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平成３０年度第１回恵那市学校給食運営委員会会議録 

1. 開 催 日 時  平成３０年６月２８日 午後３時００分より 

2. 開 催 場 所  恵那市会議棟 大会議室 

3. 出 席 委 員 
 大畑雅幸、西尾修欣、久保田芳則、田口雅徳、石山高顕、坂倉和恵、林照男、

柘植久裕、山上徳子代理 以上９名 

4. 欠 席 委 員  蜂谷明子 以上１名 

5. 事 務 局 職 員 
 加藤真治、成瀬浩司、安藤学、市川新祐、安藤英幸、伊藤綾子、後藤美波、 

大島侑子、鈴木知夏、横山未奈 以上１0 名 

6. 提 出 資 料 
 「平成３０年度 第１回 恵那市学校給食運営委員会」 

「東美濃ナンバー実現協議会資料」 

7. 議     題 

 1） 学校給食の状況について 

2） 平成 30・31 年度恵那市学校給食用物資納入業者追加登録の承認及び抹消

について 

3) 恵那市学校給食の給食費の現状について 

4) その他 

 

会議の経過 

事務局  定刻になりましたので、只今より開会いたします。 

本日の欠席は、学校医代表の蜂谷明子様１名となっております。また、養

教部会代表の山上徳子様も欠席となっておりますが、代理の先生が出席され

ておりますので、よろしくお願いします。 

教育長あいさつをお願いします。 

教育長   皆様それぞれご多忙の中をこの会にご出席頂きましてありがとうござい

ます。本年度第１回目ということで運営委員会を始めさせて頂きます。 

 明日で６月議会が終わります。今回、学校給食についての一般質問をいた

だきました。そのバックボーンにこういうものがあります。小学校、中学校、

こども園は給食費を保護者から徴収させて頂いております。そのスタンスは

他の自治体と同じで、食材費のみ保護者負担をお願いしております中で、岐

阜県の平均値と恵那市の給食費を比べると、一食約３０円弱高い、だから保

護者の負担も大きいというのがバックボーンにありながら、困っている保護

者へもっと補助をしてほしいという主旨をもっての質問であったと思いま

す。簡単なことを言えば、単に給食費を安くするということはできなくはな

いと思います。食材の調達で安い物を買う、長期保存のできる食材を大量に

仕入れると言うようなことです。ところが恵那市の学校給食のスタンスはそ

ういうことでは無くて、良い物、安全な物、できる限り地元の食材、いわゆ

る地産地消という考えを生かして、子ども達に食育の一環として行っていま

す。私も他の自治体の学校、事務所に勤めたことがあり、そこで給食をいた
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だいたこともありますが、やはり恵那市の給食はおいしい、そして手が込ん

でいるものを出していただいています。そういうことも含めて保護者、一般

の方もご理解頂けたらと思います。その基となる今日の運営委員会です。ど

うぞよろしくお願い致します。 

事務局  ありがとうございました。 次に恵那市学校給食運営委員会条例第３条の

２項の規定による役職の異動による委員の交代がありましたので、新委員の

方に委嘱書を交付しますが、代表受領ということで、中学校長給食担当校長

の田口校長にお願いします。 （教育長渡す） 

今回失礼とは存じますが、委嘱書は各お席に配布させて頂きましたので、

ご確認をお願いします。なお、任期は２年で、平成３０年４月１日から平成

３２年３月３１日までとなっておりますので、よろしくお願いします。 

事務局   それでは、次に役員の選任に移ります。前年度で任期が満了となっており

ますので、新たに会長及び副会長の選出からお願いします。それでは運営委

員会条例第４条に基づきまして会長の選任を行います。どの様に選出したら

よろしいでしょうか。 

もしよろしければ事務局案を用意しておりますが、いかがでしょうか。 

【異議なしの声】 

では、小学校給食担当校長の石山高顕様にお願いしたいと思いますがいか

がでしょうか。（全員による拍手あり）では石山様 会長の席へ移動をお願

いします。 

続きまして副会長の選出をお願いします。こちらも委員の互選により選出と

なっておりますが、どの様に選出したらよろしいでしょうか。 

もしよろしければ会長と同様、事務局案を用意しておりますが、いかがで

しょうか。 

【異議なしの声】 

では、中学校給食担当校長の田口雅徳様にお願いしたいと思いますがいか

がでしょうか。（全員による拍手あり）では田口様 副会長の席へ移動をお

願いします。 

では会長のあいさつをお願いします。 

会長  会長あいさつ 

 ただいま会長に就任致しました中野方小学校の石山高顕と申します。よろ

しくお願い致します。 

事務局   ありがとうございました。恵那市学校給食運営委員会条例第４条第２項の

規定により会長に会議の議長をお願いします。 

議長  では早速議題の方に移らさせて頂きます。 初に１）学校給食の状況に

ついて の① 平成３０年度現状についてと、② 平成２９年度報告等につい

ては関連がありますので、併せて議題と致します。事務局の説明をお願いし
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ます。 

事務局  資料に基づき学校給食の状況のうち「平成 30 年度現状等について」P4～

要約説明 

事務局  資料に基づき「学校給食平成 29 年度報告について」P8～要約説明 

議長  事務局の説明が終わりました。この件につきましてご質問、ご意見はあり

ませんか。 

議長   特に無いようですので次の議題に移ります。③ 恵那市学校給食基本方針

についてと、④ 平成 30 年度学校給食年間計画については関連がありますの

で、併せて議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

栄養教諭  資料に基づき③「恵那市学校給食基本方針について」、④「平成２９年度

学校給食年間計画について」P10～P15 要約説明 

事務局  資料に基づき「給食計画及び連絡事項」P16 要約説明 

議長  事務局の説明が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。 

議長  特に無いようですので次の議題に移ります。⑤「アレルギー対応について」

を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

事務局   資料に基づき⑤「アレルギー対応について」P17 要約説明 

議長  事務局の説明が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。 

委員  昨年度「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」を作成してもら

いまして、これにしたがって各学校アレルギー対応をしてきているわけです

が、旧恵南地区と旧恵那市とはアレルギー対応の仕方が違うので、様式の中

に同じ様式で届け出をするようになっている部分があります。特に旧恵那市

だと実際にアレルギー対応をしていただけないのですが、「アレルギー

の・・・」と書いてある部分があって、「牛乳の代替え」とハッキリ明記し

てもらった方が保護者も「やってもらえるの」と期待感を持ってしまいます

ので、旧恵南地区と旧恵那市の様式の表題とか文言を代えてもらいたいと言

うのが養教部会の意見として出ていますのでよろしくお願いします。 

事務局  ６月の養教部会でそのような意見をいただきまして、前回給食センター所

長会議を行いました。その中で養教部会の言われる内容がハッキリ分からな

かったわけですが、様式の中に「アレルギー」と「乳糖不耐症」の２種類の

様式がありまして、前回の運営委員会の時に蜂谷先生の説明のあったように

それぞれの病気の症状があるわけですので、名称は変えずにいこうと話し合

いました。また７月に養教部会が予定されていますので、所長４人が出席し

まして、その中で皆さんの意見を伺っていきたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

委員  また細かいところは「ここのところはどうですか」というように、養教部

長の方から所長さんに出させて頂きますので、その時に検討をお願いしま

す。 
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事務局  わかりました。 

議長  今言われました「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」はまだ

完成品というわけではなくて、使っていく中で不都合なところがあれば意見

を出して頂いて、修正していくという形でしたので、保護者の方が使いやす

いものにしていってもらいたいと思います。その他意見はありませんか。 

議長  他に無いようですので次の議題に移ります。 ２）平成 30・31 年度恵那

市学校給食用物資納入業者追加登録の承認及び抹消についてを議題といた

します。事務局の説明をお願いします。 

事務局  資料に基づき平成 30・31 年度恵那市学校給食用物資納入業者追加登録の

承認及び抹消について P2 要約説明 

議長  事務局の説明が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。 

議長  特に無いようですので次の議題に移ります。 ３）恵那市学校給食の給食

費の現状についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

事務局  資料に基づき恵那市学校給食の給食費の現状について P18 要約説明 

議長  事務局の説明が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。 

教育長  栄養教諭の先生方、仮に来年給食費を１０円下げるとすると、どこから手

をつけますか。 

栄養教諭  たとえば魚ですと、質を落とします。デザートも落とすことはできます。

同様に質を落としていけば下げることは可能ですが、今より味は落ちます。

議長  この資料でいきますと、中学校の○○町は主食が恵那市よりも２２円ほど

高くて、副食が下がっていますね。どこにお金をかけているということです

ね。 

教育長  逆に恵那市は主食が安い方ですね。大きな市の方は主食が高いようですけ

ど、これは米が高いからでしょうかね。 

栄養教諭   ○○の方はすべてご飯が委託ご飯になっていて、手数料が入っているので

高くなります。恵那市センターは半分自校ご飯、半分委託ご飯ですし、恵南

のセンターはすべて自校ご飯ですので安くなっています。 

教育長   副食（おかず）で比較してもらいたいね。これはよそよりも良い物を食べ

ているということですので、このことを一般の方にも説明した方がいいね。

主食と副食で分けて説明すれば、納得してもらえるんじゃないかな。 

委員   食材を仕入れる時はどのようにして決めているのですか。例えば野菜を仕

入れる時はどこというように決まっているのですか。又は業者間で競争して

決めているのですか。それと季節物の筍を仕入れる時とは違ってきますか。

栄養教諭   今回の筍は、地元産の筍ということで取り扱っている業者さんに決めまし

た。野菜は恵那市内にある業者さんで見積りを取って、安い方の業者さんか

ら仕入れています。同じ野菜でも地元の農家さんが、例えばたまねぎがいつ、

これくらい取れますという情報が入ってきますので、見積りを取ります。そ
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こで業者さんよりも若干高いくらいなら仕入れますし、差があるときは価格

交渉をして、少し下げてもらうこともあります。農政課で行っている地産地

消の補助金は農家さんに支払われますので、給食費には関係ありません。 

委員   年に数回野菜などの生産者と飲食店などの業者との会合が開催されてい

まして、そこで情報交換しています。その時に直接農家とどのような物を作

っているとか、価格の交渉もしています。 

栄養教諭   その会合には昨年１回参加しました。そこで直接市内の栗の生産者と話を

することができて、今年はその栗を使ってメニューに栗ご飯を出す計画にし

ています。 

委員   いろいろな食材の業者さんは、決まってはいないのですね。 

栄養教諭  八百屋は市内には少ないですが、一般物資を取り扱っている業者さんはた

くさんいますので、その時に見積りを出してもらったり、見本をもらったり

して、ある程度安くて品質のしっかりした物を選ぶようにしています。 

議長  保護者の立場でなにか意見はありますか。 

委員  先日学校で試食会がありまして、給食を食べさせていただいたのですが、

私的にはあまりおいしくはなかったです。 

教育長   メニューは何だったんですか。 

委員   焼きそばでした。 

教育長   焼きそばは子ども達の好きなメニューですよね。 

委員  子どもは好きと言っていますけど、麺が細かくなっていたり、かつお節が多

かったり青のりが多かったりで、私的には何とも言えない味でした。 

教育長  学校給食の焼きそばとカレーライスは、家庭で食べる味とは違って独特で

すが、あれが子どもは好きなんですよね。 

委員  他の保護者さんにも聞いたんですけど、ちょっと寂しいメニューだったか

なと。あと１０円くらい上げてもいいかなと思いました。 

議長   恵那市の給食費の金額については、特に高いとは感じてはいなかったんで

すね。逆にもっと上げてもいいという意見ですね。 

議長   薬剤師代表の柘植委員さん何かありますか。 

委員   新聞で読んだのですが、福岡市でアレルギー給食の地域差があって、保護

者が訴えているという記事があったんですが、恵那市はどうなっているのか

なと思いまして。 

教育長   現在、給食は４センターで作っていますが、恵南の３センターの中で老朽

化している所もあって、今後統合していくのか、または改築していくのかを

話し合っています。ただ、給食を作ってから配送して食べるまでの時間に制

限があるものですから、１センターで広い恵那市を賄うことは難しいです。

将来的には２センターで行っていくということかな？ 

事務局   現在、話し合いを行っていますが、旧恵那市１、恵南１というのはまだ何
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も決まっていません。ただ恵南の古い施設を廃止して、恵南で２センターで

行っていく様な事は話し合っています。今年度で大まかな方針は決定してい

く事にしています。 アレルギー対応は、恵南ではすでに対応をしています

が、恵那市センターはまだ行っていません。近い時期にアレルギー対応室を

作ることは決まっていますが、いつという具体的な時期は決まっていませ

ん。アレルギーの対応も恵南のように細かく対応していくのか、又は違う方

法となるのかも決まっていません。 

教育長   同じ条件で実施していく方向で検討していますが、私の方には違う観点か

ら意見が来ています。 アレルギーのたくさんある子を持つ保護者の方から

でしたが、アレルギーがたくさんあるから、食べれないメニューがたくさん

あるので、その分給食費を下げてくれという要望でした。それには申し訳あ

りませんが恵那市ではできませんと頭を下げました。これは別な要望でした

が、アレルギーは今後検討していきます。 

議長  ○○委員さん、何かありますか。 

委員  今年から県は野菜を一生懸命食べようという運動をしています。岐阜県は全

国４７都道府県で３０何番目らしいです。それで野菜を多く採ろうというこ

とでやっていることと、野菜を前菜的に 初に食べようということもやって

います。基本方針の思考を踏まえて、子ども達に野菜をたくさん食べさせよ

うとしていることは大変ありがたいのですが、１３ページに「ばっかり食べ

ていませんか」というのがありまして、これは管理栄養士の方が作られたと

思うのですが、要は野菜を 初に全体的に食べましょう、肉とか他の物はそ

の後にしてというニュアンスで、大人と子どもは違うのかもしれませんが、

また県の管理栄養士に確認して学校教育ではこのように指導しているとい

うことを伝えて検討していきたいと思います。 

教育長   昔の給食指導の先生は、好き嫌いのある子どもに何でも食べるようにい

ろいろと考えて、残さずに食べましょう、何でも食べましょうという指導を

してきましたが、 近そのような指導で無理矢理食べさせようとすると、そ

れは体罰と言われてしまいます。恵那市の指導の先生は若い先生が多くて、

指導も難しくなっています。一方で食育といいながら、好きな物ばかり食べ

させるのはなぜ悪いというようなことを言ってこられる保護者さんもおら

れますので、柔らかい働きかけをしながら指導しなければならなくなってい

ます。○○委員さん、どうですか。 

委員   給食指導のクレームは多いです。残さず食べさせたい、そういう習慣を付

けさせたいという担任の願いが先行すると、保護者から「うちの子は食べれ

ないのに残させられた」というようなクレームが入ったこともありましたの

で、教育長さんの言われる柔らかい働きかけをしないと、 近はダメなのか

なと思います。また 近は健康についてもテレビでやられていて、健康情報
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もずいぶん変わってきて保護者の方も見ておられるので、こうであるという

断定的な指導をしていくというのがやりにくくなって来ています。 

教育長   今は無いのですが、恵那市の１３地区で行われていた地域懇談会の中で、

保護者会長さんが「親は忙しくて朝食事が食べさせられないので、給食でし

っかりした物を食べさせて下さい。」と言われました。 近はそういう感覚

を持った親が増えてきていることは確かです。 

事務局   ひとつよろしいでしょうか。前回の運営委員会の中でカレーライスの話が

ありました。カレーライスは好きなのに牛乳が入っているので食べられない

ということで、牛乳抜きのカレーライスを作ってみてはということでした

が、その後はどうでしょうか。 

栄養教諭   給食センターによって出来る出来ないがありますので、取り組んでいるセ

ンターもあれば取り組んでいないセンターもあります。 

教育長   どこか対応されましたか。 

栄養教諭   明智は試しにやってみました。明智はもともと牛乳のアレルギーの子がた

くさんいて、保護者の負担が大きかったので、試しにやってみようというこ

とでやってみたのですが、保護者は喜んでおられたのですが、やはり味が違

うということでどちらを取るかということになります。 

議長   設備がないと出来ないのですか。 

養教諭  そういうのではなくて、昨年は小麦粉アレルギーだった子が今年は解除に

なり、牛乳アレルギーだけになったので出来ました。他のセンターの場合だ

と、例えばリンゴアレルギーの子は食べれないし、他のアレルギーがある子

もダメなので、そういう所で明智は出来たけど、他は難しいと思います。 

議長  議題もすべて終了しましたが、他に何かありますか。 

委員   各センターの業務委託の内容ですが、調理及び配送は恵那市だと恵那市施

設管理公社で恵南は(株)東洋食品となっていますが、所長さんや栄養士さん

は市の職員なんですか。 

教育長   所長は市の職員です。栄養教諭は県の派遣で、学校の教諭と同じです。 

委員   所長さんと栄養士さんはメニューを作って調理員さんに調理をしてもら

っているのですか。 

教育長   所長は給食センターの運営管理を行っており、栄養教諭は昔は栄養職員と

いって、ほぼ調理場に張り付きだったのですが、今は栄養教諭の立場で学校

で教壇に立っています。もちろん給食計画も立ててアドバイスもしながら、

学校で子ども達の食べている様子を観察したり、保健指導の授業を行ったり

もしています。 

議長   それではもう他にご質問とかなければ議事の方を終えさせて頂きたいと

思います。よろしいですか。 

議長  ではこれを持ちまして第 1 回の学校給食運営委員会を終了します。閉会の
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言葉を副会長お願いします。 

副会長   これで第 1 回の学校給食運営委員会を終了させて頂きます。次回は来年２

月頃に開催したいと思います。皆様どうもありがとうございました。ご苦労

様でした。 

   

   

   

   

平成 30 年 7 月 20 日調整 


