
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 
平成 28年度松阪市学校給食センターベルランチ 

運営委員会・連合協議会 

２．開 催 日 時 平成 28年 7月 14日（木） 午後 3時 00分～午後 4時 20分 

３．開 催 場 所 松阪市学校給食センターベルランチ会議室 

４．出席者氏名 

（委 員）◎川島三由紀、○ 山本徹、深見充弘、高橋秀敏、 

野呂一彦、関岡徹、川田公也、中西裕之、角谷智恵子、 

田中知佐子、小林正則、奥井咲子 

 ※◎会長 ○副会長 

（事務局）内山次生、水谷優希、奥田加奈、福嶋早美 

５．公開及び非公開 公 開 

６．傍 聴 者 数 0人 

７．担 当 

松阪市教育委員会給食管理課 

TFL 0598-61-1155 

FAX 0598-28-7312 

e-mail  kyusyoku.div@city.matsusaka.mie.jp  

 

協議事項 

１．委員の委嘱について 

２．あいさつ 

３．自己紹介 

４．役員選出について 

５．議題（１）学校給食センターベルランチの運営について 

（２）平成 27年度給食会計決算報告及び監査報告について 

（３）平成 28年度学校給食実施計画について 

（４）平成 28年度給食会計予算（案）について 

６. その他 

 

議事   別紙 
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平成28年度松阪市学校給食センターベルランチ運営委員会・連合協議会議事録 

 

日 時  平成28年7月14日(木)  15時00分～16時20分 

場 所  松阪市学校給食センターベルランチ会議室 

参加者  殿町中（深見･山本）、鎌田中(高橋)、久保中（野呂･関岡）、中部中(川田) 

大江中（中西･角谷）、西中（川島・田中）、射和幼（小林･奥井） 

事務局  内山･水谷･奥田･福嶋 

 

１．委員の委嘱について 

事務局  机上に委嘱状を置かせていただいています。これをもって委嘱状の交付と

させていただくことをご了承ください。 

 

２．あいさつ（内山課長） 

課長   平素、学校給食にご理解ご協力いただいていることをお礼申し上げます。 

     平成 28年度より文部科学省、県教育委員会の指針に基づきアレルギー対応

を見直しました。近年、アレルギーを有する児が増えています。また、ア

レルゲンの種類も多岐にわたっています。以前は、個に応じたアレルギー

対応をしており除去食の種類もたくさんありました。調理場が煩雑になっ

たり、取り違え等の危険性がとても高くなっている現状をふまえ、施設ご

とにアレルギー対応食をまとめ、対応食の種類を少なくする対応に変更し

ました。子どもをはじめ保護者等と面談を行い、ご理解をいただいた上で

実施しています。本日は活発な議論をよろしくお願いします。 

 

３．自己紹介 

（省略） 

事務局  本日、松阪市学校給食センターベルランチ運営委員会・連合協議会はベル

ランチ運営委員会規定に基づき過半数以上の出席をいただいていますので、

会議が成立していることをご報告します。 

 

４．役員選出 

事務局  運営委員会発足時に、継続していく委員会であるということで輪番制で役

員を決めている。このことに基づき役員を決定したいと考えています。 

（異議なし 承認）※委員長（川島） 副委員長（山本） 

事務局  議題以降の進行についてはベルランチ運営委員会規定第 7条 1項に基づき、

委員長より進めていただきます。 

 

５．議題 

委員長  （１）学校給食センターベルランチの運営についてについて事務局から説

明をお願いします。 

事務局  学校給食は学校給食法に基づき、学校給食の目標 7 点を達成するよう実施
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しています。献立の基本方針は文部科学省の定める実施基準や学校給食摂

取基準に基づき作成しています。松阪市教育ビジョンにもあるとおり、食

育の推進に取り組んでおり、地産地消の推進・食物アレルギー対応、給食

だよりや市及び学校のホームページなどを通じた家庭への情報提供等を行

っています。 

ベルランチの運営ですが、会議は運営委員会連合協議会、担当者会議、献

立委員・給食物資選定委員会、会計監査などを行っています。調理配送業

務は委託方式で㈱トモにお願いしています。履行期間は平成 31 年 7 月 31

日までです。 

給食費については学校給食法に基づき、食材その他の経費を保護者より

徴収させていただいています。中学校の給食費は月額 4,400 円、幼稚園は

月額 4,000 円で、給食実施回数は年間 183 回、中学 3 年生は 167 回として

います。給食費は経済的に支払いが困難な家庭のために生活保護費や就学

援助費、就学奨励費など補助的な制度もあります。また、長期欠席や転入

転出、主食除去者、基準額で徴収するものは、減額等の措置をさせていた

だいています。 

食材調達に関しては、基本的に入札による調達を行っていますが、地産

地消や食育を目的とする食材に関しては、生産者等から直接調達していま

す。 

学校給食における食物アレルギー対応については、学校給食は、学校教

育の一環として実施されているため、食物アレルギーを有する児童生徒園

児に対しても、学校給食が原因となるアレルギー症状を発生させないこと

を前提として、アレルギー対応を行なっています。食物アレルギーを持っ

ている児童生徒園児の保護者に対し、最低年 1 回は医療機関で受診するこ

とを勧め、医師の診断、指示に基づいたうえで、除去食対応または弁当持

参対応を行ないます。 

突発的な給食未実施についてですが、台風時の対応については突発的と

いうことから欠食対応は行っていません。天候不良が予測される場合、前

日の 16時に給食の中止を教育委員会で決定します。前日に中止を決定しな

かった場合でも午前 5 時に暴風警報が発令されていたら、給食を中止しま

す。午前 5時以降暴風警報が解除され登校する場合も給食は実施しません。

パンについては処理等の都合により前々日にパンを米飯に変更します。学

級閉鎖の対応も、報告を受けた日とその翌日における欠食対応は行わない

が、それ以降にも欠食がある場合は、デザート等で対応します。 

ベルランチで提供する献立は、主に栄養バランスのとれた献立、食育の

教材となる地場産物や旬の食材を用いた献立、日本型の食事の良さを伝え

る献立を目的としています。栄養は学校給食摂取基準量を目標実施してい

ます。給食費については、保護者負担のほかにも、県や市からも補助費が

出ています。ベルランチでは年 5 回献立委員会を開催し、献立原案の承認

をもらっています。また、給食目標を月々設定しています。地場産物や旬
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なのもの紹介として掲示資料等も配布しています。提案は以上です。 

(質疑応答) 

 委員   台風等の中止についてだが、前日午後 16時に中止が決定した場合欠食の対

応はどうなるのか。 

事務局   当日 5時判断と同じで欠食対応は行わない。食材は急にとまるものではな

いため、ご理解いただきたい。 

委員    前日 16時の判断であると、子どもが学校に帰宅しており保護者への連絡

が難しい。 

事務局   昨年校長会にて協議した際に、遅ければ遅いほど情報が確かである、近年

はメール発信などもあるため学校にはご迷惑をかけることになるが、16時

の決定で、昨年の校長会で承認を得ています。学校へは決定後直ちに連絡

する。  

委員    中止になった場合、使用予定の食材はどうなるのか。 

事務局   冷凍食品など可能な限り献立を変更するなどして使うように努力はして

いるが、使用できなかった食材は破棄しているものもあります。 

委員長  今後もよろしくお願いしたい。（２）平成 27度給食会計決算報告及び監査

報告について事務局より報告お願いします。 

事務局  科目・予算額・決算額・内訳を説明。収入 164,467,601円、支出 163,473,541

円、差し引き 994,060円を次年度に繰り越します。 

委員長   昨年度監事より報告お願いします。 

昨年度監事 平成 27 度監事として平成 28 年 6 月 9 日に監査を行いました。収支とも正

確であり、関係書類も整備されていたことを認めます。 

委員   廃油処理費とはなにか。 

事務局  ベルランチでは廃油を業者に買い取っていただく形で引き取っていただい

ています。引き取り業者の方でバイオ燃料等に利用していると聞いていま

す。 

委員長   承認いただけるかたは挙手をお願いする。全員の挙手がありましたので

承認とさせていただきます。では（3）に移ります。（3）平成 28年度学校

給食実施計画（案）について事務局より説明お願いします。 

事務局  センター稼働回数 198 回の内、幼稚園はセンター稼働回数 191 回の内、各

学校、各幼稚園にて 183回の給食を実施します。 

（質問等なし） 

委員長   承認いただけるかたは挙手をお願いする。全員の挙手がありましたので

承認とさせていただきます。（4）平成 28年度給食会計予算（案）につい

て事務局より提案お願いします。 

事務局  科目・予算額・決内訳を説明。喫食者数は 4 月の人数で、給食実施回数は

183回で試算しています。副食予備費は繰越金に過年度給食費を加算したも

のとなっています。収入支出ともに 159,353,254円である。 

（質問等なし） 

委員長   承認いただけるかたは挙手をお願いする。全員の挙手がありましたので



 4 

承認とさせていただきます。それでは案を消していただきたい。 

 

（６）その他 

委員   配送の順番によっては、冷めてしまっておいしくないと聞くが。 

事務局  配送車に限りがあり、順番により食べるまでに時間がかかる場合がある。

保温食缶を採用し冷たいものは冷たいまま、暖かいものはあたたかいまま

配食するよう工夫し努力はしているが自校方式のように調理後すぐ食べる

というのは難しい部分もある。今後も食缶や入れ物等で改善できるよう努

力していきます。 

委員   幼稚園と中学校と野菜等の切り方は同じなのか。たまに大きいものがあり

口の小さい子には食べづらい時がある。 

事務局  中学校とは別釜で調理しており、中学校より小さめに切るなど工夫してい

ます。食数が多く機械で切っているためどうしても刃をすり抜けてしまう

ものがある。切った後に大きいものが混じっていないかの確認をより一層

強めていきます。 

委員   早出しはできると聞いているが食器の回収を遅くすることはできるのか。 

事務局  できると考えているが、事前にご相談ください。 

委員   アレルギー対応について先ほどアレルゲンをすべて除去したものを除去食

として提供していると聞いたが、とても寂しいものになるのでは。詳しく

教えてほしい。 

事務局  管理指導表を主治医に記入いただき、それを元に対応しています。アレル

ゲンをすべて除去したものの提供を基本としているが、他のアレルギー児

への影響が多くなる、焼きそばの麺や鶏そぼろの鶏肉などメインのものに

ついては持参をお願いしている場合もある。除去食としても成立するよう

今後、献立についても考えていきたい。 

委員   アレルギーの件ですが、自校方式でも同じような対応方法なのか。 

事務局  ベルランチのようにアレルギー室はないが、同じような対応をしています。 

委員長  こどもの命に関わることなので、今後もより一層きをつけていただきたい。 

委員   以前味が薄いと聞いたが。 

事務局  味見をして調味料を足したりしています。また、指示書についても委託側

とミーティングを実施し、今後の給食に活かしていけるようにしています。 

委員   開設当初はうすいという声をよく聞いたが、最近薄いという声を聞かなく

なった。 

委員長  異物混入について、今後もより一層気をつけていただきたい。 

 

以上 


