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平成３０年度 第２回袖ケ浦市立学校給食センター運営委員会 

 

１ 開催日時 平成３１年１月３１日（木） 午後１時００分開会 

 

２ 開催場所 学校給食センター２階食育ルーム 

 

３ 出席委員 

委員長 林 健司 委員 彦坂 由紀子 

副委員長 飯島 玲子 委員 佐野 功 

委員 庄司 光利 委員 飯田 由子 

委員 山下 華奈 委員 藤﨑 佳美 

委員 千葉 みゆき   

４ 欠席委員 

      

 

５ 出席職員 

教育長 御園 朋夫 栄養教諭 大工原 紘子 

学校教育課長 庄司 三喜夫 学校栄養職員 井上 千香子 

給食センター所長 柏木 喜男 副主査 佐久間 勇輔 

副主幹 中山 義也 主任栄養士 竹田 悠里 

上席栄養士 室武 由香子 栄養士 黒川 裕子 

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

７ 議題 

平成３０年度運営基本方針に基づく実施状況について 

１．学校給食の提供について  

２．衛生管理・安全管理について 

３．食に関する指導の充実について 

 

８ 議事 

（林委員長）議題、平成３０年度運営基本方針に基づく実施状況について、事務局より説明

をお願いします。   

（事務局）【資料に基づき説明】 

（林委員長）説明が終わりましたので、これより質疑及び意見をお受けします。 

（飯島委員）会議の前に試食でいただいた今日の献立は、中学校の生徒が考えた献立という

委員 齋藤 幸恵   
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ことですが、そのメニューを見ますと、林委員長のご挨拶にもありましたように、

栄養士さんの指導による献立だなということが良く分かります。私が委員になっ

てから、食べ残しが多い食材として、ひじきや切干大根など毎年話題になってい

るのですが、中学校の生徒がそういった食べ残しの多い食材をあえて使って献立

を考えた、それは先生方のご指導のおかげだと思います。そこで、その結果につ

いてですが、そのような生徒が考えた献立を調理して給食で提供した際に、食べ

残しの量は少なくなったのか多くなったのか、あるいは変わらなかったのか、お

伺いします。 

（大工原栄養教諭）献立を作成する授業を行うと、そのクラスの生徒達だけでなく学年や学

校単位で給食の残菜は減っています。ただし、その効果は長く続かないというの

が現状で、中学校の生徒が考えた献立や小学校の児童のリクエスト給食を提供す

ると、嫌いなものでも食べようと思う子どもも多く、その後一週間くらいは残菜

が減るのですが、少し期間が空いてしまうと残菜量は元に戻ってしまいます。そ

うならないよう食に関する指導や日々の声かけ、提供する資料などにより指導を

続けていきたいと考えています。 

（飯島委員）引き続きの指導をお願いします。 

（林委員長）他にご意見、質問等ございましたらお願いします。 

（飯田委員）給食の試食は今回で３回目ですが、とても美味しくいただきました。１回目の

時は給食センターが稼働して間もない時期でしたので、今よりも作る献立が限ら

れていて、色合いや柔らかさでも違和感があったのですが、今日はとても美味し

く、段々進化していると感じました。最近テレビの番組で全国学校給食甲子園を

見たのですが、審査対象は、まず集団給食でできる献立ということ、見た目で食

欲をそそられる献立ということ、そして地産地消の食材を使用しているというこ

とで、優秀賞を獲得した献立はこの三点がそろっていて、見た目も大変きれいで

した。今日の給食もそうでしたが、主食のご飯に赤米を少し入れてあったり、青

豆を入れてあったり、主菜は骨の無いお魚を細かくしたものをカップに入れて、

グリルで焼いたものでした。全体的に食欲をそそられる献立だなと感じました。

それから、今日の説明を聞いた中で大変良いと思いましたのは、食育について良

く指導されていて、今の子ども達は大人になっても健康な生活を送れるのではな

いかと感じました。今日の給食も栄養バランスの良い献立でしたが、どうしても

和風の味付けは食塩の量が多くなりがちで、塩分が少し多いと思ったのですが、

袖ケ浦市で保健指導をしていますと、本当に高血圧の方が多く、年配の方で注意

している方もいれば、４０代や５０代の方で血圧が少々高くても気にしない方も

多くいます。今のお子さんは、学校で食育の指導をされているので大変良いと思

いますが、家庭でも食育の指導は大切ではないかと思います。保護者の方が給食

の献立の意図などに興味を持っていただいて、家庭でもお子さんの指導をしてい

ただきたいというのが私の感想です。 

（柏木所長）今日の給食がとても美味しかったとのお言葉をいただきありがとうございま
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す。今年度の給食も新しい献立を取り入れながら実施してきましたが、教育長か

らもありましたように失敗は許されませんので、新しい献立を５千５百食分調理

するというのは大変なことで調理員も抵抗があるようです。先ほどご説明しまし

たとおり、小学生からのリクエストである味噌ラーメンなど、新たな献立として

提供してきましたが、今日は調理を失敗したので給食は出せませんとなれば取り

返しがつきませんので、新しい献立を提供する前には何度も予行練習をしていま

す。新しい献立以外でも、例えば初めての食材を使用する際なども、食品サンプ

ルを取り寄せて調理してみます。今年度新たな献立であるタコライスやチリコン

カンを調理する際も、調理員にとってはどうなるか分からないので、やりたくな

いというのが本音だったようですが、子ども達に食を覚えてもらいたいという思

いもありますので、打合せを入念に行い、栄養士が自宅で調理して味などを確認

したりしながら実施してきました。それでも新しい献立を作る日は、出来上がり

を確認するまでは大変緊張します。今後も新しい献立の調理や初めての食材を使

用する際には、予行練習や打合せを入念に行うなど万全を期したいと思っていま

す。全国学校給食甲子園については今年も出品させていただいておりますが、こ

ちらにつきましては栄養士から報告させていただきます。 

（大工原栄養教諭）全国学校給食甲子園については、毎年応募していますが今年度も審査を

通ることができませんでした。応募する際には、調理員と栄養士とで協力して出

品する献立を作成するのですが、提示される課題では、献立の内容だけでなく衛

生管理や温度管理など、調理に付随することも厳しく審査されます。今後も給食

甲子園で袖ケ浦の名前を掲げることができるよう頑張ります。 

（林委員長）飯田委員よろしいでしょうか。 

（飯田委員）はい。 

（林委員長）他にご意見、質問等ございましたらお願いします。 

（千葉委員）タコライスやチリコンカンは食べたことが無く、献立表を見た時に何だろうと

思ったのですが、こういった献立は栄養士さんが考えてくださったものですか。 

（室武上席栄養士）タコライスもチリコンカンも一般的な料理で、私たちのオリジナル料理

ではありませんが、学校給食センターでは決められた時間内に大量に調理しなけ

ればなりませんので、調理方法などもアレンジしながら献立を考えています。そ

して、この献立は豆を使用しているのが特徴で、学校給食の食品構成に豆類の摂

取基準がありますが、豆類は苦手な子どもが多く、五目豆にしたり、ひじきに豆

を入れたりして給食で提供しても、多くが食べ残しとして返ってくることもあり

ます。タコライスやチリコンカンはケチャップ味で子ども達が好きな味付けにな

っていますので、具材として入っている豆もよく食べてもらえます。豆類だけで

なく、先ほどご指摘をいただきました残菜が多い食材であるきのこや野菜などに

ついても、子ども達に食べてもらえるよう今後も調理方法などを工夫しながら作

っていきたいと考えております。 

（千葉委員）栄養士の方々が学校に訪問してくださり、私の娘も指導していただいた際に、
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納豆やチーズも食べたほうが良いと言われてからは、娘も納豆やチーズを食べる

ようになりました。今はチーズを毎朝一つずつ食べるからむいてね、と言ってい

ます。ありがとうございます。 

（林委員長）他にご意見、質問等ございましたらお願いします。 

（彦坂委員）今の話を聞いていて思ったことですが、チリコンカンやタコライスというのは、

知らない方にとっては全くなじみの無い料理ですので、ただタコライスですと給

食で出すよりは沖縄の郷土料理ですなど、献立について何らかの説明をしてもら

えると、それも一つの勉強になるのではないかと思いました。 

（柏木所長）ありがとうございます。私もタコライスを最初に聞いた時にはタコが入ってい

るタコ飯かと思いましたし、チリコンカンというのは何だろうと思いました。そ

のような献立についても、今後は給食だよりなどで紹介していきたいと思ってい

ます。先ほどの説明にもありましたとおり、今年度は献立のレシピを給食だより

や市のホームページで紹介しておりますが、子ども達に人気のあるカレーのレシ

ピを給食だよりで紹介しましたところ、保護者の方から、子どもが美味しいと言

っている給食のカレーの作り方が分からなかったのですが、このレシピを見て作

ってみます。ありがとうございます。という連絡をいただき、大変うれしく思っ

た覚えがあります。その後には麻婆豆腐のレシピを掲載するなど、今後も給食の

レシピを継続的に紹介せさせていただきたいと考えております。 

（林委員長）給食にタコライスが出た時ですが、職員室に職員が帰ってきて、この料理は沖

縄のものですよねと若い先生が話題にしていました。それから、沖縄に行くとよ

くある料理だよねとか、この料理は最初にご飯にかけて食べるみたいだよ、など

といった話にもなりましたので、郷土料理などを給食で出していただいた時には、

どこの郷土料理などといった説明を付け加えてもらえると、さらに献立の話題が

盛り上がるのではないかと思いました。今後の献立にあります秋田のきりたんぽ

鍋なども、総合的な学習の時間という訳ではないのですが、何で秋田にきりたん

ぽという料理があるのか考えてみるのも、子ども達の学びが広がるのではないか

と思いますので、先生方が子ども達に話しをする材料になるようなものをいただ

けたらと思います。ぜひ郷土食など工夫して今後も出していただきたいと思いま

す。 

（柏木所長）ありがとうございます。きりたんぽ鍋は初めての献立ですので、正直なところ

心配もありますが、失敗しないように頑張ります。 

（林委員長）新たな献立でお雑煮がありましたが、今年一度もお雑煮を食べていなかった子

どもが多かったと聞きました。今の若いご家庭は正月にお雑煮を食べないのです

ねなどと話をしましたが、庄司委員いかがでしょうか。 

（庄司委員）お雑煮は結構人気があり、子ども達が俺の餅が少ないなどと言い合っていまし

たが、やはりこういうものを食べる習慣は減っているのではないかと感じます。

正月に実家に帰省したという子も結構いましたが、そうした子でも食べていない

という子が多くいました。給食でお雑煮というのも普段と違って大変良いのでは
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ないかと思います。 

（柏木所長）ありがとうございます。今後も工夫しながら新しい献立にも挑戦したいと思い

ます。 

（林委員長）他にご意見、質問等ございましたらお願いします。 

（山下委員）私は小学校で働いているのですが、子ども達が一番よく見る手紙というのは、

たぶん献立表だと思います。今日はハンバーグだ、ピピピチーズって何だろう、

チリコンカンっていうのが出るよ、タコライスって何だろうなど、子ども達は献

立を見てすごく盛り上がります。ままかりって何だろうって私が聞くと、こうい

う魚だよと答えてもらったりもしました。私が低学年のクラスを受け持っていた

時は、帰りの会に明日の給食の献立を紹介するコーナーがあり、明日はカレーだ

と言ってみんなが喜んでいることもありました。それを子ども達は結構楽しみに

していますので、新しい献立に挑戦してもらっていることは大変うれしく思いま

す。それから、食べ残しの多い食材の切干大根やひじきなどは、そもそもそれが

大根と知らない子や、ひじきって何だろうという子もいますので、給食の時間に、

さあこれは何でしょう。白くて長い野菜がこういう形になっているよ、などと教

えると、大根だ、とか、おでんは美味しいよね、などといった話になったり、ひ

じきってどこに生えていると思う、などと話をしながら少しでも興味を持って食

べてもらえるようにしています。奈良輪小は今回残菜が一番多い小学校に返り咲

いてしまったのですが、また頑張っていこうと思います。 

（柏木所長）ありがとうございます。 

（林委員長）他にご意見、質問等ございましたらお願いします。 

（藤﨑委員）いつもありがとうございます。食べ残しが多い献立の中に「かに玉」があり、

「かに玉」は子どもが好きそうな感じがするのですが、給食で出す「かに玉」は

どのようなもので、どうして子ども達の食べ残しが多かったのでしょうか。 

（竹田主任栄養士）１２月に「かに玉」を出したのですが、「かに玉」はそれまで給食で出

したことが無い献立でした。そして「かに玉」の材料ですが、椎茸が多めに入っ

ていました。小学生には椎茸が嫌いな子も多くいますので、食べ慣れないものだ

ったことと、椎茸が多く入っていたことが食べ残しの多かった原因ではないかと

考えています。 

（藤﨑委員）味としては少し甘めですか。 

（竹田主任栄養士）そうです。甘くて少し酸っぱいあんをかけました。 

（藤﨑委員）本格的ですね。 

（竹田主任栄養士）味としては、大人は美味しく食べられたのではないかと思います。中学

校では食べ残しの多い献立では無かったのですが、小学校では食べ慣れなかった

り、きのこが少し多く入っていたりといったことで、多めに食べ残しが出てしま

ったようです。 

（藤﨑委員）食べ残しが多かった理由まですぐに答えられるのは素晴らしいと思います。今

日の説明もとても分かり易く、安全第一ということや地産地消、献立の創意工夫



 - 6 - 

など、子ども達にたくさん食べてもらおうとする取り組みもしっかりやっている

のだと思い感激しました。食に関する指導では、横断的な指導の工夫もしていき

たいことや、授業が終わった後に振り返りをするなど、まさにクラスを受け持っ

て授業を行い、それを大事にしているということが分かるお話を聞いて、素晴ら

しいと思いました。これだけ安全にも気を付けながら献立に工夫もしていること

を各学校は知っているのでしょうか。安全に気を配っていることは、もちろん分

かっていると思いますが、子ども達に食への関心を持ってもらうために、これだ

けのことをしているということは、忙しい学校の中でそう伝わっていないのでは

ないか、もったいないなという感じがしました。指導の効果は一カ月くらい続く

けど、期間が空いてしまうと元に戻ってしまうというお話がありましたが、継続

した指導や声かけというのは、やはり学校とチームになってこそ安定してできる

のではないかと思います。今年度は学校での指導の時間が増え、大変良い方向に

進んでいるものと思いますので、学校と連携することで学校と繋がっていき、そ

れが子ども達に伝わるというような良いサイクルができてくると、これだけ頑張

っていることが生かされてくるのではないかと思います。給食時間の訪問では、

ただ給食の様子を見に行くだけではなく、れんこんやいんげんなど、子ども達に

本物の野菜を見せたりしていて、とても良いお話を伺えたと思いました。それが

学校と繋がっていけばさらに充実した指導になるのではないかと考えますので、

これからも関心を持っていきたいと思います。ありがとうございました。 

（柏木所長）ありがとうございます。 

（林委員長）他にご意見、質問等ございますでしょうか。 

（佐野委員）児童の、例えば肥満の子に対して栄養指導など行っていますか。 

（柏木所長）肥満の子に対する栄養指導については、基本的に学校や保護者からの要望によ

り行っています。その場合は保護者や児童に対して栄養士が専門的な話をするの

ですが、普段会わない人から指導を受けるためか、その時は子ども達もすぐに実

践してくれると聞いております。ただ、時間が経ってしまうと家でお菓子をたく

さん食べてしまうなど、なかなか改善に繋がらない子もいます。食に関する指導

の中でもそのような指導は行っていきたいと考えています。 

（林委員長）佐野委員よろしいでしょうか。 

（佐野委員）はい。 

（林委員長）他にご意見はございませんか。無いようですので、その他について事務局より

報告お願いします。 

 

９ その他  

資料に基づき、牛乳パック等の回収について報告 

 

10 閉会                           

（午後２時２０分終了） 



 

平成３０年度第２回袖ケ浦市立学校給食センター運営委員会議 次第 

 

 

日時：平成３１年１月３１日（木） 

午後１時１５分開会 

場所：学校給食センター２階食育ルーム 

                    

 

１．開会の言葉 

 

２．委員長あいさつ 

 

３．教育長あいさつ 

 

４．議題 

  平成３０年度運営基本方針に基づく実施状況について 

（１）学校給食の提供について 

（２）衛生管理・安全管理について 

（３）食に関する指導の充実について 

 

５．その他 

 

６．閉会の言葉 



袖ケ浦市立学校給食センター運営委員名簿 

役職  氏  名 性別 選 出 区 分 

委員長 林
はやし

 健司
けんじ

 男性 
１号校長の代表 

（昭和中学校） 

副委員長 飯 島
いいじま

 玲子
れいこ

 女性 ４号学識経験者 

委員 庄 司
しょうじ

 光 利
みつとし

 男性 
１号教頭の代表 

（蔵波小学校） 

委員 齋 藤
さいとう

 幸恵
ゆきえ

 女性 
１号養護教諭の代表 

（蔵波中学校） 

委員 山 下
やました

 華奈
か な

 女性 
１号給食主任の代表 

（奈良輪小学校） 

委員 千葉
ち ば

 みゆき 女性 
２号ＰＴＡの代表 

（蔵波中学校） 

委員 彦 坂
ひこさか

 由紀子
ゆ き こ

 女性 
２号ＰＴＡの代表 

（長浦小学校） 

委員 佐野
さ の

 功
いさお

 男性 
３号学校医の代表 

（袖ケ浦医院） 

委員 飯田
いいだ

 由子
よりこ

 女性 ４号学識経験者 

委員 藤 﨑
ふじさき

 佳美
よしみ

 女性 ４号学識経験者 

任    期  平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 【事務局】 

役 職 氏  名 役 職 氏  名 

教育長 御園 朋夫 
教育部参事 

（学校教育課長） 
庄司 三喜夫 

学校給食センター 

所長 
柏木 喜男 上席栄養士 室武 由香子 

栄養教諭 大工原 紘子 学校栄養職員 井上 千香子 

主任栄養士 竹田 悠里 栄養士 黒川 裕子 

副主幹 中山 義也 副主査 佐久間 勇輔 
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議題 平成３０年度運営基本方針に基づく実施状況について 

 

学校給食センターの運営基本方針は、以下の３点です。 

Ⅰ．学校給食の提供について 

  「児童生徒１人１回あたりの学校給食摂取基準」及び「学校給食の標

準食品構成表」に基づき栄養バランスの取れた美味しい学校給食を安定

して提供する。 

Ⅱ．衛生管理・安全管理について 

  「学校給食衛生管理基準」に基づき衛生管理を徹底し、安心安全な学

校給食の提供に努める。食物アレルギーを持つ児童生徒へは、袖ケ浦市

学校給食食物アレルギー対応マニュアルに基づき、保護者・学校と連携

して対応する。また、各機器、設備等の点検・保守を定期的に実施し、良

好な状態を維持する。食材の放射性物質測定についても、引き続き実施

し、安全性の確認を行う。 

Ⅲ．食に関する指導の充実について 

  児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付け、生涯

にわたって健やかな体と豊かな人間性を育んでいくための基礎が培われ

るように、学校と連携した「食に関する指導」の充実に取り組む。また、

地産地消を推進するとともに、自然の恩恵、勤労への感謝や食文化、地

域の産物などについても教科等の内容と関連させた指導を行うことを目

標に、市内の小中学校での食の指導を実施する。さらに、児童生徒の生

活習慣病予防を目的として、学校と連携し食に関する指導を実施する。 

 

Ⅰ．学校給食の提供について 

 

１．給食の実施と給食費 

（１）平成３０年度給食実施状況 

平成３０年度の給食実施日数は、当初の計画通り２０１日の見込みです。 

計画 実施見込

２０１日 ２０１日 ２００日

うち 米飯 １５３日 １５３日 １５５日

パン ４２日 ４２日 ３９日

弁当の日 ６日 ６日 ６日

給食日数（年間）

H３０年度 （参考）
H２９実績
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H２９年度

３月末現在 ５月１日現在 １１月末現在

小学校 ３，３４７人 ３，３８８人 ３，３９６人

中学校 １，６７０人 １，５８６人 １，５８３人

教職員他 約５００人 約５００人 約５００人

【参考】児童生徒、教職員他の人数の推移

H３０年度

   

（２）給食費 

給食費の収納については、各学校の協力を得てほぼ完納に近い収納状況です。 

【給食費収納状況】※１２月末現在（１０月分まで）

延べ人数 調定額 収納済額 未納額 人数

小学校 21,994 85,332,836 85,317,236 15,600 2

中学校 10,954 50,192,266 50,136,466 55,800 7

合計 32,948 135,525,102 135,453,702 71,400 9

※教職員やセンター職員・調理員等を含む  

給食費はその全額を食材の購入費に充てます。なお、施設・設備の維持管

理や調理員の人件費など学校給食の運営に要する経費は市が負担します。 

【給食費の収支】

当初予算額 １０月分まで 決算見込額

食材費支出 ２億７，７３２万円 １億５，３０４万円 ２億７，０７２万円 ２億７，０８３万円

給食費収入 ２億４，９３９万円 １億３，５４５万円 ２億４，７８６万円 ２億５，０６７万円

市助成金等 ２，７９３万円 ２，２８６万円 ２，０１６万円

（参考）
H29決算額

H３０年度

※食材費支出及び給食費収入には、教職員やセンター職員・調理員等を含む  

 

【参考】給食センターの運営経費（総額）

予算額 決算見込額

センター運営費 １億２，８９５万円 １億２，８７０万円 １億２，３９５万円

共同調理事業費 ３億１，９４５万円 ３億１，９７０万円 ３億１，２２３万円

施設の管理費 １，４８２万円 １，４７７万円 １，５１３万円

厨房機器の管理費 ８５６万円 ８４５万円 ７６８万円

車両の管理費 ２６８万円 ２７５万円 ２６３万円

その他 １４万円 １３万円 １３万円

合計 ４億７，４６０万円 ４億７，４５０万円 ４億６，１７５万円

調理員人件費など

食材費、光熱水費など

各種施設管理委託、修繕など

備消耗品、機器保守点検、修繕など

配送車車検、燃料、修理など

予算科目
（参考）

H２９決算額

H３０年度
備考
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２．献立と食材 

（１）献立の作成 

①栄養を考えた多様な献立作成 

「児童生徒１人１回あたりの学校給食摂取基準」及び「学校給食の標準食品

構成表」に基づき、発育期にある児童生徒が必要とするエネルギー量や栄養を

摂取できるよう、また、学校給食を美味しく食べられるよう、多様な献立を作

成するとともに新たな献立にも取り組みました。 

なお、児童生徒に人気の献立（ポークカレーや麻婆豆腐）について、そのレ

シピを給食だよりや市のホームページで紹介しました。 

【新たな献立の例】  

９月６日（木） タコライス 

１０月３日（水） チリコンカン 

１０月２６日（金） 豚肉とほうれん草の甘辛煮 

１１月１６日（金） 豆腐のカレー煮 

１月１１日（金） 黒豆・お雑煮 

１月２９日（火） みそラーメン 

２月２８日（木）予定 きりたんぽ鍋 

 

地産地消の向上と変化のある献立をめざして、袖ケ浦市及び近隣市の地場産

物を活用した献立の開発にも取り組みました。 

なお、袖ケ浦産の農産物の使用については、食材の入札実施後に給食献立表

に記載して市のホームページで紹介しております。 

【地場産物を活用した新メニュー例】※（）内は使用した袖ケ浦産食材 

５月１８日（金） フレッシュトマトと卵のスープ（にんじん・トマト） 

６月１９日（火） 
ガウラサラダ和風玉ねぎドレッシング味 

（にんじん・キャベツ・さやいんげん） 

７月１２日（木） ゆで枝豆（枝豆） 

９月７日（金） なすと卵のみそ汁（なす） 

１０月２４日（水） さつまいものシチュー（さつまいも・米粉） 

１１月２９日（木） 豚汁（にんじん・だいこん・長ねぎ・ごぼう・みそ） 
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②生徒が考えた献立 

「生きた教材」としての給食の役割を一層推進するため、今年度も生徒が考

えた献立を実施しました。 

実施日 考案した学校 献 立 

１０月２６日（金） 
根形中学校 

１年生 

ごはん 牛乳 チキンのオーブン焼き 豚肉

とほうれん草の甘辛煮 わかめスープ 

１１月８日（木） 
根形中学校 

１年生 

ごはん 牛乳 さけの塩焼き 金平ごぼう 

豆腐のみそ汁 

１月３１日（木） 
昭和中学校 

２年３組 

麦ごはん 牛乳 旬の焼き魚（さわら） 

きんぴらごぼう わかめと豆腐のみそ汁   

アーモンドフィッシュ 

２月７日（木） 

予定 

昭和中学校 

２年１組 

ごはん 牛乳 揚げぎょうざ ひじきの炒り煮 

卵スープ 

２月１５日（金） 

予定 

昭和中学校 

２年２組 

麦ごはん 牛乳 さばのみそ煮 青菜の炒り

煮 けんちん汁 ひとくちみかんゼリー 

３月予定 
蔵波中学校 

３年生 

ごはん 牛乳 豆腐ハンバーグあんかけ 

和風サラダ コンソメスープ プリン 

３月予定 
昭和中学校 

２年５組 

黒糖パン 牛乳 花野菜サラダ青じそ味 

ゆりっこシチュー ヨーグルト 

３月予定 
昭和中学校 

２年４組 

麦ごはん 牛乳 ハンバーグデミグラスソー

ス いんげんとコーンのソテー 卵スープ 

 

③リクエスト給食 

各小学校で人気の献立をリクエストしてもらい、リクエスト給食として提供

しました。 

実施日 リクエスト学校 献 立（太字がリクエスト給食） 

１０月１９日（金） 平岡小学校 

麦ごはん 牛乳 カツカレー（ひとくちカツ 

チキンカレー） 大根サラダ和風味 ひとくち

アセロラゼリー 

１０月２５日（木） 幽谷分校 
ごはん 牛乳 きのこのかき揚げ（天つゆ） 

マーボー豆腐 りんご 

１１月２１日（水） 昭和小学校 
黒糖パン 牛乳 煮たまご カレーうどん ヨ

ーグルト    

１１月２２日（木） 長浦小学校 
麦ごはん 牛乳 れんこんチップス  

とりそぼろ さつまいものみそ汁 

１２月５日（水） 蔵波小学校 
食パン くろみつきなこ 牛乳 肉団子ケチ

ャップ味 煮込みうどん りんご 
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実施日 リクエスト学校 献 立（太字がリクエスト給食） 

１２月１２日（水） 中川小学校 
ナン ドライカレー 牛乳 パンプキングラタ

ン ひとくちアセロラゼリー 

１月９日（水） 根形小学校 

パンダパン 牛乳 かぼちゃコロッケ  スパ

ゲティミートソース キャベツと枝豆のサラダ

青じそ味  

１月２９日（火） 奈良輪小学校 
ごはん 牛乳 春巻き みそラーメン  

黒糖ビーンズ 

 

（２）安全な食材の使用と地場産物の活用 

食材は、安全性と衛生面を最も重視し、できる限り国内産とするなど安全で

良質な食材を使用しました。また、米や生鮮野菜については袖ケ浦産を使用す

ることで地場産物の活用にも努めました。 

・生鮮野菜や肉類については国内産を使用し、魚介類等について一部輸入食品

を使用しました。冷凍食品や加工品についても、可能な限り原材料が国産で

国内加工の安全で良質なものを選定しました。 

・米は袖ケ浦産のコシヒカリを１００％使用し、可能な限り低農薬で生産され

た「ちばエコ米」としました。 

・袖ケ浦産の米粉を使用した米粉パンを全ての学校に年２回提供する見込みで

す。 

・季節の野菜を使用した献立の検討や野菜の出荷状況の調査などにより、袖ケ

浦産の食材の使用に努めてきました。 

・市内の農家を直接訪問して野菜の品種や生産方法、収穫時期などを学ぶとと

もに、農家に給食センターを見学してもらい給食の試食と併せた懇談会を行

うなど、農家との情報交換により袖ケ浦産の野菜の購入や献立作成に役立て

る取り組みを行いました。 

・１２月末現在での袖ケ浦産野菜の使用率は３９％（金額ベース）となってお

ります。【当初の使用目標：４０％】 

※平成３０年度の袖ケ浦産野菜の使用状況の詳細については、別冊資料１「平成３０年

度生鮮野菜の地産地消率」参照 

・食材の放射性物質検査を適宜実施して安全性を確認しています。 

※１２月末までに３２品目で検査し、結果は全て国の定める基準値以下でした。 

 

３．給食の食べ残しの状況 

給食の食べ残し量（残滓量）を学校ごとに毎回計量し、献立を作成する際に

はその状況についても検討しています。 
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【食べ残しの多い献立】

小学校 中学校 小学校 中学校

れんこんチップス れんこんチップス かにたま えのきのすまし汁

チキンナゲット 棒餃子 いわしの旨み干し いんげん甘辛煮

ポークカレー チキンのオーブン焼 切干大根の煮物 ひじきの炒り煮

ハンバーグデミグラ
スソース

クリスピーチキン ひじきの炒り煮 いわしの旨み干し

メンチカツ チキンナゲット ままかりのゴマフライ しめじのみそ汁

【食べ残しの少ない献立】

 

【全体の給食残滓量の推移】※調理場で発生する野菜くず等含む

年度

１２月末現在 年間

H３０年度 55,399ｋｇ （見込み）74,500ｋｇ .

H２９年度 59,771ｋｇ 76,928ｋｇ

H２８年度 60,867ｋｇ 80,382ｋｇ

残滓量

 

※学校別残滓量（１食当たり）については、別冊資料２「平成３０年度学校別残滓量」参照 

 

なお、調理時に発生する野菜くずや給食の食べ残し残滓については、今年度

も引き続き市内の酪農家が設置した資源循環型堆肥施設で堆肥化し、農作物の

肥料として利用する資源循環型リサイクル処理を行っています。 

 

４．課題と今後の取り組み 

施設が稼働してから５年が経過し、点検整備が必要な設備・機器や対応年

数が経過した部品の交換が必要となっています。現在も順次行っています

が、設備・機器の不具合による事故が発生しないよう、保守業者とも協議し

ながら計画的に実施していきます。 

児童生徒の嗜好に合った献立だけでなく、栄養バランスや食に関する知識

を育てるために、今後も食べ残しの多い食材も使用していきたいと考えます

が、嫌いな食材でも食べてもらえるよう、献立や調理方法、味付けをさらに

工夫していきます。 

入荷が天候などに影響されやすい生鮮野菜について、安全で良質な袖ケ浦

産野菜の使用率を維持しさらに向上させるため、今後も袖ケ浦産野菜を使用

した献立の検討や野菜の出荷状況の調査、市内農家との情報交換などを行っ

ていきます。 
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Ⅱ．衛生管理・安全管理について 

 

１．学校給食食品衛生管理基準の遵守 

「学校給食衛生管理基準」に基づき、調理等従事者については、常に衣服や

手を清潔に保ちマスクなど所定のものを着用するなど衛生管理に十分注意し

て作業し、調理用の設備や器具については、常に清潔で衛生的に使用・管理す

るなど、安全安心な学校給食を提供するため徹底した衛生管理・安全管理を行

いました。 

また、「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正に基づき、これまで実施し

てきた月２回の腸内細菌検査に加えて、昨年１０月から月１回のノロウイルス

検査を実施しています。 

このような衛生管理の徹底により、今年度も学校給食が原因による食中毒事

故は発生していませんが、学校給食への異物混入については、食品製造会社の

製造工程での毛髪の混入など現在までに６件発生しています。いずれも品質管

理の徹底など再発を防止するための改善策を講じています。 

 

２．学校給食食物アレルギー対応について 

食物アレルギーを持つ児童生徒に対する対応は、「袖ケ浦市学校給食食物ア

レルギー対応検討委員会」において組織的に行っています。年度途中の申請や

学校で発症した食物アレルギー対応など学校、学校医、学校教育課及び給食セ

ンターで連携して対応しました。 

【平成３０年度食物アレルギー対応者数】※（）内は年度当初の人数 

  

詳細献立表対応
（対応レベル１）

弁当対応
（対応レベル２）

除去食対応
（対応レベル３）

合計

小学校 19（17） 25（24） 4（4） 48（45）

中学校 3（ 3） 5 （3） 1（1） 9（ 7）

合    計 22（20） 30（27） 5（5） 57（52）
 

※学校別対応者数については、別冊資料３「学校別食物アレルギー対応者数」参照 

対応レベル１：給食の原材料を詳細に記した献立表を基に、給食から原因食物を

除外して食べる対応 

対応レベル２：すべての給食が食べられない完全弁当対応と一部の献立において

弁当を持参する一部弁当対応 

対応レベル３：卵、乳を除いた給食を提供する対応 
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なお、前年度までは、給食センターを会場として、主に新小学１年生の保護

者を対象に「食物アレルギー対応説明会」を開催しておりましたが、今年度か

らは、保護者の負担軽減を図るため、各学校の就学時健康診断時に個別に相談・

申請書の配付を行うよう変更しました。 

  【平成３０年度就学時検診の際の食物アレルギー相談件数】 

学校 件数 学校 件数

昭和小学校 12 根形小学校 4

奈良輪小学校 5 中川小学校 2

長浦小学校 9 平岡小学校 2

蔵波小学校 16 幽谷分校 0

50合計
 

 

３．課題と今後の取り組み 

衛生管理・安全管理は学校給食を提供する上で最優先事項ですので、今

後も徹底した管理に努めます。また、設備や機器の突発的な不具合に対し

ても適切に対応できるよう、運用面を工夫するなど委託業者と連携しなが

ら取り組んでいきます。 

食中毒対応や食物アレルギー対応などについては、常に最新の情報を取

り入れる必要があるため、職員の研鑽に努めていきます。 
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Ⅲ．食に関する指導の充実について 

 

１．食に関する指導 

①授業としての食に関する指導 

児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付け、生涯にわた

って健やかな体と豊かな人間性を育んでいくための基礎が培われるように、学

校と連携した「食に関する指導」の充実に取り組みました。 

【平成３０年度食に関する指導実績】※１２月末現在（１月以降の予定も含む） 

学校 件数 学校 件数 学校 件数

昭和小学校 21 根形小学校 12 昭和中学校 15

奈良輪小学校 3 中川小学校 20 長浦中学校 9

長浦小学校 8 平岡小学校 6 蔵波中学校 8

蔵波小学校 31 幽谷分校 2 根形中学校 4

103 平川中学校 7

中学校合計 43

中学校小学校

小学校合計

 

 

【食に関する指導内容一覧】 

学年 題材名 内容

楽しく給食を食べよう 給食の内容や食べ方、調理場の様子について学ぶ

牛乳の秘密を知ろう 牛乳の栄養をカルちゃん人形と一緒に考える

上手に手洗いをしよう 簡単な実験を通して手洗い方法を身に付ける

好き嫌いなく食べよう 元気列車を使って好き嫌いなく食べることの大切さを学ぶ

１日のスタートは朝ごはんから 朝食の意義を考え必ず食べるようにする

食べ物の働きを知ろう 食品の３つの働きを学び栄養を考えた食事ができるようにする

生活習慣病について知ろう 生活習慣病を知り生活習慣の改善について学ぶ

よく噛んでゆっくり食べよう よく噛んでゆっくりたべることの効果を考える

おやつの食べ方 菓子、飲料中の油分や糖分を知り、適切なおやつの食べ方について学ぶ

よく噛んでパワーアップ 体の働きがパワーアップする噛み方を身に付ける

バランスのよい食事をしよう 栄養を考えた食べ方を学び簡単な調理ができるようにする

朝ごはんを考えよう 栄養バランスのよい朝食について考える

１食分の献立を考えよう 献立について理解し給食を参考に１食分の献立を考える

中学生に必要な栄養と食事 給食を望ましい食事モデルとし、中学生に必要な栄養について理解する

健康な食生活と病気の予防 生活習慣病と食生活の関係について学ぶ

スポーツと食生活 スポーツ栄養の基礎やスポーツ時の水分補給について学ぶ

バランスのよい給食献立 食品群摂取量をもとに栄養バランスのよい給食の献立をたてる

５・６年

小学校
１・２年

３・４年

中学校
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H27 H28 H29 H30

小学校 27 57 75 103

中学校 4 2 20 43

合計 31 59 95 146

【参考】食に関する指導の年度別実績

　※H30は12月末現在（１月以降の予定含む）

 

 

②生活習慣病予防健診事後個別指導 

小学校４年生、中学校２年生を対象とした生活習慣病予防健診の結果により、

生活習慣の改善が必要な児童生徒へは、個別に食生活や栄養等の指導を実施し

ました。 

【平成３０年度生活習慣病予防健診事後個別指導人数】 

 ※１２月末現在（１月以降の予定も含む） 

学校 人数 学校 人数 学校 人数

昭和小学校 8 根形小学校 2 昭和中学校 0

奈良輪小学校 11 中川小学校 5 長浦中学校 0

長浦小学校 0 平岡小学校 2 蔵波中学校 8

蔵波小学校 4 幽谷分校 0 根形中学校 2

32 平川中学校 0

中学校合計 10

中学校小学校

小学校合計

 

H27 H28 H29 H30

小学校 14 28 24 32

中学校 15 15 14 10

合計 29 43 38 42

【参考】生活習慣病予防健診事後個別指導の年度別人数

　※H30は12月末現在（１月以降の予定含む）

 

 

③学校給食センター施設見学 

小学３年生を対象に、学校給食センターでの調理の様子を見学してもらい、

毎日食べている給食ができるまでの工程や働く人たちの思いなどを伝えるこ

とで、食べ物を大切にする心や作る人への感謝の気持ちを育むため、学校給食

センター施設見学を実施してきました。 

見学後のアンケートでは、「給食を作る大変さが分かった」「給食を残さず食

べたい」「嫌いなものでも少しずつ食べるようにしたい」といった声が多く寄せ

られています。 

また、児童だけでなく中学生や保護者、各種団体（一般市民）へも、学校給
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食センターの調理業務の内容や安心安全な給食の提供に努めていることを知

ってもらうため、幅広く施設見学の受け入れを行っています。 

※詳細については、別冊資料４「平成３０年度施設見学実施団体」参照 

 

２．給食訪問 

市内全ての小中学校において給食の時間に訪問し、配膳・手洗い・食器の使

い方を見ながら児童・生徒に直接「食の大切さ」を指導しました。この給食訪

問では、食事の衛生面だけでなく、その日の給食の献立や使用している地元産

食材の説明なども行い、給食や地元の農業に興味を持ち、食べ物を大切にする

気持ちも持ってもらえるよう指導しています。 

また、児童生徒から給食に対する意見を直接聞くことにより、より食べやす

い献立作りの参考としています。 

 

３．課題と今後の取り組み 

 今年度も食に関する指導の計画を明確化し、実態に応じた指導内容を推進

していくために、給食主任を中心に学級担任や教科担任と連絡を密に行いな

がら進めてきました。 

 特に今年度は中学校からの依頼が増え、成長期の中学生に必要な栄養や食

事内容について指導することができました。今後さらに指導の充実を図るた

めに、特別活動だけではなく家庭科、保健、理科などの教科と関連を持たせ

ながらの指導内容を提案していきたいと考えます。 
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その他 牛乳パック等の回収について 

 

これまで学 校 給 食 における牛 乳 パック及 び飲 み残 し牛 乳 の回 収 は

牛 乳 配 送 業 者 が行 っていましたが、一 般 廃 棄 物 の収 集 運 搬 許 可 のな

い事 業 者 による牛 乳 パック等 の回 収 は、廃 棄 物 処 理 法 に抵 触 する恐

れがあるとのことから、平 成 ３１年 ３月 末 で事 業 者 による回 収 を取 りやめ

る旨 の通 知 がありました。 

（平 成 30 年 10 月 15 日 付 教 安 第 750 号 、千 葉 県 教 育 振 興 部 学 校 安 全 保

健 課 長 から の通 知 「学 校 給 食 用 牛 乳 供 給 者 に よる 学 乳 紙 容 器 回 収 の 取 り や

めについて」） 

このことから平 成 ３１年 ４月 以 降 については、牛 乳 パック及 び飲 み残

し牛 乳 を当 センターで回 収 ・廃 棄 することとなったため、各 小 学 校 に協

力 をいただき試 験 的 な回 収 ・廃 棄 作 業 を実 施 するなどその方 法 を検 討

した結 果 、今 後 は次 のとおり対 応 する予 定 です。 

 

牛乳パック 
牛乳パックは、各学校から配送車で回収して、給食

センターで一般ゴミとして廃棄。 

飲み残し牛乳 
飲み残しの牛乳は、残菜と一緒に食缶に入れてもら

い、配送車で回収して給食センターで廃棄。 
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平成３０年度　生鮮野菜の地産地消率

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 計

総重量（ｋｇ） 6,695.2 9,391.0 10,265.4 7,024.2 2,406.0 9,066.8 9,605.8 10,226.4 7,364.4 72,045.2

袖ケ浦産（ｋｇ） 2,030.0 3,398.0 8,740.0 4,162.0 329.0 615.0 3,912.0 3,016.0 4,190.0 30,392.0

地産地消率
（袖ケ浦）

30.3% 36.2% 85.1% 59.3% 13.7% 6.8% 40.7% 29.5% 56.9% 42.2%

県内産（ｋｇ）
（袖ケ浦産含む）

2,561.2 4,340.0 9,353.2 4,919.2 329.0 734.0 4,249.0 4,520.0 4,442.4 35,448.0

地産地消率
（県内）

38.3% 46.2% 91.1% 70.0% 13.7% 8.1% 44.2% 44.2% 60.3% 49.2%

総金額（円） 1,818,650 2,499,430 2,333,560 1,827,030 528,140 2,567,520 3,125,000 2,614,400 1,826,290 19,140,020

袖ケ浦産（円） 484,530 655,080 1,611,020 1,176,220 139,500 283,850 1,297,620 771,530 1,042,400 7,461,750

地産地消率
（袖ケ浦）

26.6% 26.2% 69.0% 64.4% 26.4% 11.1% 41.5% 29.5% 57.1% 39.0%

県内産（円）
（袖ケ浦産含む）

655,780 1,039,370 2,049,560 1,443,780 139,500 373,450 1,571,320 1,206,530 1,166,650 9,645,940

地産地消率
（県内）

36.1% 41.6% 87.8% 79.0% 26.4% 14.5% 50.3% 46.1% 63.9% 50.4%

重
量
ベ
ー
ス

金
額
ベ
ー
ス
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平成30年度4月～12月末

学校名 1食当たり(g)

昭和小 45.13

奈良輪小 48.06

長浦小 39.00

蔵波小 47.46

根形小 46.97

中川小 30.45

平岡小 36.21

幽谷分校 23.56

小学校平均 43.46

昭和中 59.56

長浦中 61.51

蔵波中 50.44

根形中 49.93

平川中 49.88

中学校平均 55.03

平成30年度　学校別残滓量　１食当たり（ｇ）
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詳細献立表対応
（対応レベル１）

弁当対応
（対応レベル２）

除去食対応
（対応レベル３）

学校名
詳細献立表対応
（対応レベル１）

弁当対応
（対応レベル２）

除去食対応
（対応レベル３）

合　計

昭和小 7 2 9

長浦小 8 2 1 11

根形小 1 4 1 6

中川小 3 1 4

平岡小 0

幽谷分校 0

蔵波小 10 2 12

奈良輪小 6 6

計 19 25 4 48

昭和中 1 1

長浦中 1 1 2

根形中 0

平川中 2 2

蔵波中 3 1 4

計 3 5 1 9

合計 22 30 5 57

給食の原材料を詳細に記した献立表を基に、給食から原因食物を除外して食べる
対応

すべての給食が食べられない完全弁当対応と一部の献立において弁当を持参する
一部弁当対応

卵、乳を除いた給食を提供する対応

平成３０年度 学校別食物アレルギー対応者数（平成３０年１２月末現在）
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№ 実施日 学校・団体名 内　容 人数

1 5月21日 蔵波小学校３年生 調理場見学、食指導 177

2 6月4日 長浦小学校３年生 調理場見学、食指導、給食 90

3 6月19日
長浦公民館地域家庭教育学級
（蔵波小保護者）

調理場見学、給食に関する説明、試食 35

4 6月26日
長浦公民館地域家庭教育学級
（長浦小保護者）

調理場見学、給食に関する説明、試食 35

5 6月27日 平岡小学校３年生 調理場見学、食指導、給食 37

6 7月2日 中川小学校３年生 調理場見学、食指導、給食 46

7 7月6日 根形小・中学校特別支援学級 調理場見学、食指導、給食 14

8 7月11日 平川中学校家庭教育学級 調理場見学、給食に関する説明、試食 20

9 9月4日
まちづくり講座
（市民活動支援課）

調理場見学、給食に関する説明、試食 7

10 9月5日
管理栄養士養成大学大学生
（健康推進課）

実習 8

11 9月12日 根形小学校３年生 調理場見学、食指導、給食 47

12 9月21日 昭和小学校３年生 調理場見学、食指導、給食 106

13 10月11日 平川公民館うぐいす学級 調理場見学、給食に関する説明、試食 33

14 10月25日 市内野菜生産農家 調理場見学、情報交換会、試食 15

15 11月13日
市内施設見学バスツアー
（秘書広報課）

調理場見学、給食に関する説明、試食 30

16 11月15日 平川保育所・吉野田保育所 調理場見学、食指導、給食 34

17 11月20日 久保田保育所 調理場見学、食指導 34

18 11月21日 生活協同組合コープみらい 調理場見学、給食に関する説明、試食 16

19 11月22日 根形保育所 調理場見学、食指導、給食 28

20 11月29日 平岡公民館地域家庭学級 調理場見学、給食に関する説明、試食 11

21 11月30日
蔵波中学校家庭学級
（長浦公民館）

調理場見学、給食に関する説明、試食 17

22 12月21日 母子保健・食生活改善協議会 調理場見学、給食に関する説明、試食 31

23
1月15日
　　16日

今井幼稚園 調理場見学、食指導、給食 92

24 1月25日 中川幼稚園 調理場見学、食指導、給食 48

25 1月28日 市内野菜生産農家 調理場見学、情報交換会、試食 15

26 2月5日 福王台保育所 調理場見学、食指導 34

1,060

平成３０年度 施設見学実施団体（平成３０年１２月末現在：１月以降の予定含む）

合計

別冊資料４


