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小田原市学校給食費検討委員会委嘱式及び 

令和２年度第１回小田原市学校給食費検討委員会  議事概要 

 

 

 

日時  令和２年 10 月 30 日（金） 午前 10 時 00 分～午前 10 時 50 分 

 

場所  小田原市生涯学習センターけやき 視聴覚室 

 

議題 

（１）委員会の公開について 

 （２）委員長及び副委員長の選出について 

 （３）諮問 

 （４）学校給食費の月額について 

 （５）その他 

 

出席者  堀賢一郎委員長、中村眞樹子副委員長、髙松宗委員、久保寺佳香委員、島田武典委員、 

飯島里美委員、植村智子委員 

 

欠席者  高橋末哲委員 

 

鳥海副市長（委嘱式のみ出席） 

 

事務局  北村教育部長、飯田教育部副部長、熊坂給食係長、田邊給食係長、杉田給食係長、 

中根主事 
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議事概要 

 

１ 開会 

 

２ 委嘱式 

 （１）委嘱状交付 

   鳥海副市長より、各委員へ委嘱状が交付された。 

   （委員の任期は令和２年 10月 30日から令和３年３月 31日まで） 

 

 （２）鳥海副市長挨拶 

    改めまして、皆さんおはようございます。本日はお忙しい中、検討委員会の方にご出席

いただきましてありがとうございます。また委員の方の委嘱につきまして、ご承諾いただ

き、誠にありがとうございます。重ねてになりますが、学校給食につきまして、皆様それ

ぞれのお立場で円滑な運営にご協力いただいておりますことをこの場をお借りしましてお

礼を申し上げます。ただいま、皆様に委嘱状を交付させていただきました。この委員会は、

小田原市が来年度、令和３年度から学校給食の会計につきましては市の会計に含めて経理

をするというような形で今予定をしてございますので、こういった関係で令和３年度以降

の学校給食費、特に月額につきまして、ご審議をいただきたいと存じます。今日ではご存

じのとおり、学校や共同調理場の栄養教諭・栄養士また調理員が、児童生徒の必要な栄養

価や季節感を考慮しながら、また地場の小田原の産物を食材に取り入れる等工夫をしなが

ら給食を提供しているところでございます。学校給食は、児童生徒の皆さんの楽しみでも

ありますけれども、安心安全で美味しいということはもちろん、成長期のお子さんでござ

いますので、栄養やカロリーについても摂取できることが重要になってまいります。一方、

年度はじめからコロナ禍ということもありまして、やはり学校給食費の検討に当たっては、

家計の負担も考えながら決めていかなければならないため、これから来年の３月末までの

間、それぞれ皆さんのお立場から色々なご提言、また、ご意見を賜りまして、学校給食費

の月額についてはまとめていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたい

と思います。本日の検討委員会が意義のあるものになりますようにお願い申し上げまして、

簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 （３）自己紹介 

   

 

３ 議題 

   委員長、副委員長が選出されるまで、事務局で議事進行することについて了解を得た。 
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（１）委員会の公開について 

  飯田教育部副部長 

    委員会の公開について説明をさせる。 

 

  事務局 

小田原市情報公開条例 第 24 条により「地方自治法第 138 条の 4 の 3 項の規定に基づ

き設置する附属機関及びこれに準ずるもの（以下審議会等」という）の会議は公開すると

定められている。したがってこの会議も公開となる。事前に送付した「小田原市学校給食

費検討委員会傍聴要領」は、傍聴の手続きや禁止事項等について定めるものである。傍聴

希望者がいた場合には、要領に従って手続きをする。傍聴希望者がいた場合は委員会傍聴

受付個票に記入し、傍聴席で傍聴してもらう。撮影を希望される方がいた場合には、委員

に諮り、承認された場合のみ許可をする。 

 

飯田教育部副部長 

「小田原市学校給食費検討委員会傍聴要領（案）」について説明があった。本委員会の傍

聴の取扱については、この要領（案）に定めるとおりということでよろしいか。 

 

  委員 

    異議なし。 

   

事務局 

    本日の小田原市学校給食費検討委員会の開催にあたり、傍聴希望者はいなかった。委員

会開始後においても傍聴の受付はしているので、希望者が来た場合は議事の進行に支障の

ない範囲で対応する。 

 

（２）委員長及び副委員長の選出について 

    堀賢一郎委員が委員長に、中村眞樹子委員が副委員長に選出された。 

 

（３）諮問 

    北村教育部長より、堀委員長に諮問書が交付された。 

 

（４）学校給食費の月額について 

  堀委員長 

    資料の説明を求める。 
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  事務局 

最初に今後の進め方を説明する。本日は現在の小田原市の学校給食費の概要について資

料に基づき説明し、その内容について委員の皆様にご確認いただく。そして第２回で検討

を重ね、ご意見をいただき、第３回で答申をまとめ、最終的に市長に答申する。 

（ア）学校給食の概要について、【資料１】「学校給食」を基に説明する。日本の学校給食

は、明治２２年山形県で始まり、120 年の歴史がある。学校教育として定着し、学校にお

ける「食育」を展開する重要な場になっている。 

小田原市の学校給食は昭和 22 年３月に小学校８校で味噌汁またはミルクを提供する補

食給食から始まった。その後、昭和 47 年に現在の小田原市学校給食センターが完成し、中

学校 10 校の給食が給食センター方式で始まった。現在では、小学校 25 校、中学校 11 校、

幼稚園２園について主食と副食、そして牛乳の完全給食を提供している。小学校 25 校のう

ち 20 校は単独調理校方式、幼稚園２園、小学校５校と中学校 11 校は共同調理場方式で給

食を実施している。 

本市の給食内容は、主食は平成 26 年４月から米飯が週３回となり、パン及び麺が週１

回となっている。また、おかずは煮物、揚げ物など加熱調理した２品が基本だが、デザー

トがつくこともある。野菜、魚、肉は原則として国産品を使用し、地産地消を推進してい

る。 

    次に、（イ）小田原市学校給食費の推移について、【資料２】「小田原市学校給食費の推移」

を基に説明する。こちらは、小田原市の学校給食費の今までの推移をまとめものである。

小田原市の学校給食費は現在小学校 4,300 円、中学校 5,000 円、幼稚園 3,900 円となって

いる。小学校は年間予定回数が 184 回で１食単価は 257 円、中学校は年間回数が 179 回で

１食単価は 307 円である。幼稚園は４月は半日なので、給食は５月から始まる。年間回数

は 169 回で１食単価は 230 円となっている。直近では、平成 26 年４月、消費税が５％か

ら８％に上がったことにより、翌年の平成 27 年度に小学校、中学校、幼稚園それぞれ 400

円の値上げを実施した。その際、将来消費税が 10％に変更になることも見込んだうえ値上

げをした。 

    次に、（ウ）県内他市の給食費の状況について、【資料３】「県内他市の給食費の状況」を

基に説明する。神奈川県内小学校の給食の平均は、年間給食回数が 185 回、給食費月額は

4,310 円、日額（１食）単価は 256 円となっている。神奈川県の平均と小田原市を比較す

ると、ほぼ平均の額となっている。中学校の県内の平均については、年間給食回数 173 回、

給食費月額 4,788 円、日額単価 304 円で、こちらも小学校同様、日額単価はほぼ平均の額

となっている。なお参考に、全国の平均については最下段にあるとおりで、こちらについ

ても本市とほぼ同額となっている。 

    次に（エ）牛乳アレルギーの児童・生徒の給食費について、【資料４】を基に説明する。

現在、牛乳アレルギー症状を持つ児童生徒の給食費については、牛乳代を控除した金額を

設定している。小学校・中学校の牛乳代金の単価は 56.16 円、幼稚園は 53.37 円である。
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控除後の給食費は小学校 3,500 円、中学校 4,200 円、幼稚園 3,000 円である。１食単価は

小学校 204 円、中学校 254 円、幼稚園 175 円となる。 

    （オ）標準献立については、飯島委員、植村委員に説明いただく。 

 

  飯島委員 

（ア）学校給食の概要でも話しがあったとおり、小田原市では 25 校の小学校のうち 20

校が単独調理校方式で給食を実施している。単独調理校では各学校に栄養士がいて、学校

ごとに毎月の献立を作成している。学校独自の献立ではあるが、月に１度の献立研究会で

それぞれ情報交換などをしながら、各学校の良さをいかした献立になるよう心がけてい

る。 

【資料５－１】「小学校の標準献立」、【資料１】「学校給食」を基に説明する。献立作成

にあたっては文部科学省から示された学校給食摂取基準の中学年の基準値を満たすよう、

その値に近づけるようにさまざまな工夫をしている。2018 年に基準値の改訂があり、現

在はその数値を目標として献立作成をしている。【資料１】２ページの表が摂取基準値で

ある。小学校では８～９歳の値を目安にしている。今回の改定で大きく変わった点は塩分

の値である。それ以前までは、2.5ｇ未満だったものが今回の改定で２ｇ未満に大きく減

った。小田原市でも減塩対策においては、疾病予防のためだけでなく生涯健康に過ごせる

よう力をいれて取り組んでいるところであるため、学校給食において薄味でもおいしく食

べられるように様々な工夫を実践している。 

献立内容については、【資料１】４ページに記載されている主食回数に則って、考えてい

る。季節感を感じられる旬の食材や地場産物を優先的に取り入れるよう心がけている。【資

料５－１】標準献立概況表（小学校用）は本校の富士見小学校の今月の献立をもとに作成

した。秋を感じられる食材として、きのこ類やさつまいも、さといも、魚においてはさん

まやさばなどを使っている。また、ハロウィンの献立としてかぼちゃを使った料理も取入

れた。献立作成で気をつけている点については、同ページのおかず①から⑤にも記されて

いる。今年度９月までは感染症対策として献立数を制限していたが、現在は加熱調理２品

の献立で実施している。添物やデザート類をつけることは、カルシウムやビタミン類など

をはじめ他の栄養素を補給するだけでなく児童の楽しみにもなっている。予算や作業過程

の上で可能であれば週１回程度は提供したい。その際には、できるだけ季節感があるもの

を選ぶように考えている。 

だしやルウなどは手作りである。本校では乳アレルギーの児童がいるため、ルウを作る

際のバターの代わりに乳を使用していないマーガリンを使う場合がある。【資料５－１】４

ページのさつまいもの豆乳シチューがそのアレルギー対応をしているメニューである。材

料の中のユニバーサルマーガリンと書いてあるものが、乳をつかっていないマーガリンで

ある。アレルギー児童の給食対応については主治医の診断をもとに行っており、その診断

内容と個人の様々な状況によっては、献立作成の段階で調整することもできる。 
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本来のアレルギー対応はご家庭からおかずを持参していることがほとんどだが、最近は

アレルギー食品を除去した食材の開発なども進んでいるため、そのような食材を上手く活

用することによって、献立作成の段階で調整して、アレルギー児童でも他の児童と同じメ

ニューが食べられる場合もある。 

地場産物を積極的に活用することによって、顔が見える生産者との連絡を密に取ること

ができ、旬のおいしいものを安い値段で使うことができるので大変助かっている。さらに

は様々な情報提供をしていただくことで食育活動にも役立たせていただき、感謝している。 

植村委員 

    中学校の献立について説明する。 

【資料５－１】と【資料５－２】を基に説明する。中学校も基本的には小学校と同じ献

立内容である。中学生になると、栄養量の基準値が変わるため、一人分の使用量が小学生

の 1.3 倍の量になっている。したがって、小学校の献立をベースに次の４箇所を変更し、

中学生に必要な栄養量を確保した。 

まずはじめに【資料５－１】、【資料５－２】２ページを基に説明する。この日は、デザ

ートを小学校ではみかんだったものを中学校ではプリンに変更した。このことにより、エ

ネルギー・カルシウム・鉄を増やすことができた。 

次に９ページを基に説明する。この日もデザートを変更し、マスカットゼリーをココア

ムースにした。それにより、エネルギー・カルシウムが増え、金額を安くすることができ

た。 

３つ目は 12 ページを基に説明する。この日は、肉の部位を変更した。焼肉は、豚もも

肉を豚肩肉に、もやしの中華炒めのロースハムはショルダーベーコンに変更した。このこ

とにより、エネルギーが増え、金額は安くなった。 

最後に 14 ページを基に説明する。小学校ではマカロニグラタンを提供しているが、学

校給食センターでは工程的にグラタンを焼くことができないため、同じ材料でマカロニの

シチューに変更した。変更点は以上である。 

    これらの変更により、中学生に必要な栄養量が摂取できることとなる。まとめとしては、

この献立のとおり、現在の一食単価で必要な栄養素は確保されている。今後、このまま大

きな物価上昇などないようならば、現状のままの給食費で適切な栄養量等の提供をするこ

とが可能であると考える。 

 

  堀委員長 

    質問、意見等はあるか。 

 

  事務局 

    本日机上に、「令和３年度以降の学校給食費について回答書」を配付した。この回答書を

単独調理校 20 校と共同調理場４場の栄養士に配付し、現在の給食費や給食の内容につい
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てアンケートをとり、次回の委員会の中で資料として提示させていただくのはいかがか。 

 

堀委員長 

    質問、意見等はあるか。 

 

 

  委員 

    特になし。 

 

  堀委員長 

    議題（４） 学校給食費等の月額については、給食調理場の栄養教諭及び学校栄養職員

にアンケートを取り、この結果を含めて第２回会議においてさらに検討を進めることでよ

ろしいか。 

 

委員 

異議なし。 

 

（５）その他 

    今後の日程 

第２回小田原市学校給食費検討委員会 

１１月２６日（木）１４時～、場所は小田原市生涯学習センターけやき大会議室 

第３回小田原市学校給食費検討委員会 

１２月２３日（水）１４時～、場所は小田原市生涯学習センターけやき視聴覚室 

 

４ 閉会 

 

 


