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境港市教育委員会（平成２６年１１月２７日委員会会議録） 

 

招集年月日    平成２６年１１月２７日  １５時３０分        

 

招集場所     市役所第一会議室                   

 

開  会     １５時３０分 委員長宣言               

 

出席委員     ① 佐々木 邦広   ② 谷田 真基          

         ③ 足立 ひと美   ⑤ 永井 美央          

         ⑥ 赤石 有平                     

 

委員長から説明のため出席を求められた者                 

         教育委員会事務局長  門 脇 俊 史         

学校教育課長     山 本 淳 一         

         学校教育課補佐    松 原   隆         

         学校教育課補佐    遠 藤   彰         

生涯学習課長     沼 倉 加奈子         

教育総務課係長    古 徳 健 雄         

                                    

傍聴者数     なし                         

 

会議書記     教育総務課係長    古 徳 健 雄         

 

提出議案     なし                         

 

協議事項     学校給食用牛乳の採択について             

 

報告事項     １１月の行事報告、１２月の行事予定など         

 

 

 

 

 

 



足立委員長     定刻になりましたので、ただいまから１１月の定例教育

委員会を始めます。中学校の文化祭、小学校の学習発表会、

先週の青少年意見発表会では感動をもらいました。境港文

化のつどいや出前講座など様々な取り組みもございまし

た。協議事項のところで感想を出していただければと思い

ます。さらに本日は、１１日にありました社会教育委員会

の報告をしていただくようにしています。それでは協議事

項に入ります。学校給食用牛乳の採択について、説明をお

願いします。 

 

※学校給食用牛乳の採択について学校教育課長より説明 

※普通牛乳とパスチャライズ牛乳の試飲 

 

永井委員      鳥取県の特殊性を鑑みて、透明性のあるところで大山乳

業にしても良いということでしたが、もし市町村がパスチ

ャライズ牛乳を選択せずに、今までの超高温瞬間殺菌法の

牛乳を選択した場合は入札ということになるのでしょう

か。 

 

教委事務局長    従来どおり入札をするということになります。今のとこ

ろ南部町、日野町の２町は普通牛乳でやるということで、

入札は県の畜産課で行いますので、市町村は一切入りませ

ん。 

 

赤石委員      通常は２社以上が競合しないといけないが、大山乳業１

社でもいいと。 

 

谷田委員      １社でも補助金がいただけるということでしょうか。 

 

学校教育課長    普通牛乳については、入札によって価格を下げるという

方法ですので、２００ｃｃの牛乳が４０数円で飲めている

という状況です。競合入札によって価格を下げて保護者負

担を軽減するという大原則が今でもありますから、そして

小さな酪農家を支えていくための一つの方法として、安定

した消費を確保できるようになっており、両者の利害が合



致したところで入札が行われているということになりま

す。県の畜産課、体育保健課が一緒になり、競合入札をす

ることで消費を確保するから、価格を下げてほしいと申し

ておりました。 

 

永井委員      町が普通牛乳を入札して価格が決まりますと、パスチャ

ライズ牛乳は、それに４円を上乗せするということでしょ

うか。 

 

学校教育課長    パスチャライズ牛乳の価格がございます。どのような金

額が設定されるのか、場合によっては逆転現象が起きると

いうことも無きにしも非ずというのが県畜産課の回答で

す。 

 

永井委員      パスチャライズ牛乳のプラス４円というのは、何が基準

になるのでしょうか。 

 

学校教育課長    国の支払う補助金がプラス４円、つまりパスチャライズ

牛乳の価格からマイナス４円になります。 

 

永井委員      パスチャライズ牛乳の価格がいくらであっても、国は４

円の補助金を出すということですね。 

 

赤石委員      鳥取県の酪農家が全て大山乳業に入れているということ

を考えると、他社を入れた入札を行えば価格は下がるかも

しれないけど、地元の牛乳を使えなくなるという可能性が

あるということで、鳥取県の場合は１社でも良いですよと

いうことになっている訳ですね。 

 

学校教育課長    従来の価格設定を踏まえて、１社とのみ契約をすること

が可能になり、それを制限するものではないという言い方

を国はしています。 

 

佐々木教育長    極端に高くなることはないと思います。 

 



足立委員長     ４円の国の補助が続くという保証はないとしても、パス

チャライズ牛乳を選択するということもありえるのでし

ょうか。 

 

学校教育課長    西部の町村のなかでも酪農家を抱えているようなところ

は、やはりパスチャライズ牛乳を取っておられます。大山

乳業があります琴浦町とか大山町などは、保護者に酪農家

も沢山おられますので単独契約を行うと言っておられま

す。 

 

佐々木教育長    パスチャライズ牛乳のプラントにかなり投資をされてお

られます。 

 

学校教育課長    大手の苦手な牛乳がパスチャライズ牛乳とも言えます。

つまり消費期限が短く５～７日、普通牛乳は２週間程度と

なっております。 

 

赤石委員      牛乳は毎日納入されますよね。１週間分をまとめて納入

する訳ではなく、消費期限が１週間だろうと関係ないよう

に思います。 

 

学校教育課長    境港市は毎日配送していただいているのですが、実は日

野郡とかは２日に１度の配送で、３連休等になりますと約

５日、間が開きます。パスチャライズ牛乳の導入は見送ら

ざるを得ないというご意見もございました。 

 

佐々木教育長    本市で考えられるとすれば、金曜日に台風が来て学校を

休校にしなければならなくなり、給食を止めるという判断

をしたとします。他の食材はキャンセルできたとしても牛

乳が納入され、廃棄することはできないので、冷蔵庫に入

れ、月曜日には子供達に配られる。こういうケースでも消

費期限を超えることはございません。 

 

永井委員      休み明けの牛乳は納品を止めることはできるということ

ですね。金曜日のものを月曜日に配るので１食分はキャン



セルするということですね。 

 

佐々木教育長    急に給食を止めるという判断をしなければならないこと

がありますが、牛乳は納入されてしまいます。 

 

足立委員長     この場の協議は、牛乳について理解するということでし

ょうか。 

 

学校教育課長    ウエイトを大きくして参考にさせていただこうと思って

おります。そして現場の声、給食調理員や給食主任達の声

も合わせまして、合計したものの中から総合的な判断で来

年度以降の牛乳を決定していきたいと思っております。実

は、県の方で入札をするのか、パスチャライズ牛乳を導入

するのかということについて、県体育保健課から２５日ま

でに報告してほしいという依頼がありましたが、教育委員

会で試飲をし、委員の方々にもご意見を伺い理解をいただ

いた上で報告をするということで、県の方には待ってもら

っています。 

 

足立委員長     では、試飲したことも踏まえて、或いは日頃考えておら

れる思いも含めて、意見を出していただきたいと思います。 

          私は長年普通牛乳を飲んでいたので、パスチャライズ牛

乳と比べてみると、パスチャライズ牛乳のほうがあっさり

していて飲みやすいという感じを受けました。牛乳が苦手

な子もいるので、パスチャライズ牛乳のほうが飲めるのか

なという気もしました。カルシウムは各家庭で摂るのだけ

れども、意識の高い家庭ばかりではないので、学校で１本

は飲ませたいという思いがあります。この頃は家庭からお

茶を持ってくる学校がほとんどだと思いますが、カルシウ

ム補給で牛乳は飲みやすいので、給食と一緒ではなくても、

子供達が外でしっかり遊んだ時に飲ませてあげてもいい

なと思います。冷房がありますので、汗だくになっても校

舎内は涼しく快適に生活ができるのですが、給食はいつも

汁気のあるものばかりではないので、牛乳があって良かっ

たなと思うときもありましたので、牛乳と給食は合わない



という発想は置いても良いのではないかとも思っていま

す。 

 

永井委員      私自身の試飲をした感想は、同じようにパスチャライズ

牛乳は匂いがあまりしなかったということと、あっさりし

た口当たりだったなと感じました。給食として牛乳が苦手

な子からすると飲みやすいのかなという感じは受けまし

た。ただ入札が１社のみになるということと、国の補助と

いうのも今現在は行われているけれども、いつどうなるか

分からない可能性もあるので、保護者への負担を考えたり

すると、普通牛乳でも良いのではという気もしました。た

だ個人的には日本の食文化を考えたときに、米飯、或いは

食事というものの中で牛乳を付ける必要性があるのか、そ

ういう習慣が果たして良いのか。お茶と食事でも、カルシ

ウムの不足分はメニューの中で補っていく方法を取るこ

ともできます。新潟県三条市や京都市の選択もありなのか

なという思いはあります。 

 

谷田委員      私は前回のときと同じ意見なのですが、試飲させていた

だいた限りではパスチャライズ牛乳のほうが飲みやすい。

コクもないし匂いも薄いので、苦手な子にとってはあっさ

りしたパスチャライズ牛乳のほうが飲みやすいのかなと

思います。あと補助金の問題があります。補助金が打ち切

られたときに保護者への負担等が発生するというリスク

がある以上は慎重に判断しないといけないと思います。決

して反対意見という訳ではありませんが、必ずしも牛乳あ

りきではなくても、そこは柔軟に対応していけば良いとい

うことです。あとは、パスチャライズ牛乳は滅菌ではなく

減菌ということですけれども、これはヨーロッパで昔から

牛乳を飲む地域で取られている手法ですが、日本人の子供

達が減菌の牛乳を飲んだときに、体調に問題はないと思い

ますが、日本人の身体への影響は気になります。 

 

赤石委員      パスチャライズ牛乳はおいしいと感じました。入札につ

いては、１社ではありますが、地元が協力して立ち上げた



協同組合でありますし、安定した生産者になるためには応

援していただきたい。一般の入札になると負けてしまうこ

ともありますので、地元の企業を使っていただきたいとい

う思いはあります。私達の場合は、脱脂粉乳でご飯に合う

とか考えたこともなかったですが、今を思えばあれで良か

ったという気もしていますので、牛乳があってもいいので

はという気はしています。 

 

佐々木教育長    私は議会でもお答えしたとおり、地産地消であればどち

らでも構わないと思っております。ただ今年使っている牛

乳に関して色々な評判を聞きますと、以前のものよりあっ

さりしている、薄く感じるというご意見を耳にします。だ

としたら以前のものに戻すのがいいのかなと感じていま

す。ちなみに南部町では子供に飲ませてみたところ、以前

の味を覚えていて、以前の普通牛乳の方がいいという答え

が多かったと聞いております。以前のものは、これが牛乳

の味、匂いということで牛乳嫌いの子もおりますが、どち

らでも価格がきちんとしていて、しかも安定して供給がさ

れる、地産地消であるということが大切だと思います。 

 

足立委員長     苦手な子は無理に全部飲まなくても、頑張って半分でい

いというような学校でも工夫しておられると思いますの

で。どちらでもいいですが、補助が保証されないのは難点

ですね。 

 

永井委員      全国的に４円の補助をしているということは、すごい金

額ですね。 

 

足立委員長     それでは、文化祭や学習発表会のところで感想がありま

したらお願いします。 

          私は第二中学校の３年生の劇を観させていただきました

が、以前から中学生はうまいと思っていましたが、期待以

上のすばらしい出来でした。生徒の演技もですが、学年全

体の支えもあったと思いますが、脚本もしっかりしていて

生きるということがテーマで、保護者の方も涙ぐんでおら



れて、非常に感動を呼びました。それから境小学校の学習

発表会で６年生の詩に触れることができました。郷土愛に

あふれた詩に出会いまして、感激しました。３年間の総合

学習の成果だなと非常にうれしく思いました。青少年の意

見発表会では、ワクワク境港の職場体験で、ごみ収集車で

の体験を発表した生徒がおりまして、あまりの悪臭に挫け

そうになりながらも、市職員の「誰かがしないと市民が困

るからな」という使命感に満ちた言葉をしっかり受け止め

て成長する姿に、聞いていて非常に感動しました。まさに

ワクワク境港の主旨が実を結んだ、うれしい話でした。 

 

佐々木教育長    今のワクワク境港の話ですが、学校の現場の方からは、

何年か前から３日程度で良いじゃないか、教育課程で授業

も増えてきたし、５日は長すぎるのではないかということ

が議論されるようになってきました。兵庫県が一番最初に

導入した事業なのですが、中学生による児童殺傷事件が起

こった経過もあり、３日では辛さが残る。ところが４、５

日やっているうちに、その働いている人たちと色々な話し

をする中で、こういう生きがいを持っておられるのだなと

か、これは大切な仕事なのだなということに気づくのには、

やはり４、５日は必要だということで、５日間になった経

緯があります。やはりこの子も、もし１日だけの体験だっ

たとしたら、臭い、えらかっただけが残っているというこ

とになります。 

 

赤石委員      うちの会社にも職場体験に来られるのですが、気持ちを

通わせる時間というのは３、４日経つにしたがって、話し

ができるようになるということはあります。１日、２日で

はできませんので、やはり５日ぐらいあったほうがいいの

かなと思いました。 

私も、第三中学校の３０周年記念式典に行かせていただ

きまして、感動的な場面もあり、いい式典でした。それか

ら境小学校と上道小学校の公開日に授業を観させていた

だいたのですが、授業とは別にこのような機会があること

が先生の負担になり、忙しいと聞いていたので、準備等対



外的な部分に割かれている時間が多いのだろうなと感じ

ました。子供を教えることに加えて、報告書の作成や保護

者へのアピール等色々なことがあるから先生は忙しいの

ではないかと感じました。なかには落ち着きのない児童も

いまして、どのように普段から指導しているのかと考える

と大変だなと感じたところです。 

 

足立委員長     社会教育委員会のことについて、簡単に報告いただけま

すでしょうか。 

 

※社会教育委員会について生涯学習課長より報告 

 

足立委員長     非常に沢山の意見が出ていましたが、しっかりと進行し

ていただきました。委員の方でご質問等ありますでしょう

か。 

 

永井委員      以前、社会教育委員会のほうから、教育委員も出席して

いただけないかということがあったかと思います。そもそ

も教育委員が社会教育委員会に出席しないのはおかしい

という話から、教育委員会で議題にあがり委員長が出席す

る形になったという経緯があります。特に社会教育は大事

な分野で、子供が生まれて成長していく中で、学校教育や

家庭教育だけでなく、あらゆる分野での関わりに及ぶと思

います。対象も親と子、地域と幅広く、深く向き合う必要

があると、先程の報告を聞いて再認識したところです。 

教育委員会だけではどうすることもできなくて、横のつ

ながりを持って、他の方々とやっていく必要があると思い

ます。 

 

足立委員長     家庭教育を支援する、子育て支援課との連携もあります

し、速効性がある活動はなく、息の長い活動になると思い

ます。実際に社会教育委員さんに関わっていただいて進め

ていくような取り組みにも期待したいと思います。 

          私も自死予防の講演会の話も大事だと思ったのですが、

図書館のあり方というところで、組織も含めて魅力的で何



回も行きたくなるような図書館ということ。公民館のあり

方では、若い人の活用ができるようにというような、大き

なテーマを投げかけられたので、教育委員会と社会教育委

員会が一緒に活動できれば良いのではないかと思いまし

た。テーマを持って、一つ一つが活動に繋がるよう今後の

課題として頑張ってください。 

 

赤石委員      色々な場面がありますが、社会性のない親が増えている

ような気がしますし、どのように教育していけば良いのか

と感じるときがあります。 

          もう一つ、いじめの問題で気になったことがあります。

滋賀で、いじめを受けた子供が校舎から飛び下りたという

ニュースがありました。学校が発表した報告書には、全校

生徒の意識の中でアンケートが形骸化していたというこ

とがありましたが、むしろ先生方にアンケートの表面だけ

を見ているような、形骸化している部分があったのではな

いかという気がしました。もちろん非常に難しい部分では

あると思います。 

 

足立委員長     では、報告事項をお願いします。 

 

学校教育課長、生涯学習課長 各報告 

 

足立委員長     出前講座ですが、小学校公開日と同じ時間帯だったので、

これは講師の先生の都合でしょうか。 

 

生涯学習課長    そのとおりです。調整させていただいた中で、この日と

いうことでした。 

 

佐々木教育長    小中学校のＰＴＡ連合会と市長が語る会というものがご

ざいました。春には総会がありまして、教育委員会事務局

は呼ばれるのですが、これまで教育委員の皆さまへの招待

はなかったかと思います。やはり２回あるどちらかに教育

委員を招待してはどうかということを伝えさせていただ

きましたので、来年春か秋のどちらかに教育委員の皆さま



に出ていただいてＰＴＡの方々と話しをする。なかなか厳

しい要求も出てきたのですが、小学校からは携帯電話の問

題について、市から方針を打ち出していただけないかとい

うことでしたが、それは違うのではないかとお答えをしま

した。まずは親やＰＴＡが考え、それから子供や学校と一

緒になり実効性のあるものにし、今後は我々も情報提供を

しながら対応していきたいと考えております。 

 

永井委員      中学校の方は、先月資料をいただいたので分かりますが、

小学校からはどのような要望があったのでしょうか。 

 

学校教育課長    芝生や携帯電話、施設設備ではトイレが臭いので何とか

してほしいということがありました。施設設備につきまし

ては、すぐに現地確認に行っております。具体策としては

点検をし、子供達の教育活動に支障がないように行います

という回答はさせていただいております。 

 

佐々木教育長    今年は細かな要望がありましたが、その一つ一つにお答

えをしたところです。 

 

学校教育課補佐   あとは、通学路の安全確保ということが出ておりました。 

 

赤石委員      施設の問題ですが、トイレの洋式化ということはいかが

でしょうか。 

 

学校教育課長    学校のトイレには、洋式便器がない所がございましたの

で、本年度一部洋式化を図る予定でおります。 

 

佐々木教育長    全ての階に、男女便所には１つずつ洋式便器があるとい

う状態にする予定です。まだできていない所もありますの

が、予算もついておりますので、急いで改修したいと思い

ます。 

 

足立委員長     以上で予定していた議題は終了しましたので、本日の定

例委員会は閉会といたします。ごくろうさまでした。 


