
 会   議   録 

会議の名称 

 

令和元年度第１回小金井みんなの給食委員会会議録  

 

 

事 務 局 

 

学校教育部  学務課  

 

開 催 日 時 

 

平成３１年４月２２日（月）１５時００分～１６時３０分  

 

開 催 場 所 
 

西庁舎第五会議室  

 

出 席 委 員 

 

不破委員、内田委員、宇野委員、林委員、亀山委員、古莊委

員、渡邉委員、松田委員、鈴木委員、坂口委員、大元委員、

菊池委員、印牧委員  

 

 

欠 席 委 員 

 

澁谷委員、酒井委員、山極委員  

 

 

会 議 次 第 
⑴委員及び事務局職員の自己紹介  

⑵会長及び副会長の選出について  

⑶今年度の活動内容について  

⑷その他  

⑸次回の開催について  

 

主な意見等  

 

（学校教育部長）  

 日ごろから学校給食の見守り支援、未来を担う子供たちの

健やかな成長にご尽力いただき感謝する。今後とも、小金井

市学校給食の指針の推進及び学校給食の見守り支援につい

て、よろしくお願いする。  

 

⑴委員及び事務局職員の自己紹介  

（委員）  

・私の子供は、小金井第一小学校、小金井第二中学校でお世

話になった。この春に卒業で給食と離れることになったが、

長くお世話になり、ありがたく思っている。これからの子供

たちが、変わらず給食を食べていけるよう、活動していきた

い。  

・子供が小学校のときから給食の活動を続けてきている。現

在は大学生で、家の手伝いとかしないのだが、なぜか牛乳パ

ックをたたんだりするのを見ると、給食の凄さを改めて感じ

ている。  

・末の子供が高校を卒業したので、給食を食べなくなって時

間が経つが、毎日献立表を眺めながら学校に通っていく姿を、

給食って凄いなって思いながら見ていたのを懐かしく思う。



給食から離れているので、今の給食を皆さんに教えていただ

き、小金井の学校給食の良さを広く市民の方に知っていただ

く活動ができたらいいと思う。  

・Ｐ連からの出向で、子供が本町小学校に通っている。一昨

年までは、Ｐ連の役員から委員を選任していたが、よくわか

らないまま委員をしていたようで、このままではよくないだ

ろうということもあり、昨年から委員をさせていただいてい

る。体調により、出席出来ないこともあると思うが、よろし

くお願いする  

・小金井第二中学校、東中学校、前原小学校を受託させてい

ただいている。他の自治体様では、１年生の給食も始まり、

これまでお弁当で、初めて給食を食べるお子さんや、幼稚園、

保育園と比べて量が増えて驚いているお子さんもいらっしゃ

ったが、配膳のお手伝いをさせていただいて、凄く美味しそ

うに食べている姿を確認できた。栄養士様からも給食を楽し

みにしていると聞いている。お子様から凄く美味しいといっ

ていただける給食、安心安全な給食を第一に提供していきた

い。  

・小金井第四小学校、緑小学校を受託させていただいている。

両校とも毎年お子さんの数が増えてきて、台車が増えて給食

室を占用しているような状況。今週から１年生の給食が始ま

り、今週からスタートという感じ。安全安心な給食作りをし

てまいりたい。  

・小金井第一中学校、南中学校を受託させていただいている。

前任の担当者から引継ぎ、今年度から小金井市のエリア担当

になった。不慣れなこともあるかと思いますが、引き続き安

全な給食作りをしていきたい。  

・緑中学校を受託させていただいている。本日は、給食現場

で青森県の郷土料理「けの汁」を作ってきた。大根、にんじ

ん、ふき、わらび、こんにゃく、ごぼう、根菜が入った和風

の出汁に味噌が入ったもので、まあまあな出来上がりだった

と思う。他の業者さんと同様、安心安全な給食の提供をしっ

かりやっていきたい。  

・小金井第三小学校では、水曜日から１年生の給食が始まる

ので、明日、子供たちに道具とか見てもらう予定。調理員も

配食の手伝いとかをさせていただく部分もあるので、分担を

考えているところ。子供が増えて２６クラスと凄いことにな

っている。  

・いいチームを作ることを目標に毎日一生懸命やっている。

子供たちとの距離が近い関係にいられるよう心がけている。  

・水曜日から１年生の給食が始まるので、先週一足早く給食

の手ほどきを行った。明日は、食器の持ち方の練習をする予

定。本校も６０名ほど増えたので、台車の置く場所をどうす

るか検討している。調理員さんと協力して、より美味しい給



食を作っていきたい。  

・みんなの給食委員会とは、発足依頼関わらせていただいて

いる。また１年間、皆様と一緒に考えていきたい。  

（事務局）  

・引き続きお世話になることになったので、よろしくお願い

する。  

・学校保健を担当しているが、アレルギー対応等で関連する

ところもある。よろしくお願いする。  

・１年間よろしくお願いする。  

・この会が、順調に運営できるよう頑張っていきたいと思っ

ている。ご協力をお願いする。  

 

⑵会長及び副会長の選出について  

（事務局）  

 要綱第五条に委員の互選によることとなっている。会長に

立候補あるいは推薦はあるか。  

（委員）  

 これまでの経験や学校現場のことを考えると、不破委員に

お願いしたい。  

（事務局）  

 ただいま、不破委員を会長にとの推薦が上がってきている

が、他にあるか。  

 他に無いようですので、諮らせていただく。会長を不破委

員に決定することにご異議はあるか。  

―異議なし―  

 ご異議はないようですので、不破委員を会長に選任させて

いただく。  

（会長）  

 今年度も引き続き会長を努めさせていただく。皆さんのご

協力をお願いする。  

 引き続き、副会長の選任に移らせていただく。副会長に立

候補あるいは推薦はあるか。  

（委員）  

・これまでの経験や、非常に勉強をされているので、宇野委

員を推薦する。  

・この会の目的が学校給食の見守りということもあるので、

日々の学校給食について現場の思いもあるので、古莊委員を

推薦する。  

（会長）  

 二人の推薦があったが、どうするか。  

（事務局）  

 要綱に人数の規定はありません。  

（会長）  

 では、一人の選任とするか、二人の選任とするか。  



（委員）  

 二人の選任でいいと思う。  

（会長）  

 では、宇野委員と古莊委員を副会長に選任する。  

 

⑶今年度の活動内容について  

（事務局）  

 活動内容の給食の試食だが、南小学校にお願いする予定。

給食の試食の後、会議を開催する。日時等については、現在

未定だが決まり次第、周知させていただく。  

（会長）  

 昨年度も南中学校で農業関係者を招くなど、大きな成果を

残すことができた。今年度以降も同様に続けていけたらと思

っている。  

 次に農家見学について、渡邉委員の説明をお願いする。  

（渡邉委員）  

 今年度の農家見学について提案させていただく。今年度は、

大澤農園さんのとうもろこしの生育状況を見学したいと考え

ている。一昨年に見学したと聞いているが、とうもろこしは

市内の小学校で、皮むきの授業を行っていて、授業で使う全

てのとうもろこしを大澤農園さんで作ってもらっている。全

校分の作付けを快く受けてくださるなど、特別な思い入れも

あるので、提案させていただいた。  

（委員）  

 予備日を設けていただけないか。  

（渡邉委員）  

 ６月下旬あたりに何日か予定を立てて、多くの方が参加で

きるよう準備したいと思っている。  

（会長）  

 次に、講演会についてだが、前回の議事内容を事務局から

報告をお願いする。  

（事務局）  

 前回の議事の内容を簡単に報告させていただく。  

 栄養士会が作成、発表を行ったビデオの解説、それに付随

する形で座談会をしたいとの意見が出ておりましたが、負担

が大きいとの意見もあり、栄養士会が作成したビデオの解説

ではなく、新たに講師を招聘しての講演会を検討することに

なっている。  

（会長）  

 それでは、具体的な内容の検討をお願いする。  

（委員）  

・前回の委員会で、講演を聞くだけでなく、小グループに分

かれてお話の会をしてはどうかと提案させていただいた。負

担が大きいといった意見もあったが、私の認識としては、今



後の検討と思っている。やはり、講演会だけでなく、講演の

内容、感想についてシェアしたり、そこから生まれた論点み

たいなことを講師に伺う時間をとったほうがいいと思うの

で、意見交換の時間は必要と思っている。  

 また、小委員会みたいなものを設置して、そこで具体的に

決めていければいいと思っている。  

・この会の開催頻度が高いわけではないので、小委員会とい

うかワーキンググループのようなものを作って、具体的な講

師の選定とか、運営について、進めていったほうがよいので

はないか。先ほどの意見にもあったが、聞くだけでなく、消

化するためにも意見交換はあったほうがよいと思っている。  

・毎年秋頃に、栄養士会、家庭科の先生や食育リーダーの先

生方が集まる食育の講演会があるのですが、もしよろしけれ

ば、ご一緒にやるのはどうか。ワーキンググループを作ると、

皆さん忙しい中、大変だと思う。私のほうで講師を選んで開

催するので、よろしければと思い提案させていただいた。  

・共催の形でどうかということか。どういう講師の方を呼ん

でいるのか。  

・昨年度は、出汁をテーマに出汁の種類、取り方などを学ん

で、給食や家庭科の授業に生かそうということで講演会を開

催した。今年度は、まだ決めていないので、これから決める

予定。  

・その講演会の対象者はどなたになるのか。講演会とは、私

たちの勉強会ではなく、市民向けに開催することを目的とし

ているので、それができるのか。  

・栄養士会としては、保護者の方に来ていただいて、その後

に意見交換を想定している。  

・一般の保護者に向けての内容になるのか。  

・講演の内容はこれから考える。食育リーダーが集まる場に

なるので、基本的に食育に関わる内容になるかと思う。市民

の方も聞ける内容で考えられればと思う。また、今回の提案

は、毎年ではなく、今期についてはどうかと思い提案させて

いただいた。  

・ディスカッションの場を設けることは可能か、あと会場は

どこを想定しているか。  

・ディスカッションの設定は可能、会場については、昨年度

まで東小学校で行っていたが、今年度のことはこれから決め

るので、できれば柔軟に対応したいと思っている。また、開

催時期は秋頃で、平日の午後三時くらいからの開催になると

思う。  

（会長）  

 東小学校であれば、広めの部屋もある。  

 栄養士会、食育リーダー研修会の講演会にタイアップする

という形ですが、皆さんの表情とかうなずき具合を見ている



と、その方向でいいという感じがしている。  

（委員）  

・話を伺って、今年はそれでもいいと思っているが、質疑応

答の時間はどれ位とれるのか。あと、全部お任せみたいにな

ってしまうが、共催なので、進捗等の報告をして欲しい。  

・講演会というと２時間位の講演会が多いと思っていて、１

時間から１時間３０分が講師の話、その後、質疑応答で３０

分位がオーソドックスな講演会だと思うが、質疑応答の時間

を長く取ったほうがいいと思っている。食育リーダーの研修

会は、どれくらいの時間で行われていたのか。  

・昨年度は、１時間３０分位、グループディスカッションす

るのであれば、１時間を講演、３０分をグループディスカッ

ションと質疑応答にしたい。  

・グループでまとめたもので質疑を行うと時間がかかると思

う。講演１時間、グループ３０分、質疑応答３０分を提案さ

せていただく。  

・アンケートを取りたいと思っている。  

・参加者からアンケートを取る方向で調整する。  

・確認ですが、一般の方を呼んで講演を行うという理解でよ

ろしいか。  

・関連しますが、参加者の募集についてはどうお考えか。関

心のある方でよいと思うが、例えば、学校の保護者に向けて

ご案内するのか、また、市報に掲載するのか、募集と集約等

で手間がかかると思うが誰が担当するのか。  

・初めての試みなので、まず保護者を対象にしたい。具体的

な人数も事前に把握できる。  

・チラシの作成はどうするか。  

・会場だが、東小学校では行けない方が出てくると思うので、

場所の検討をお願いしたい。  

（会長）  

 今年度は食育リーダー研修会にタイアップの形でよろしい

か。また、今年度の対象者は、保護者を基本に関係者位まで

でどうか。初の試みということもあるので、開催してみて次

年度以降につなげていくということでどうか。  

 お知らせの作成、会場校については、後日検討する。  

 

⑷その他  

・Ｐ連便りにこの会の活動報告を掲載させていただいた。Ｐ

連の執行役員でないと知らない方が多いと思うが、Ｐ連便り

を通じ、保護者に知っていただけたと思う。  

・この会でＨＰを立ち上げようということになっているが、

これまで立ち上がっていないという経過がある。代替として、

この会の役割、小金井市の給食について、保護者や市内の方

に知っていただけるような、広報誌のようなものを作成して



はどうか。  

・小金井市が市外から入ってこられる方に配布している小さ

なパンフレットに、小金井市は給食が美味しいですと書いて

あるが、食べて美味しいだけでなく、美味しさを裏付けるも

の、美味しい理由などを保護者、市民の方、子供たちにも、

広く知っていただけるようなものがあればと思っている。  

・３月１５日の市報に市長が給食について、かなり熱く語っ

ている。地場野菜の導入率も掲載しているので、ぜひ見てほ

しい。  

・小金井第一小学校の給食室の工事に使われる機器名など具

体的な内容を教えてほしい。  

（事務局）  

 機器名まではわからないが、エアコンについては、全体的

に冷やすものと、スポット的に冷やすものの併用となる。  

（委員）  

是非、使用状況とか実証、検証して次につなげてもらいた

い。  

 

⑸次回の開催について  

（事務局）  

 次回の開催ですが、南小学校の給食の試食日にしたいと思

っています。６月中、日程が決まり次第連絡させていただく。 

（委員）  

より多くの方に来ていただくほうがよい。メンバーはどう

なるか。  

（事務局）  

 地場の農家さんのまだ来られていない方などに声をかけさ

せていただきたいと思っている。食数は２０食位であまり多

く増やすのは難しい  

 

 

決定事項  

 

 

⑴会長：不破委員、副会長：宇野委員、古莊委員  

⑵今年度の活動内容について  

 ア  給食の試食：南小学校  

 イ  農家見学：大澤農園  

 ウ  講演会：食育リーダー研修講演会とタイアップ  

       

 

次回の開催  

 

 

 

 

⑴次回の開催日程等について   

日時  ６月２５日（火）１２：００から１５：００  

場所  小金井市立南小学校  

 

 


