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令和３年度第１回小平市献立作成委員会 会議要録 

 

１ 開催日 令和３年６月２８日（月）午後３時３０分～４時３５分 

２ 会 場 小平市役所 大会議室 

３ 出欠席 出席者 １６名  欠席者 １名  事務局３名 

４ 傍聴者 なし 

５ 次第 

 (1) 委員長挨拶 

 (2) 副委員長選出 

 (3) 報告事項等 

  ①学校給食センターについて 

  ②令和２年度中学校給食費会計報告について 

  ③検食簿、給食委員会ノートからの意見について 

 (4) 協議事項 

  令和３年度 第１学期（７月）分・第２学期分献立について 

 (5) その他 

① 梨ゼリーラベルデザイン募集 

② 生徒給食アンケートの実施 

③ 次回以降の開催予定 
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【会議要録】 

 

所 長 これより、令和３年度第１回献立作成委員会を開催いたします。 

はじめに、本会議の委員長につきましては、「小平市献立作成委員会設置要綱」に

基づき、「中学校校長の委員をもって充てる。」ことになっております。従いまして

今年度は、小平第六中学校の平沢校長先生にお願いしたいと存じます。 

それでは、平沢委員長からご挨拶をお願いいたします。 

 

委員長 皆さまこんにちは、小平第六中学校の平沢です。食の役割として栄養を補給する

ことと人とのコミュニケーションの輪を広げるということがあります。ところが残

念なことに現在給食の時間では前をしっかりむいて、一言もしゃべらず食べるとい

うのが学校としての現状です。ですからなおさら献立、食べるものに対して楽しみ

があるべきではないかと考えている次第です。今日は献立についての検討が色々と

されるということで、是非とも子どもたちにとってより良い給食となるように検討

をよろしくお願い致します。 

また、本日の資料にもありますが、子どもたちに給食に関するアンケートを取る

ことになりました。その結果が献立に反映されるといいかなと思います。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

所 長  ありがとうございました。本日、第 1回目の献立作成委員会でございますので、委

員の方から自己紹介をお願いしたいと存じます。 

 

 (委員自己紹介) 

 

それでは、続きまして、当委員会の副委員長を選出したいと思います。副委員長は

委員の中から互選となっております。どなたか立候補される方はいますか。 

 

(立候補無し) 

 

特に無いようですので、学校の輪番で恐縮ですが、今年度は小平第一中学校の保護

者委員さんに副委員長をお願いしたいと思います。 

 

それでは、これより議事の進行について委員長にお願いします。 

 

委員長  最初に、学校給食センターについての説明をお願いします。 

 

所 長 それでは、報告事項 1「学校給食センターについて」、栄養士より映像を用いて紹

介したいと思います。 

（学校給食センター及び弁当給食の概要について栄養士によるパワーポイントでの紹

介） 
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委員長 次に、報告事項 2「令和２年度中学校給食費会計報告について」ご説明をお願いま

す。 

 

所 長 給食費の会計報告でございますが、お手元の資料１をご覧ください。６月２２日

に中学校校長会代表、それから、中学校保護者代表２名の監査委員に、収支決算書

に基づきまして、諸帳簿、証拠書類等監査していただき、ご承認をいただいたもの

がお手元の決算報告書でございます。 

令和２年度中学校給食費会計１年間分の決算状況について説明いたします。 

 

収入の部については、４つの科目に分けて、整理しております。 

 まず始めに、給食費です。 

こちらは、生徒・教職員に提供した給食にかかる収入を計上しております。  

 つぎに、諸収入です。 

こちらは、食中毒等の事故対応のため、給食提供後、一定期間、保存が義務付け

られ、市の公費で補填される保存食代と、給食で使用した食用油を廃油として売り

払った際の売り払い金を計上しております。               

 次に前年度繰越金です。 

前年度の会計における剰余金を、本年度の収入として計上しております。 

最後に、過年度分給食費です。 

平成２７年度から令和元年度までの未納となっている給食費のうち、催告などによ

り、本年度に収入されたものを計上しております。                            

 

以上の収入合計が（Ａ）として ２０２，６０５，７３７円 です。 

 

次に同じく収入の部で、右の欄の未収入額についてご説明いたします。令和２年

度に発生した給食費の未収入額は２２万８,５００円でございます。全体の収納率は

９９.９％で、未納の件数は１４人になります。未納の解消には各中学校で並々なら

ぬご努力をいただいておりますことも併せて報告をさせていただきます。この未納

金につきましては、学校給食センターで５年間催告等を行い、未納を減らす努力を

しております。 

 

次に支出の部についてご説明いたします。 

 支出の部については、３つの科目に分けて、整理しております。 

まず始めに、食材料費です。 

こちらは、給食調理に使用いたしました食材料の支払金を計上しております。 

 次に 給食費還付金です。 

アレルギー対応、不食や転出等で還付した給食費を計上しております。 

 最後に、その他支出です。 

 こちらは、保護者口座から各学校長口座に引き落とされた学納金を、教材費や

PTA会費を除き、給食費のみを学校給食センター所長口座に資金移動させる際の手

数料支出と、就学援助開始等により給食を還付する際の手数料支出を計上しており

ます。 

以上の支出合計が（Ｂ）として ２００，３７５，５５１円でございます。 

次に、収入支出差引額です。 

収入の合計（Ａ）から、支出の合計（Ｂ）を引きますと ２，２３０，１８６円 

となります。 
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これにつきましては、令和３年度への繰越金とさせていただきます。 

こちらの報告書につきましては、保護者の方には 9 月の献立表の裏面に印刷いた

しまして、ご報告させていただきます。また、学校給食センターのホームページに

も掲載を予定しております。よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

委員長 報告事項 1・2について事務局の説明の中で何かご質問はありますか。 

 

 (質疑応答無し) 

 

委員長 

 

 

栄養教諭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に無いようでしたら、報告事項 3 検食簿・給食委員会ノート等の意見について

説明をお願いします。 

 

校長が行っている検食簿の意見を 4月 5月の献立分から抜粋しています。 

サラダのキャベツが固くドレッシングの味がなじまない、というご意見がありま

したので少し柔らかめに茹でるように調理事業者に指示しました。 

うずらの卵がしょっぱかったという意見については、塩分調整の当日の指示はな

かなか難しいのですが、調理事業者との打ち合わせの場で調整したり、随時連絡を

取り合い改善していきたいと思います。 

給食委員会生徒より、ということで給食委員会との意見交換ノートの意見や要望

を交換日記のような形でお聞きし、お返事をしております。 

おかわりのことが出てきますが、1 学期は食材料費がぎりぎりということで今後

検討していくということでお返事をしております。 

ご飯が冷たかったということですが、引き続き学校給食センターで温度を計測し

ていきます。味つけの方は随時改善していく予定です。 

交換ノートを実施していただける学校がありましたら、是非学校給食センターま

でご連絡ください。 

 

委員長 

 

事務局の説明の中で何かご質問ありましたら、よろしくお願いします。 

 

(質疑応答無し) 

 

委員長 特に無いようでしたら、協議事項に移ります。令和３年度第１学期（７月）分・

第２学期分の献立について説明をお願いします。 

 

栄養士 それでは７月の献立の説明をします。今週から始まりますが、何点かポイントを

説明いたします。 

７月１日 冷やし中華 です。いつもご飯が入っている容器が空の状態でくるの

で、その中で個包装の中華麺、冷やし中華の具、ごまだれを合わせて食べてくださ

い。 

６日 フィッシュサンドです。 

スライスが入ったコッペパンに白身魚のフライ・ゆで野菜を挟んで食べてくださ
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い。個包装の中濃ソースがつくので、お好みでかけて食べてください。 

７日 七夕デザートです。 

国産みかんのシロップ漬けを、タピオカ澱粉で作った生地に包んだ和菓子風デザ

ートです。ぷるんとしたもちもちの甘い生地に、みかんの酸味が広がります。 

試食したときにとても美味しかったので、楽しみにしていてください。 

９日 炊き合わせです。 

こちらには、小平市のキャラクター、ぶるべーのイラストが印字された凍り豆腐

を使用します。また、小平市内産のとうもろこし、枝豆を提供予定です。 

以上となります。 

 

委員長 ７月分の献立について、何か気になる点や聞いてみたいことはございますか。 

 （質疑応答無し） 

  

委員長 特になければ、９月分の献立についてよろしくお願いします。 

 

栄養士 

 

 

９月分の献立について説明します。 

まず１番の献立です。佃煮は塩昆布を使用します。ご飯にかけて食べてもらいま

す。おじゃがもちは、「いももち」とも呼ばれている北海道の郷土料理です。砂糖

醤油の甘じょっぱいたれをかけます。 

 

５番のぶどうですが、こちらは小平産のぶどうを提供予定です。JA に確認したと

ころ提供可能とのことでしたので、楽しみにしていてください。 

 

６番の献立です。９月９日の重陽の節句に合わせた献立にしました。栗おこわ・

菊入おひたしを提供予定です。栗は国産の栗を使用します。栗おこわは、栗と一緒

に醤油・みりん・酒・砂糖を入れて炊き上げます。 

 

９番の献立です。焼き肉丼の肉炒めと野菜炒めをご飯にのせて食べてもらうメニ

ューです。肉炒めは豚のこま切れ肉を、甜麺醤を使って甘辛く味付けます。野菜炒

めはごま油としょうゆで香ばしい風味で仕上げようと思っています。 

 

１１番の献立です。かき揚げをご飯にのせて、かき揚げ丼として召し上がってい

ただく想定をしています。そのため、天丼のたれも提供する予定です。 

 

１２番の献立です。サラダを、もやしとチンゲン菜のサラダに変更します。 

 

１３番の献立です。９月２１日の十五夜に合わせて、みたらし団子を提供予定で

す。また、旬の食材である里芋を使用したみそ煮を予定しています。 

 

１４番の献立です。お彼岸献立に合わせて、学校配送でおはぎの提供を予定し

ています。 

 まだ決定ではないのですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、日本

各地で農産物の流通量減少や単価下落が続いているということで、国の事業とし
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て実施されている学校給食に向けた無償食材提供の提案が食材業者からありまし

た。９月に真鯛を提供いただけるかもしれないとのことです。提供が決まった場

合、どこかのメイン料理と入れ替える予定です。 

 

以上で、９月の献立の説明を終わります。 

 

委員長 それでは９月の献立について、何かご質問がありましたらお願いします。 

 

委員長 委員長からで申し訳ないですが、９番の焼肉丼ですが、これはどういったもので

しょうか。 

栄養士 ランチボックスのおかずのメインのところに、肉と野菜を別に盛り付けてありま

して、お肉は甘辛い甜麺醤の味付けで、野菜は醤油とごま油の香ばしい感じを出し

たいと思っていますが、ご飯がすすむような献立になっています。肉と野菜の味の

違いを楽しんでください。 

所 長 補足になりますが、１３番（２１日）に「みたらし団子」があります。 

先日出したときに、中が固いものがありました。我々も想定外でしたが、自然解

凍で十分に美味しいものなのですが、業者の方も初めてで、解凍時に冷蔵庫に入れ

てしまい、うまく解凍できないものがありました。次回はこのようなことがないよ

うに留意して提供します。 

  

委員長 それでは、１０月の献立についてお願いします。 

栄養士 １０月の献立について説明させていただきます。 

 ２番の献立です。１０月４日は「いわしの日」に合わせて、いわしの甘みそかけ

を提供予定です。小学校からいただいた献立です。お弁当の献立の中でも、残念な

がら人気が今ひとつなのが魚料理と野菜の副菜なのですが、成長期の中学生にとっ

て大切な食材ですので、味付けや調理方法を工夫しながら提供しています。 

 

 ６番の献立です。１０月１０日の目の愛護デーに合わせて、カロテンを多く含む

緑黄色野菜を多く取り入れました。カロテンは、体内でビタミン Aに変化し、視力

を正常に保つ役割も担っています。そのあたりも放送用の資料に盛り込んでいきま

す。 

また、ハンバーグには小平市内産のブルーベリーを使用したソースをかけて提供

する予定です。 

 

 １１番の献立です。１０月１８日の十三夜に合わせた献立にしました。吹き寄せ

栗ご飯には、フレッシュなむき栗を使用する予定なのですが、月曜日ですと業者の

納品が難しいため、少し早いですが、金曜日に提供したいと考えています。秋の旬

の食材である「さんま」や「さつまいも」も取り入れ、秋を味わう献立にしまし

た。 

 

 １３番の献立です。豚肉のレモン醤油は昨年度学校給食センターで提供していた

中でも人気のあった料理です。お弁当給食では提供が難しい料理もありますが、主
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菜や副菜のうち人気のあった料理は、お弁当給食でも提供可能なものは積極的に取

り入れるようにしています。 

 

 １７番の献立です。肉豆腐のキムチ炒めには、小平市内産の白菜で作った白菜キ

ムチを使用しています。今年の１月に加工業者にお願いをしたところ、２トンの白

菜から約９６０トンの白菜キムチが出来上がりました。同じものを小学校の給食で

も使用しています。辛さは控えめなので調理で調整します。 

 

 １９番の献立です。揚げぎょうざは、小平市内産のキャベツを加工したぎょうざ

です。今年の５月頃収穫したキャベツを使用しています。小平市内では大きく分け

て春と秋にキャベツを作付けしています。また、秋に収穫したキャベツを使ってぎ

ょうざを製造していただく予定です。 

 

 ２１番の献立です。ハロウィンに合わせてかぼちゃを使ったシチューにします。 

 

以上で、１０月の献立の説明を終わります。 

 

委員長 １０月分の献立の説明について、何かご質問等はございますか。 

 （質疑応答無し） 

  

委員長 ないようですので、１１月分の献立の説明をお願いします。 

栄養士 それでは１１月の献立について説明をさせていただきます。 

 

 ６番の献立です。きのこご飯をとりいれてみました。きのこは給食でもよくつか

いますが、まいたけなど普段はあまり登場しないきのこを使い、風味も楽しめるご

飯にしようと思います。 

 

７番の献立です。副菜のレンコンきんぴらですが晩秋のレンコンは甘みが増し、

粘りが多くなります。旬のレンコンを味わってもらえるよう食べやすく白米に合う

きんぴらにします。歯ごたえも味わえるような厚みやサイズにする予定です。 

 

８番の献立です。主菜の「オムレツのホワイトソースかけ」のオムレツは加工品

を使用する予定ですが、ホワイトソースはクリームシチューをアレンジした手作り

ソースです。メニューとしてはおなじみのシンプルなオムレツですが、ソースをか

けることでいつもと違う印象で楽しめて、食べ応えもあるよう工夫しました。 

 

１０番の献立です。秋の味覚の代表格といえるさつまいもをつかってご飯にしま

した。お弁当給食でもご飯は温かく食べられるので、ほくほくとしたさつまいもご

飯を提供できると思います。さばのゆずみそかけは旬の鯖にさっぱりとしたゆずみ

そをかけ、食べやすく提供する予定です。 

 

１１番の献立です。『五穀豊穣』に感謝する意味を込めて五穀ご飯を出す予定で
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す。米と雑穀米を合わせて炊飯予定で、食べやすいよう塩で味付けをします。 

 

１３番の献立は韓国料理の組み合わせです。カムジャタンとはジャガイモと豚の

骨付き肉を使った鍋料理ですが、給食のおかず用に煮込み料理にアレンジしてあり

ます。 

 

１６番の献立です。「和食の日」の献立です。主菜はだしを味わえる煮物にして

あります。 

個包装の果物を調達できればつけたいと思っています。 

 

１８番の献立です。アメリカ・ルイジアナ州のニューオーリンズ料理をアレンジ

してみました。ニューオーリンズは様々な文化と豊富な食材が独特の名物料理を生

んでいます。数ある有名な料理を組み合わせてみました。 

 

以上で、１１月の献立の説明を終わります。 

 

委員長 １１月分の説明について、何かご質問等はございますか。 

委 員 

栄養士 

 

 

 

委 員 

 

 

栄養教諭 

ひとくちコロッケは、また出るのでしょうか。 

（前回提供時に一部型崩れが出た際は）約９千個を短時間で調理しなければなら

ないということで、揚げ機に一度にたくさん入れ込んでしまいましたが、少しずつ

入れるようにしたところ改善がみられました。 

ご迷惑をおかけしないよう、代替となるおかずも検討しています。 

とても美味しくてよいが（型崩れが心配）。配膳員さんも気をもんでいます。大

きめのコロッケをひとつでもいいのかなと思います。「一口」だと小さいという話

が職員室でありました。 

二学期分の物資入札時に、いい代替品があればそれも検討します。 

委 員 

 

 

栄養士 

  

 

委 員 

 

栄養士 

ご飯についてですが、白いご飯はおいしいです。和風（炊き込みご飯・まぜご

飯）のものもおいしいが、洋風、ピラフのようなものはお米が違うのでしょうか。

調理法が違うのでしょうか。 

お米は同じものを使っています。調理業者としては具材を一緒に炊き込む方が簡

易な方法ですが、実際に食べてみてカレーピラフなどは後混ぜにするように調理業

者に指示しました。炊き込みでなければ、味は大丈夫かと思います。 

洋風のご飯は、口の水分を持っていかれるというか一口目で美味しくないと感じ

てしまいます。 

５月のツナカレーピラフはツナがパサパサして美味しくなかったという意見があ

りました。ワカメご飯も残菜が多かったと聞いています。炊き込まない方がいい料

理を把握してきているところです。こうした献立は後混ぜで対応していきたいと思

います。 

  

委員長 それでは、１２月分の献立の説明をお願いします。 
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栄養教諭  １２月の献立について説明させていただきます。 

 ２番の献立です。冬の旬の魚、「ぶり」を使ってぶり大根を献立に取り入れまし

た。ぶりは生臭くなることがあるため、しょうが、酒、しょうゆなどで下味をつけ

ておき、片栗粉をまぶして油で揚げます。別に煮ていた大根と合わせて仕上げま

す。揚げているので、魚が苦手な人でもおいしくいただける一品です。 

 

 ３番の献立です。春雨のエスニック風サラダは、ゆでた春雨、青梗菜、鶏ひき肉

をレモン果汁、おろししょうが、にんにく、しょうゆ、砂糖で味付けをしていま

す。メンマソテーのメンマは、希少な国産のメンマを使用しています。 

 

 ７番の献立です。カレーヴィルストは、聞きなれない名前ですが、ゆでたフラン

クフルトにトマトケチャップ、カレー粉などで作ったソースをかけた料理です。ド

イツ発祥の料理で、ベルリンやハンブルクなどで人気のある料理です。ヴィルスト

は、ドイツ語でウィンナーのことです。 

 

 １１番の献立です。里芋コロッケは、これからの調整になりますが小平市内産の

里芋でつくったコロッケを使用したいと考えています。じゃがいものコロッケとは

また違って、ねっとりとした食感とほのかな甘みがおいしいコロッケです。 

  

 １６番の献立です。１２月２２日の冬至に合わせて、かぼちゃとゆずを料理に取り

入れました。かぼちゃはかつおだしをきかせて鶏ひき肉とそぼろ煮に、ゆずは白菜

と合わせて浅漬けにする予定です。 

 

１７番の献立です。クリスマスカラーを意識した献立にしました。デザートは、

いちごゼリーとありますが、予算とアンケート結果をみて検討したいと思っていま

す。去年はブルーベリージェラートでした。 

 

１８番の献立です。この日は 1校のみ提供予定です。少し早いですが松風焼き、

筑前煮、栗きんとんといったおせち料理を取り入れました。 

 

以上で１２月分の説明を終わります。 

  

委員長 １２月分の献立について、ご質問やご意見等ございますか。 

  

委 員 

 

 

栄養士 

 

 

 

 

全体を通してですが、最近子どもたちは麺の献立がなくて残念に思っています。

７月に試行的に冷やし中華が出されるが、うまくいけば今後も麵献立というのはあ

るのでしょうか。 

１月の献立を検討していますが、あんかけ焼きそばやジャージャー麵ならできる

のではないかと考えています。ただ、どうしても具が冷たくなってしまい麺も温か

くはない、1 月にそれを食べていただけるか気になっているところです。そのあた

りご意見いただければと思いますが、いかがでしょうか。 
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委 員 

 

 

委 員 

 

栄養教諭 

 

 

 

委員長 

 

委 員 

 

 

栄養教諭 

 

 

所 長 

 

 

先日給食に出たカレーを見たときに、最初は「えっ」となっていたが、ルーは温

かくはないがご飯にかければ美味しそうに食べていました。カレーということで子

どもたちは喜んでいました。麺のどこまで温かいのかは分かりませんが。 

職員の声として、カレーのルーが冷たいことに違和感があるという声がありまし

た。いいという人もいれば気になる人もいると思います。 

 うどんをセンター調理のときは温かいものと冷たいものを出していました。うど

んのつゆがパックのもので、無添加のものを探しているが、ない状況です。ボトル

のものならあるかもしれませんが、コロナ禍で何本かを教室内で使いまわすのはど

うでしょうか。 

 今の時期ではなんとも言えないと思います。ぶっかけうどんのようなものができ

れば良いと思います。 

 努力されているとは思いますが、お弁当給食になって生徒のテンションが落ちて

います。大人たちも同様。シチューやカレーが固まっている感じです。バリエーシ

ョンが増えるといいと思います。スパゲッティとかは、どうでしょうか。 

 ご飯とおかずを別のフロアで調理しています。小平市の調理食数が 4,500 食ある

ので、おかずフロアで調理したものをご飯フロアで盛り付けということは難しい状

況です。ソフト麵と冷たいおかずということになってしまいます。 

調理場の制約と配膳の問題をクリアできるようなものを検討していきます。工夫

して麺類を出せるように、三学期の献立でご相談させていただきたいと思います。 

委 員 

 

栄養教諭 

７月１日の冷やし中華を生徒が楽しみにしているが、ご飯容器に麺を入れるとい

うことで、麺はほぐしやすいのでしょうか。 

麺が袋に入った状態で、４等分くらいに手で切って食べてもらえると食べやすい

と思います。２・３年生は経験があると思うが１年生は初めてなので、重点的にご

指導をお願いします。 

委 員 

 

栄養教諭 

 給食委員から質問があったが、コロナで学校休業になったときに給食で使用できな

かった農産物や牛乳はどのようにしたのでしょうか。 

令和２年度当初の休業時は、まだ食材発注前でした。 

令和元年度の３月分は、前日納品されていた大根などの野菜がありましたが、市内の

施設に寄付したりしました。キャンセルできるものはキャンセルしましたが、一部廃

棄処分になったものもありました。しょうが・ニンニクなどは学校に配布させていた

だきました。生クリームは製菓学校に寄付させていただきました。牛乳は注文を止

め、廃棄処分にはせずにすみました。お米は市内の米穀組合が市民向けに配達込みで

安く販売したと聞いています。 

委 員 

 

栄養教諭 

 ９月に真鯛が出るということだが、子どもたちが自分で骨をよける機会というのは

どれくらいあるのでしょうか。どのような形で魚が出されるのか知りたいです。 

 １０月にさんまの塩焼きがあるが、筒切りにして中に骨がある状態で提供します。

（骨付きだと）大きくなってしまうので、さんま以外は中学校給食では骨付きで提供

していません。以前は鮎を提供したこともありましたが、高価であることとお弁当に

不向きであることから今は提供していません。鯖とか鮭にも細かい骨はついていま

す。 
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委員長  そろそろ時間が参りましたので、献立についての質疑は以上といたします。 

 その他、事務局から連絡事項をお願いします。 

  

所 長 それでは、最後に２点連絡をさせていただきます。 

① 梨ゼリーラベルデザイン募集 

まず資料３の「梨ゼリーラベルデザイン募集」のチラシ案をご覧ください。

昨年度はゼリーとジェラートのラベルを募集しましたが、先ほど話がありま

したように、今年度はジェラートが作れないということで、ゼリーラベル 2

種類のデザインを選定させていただきます。 

夏休み前に生徒へお手紙の配布をお願いします。 

② 生徒給食アンケートの実施 

  各学校一つの学年を対象に、今年度からスタートした GoogleClassroom の機

能を活用して、生徒の給食に関する意見感想の集約をお願います。 

  こういったものを参考にしながら、献立を考えていきます。 

 

次回以降の開催予定ですが、二学期は 11 月 16 日（火）・三学期は 2 月 15 日

（火）を予定しております。1カ月前にお手紙で通知させていただきます。 

 

 以上になります。 

  

委員長 ただいまの件につきまして質問はございますか。 

 

特にご質問が無いようですので、これをもちまして本年度の第 1 回献立作成委員会

を終了いたします。また、二学期に一回、三学期に一回本委員会がございます。本日

配付の献立資料等をご覧いただき、また質問をお持ち寄りください。 

本日はお疲れさまでした。 

  

  

 


