリー」を予定しています。 

１０月２４日 山口県の郷土料理「けんちょう」を予定しています。毎年小学校５年生と中学校

２年生に食生活アンケートを行っています。その中の項目で山口県の郷土料理を知っている子

供達が小学校５年生で５２％、中学校２年生で６３．７％の結果となっています。山口県学校

栄養士会では郷土料理を知っている子の率を９０％以上にしようと目指しています、家庭でも

郷土料理を食べる機会が減っていると思いますので、給食で出していけたらと思います。 

１０月２５日 『「がぶっと食べよう山口」県産１００％献立の日』です。使用できる県産品食

材が限られる中で必ず取り組んで行かなくてはならないので、同じような献立となってしまい

ますがご理解いただければと思います。 

 

＊＊＊＊11111111 月の献立について・・・月の献立について・・・月の献立について・・・月の献立について・・・    

 １１月８日 『いい歯の日』にちなんだ献立を予定しています。カルシウムを多く含んで骨ごと

食べられる「いわしのみぞれ煮」、緑黄野菜に小魚を入れた献立としています。また、「筑前
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煮」には、こんにゃく・ごぼう・たけのこ・れんこんなどを取り入れて、しっかりよく噛んで

食べると歯が丈夫になる事を知っていただけるようにしています。 

１１月１０日～１１日 市の音楽祭が予定されていると思いますが、現在は特に意識した献立を

作成していませんので、内容などについてご意見があれば変更したいと考えています。後程ご

意見をいただければと思います。 

１１月１４日～１８日 １週間は地場産給食週間となっています。山口県産の食材を使った給食

を日々提供することとしています。この期間は主食の「麦ご飯」も県内産の麦がないので周南

市産のお米を使った「ご飯」となります。県産の食材がいつ使用できるか未定なので県産１０

０％の日を決めていません。この週間の中で調整して実施したいと考えていますので、改めて

お知らせします。 

１１月１４日 県産のノリを使った「いそかあえ」の和え物を提供したいと考えております。ま

た、もう一度郷土料理の「けんちょう」をここでも取り入れています。 

１１月１８日 「長門ゆず吉メンチカツ」は、初めて提供する食材です。県内でも好評だと聞い

ています。 

《１１月の地場産《１１月の地場産《１１月の地場産《１１月の地場産給食給食給食給食週間における食育資料の週間における食育資料の週間における食育資料の週間における食育資料の学校への学校への学校への学校への提供と活用のお願い》提供と活用のお願い》提供と活用のお願い》提供と活用のお願い》    

１１月は地場産給食週間があります。学校の授業では小学校４年生が地場産の食材について学んで

いると思いますが、本年度周南市の市教研でこの週間に食材として取り入れている県内産食材の「れ

んこん」と「海苔」と「みかん」についての写真資料と短い説明原稿を作成中です。この資料を市内

の各小学校へ提供して、食材を使っている日の給食時間に学校の先生方にお話をいただく事を考えて

います。資料をお送りした際には、ご指導をお願いいたします。なお、後日ご依頼する文章をお送り

する予定です。 

１１月２５日 「カレースープ煮」は先に辛いとご指摘のあったメニューと名称は同じですが、

県産品限定の日ではないので食材が違っていますし、調味料も調整してご提供したいと思いま

す。 

 １１月３０日 「コッペパン」と「トマトチキン」でイタリア料理をイメージした献立を予定し

ています。ラビオリは小さなお肉や野菜を餃子の皮のような物で包んだ食材で、今回はスープ

として提供を予定しています。 

 

＊＊＊＊12121212 月の献立について・・・月の献立について・・・月の献立について・・・月の献立について・・・    

  １２月は寒くなるので、暖かい物、冬野菜を使った献立を立てています。 

１２月８日 『韓国料理』でお楽しみのビビンバを予定しています。 

 １２月１３日 『親子丼』で県産１００％の献立を予定しています。「れんこんのきんぴら」に

は、岩国れんこんを予定しています。あとは「ゆず吉ゼリー」を付ける予定です。 

 １２月１６日 『クリスマス献立』を予定しています。デザートとしてケーキは例年通りセレク

トを予定しています。学校の先生方には大変お手間をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

１２月２１日 『年越し献立』として、お楽しみを兼ねて「年越しうどん」と「肉まん」の

組み合わせを予定しています。給食ではそばは出せませんので、「年越しうどん」としてい

ます。 

１２月２２日 ２学期給食最終日ですが、『冬至献立』を予定しています。「おじゃがもち汁」
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のおじゃがもちボールをかぼちゃ入りにして、「さばのゆずみそに」のゆずで冬至献立とし

ています。 

   ＊＊＊＊２学期の献立（案）についての質疑２学期の献立（案）についての質疑２学期の献立（案）についての質疑２学期の献立（案）についての質疑    

【所長】 以上、２学期の献立案について説明を栄養教諭よりさせていただきました。ご意

見がございましたらよろしくお願いいたします。 

【委員】 「けんちょう」が２学期に２回ありますが、郷土料理で他にはないのですか。 

【栄養教諭】 郷土料理名を９０％以上の子供達に一つでも覚えて欲しいことと、１か月に

１回であれば、組み合わせとしても問題ないと考えていますので、提供を予定してい

ます。食材としてもダイコンの季節でもあります。 

    他のメニュー例としては、「ちしゃなます」もありますが、給食では生で提供する

ことが出来ません。このように給食で常時お出しできるメニューは限られています。

地域料理として「つしま」もありますが、味のなじみがなく今のところ取り組むとす

れば「けんちょう」と考えております。 

【委員】 市教研の日程で１０月２１日と１０月２８日は、献立内容などにご配慮はいただ

けますか。２８日は献立内容を変更しなくても大丈夫です。 

【栄養教諭】２１日は、通常より１０分ぐらい早く配送する事でどうでしょうか。１０分程

度であれば、変更がこの日は可能です。ご希望があればご連絡をお願いします 

【委員】 ご提案のあった２１日の早出しは、学校へ持ち帰って確認したい。 

【委員】 ９月２６日に予定されている「こんにゃくのピリ辛煮」は前回唐辛子の辛みが強

かった。少し弱めていただくと子供達も食べやすいと思います。 

【栄養教諭】 お出しする時は、調整させていただきます。 

【委員】 『お月見献立』の日の配膳は、平皿に「ゆで卵」と塩、それに「糸昆布の煮物」

が一緒になると思いますが、煮物に汁気が多いとゆで卵にも付きますし、低学年は卵

の殻が煮物と混ざらないか心配です。また卵は固ゆでですか。 

【栄養教諭】 確認の上、実施の際には配慮します。卵はしっかりと固ゆでです。 

【委員】 卵アレルギーの子供がいます。喫食時には換気にも注意しているのですが、殻が

出た時にはどのように注意したらよいでしょうか。 

【栄養教諭】 該当する子供さんの症状にもよりますので、後日個別にご相談をいただけれ

ばと思います。 

【委員】エネルギーやたんぱく質は、配布されている献立表に記載されており確認できるの

ですが、給食の１人当たりの塩分量については、食材に含まれる塩分（ハムなど）も

計算されて献立は作成されているのでしょうか。 

【栄養教諭】 各献立の塩分量は、調味料と食材に含まれる量で作成しています。 

《３学期の食材選定について《３学期の食材選定について《３学期の食材選定について《３学期の食材選定についてのご提案のご提案のご提案のご提案》》》》        

  【栄養教諭】 ２月の献立を作成するにあたって、新しい食材の選定についてご相談をさせてい

ただきたいと思います。２月に「お好み焼き」と「たこ焼き」のセレクト給食を考えています。本

日食材サンプルを用意していますので、実際にこれから食べてみて、ご意見をいただけたらと思い

ます。 

「お好み焼き」は、形がたい焼き、「たこ焼き」はたこの形をしています。提供出来れば子供達が
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わくわくするのではないかと考えています。「お好み焼き」（１個５０ｇ）にはいかとさくらえび、

「たこ焼き」（１個３５ｇ）には、たこが入っています。量の差が大きいので「たこ焼き」の場合は、

２個付けで考えています。セレクトは大変でしょうか。塩分は、「お好み焼き」０．２ｇ、「タコ焼

き」は０．１５ｇです。これに「お好みソース」を付けたいと考えています。献立は、減ごはんに

主菜と野菜を付けて提供したいと考えています。 

【【【【各各各各委員委員委員委員意見意見意見意見】】】】    

・どちらも形がかわいい。子供達は喜びそうだ。 

・大きさが違うので、セレクトは難しいのではないか。塩分量も違う。 

・子供達は「たこ焼き」を喜びそうだ。「お好みソース」は必要ないのでは。 

・「たこ焼き」はそれだけでしっかり味が付いている。 

〔協議結果〕〔協議結果〕〔協議結果〕〔協議結果〕 

【栄養教諭】 今回は、「たこ焼き」を小学校は１個、中学校は２個でお好みソースを付けずに

計画したいと思います。減ごはんについては、再度エネルギー量を計算して調整するかを検

討したいと思います。ご意見ありがとうございました。 

   

（４）その他 

《連絡・お願い事項等》  【所長】※ 資料配布 

1111 集団食中毒発生防止対策について  

食中毒の原因の中でもノロウィルスは少しの数でも発症し、高温・アルコールに抵抗性のあ

る怖いウィルスです。二次感染の予防対策としておう吐があった場合はノロウィルスを疑って、

対象児童・生徒が使用した食器及びトレイ一式を塩素消毒し、ビニール袋に入れて消毒済を明

記のうえ返却をお願いします。その場合は給食センターへ必ず事前に電話連絡をお願いします。 

２ 学校給食における安全確保（異物混入連絡）について 

   給食に異物混入があった場合は速やかに給食センターへ電話連絡をお願いします。 

３ 牛乳パックストロー糊の食器・トレイへの付着防止について 

   ごみ分別のために牛乳パックとストロー、ストロー袋をそれぞれ分別していただいてい

ますが、食器等へのストロー糊の付着がないようにご指導をよろしくお願いします。 

４ 給食配送車の運行経路の確保について 

   給食配送に支障のないように、学校行事開催時には、配送車の運行にご協力、ご配慮

をよろしくお願いします。 

５ 給食室の衛生管理について 

   ２学期は始業式の日（９月１日）より給食を提供予定です。 

夏季休業中に給食室内の棚や冷蔵庫の清掃及び点検をよろしくお願いします。 

６ 平成２８年度の各校の残菜について 

   給食指導の参考資料として活用をお願いいたします。 

 

    ((((４４４４))))    学校給食課長（会長）学校給食課長（会長）学校給食課長（会長）学校給食課長（会長）挨拶挨拶挨拶挨拶    

  長時間にわたるご協議、ご意見ありがとうございました。昨年は重篤な異物混入事案が

あり、皆様には大変ご心痛をお掛けしました。本年度は現在まで市内で大きな健康被害をも



7 

 

たらすような重篤な異物混入事案は発生しておりません。関係職員は高い危機意識を持って、

一丸となって安心安全でおいしいい給食を提供したいと考えております。委員の皆様には引

き続きご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。本日はありがとうございまし

た。 

 


