
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

令和元年度 

第 2回 北九州市学校給食審議会 
 

 

 

 

 

 

日時：令和元年８月２８日（水） 

   １４：００～１５：３０ 

場所：小倉北区役所庁舎東棟８階 

８１２会議室 

    

 
 
 
 
 
 



 

令 和 元 年度  第 ２ 回 北九 州市 学 校 給食 審議 会 次 第 

 

１．日  時  令和元年８月２８日（水）１４時００分～１５時３０分 

 

２．場  所  小倉北区役所庁舎東棟８階 ８１２会議室 

 

３．次第 

 

（１）開会 

 

 （２）教育次長挨拶 

 

 （３）議事 ～給食費の改定（案）について～ 

① 給食費の改定方法について（指針） 

② 「給食費の改定方法について（指針）」過去の経緯 

③ 学校給食費の改定推移 

④ 給食費改定月額シミュレーションの検討資料 

 

 （４）質疑応答 

 

（５）閉会 



区分 氏　　　名 役　　　職　　　等 備考

村上　さとこ 北九州市議会議員

天本　祐輔 北九州市医師会理事 会長

加塩　大輔 北九州市歯科医師会理事 副会長

白水　京子 北九州市薬剤師会副会長

貴志　倫子 福岡教育大学教授

安倍　ちか 九州栄養福祉大学准教授

小森　潤一郎 北九州市ＰＴＡ協議会会長

　 脇　 文子 北九州市ＰＴＡ協議会専務理事

清水　良江
北九州市ＰＴＡ協議会副会長
（母親代表）

遠藤　誠一 北九州市ＰＴＡ協議会副会長

関係行政
機　　関

佐藤　文俊 （公財）北九州市学校給食協会理事長

倉本　京子 北九州市立小森江西小学校長

本庄　裕子 北九州市立祝町小学校長

渕上　瑞恵 北九州市立沖田中学校長

諸藤　貴子 北九州市立引野中学校長

≪任　期≫ 自　　平成３０年　７月　６日

至　　令和２年　６月３０日

北九州市学校給食審議会委員
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北九州市学校給食審議会規則 

 

昭和39年3月31日 

教委規則第11号 

改正 昭和40年9月10日教委規則第9号 

昭和43年6月1日教委規則第21号 

昭和44年7月10日教委規則第12号 

昭和45年5月1日教委規則第14号 

平成5年3月30日教委規則第4号 

平成24年6月29日教委規則第5号 

平成29年3月31日教委規則第6号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、付属機関の設置に関する条例(昭和38年北九州市条例第97号)第3条の規

定にもとづき、北九州市学校給食審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務組織および

委員ならびにその運営について必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 学校給食の企画および運営に関すること。 

(2) 学校給食の普及、発展に関すること。 

(3) 学校給食の指導方針に関すること。 

(4) その他学校給食に関して教育委員会が必要と認めること。 

(組織) 

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命または委嘱する。 

(1) 学校給食を実施する学校の校長 

(2) 父母教師会の代表者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 学識経験者 

(任期) 

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任することができる。 

3 委員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 

(会長および副会長) 

第5条 審議会に、会長および副会長1人を置く。 

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

(招集) 

第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。 

(定足数および議決) 

第7条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによ

る。 

(庶務) 

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局学校支援部学校保健課で処理する。 

 (委任) 

第9条 この規則に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定め

る。 



 

給食費の改定方法について（指針） 

 

学校給食の実施においては、年間を通して常に均一な食事内容を維持すること

が基本であり、このための学校給食費の適切な見直し及びその改定方法について

は、次のように措置されたい。 

  

 １ 協議方法は口頭により諮問し、審議会議題として審議する。 

なお、学校給食費の見直しについては、改定後、概ね３年を目途に行うこ

とが望ましい。ただし、特別の事情があればその都度これを行うものとする。 

 

２ 主食（米飯・パン）及び牛乳の価格については、県価格の改定の都度、そ

の額にスライドして決定する必要がある。 

 

 ３ 副食費については、原則として前回改定年度に実施した副食に係る献立を

直近の材料費（単価）に置き換えた場合の増加率を勘案し決定することが適

当である。 

 

 ４ 改定時期については、原則として４月とする。 

 

昭和５０年５月 北九州市学校給食審議会にて答申 

昭和５１年４月、昭和５５年５月、昭和５８年６月、平成３年５月、平成１１年１１月、

平成２５年１０月 一部改正 

 



昭和50年5月　答申 昭和51年4月　一部改正 昭和55年5月　一部改正 昭和58年6月　一部改正 平成3年5月　一部改正 平成11年11月　一部改正 平成25年10月　一部改正

学校給食において常時均
一な食事内容を維持するた
めに今後の学校給食費の改
定方法については、次のよう
に措置することが適当である
と考える。

学校給食において常時均
一な食事内容を維持するた
めに今後の学校給食費の改
定方法については、次のよう
に措置することが適当である
と考える。

学校給食において常時均
一な食事内容を維持するた
めに今後の学校給食費の改
定方法については、次のよう
に措置することが適当である
と考える。

学校給食において常時均
一な食事内容を維持するた
めに今後の学校給食費の改
定方法については、次のよう
に措置することが適当である
と考える。

学校給食の実施において
は、年間を通して常に均一な
食事内容を維持することが
基本であり、このための学校
給食費の適切な改定方法に
ついては、次のように措置さ
れたい。

学校給食の実施において
は、年間を通して常に均一な
食事内容を維持することが基
本であり、このための学校給
食費の適切な見直し及びそ
の改定方法については、次
のように措置されたい。

学校給食の実施において
は、年間を通して常に均一な
食事内容を維持することが基
本であり、このための学校給
食費の適切な見直し及びそ
の改定方法については、次
のように措置されたい。

1. パン、牛乳等の政府取
り扱い物資の価格について
は、県価格の改定の都度そ
の額にスライドして決定する
必要があるものと考える。

1. パン、牛乳等の政府取
り扱い物資の価格について
は、県価格の改定の都度そ
の額にスライドして決定する
必要があるものと考える。

1. パン、牛乳等の政府取
り扱い物資の価格について
は、県価格の改定の都度そ
の額にスライドして決定する
必要があるものと考える。

1. パン、牛乳等の政府取
り扱い物資の価格について
は、県価格の改定の都度そ
の額にスライドして決定する
必要がある。

1. 主食（米飯・パン等）及
び牛乳の政府取り扱い物資
の価格については、県価格
の改定の都度、その額にスラ
イドして決定する必要があ
る。

2. 主食（米飯・パン）及び
牛乳の政府取り扱い物資の
価格については、県価格の
改定の都度、その額にスライ
ドして決定する必要がある。

2. 主食（米飯・パン）及び
牛乳の価格については、県
価格の改定の都度、その額
にスライドして決定する必要
がある。

2. 副食費については、前
年度1力年の物価の変動を
勘案して決定することが適当
であると考える。

2. 副食費については、前
年度1力年の物価の変動を
勘案して決定することが適当
であると考える。

2. 副食費については、前
年度1力年の物価の変動を
勘案して決定することが適当
であると考える。

2. 副食費については、前
回改定時からの物価変動を
勘案して決定することが適当
である。

2. 副食費については、前
回改定時からの物価変動を
勘案し決定することが適当で
ある。

3. 副食費については、前
回改定時からの物価変動を
勘案し決定することが適当で
ある。

3. 副食費については、原
則として前回改定年度に実
施した副食に係る献立を直
近の材料費（単価）に置き換
えた場合の増加率を勘案し
決定することが適当である。

3. 改定時期については毎
年定期的に行い、その時期
は原則として5月が適当であ
ると考える。

3. 改定時期については毎
年定期的に行い、その時期
は原則として6月が適当であ
ると考える。

3. 改定時期については、
原則として6月とするが、6月
で改定しない場合で、その後
急激な物価変動等があり、
改 定 の 必 要 を 生 じ た 場 合
は、9月又は1月とすることが
できる。

3. 改定時期については、
原則として6月とするが、6月
で改定しない場合で、その後
急激な物価変動等があり、改
定の必要を生じた場合は、9
月又は1月とすることができ
る。

3. 改定時期については、
原則として9月とするが、その
後急激な物価変動等により、
改定の必要が生じた場合
は、1月又は4月とすることが
できる。

4. 改定時期については、
原則として4月とする。

4. 改定時期については、
原則として4月とする。

4. 協議方法は口頭により
諮問し、審議会議題として審
議する。

4. 協議方法は口頭により
諮問し、審議会議題として審
議する。

4. 協議方法は口頭により
諮問し、審議会議題として審
議する。

4. 協議方法は口頭により
諮問し、審議会議題として審
議する。

1. 協議方法は口頭により
諮問し、審議会議題として審
議する。なお、学校給食費の
見直しについては、改定後、
概ね3年を目途に行うことが
望ましい。ただし、特別の事
情があればその都度これを
行うものとする。

1. 協議方法は口頭により
諮問し、審議会議題として審
議する。なお、学校給食費の
見直しについては、改定後、
概ね3年を目途に行うことが
望ましい。ただし、特別の事
情があればその都度これを
行うものとする。

5. 物価変動のとらえ方は、
6月改定の場合は3月におけ
る北九州市消費者物価指数
（食料）の対前年同月比とし、
9月改定の場合は6月、1月改
定の場合は前年10月の北九
州市消費者物価指数（食料）
の対前年同月比でとらえる。

5. 物価変動については、6
月改定の場合は3月、9月改
定の場合は6月、1月改定の
場合は前年10月の北九州市
消費者物価指数（食料）の対
前回改定時の基準月比でと
らえる。

5. 物価変動については、9
月改定の場合は4月、1月改
定の場合は前年の9月、4月
改定の場合は前年12月の北
九州市消費者物価指数（食
料）の対前回改定時の基準
月比でとらえる。

5. 物価変動については、
原則として前年9月の北九州
市消費者物価指数（食料）の
対前回改定時の基準月比で
とらえる。

※太字が改正箇所

「給食費の改定方法について（指針）」過去の経緯



額 率 額 率 額 率

S42．11 ６７０ － － ※給食費が全市で統一された

S45．4 ８００ 130円 19.4%

S46．12 １,１００ 300円 37.5%

S49．1 １,３７０ 270円 24.5% １,５５０ － －

S50．6 ２,０００ 630円 46.0% ２,２７０ 720円 46.5%

S51．6 ２,２００ 200円 10.0% ２,４７０ 200円 8.8%

パン、牛乳価格の上昇及び他の政令市の
改定動向、また５０年５月の給食審議会答
申により、毎年定期的な見直しの実施を方
針化

S52．6 ２,３５０ 150円 6.8% ２,６４０ 170円 6.9%
パン及び一般物資価格の上昇及び上記方
針に沿う形で

S55．9 ２,４５０ 100円 4.3% ２,７５０ 110円 4.2%
パン、牛乳、一般物資価格の上昇と他の政
令市の改定動向及び３年間の据え置きなど

S58．9 ２,６５０ 200円 8.2% ２,９５０ 200円 7.3%
主食（パン、米飯等）、一般物資価格の上
昇及び政令市の中での最低水準、また３年
間の据え置きなど

H3．9 ３,１００ 450円 17.0% ３,７００ 750円 25.4%
主食（パン、米飯等）、一般物資価格の上
昇（消費税３％）及び８年間の据え置きなど

H12．4 ３,５００ 400円 12.9% ４,２００ 500円 13.5%
主食（パン、米飯等）、一般物資価格の上
昇（消費税５％）及び９年間の据え置きなど

H20．1 ４,５００ － －
中学校給食モデル事業の開始に伴い決定
小学校との栄養所要量の差（１．３倍）によ
る

H26．4 ３,９００ 400円 11.4% ４,６００ 400円 9.5% ４,９００ 400円 8.9%

主食（パン、米飯等）、一般物資価格の上
昇など
※ただし、消費税５％〜８％に際し、給食
費への直接的な転嫁は行っていない。
※更に中学校については、上記理由のほ
か、小学校との栄養所要量の差（１．２８
倍）を小学校の月額給食費に乗じた

パン、牛乳価格の上昇及びオイルショック（４
８年）に端を発した一般物資価格の高騰

改定

学校給食費の改定推移

物価上昇等

改定年月 主な改定理由

小学校
特別支援学校（小学部）

給食費
(円）

－ －

特別支援学校（中・高等部） 中学校

給食費
(円）

給食費
(円）

改定 改定



給食費改定月額シミュレーションの検討資料 

 

１ シミュレーションを行うにあたっての基本的な考え方 

 

（１） 「給食費の改定方法について（指針）」（平成２５年１０月一部改訂）をもとに実施。 
 
（２） 改定後基準額（令和２年度）における主食価格、牛乳価格は、令和元年度の県価格を

計上。 
 
（３） 副食費については、平成２６年度に実施した副食に係る献立を平成３０年度の材料

費で置き換えた場合の前回改定額（平成２６年４月）からの増加率を勘案して決定。 
 
（４） 特別支援学校小学部の給食費については、小学校と同額とし、中・高等部について

は、中学校の給食費に準じて改定。 
 
 
２ シミュレーション結果 

 

（１）小学校・特別支援学校 小学部（現行 月額 3,900 円） 

                  ※（d）＝a＋b＋c 

                                      （f）＝d×e÷11 月 

※副食費の単価上昇率（H26→H30）：15.47％ 
 
 
 
 

区分 
前回改定基準額 

【平成 26 年度】 

改定後基準額 

（積み上げ） 

【令和 2年度】 

改定後基準額 

（調整後） 

【令和 2年度】 

主食価格 62.37 円 （a） 63.64 円 【案１】 

月額 100 円未満

4 捨 5 入 

 

① 月額 

4,400 円 

② 1 食単価 

250.78 円 

【案２】 

月額 100 円未満

切捨 

 

① 月額 

4,300 円 

② 1 食単価 

245.08 円 

牛乳価格 48.44 円 （b） 51.65 円 

副食費 115.19 円 （c） 133.01 円 

一食単価 226.00 円 （d） 248.3 円 

実施日数 189 日 （e）  193 日 

月額    3,900 円 （f） 4,357 円 



（２）中学校（現行 月額 4,900 円） 

                  ※（d）＝a＋b＋c 

                                      （f）＝d×e÷11 月 

※副食費の単価上昇率（H26→H30）：13.49％ 
 
 
 
（３）特別支援学校 中・高等部（現行 月額 4,600 円）※知的障害の基準額をもとに算定 

                  ※（d）＝a＋b＋c 

                                      （f）＝d×e÷11 月 

※中学校における副食費の単価上昇率（H26→H30）：13.49％ 

区分 
前回改定基準額 

【平成 26 年度】 

改定後基準額 

（積み上げ） 

【令和 2年度】 

改定後基準額 

（調整後） 

【令和 2年度】 

主食価格 72.28 円 （a） 74.13 円 【案１】 

月額 100 円未満

4 捨 5 入 

 

① 月額 

5,500 円 

② 1 食単価 

316.75 円 

【案２】 

月額 100 円未満

切捨 

 

① 月額 

5,400 円 

② 1 食単価 

310.99 円 

牛乳価格 48.44 円 （b） 51.65 円 

副食費  167.28 円 （c） 189.85 円 

一食単価 288.00 円 （d） 315.63 円 

実施日数 187 日 （e）  191 日 

月額 4,900 円 （f） 5,480 円 

区分 
前回改定基準額 

【平成 26 年度】 

改定後基準額 

（積み上げ） 

【令和 2年度】 

改定後基準額 

（調整後） 

【令和 2年度】 

主食価格 70.20 円 （a） 71.45 円 【案１】 

月額 100 円未満

4 捨 5 入 

 

① 月額 

5,100 円 

② 1 食単価 

292.19 円 

【案２】 

月額 100 円未満

切捨 

 

① 月額 

5,100 円 

② 1 食単価 

292.19 円 

牛乳価格 48.44 円 （b） 51.65 円 

副食費 151.36 円 （c） 171.78 円 

一食単価 270.00 円 （d） 294.88 円 

実施日数 187 日 （e）  192 日 

月額    4,600 円 （f） 5,147 円 



小学校（案１） 小学校（案２）

実
施
日

小学校　令和元年度　６月分
給食回数　２０回

小学校（案１）値上げ500円（4,400円）
赤文字が増額による変更分

値上げによる改善点
実
施
日

小学校（案２）値上げ400円（4,300円）
青文字が減額による変更分

減額による変更点

3
月

チキンライス　ポテトスープ
アロスコンポーヨ（チキンライス）
アヒアゴ（汁物）　バナナ

★オリンピック・パラリンピック献立（コロンビア）
【果物摂取】人気の果物追加

3
月

アロスコンポーヨ（チキンライス）
アヒアゴ（汁物）　バナナ

4
火

胚芽パン　チョコ大豆クリーム
野菜の中華炒め　ワンタンスープ

胚芽パン　チョコ大豆クリーム
豚肉とピーマンの炒め物　ワンタンスープ

【地場産物・旬の野菜】たけのこ・ピーマン使用
4
火

胚芽パン　チョコ大豆クリーム
豚肉とピーマンの炒め物　ワンタンスープ

5
水

二色ご飯（ツナそぼろ）　塩豚汁 三色ご飯（ツナそぼろ）　塩豚汁 【献立アンケート】三色ご飯（一食きざみのり追加）
5
水

三色ご飯　塩豚汁

6
木

ねじりパン　五色からめ和え
わかめと豆腐のスープ

ねじりパン　五色からめ和え
わかめと豆腐のスープ　冷凍パイン

【果物】旬の果物追加
6
木

ねじりパン　五色からめ和え
わかめと豆腐のスープ　冷凍パイン

7
金

ご飯　ごぼうと鶏肉の炒め煮
小松菜のみそ汁　アーモンドいりこ

ご飯　ごぼうと牛肉の炒め煮
小松菜のみそ汁　アーモンドいりこ

【多様な食品】牛肉使用
7
金

ご飯　ごぼうと牛肉の炒め煮
小松菜のみそ汁　アーモンドいりこ

10
月

ご飯　ししゃもフライ
にんじんシリシリ　チゲ風みそ煮

ご飯　ししゃもフライ
にんじんシリシリ　チゲ風みそ煮

10
月

ご飯　ししゃもフライ
にんじんシリシリ　チゲ風みそ煮

11
火

ナン　ビーンズカレー
ミックスフルーツ（パイン・りんご缶）

ナン　ビーンズカレー

ミックスフルーツ（黄桃缶追加）　ヨーグルト
【果物摂取】ミックスフルーツに黄桃（缶）追加
【多様な食品】カルシウム摂取のため、乳製品追加

11
火

ナン　ビーンズカレー
ミックスフルーツ （黄桃缶追加）　 ヨーグルト

【削除】黄桃（缶）削除、ヨーグルト削除

12
水

ご飯　さばのごま煮
じゃがいもの梅肉和え　豆腐汁

ご飯　さばのごま煮
じゃがいもの梅肉和え　豆腐汁

12
水

ご飯　さばのごま煮
じゃがいもの梅肉和え　豆腐汁

13
木

小さいパン　レーズンクリーム
ツナソーススパゲッティ
野菜のアーモンド炒め

ソフトチーズパン　ツナソーススパゲッティ
野菜のアーモンド炒め

【献立アンケート・多様化パン】価格が高く、人気のパ
ン使用

13
木

ソフトチーズパン　ツナソーススパゲッティ
野菜のアーモンド炒め

14
金

ご飯　きびなごの香味揚げ
ひじきの炒め煮　中華スープ

ご飯　きびなごの香味揚げ
ひじきの炒め煮　中華スープ

14
金

ご飯　きびなごの香味揚げ
ひじきの炒め煮　中華スープ

17
月

ご飯　親子煮　キャベツソテー
あさりのつくだ煮

ご飯　親子煮　キャベツソテー
あさりの佃煮

17
月

ご飯　親子煮　キャベツソテー
あさりの佃煮

18
火

ライ麦パン　ハンバーグのトマトソース
ベーコン入り豆乳スープ

ライ麦パン　ハンバーグのトマトソース
ベーコン入り豆乳スープ　メロン

【果物】旬の果物追加
18
火

ライ麦パン　ハンバーグのトマトソース
ベーコン入り豆乳スープ　 メロン

【削除】旬の果物メロン削除

19
水

麦ご飯　いわしの梅煮
キャベツとにんじんのごま和え
かぼちゃのみそ汁

麦ご飯　いわしの梅煮
キャベツとにんじんのごま和え
かぼちゃのみそ汁

19
水

麦ご飯　いわしの梅煮
キャベツとにんじんのごま和え
かぼちゃのみそ汁

20
木

ご飯　ピリ辛肉じゃが　もやしの酢の物
ご飯　ピリ辛肉じゃが
わかめときゅうりの酢の物　納豆

【地場産物・旬の野菜】藍島産わかめ・きゅうり使用
【多様な食品】カルシウム、たんぱく質摂取のため納
豆追加

20
木

ご飯　ピリ辛肉じゃが
わかめときゅうりの酢の物　納豆

21
金

小さい黒砂糖パン　沖縄そば
ドレッシングキャベツ

小さい黒砂糖パン　沖縄そば
ドレッシングキャベツ

21
金

小さい黒砂糖パン　沖縄そば
ドレッシングキャベツ

24
月

中華どんぶり　厚揚げのからめ煮
青のりいりこ

あなごどんぶり　すまし汁
青のりいりこ　みかんシャーベット

【旬の魚介類】あなごをH27年以来久しぶりに使用
【デザート】夏場のデザート追加

24
月

あなごどんぶり　すまし汁
青のりいりこ　みかんシャーベット

25
火

パン　黒豆きなこクリーム
レバーの甘酢和え　とんこつはるさめスープ

米粉パン　レバーの甘酢和え　とうもろこし
とんこつはるさめスープ

【献立アンケート・多様化パン】価格が高く、人気のパ
ン使用
【旬の野菜】とうもろこし追加

25
火

 米粉パン　パン　黒豆きなこクリーム
レバーの甘酢和え　とうもろこし
とんこつはるさめスープ

【変更】米粉パンを、価格の安いパンと黒豆きなこク
リームに変更

26
水

北九州野菜いっぱいドライカレー（鶏肉）
じゃがいものマリネ

北九州野菜いっぱいドライカレー
　　　　　　　　　　　　　　（牛豚合びき肉）
じゃがいものマリネ

【多様な食品】牛肉使用
26
水

北九州野菜いっぱいドライカレー
　　　　　　　　　 （牛豚合びき肉）　（豚ひき肉）
じゃがいものマリネ

【変更】牛豚合びき肉を、価格の安い豚ひき肉に変更

27
木

パン　いりごマーガリン　ポークビーンズ
イタリアンドレッシングサラダ

パン（県産小麦粉）　いちごジャム
フランクソーセージのケチャップ煮
白いんげんのポタージュ

【県産物使用】福岡県産小麦粉使用のパン使用
【献立アンケート、人気の献立】白いんげんのポター
ジュ、フランクソーセージのケチャップ煮使用

27
木

パン （県産小麦粉）　いちごジャム
フランクソーセージのケチャップ煮
白いんげんのポタージュ

【変更】福岡県産小麦粉を、価格の安い普通パンに
変更

28
金

ご飯　豆腐入り中華風煮　ナムル ご飯　豆腐入り中華風煮　ナムル
28
金

ご飯　豆腐入り中華風煮　ナムル

牛肉の使用回数 ０回→２回 牛肉の使用回数 ０回→２回→１回

デザート・果物の使用回数 ０回→４回 デザート・果物の使用回数 ０回→４回→３回

多様化パンの使用回数 ５回→７回（価格が高い人気のパン）＋県産小麦粉 多様化パンの使用回数
５回→７回（価格が高い人気のパン）＋県産小麦粉
→６回 ＋県産小麦粉

値上げにより使用回数が増加した地場産物 たけのこ、わかめ 値上げにより使用回数が増加した地場産物 たけのこ、わかめ

値上げにより使用できるようになった食材 牛肉、あなご、納豆、しらす干し、ピーマン、きゅうり、黄桃 値上げにより使用できるようになった食材 牛肉、あなご、納豆、しらす干し、ピーマン、きゅうり、 黄桃

値上げにより使用量が増加した食品 魚介類、小魚、果物、藻類、緑黄色野菜、乳製品 値上げにより使用量が増加した食品 魚介類、小魚、果物、藻類、緑黄色野菜、 乳製品

＊令和元年度【６月分】を基本とした値上げ後の献立内容比較　　



中学校（案１） 中学校（案２）

実
施
日

中学校　令和元年度　６月分
給食回数　２０回

中学校（案１）値上げ600円（5,500円）
赤文字が増額による変更分

値上げによる改善点
実
施
日

中学校（案２）値上げ500円（5,400円）
青文字が減額による変更分

減額による変更点

3
月

チキンライス　オムレツ　ポテトスープ
アロスコンポーヨ（チキンライス）
ツナマヨオムレツ　アヒアゴ（汁物）　バナナ

★オリンピック・パラリンピック献立（コロンビア）
【新献立】ツナマヨオムレツ使用
【果物摂取】人気の果物追加

3
月

アロスコンポーヨ（チキンライス）
 ツナマヨオムレツ　オムレツ
アヒアゴ（汁物）　バナナ

【変更】ツナマヨオムレツを、価格の安いオムレツに変更

4
火

ご飯　野菜の中華炒め
焼きギョーザ　ワンタンスープ

ご飯　豚肉とピーマンの炒め物
焼きギョーザ　ワンタンスープ

【地場産物・旬の野菜】たけのこ・ピーマン使用
4
火

ご飯　豚肉とピーマンの炒め物
焼きギョーザ　ワンタンスープ

5
水

二色ご飯（ツナそぼろ）　塩豚汁
アーモンドいりこ

三色ご飯（ツナそぼろ）　塩豚汁
アーモンドいりこ

【献立アンケート】三色ご飯（一食きざみのり追加）
5
水

三色ご飯　塩豚汁　アーモンドいりこ

6
木

コッペパン　チョコ大豆クリーム
五色からめ和え　わかめと豆腐のスープ

キャロットパン　五色からめ和え
わかめと豆腐のスープ　冷凍パイン

【献立アンケート・多様化パン】価格が高く、人気のパ
ン使用
【果物】旬の果物追加

6
木

キャロットパン　五色からめ和え
わかめと豆腐のスープ　冷凍パイン

7
金

ご飯　ひじきふりかけ
ごぼうと鶏肉の炒め煮　厚焼卵
厚揚げのみそ汁

ご飯　ひじきふりかけ
ごぼうと牛肉の炒め煮　厚焼卵
厚揚げのみそ汁

【多様な食品】牛肉使用
7
金

ご飯　ひじきふりかけ
ごぼうと牛肉の炒め煮　厚焼卵
厚揚げのみそ汁

10
月

ご飯　ししゃもフライ　にんじんシリシリ
チゲ風みそ煮

ご飯　ししゃもフライ　かぼちゃグラタン
チゲ風みそ煮

【献立アンケート・旬の野菜】かぼちゃグラタン追加
10
月

ご飯　ししゃもフライ　かぼちゃグラタン
チゲ風みそ煮

11
火

ナン　ビーンズカレー
ミックスフルーツ（パイン・りんご缶）　チーズ

ナン　ビーンズカレー
ミックスフルーツ（黄桃（缶）追加）　ヨーグルト

【果物摂取】ミックスフルーツに黄桃（缶）追加
【多様な食品】カルシウム摂取のため、乳製品追加

11
火

ナン　ビーンズカレー
ミックスフルーツ （黄桃（缶）追加）　ヨーグルト

【削除】黄桃（缶）削除

12
水

ご飯　さばのごま煮
じゃがいもの梅肉和え　豆腐汁

ご飯　さばのごま煮
じゃがいもの梅肉和え　豆腐汁

12
水

ご飯　さばのごま煮
じゃがいもの梅肉和え　豆腐汁

13
木

小さいパン　黒豆きなこクリーム
ツナソーススパゲッティ
野菜のアーモンド炒め

ソフトチーズパン（2個）
ツナソーススパゲッティ
野菜のアーモンド炒め　みかんジュース

【献立アンケート・多様化パン】価格が高く、人気のパ
ン使用
【果物類摂取】ビタミンC摂取のため追加

13
木

ソフトチーズパン（2個）
ツナソーススパゲッティ
野菜のアーモンド炒め　みかんジュース

14
金

ご飯　きびなごの香味揚げ
ひじきの炒め煮　中華スープ

ご飯　きびなごの香味揚げ
ひじきの炒め煮　中華スープ

14
金

ご飯　きびなごの香味揚げ
ひじきの炒め煮　中華スープ

17
月

ご飯　親子煮　キャベツソテー
あさりのつくだ煮

ご飯　親子煮　キャベツソテー
あさりのつくだ煮

17
月

ご飯　親子煮　キャベツソテー
あさりのつくだ煮

18
火

ご飯　さけふりかけ
ハンバーグのトマトソース
ベーコン入り豆乳スープ

ご飯　さけふりかけ
ハンバーグのトマトソース
ベーコン入り豆乳スープ　メロン

【果物】旬の果物追加
18
火

ご飯　さけふりかけ
ハンバーグのトマトソース
ベーコン入り豆乳スープ　 メロン

【削除】旬の果物メロン削除

19
水

麦ご飯　いわしの梅煮
キャベツとにんじんのごま和え
かぼちゃのみそ汁

麦ご飯　いわしの梅煮
キャベツとにんじんのごま和え
かぼちゃのみそ汁

19
水

麦ご飯　いわしの梅煮
キャベツとにんじんのごま和え
かぼちゃのみそ汁

20
木

ご飯　ピリ辛にくじゃが　もやしの酢の物
青のりいりこ

ご飯　ピリ辛肉じゃが
いわしのみりん干し
わかめときゅうりの酢の物

【魚介類摂取】いわしのみりん干し使用
【地場産物・多様な食品】藍島産わかめ・旬のきゅうり
使用

20
木

ご飯　ピリ辛肉じゃが
 いわしのみりん干し
わかめときゅうりの酢の物　納豆

【変更】いわしのみりん干しを、納豆に変更

21
金

減量ご飯　豚の角煮うどん
ドレッシングキャベツ　かなぎの佃煮

減量ご飯　豚の角煮うどん　かなぎの佃煮
ドレッシングキャベツ　アーモンドチーズ

【多様な食品】カルシウム摂取のため乳製品追加
21
金

減量ご飯　豚の角煮うどん
ドレッシングキャベツ　かなぎの佃煮
 アーモンドチーズ　チーズ

【変更】アーモンドチーズを、価格の安いチーズに変更

24
月

中華どんぶり　厚揚げのからめ煮
ヨーグルト

あなごどんぶり　すまし汁
青のりいりこ　みかんシャーベット

【旬の魚介類】あなごをH27年以来久しぶりに使用
【デザート】夏場のデザート追加

24
月

あなごどんぶり　すまし汁
青のりいりこ　みかんシャーベット

25
火

ご飯　胚芽ふりかけ
レバーの甘酢和え　とんこつはるさめスープ

ご飯　胚芽ふりかけ
レバーの甘酢和え　とうもろこし
とんこつはるさめスープ

【旬の野菜】とうもろこし追加
25
火

ご飯　胚芽ふりかけ
レバーの甘酢和え　とうもろこし
とんこつはるさめスープ

26
水

北九州野菜いっぱいドライカレー（鶏肉）
じゃがいものマリネ　乳酸菌飲料

北九州野菜いっぱいドライカレー
　　　　　　　　　　　　　（牛豚合びき肉）
じゃがいものマリネ　乳酸菌飲料

【多様な食品】牛肉使用
26
水

北九州野菜いっぱいドライカレー
　　　　　　　　　 （牛豚合びき肉）　（豚ひき肉）
じゃがいものマリネ　乳酸菌飲料

【変更】牛豚合びき肉を、価格の安い豚ひき肉に変更

27
木

胚芽パン（コッペ型）　ソフトチーズ
ポークビーンズ　イタリアンドレッシングサラダ

胚芽パン（コッペ型）
フランクソーセージのケチャップ煮
白いんげんのポタージュ

【献立アンケート・人気の献立】白いんげんのポター
ジュ、フランクソーセージのケチャップ煮使用

27
木

胚芽パン（コッペ型）
フランクソーセージのケチャップ煮
白いんげんのポタージュ

28
金

ご飯　豆腐入り中華風煮　シューマイ
ナムル

ご飯　豆腐入り中華風煮　シューマイ
ナムル

28
金

ご飯　豆腐入り中華風煮　シューマイ
ナムル

牛肉の使用回数 ０回→２回 牛肉の使用回数 ０回→２回→１回

デザート・果物の使用回数 ０回→４回 デザート・果物の使用回数 ０回→４回→３回

多様化パンの使用回数 ２回→４回（価格が高い人気のパン） 多様化パンの使用回数 ２回→４回（価格が高い人気のパン）→４回

値上げにより使用回数が増加した地場産物 たけのこ、わかめ 値上げにより使用回数が増加した地場産物 たけのこ、わかめ

値上げにより使用できるようになった食材
牛肉、あなご、しらす干し、ピーマン、きゅうり、いわしのみ
りん干し、黄桃

値上げにより使用できるようになった食材
牛肉、あなご、しらす干し、ピーマン、きゅうり、 いわしのみ
 りん干し、黄桃

値上げにより使用量が増加した食品 魚介類、小魚、果物、藻類、乳製品、緑黄色野菜 値上げにより使用量が増加した食品 魚介類、小魚、果物、藻類、乳製品、緑黄色野菜

値上げにより可能になった中学校のカルシウム補給 アーモンドチーズ 値上げにより可能になった中学校のカルシウム補給  アーモンドチーズ

＊令和元年度【６月分】を基本とした値上げ後の献立内容比較　　

　※上記の　　　　線は、中学校のみ追加又は変更分



本市の献立比較（赤丸が無くなったもの、緑丸が食材を変えたもの）

ソフトチーズパン、牛乳、
きつねうどん、ほうれんそうとコーンのソテー、
アセロラゼリー

⼩さい⿊砂糖パン、牛乳、
沖縄そば、にんじんシリシリ
冷凍パイン

⼩さいパン、牛乳、マーガリン、
きつねうどん、キャベツとツナの炒め物

⼩さい⿊砂糖パン、牛乳、
沖縄そば、ドレッシングキャベツ

三色ご飯（鶏肉、炒り卵、海苔）、牛乳、
豚汁、雪うさぎ

二色ご飯（ツナ、炒り卵）、牛乳、
豚汁

1



ご飯、牛乳、
八宝菜、厚揚げの含め煮、
メロン

ご飯、牛乳、
八宝菜、厚揚げの含め煮

ご飯、牛乳、
和風サイコロステーキ、野菜スープ、
ムース

ご飯、牛乳、
鶏肉のコロコロ揚げ、白菜のおひたし、
かぼちゃのみそ汁

ご飯、牛乳、
豆腐入り中華風煮、ナムル、すいか

ご飯、牛乳、
豆腐入り中華風煮、ナムル
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政令市の献立（浜松市） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

【令和元年 6 月 20 日（木）】 

・ごはん 

・家康くんカレー 

（浜納豆・さつまいも・セロリ） 

・ひじきのサラダ 

・すいか（姫まくら） 

・牛乳 

【令和元年 6 月 24 日（月）】 

・ごはん 

・厚焼き卵 

・ごまあえ 

・たらの団子汁 

・オレンジ 

・牛乳 


