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平成２７年度 第１回八戸市学校給食審議会議事録 

 

＜開催日時＞  平成 27 年８月 21 日（金） 午後１時 

＜場  所＞  八戸市庁本館３階 議会第二委員会室 

＜次  第＞ 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 教育長挨拶 

４ 組織会 

  ⑴ 正副会長選任 

   ⑵ 会長挨拶 

５ 案件⑴ 平成 27 年度学校給食の概要について 

⑵ 平成 29 年度以降の給食実施体制について 

      ① 平成 29 年度以降の給食センター調理業務等民間委託について 

      ② 東地区給食センター調理等業務の民間委託について 

⑶ その他 

６ 閉会 

＜出 席 者＞   

委  員  高橋委員、竹花委員、堀部委員、小池委員、佐々木委員、馬場委員、金谷委員、 

       石毛委員、飯田委員、荒内委員、石橋委員、恵茂田委員、中村委員、山口委員、 

根城委員、三浦委員                 （17 名中 16名出席） 

 

事 務 局  伊藤教育長、佐藤教育部長、齋藤教育部次長、小笠原学校教育課長、 

宗石学校給食ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ、外舘北地区給食ｾﾝﾀｰ所長、中里東地区給食ｾﾝﾀｰ所長、 

清川西地区給食ｾﾝﾀｰ所長、学校給食ｸﾞﾙｰﾌﾟ員５名 

＜傍 聴 人＞ １名 

＜議事概要＞ 

●進行：本日は、御多用の中、御出席くださいましてありがとうございます。 

定刻となりましたので、只今から、平成 27 年度第 1 回八戸市学校給食審議会を開催いた 

    します。 

なお、於本委員が欠席されましたほかは、16 名全員に御出席いただいておりますので、

本日の会議は、当市学校給食審議会規則第４条第２項の開会要件を満たしておりますこと

を御報告申し上げます。 

それでは、まず、このたび委員を引き受けていただきました皆様に、委嘱状の交付を行い 

ます。教育長が委嘱状を持って、委員の皆様の所に参りますので、その場でお受け取り  

ください。 
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●委嘱状交付 

 

●進行：今回、初めての顔合わせとなる方もいらっしゃいますので、ここで委員の皆様に自己紹介 

をお願いしたいと思います。 

 

●委員自己紹介 

 

●進行：どうもありがとうございました。 

それでは、続いて事務局の職員を紹介いたします。 

 

●事務局職員紹介 

 

●進行：それでは、ここで教育長より、ご挨拶申し上げます。 

 

●教育長：第１回目の学校給食審議会の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。委員の皆様方 

には、御多用の中、本会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。また、この

たびは、学校給食審議会の委員を快くお引き受けいただきまして、厚くお礼申し上げます。 

    さて、当市では、学校給食が、子どもたちの食に関する指導の一環として、大きな役割を  

担っているという認識のもと、平成 23 年６月に八戸市学校給食基本計画を策定し、学校給食

の基本方針、老朽化した給食センターの改修、学校給食の効率的な運営方法などについて、  

検討を進めて参りました。 

まず、学校給食の基本方針として３点あげられます。１点目は、安全・安心で、栄養バラン

スの取れたおいしい給食の提供。２点目として、食育の充実。３点目として、地場産品の活用

や郷土食の提供を通し、食文化に対する意識啓発を図る。この３点を掲げ、これまで、様々な

取組を展開してきたところであります。今年度も、関係機関と緊密に連携を図り、より一層  

充実したものにしたいと考えております。 

また、御承知の方も居られるとは思いますが、給食センターの改修については、老朽化した

現在の西地区給食センターと南郷地区給食センターの代替施設として、新西地区給食センター

の建設工事が、いよいよ 10 月から着工の予定で、平成 29 年４月からの供給開始に向けて、  

只今準備を進めております。 

さらに、学校給食の運営方法についても、より一層の、食育の充実と安全衛生管理体制の  

強化を図るため、既に一部の施設では調理業務の民間委託を実施しているところではあります

が、新給食センターへの移行を契機に、調理から、運搬、配膳までを一括した業務委託の在り

方について検討して参ります。 

委員の皆様方には、学校給食の適正かつ円滑な運営のため、忌憚のない御意見をいただき 

ますとともに、学校給食の運営に御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、御挨拶と 

いたします。 
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●進行：ありがとうございました。 

それでは、これより組織会に入らせていただきます。 

当市学校給食審議会規則第４条により、新たに委員の任命が行われた後、最初に招集すべき 

会長の職務は、八戸市教育委員会教育長が行うことになっておりますので、まずは、教育長を  

議長に、議事を進行して参ります。 

それでは、教育長、議長席へお願いいたします。 

 

●教育長：それでは、会長が決まるまでの間、私が議長を務めて参ります。 

     当市学校給食審議会規則第３条第２項によりますと、会長及び副会長は、委員の互選によっ

て定めるということになっておりますが、どなたか、御推薦をいただけないでしょうか。 

 

●委員：はい、会長には、その御経験から、高橋委員がよろしいと考えます。 

  

●教育長：只今の意見について、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

●委員一同：異議なし。 

 

●教育長：「異議なし。」の声がありましたので、会長を高橋委員にお願いいたします。 

続いて、副会長２名については、いかがでしょうか。 

  

●委員：はい、中学校長会からの推薦委員であります、竹花委員を推薦いたします。 

 

●委員：はい、父母と教師の会からの推薦委員であります、飯田委員を推薦したいと思います。 

 

●教育長：只今の意見について、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

●委員一同：異議なし。 

 

●教育長：「異議なし。」の声がありましたので、副会長は、竹花委員と飯田委員にお願いいたします。 

これで、私の役割を終えさせていただきます。 

 

●進行：それでは、新しく選任されました高橋会長、竹花・飯田両副会長は、前の席にお願いいた

します。 

 

●進行：会長・副会長を代表しまして、高橋会長から御挨拶をお願いいたします。 
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●会長：一言、御挨拶申し上げます。 

只今、会長に選任されました、高橋でございます。委員の皆様の御協力をいただきながら、  

これから２年間、会長の職に努めて参りたいと思います。 

委員の皆様におかれましては、それぞれのお立場から、忌憚の無い御意見をいただければ

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

●進行：ありがとうございました。 

只今から会議に入りますが、ここで事務局から、傍聴される皆様へお願いがございます。 

    傍聴人は会議で発言出来ないことになっておりますので、御協力をお願いいたします。 

続いて、本日の案件でございますが、「⑴平成 27年度学校給食の概要について」、「⑵平成 

29 年度以降の業務実施体制について」の①としまして平成 29 年度以降の給食センター調理

業務等民間委託について、②としまして東地区給食センター調理等業務の民間委託について、

そして「⑶その他」の４件であります。 

それでは、会長、会議の進行をよろしくお願いいたします。 

 

●会長：それでは、只今から会議に入ります。ここで、今回の議事録署名者２名をお願いしたいと

思いますが、私からの指名でよろしいでしょうか。 

佐々木委員と石橋委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  

●委員一同：異議なし。 

 

●会長：それでは、佐々木委員と石橋委員に署名をお願いします。 

 

●会長：それでは、案件⑴「平成 27 年度学校給食の概要について」、事務局から説明をお願いし   

ます。 

 

●事務局：それでは、案件１「学校給食の概要」についてご説明いたします。資料は１ページ目に

なります。 

「１ 給食対象者数」について、まず⑴小・中学校別についてですが、平成 27 年度は     

小学校 12,698 人、中学校 7,343 人、給食センター職員 133 人、計 20,174 人に給食を提供

しております。 

    次に、⑵担当センター別の提供人数ですが、市内には４つの給食センターが地図上の 

赤い丸の位置にあります。石堂にある北地区給食センターは 5,993 食、大久保にある東地

区給食センターは 6,166 食、長苗代にある西地区給食センターは 7,587 食、南郷地区給食

センターは 428 食を提供しております。 

    「２ 給食日数」については、各行事等の日を除いた日数で、小・中学校ともに年間 190

日を目安に実施しております。 
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「３ 給食費」は、１食当たり小学校は 260 円、中学校は 315 円となっております。   

お手元の資料では２ページになります。なお、保護者より徴収する給食費は材料費のみに

使用しており、この他の施設・設備費や人件費などは、全て市が負担しております。 

「４ 給食」について、まず⑴給食の目的ですが、学校給食は、単なる栄養補給のため

の食事という意味にとどまらず、教育の一環として、学校給食法に基づき実施しており 

ます。学校給食により、栄養のバランスのとれた食事を子どもたちに提供し、日々の健康

増進、体力の向上を図り、さらには、学校給食を生きた教材として活用することにより、

食文化について関心を深めたり、食事の自己管理能力を養うとともに、感謝の気持ちを 

培うなど、食育の推進を図ります。 

次に、⑵給食の内容ですが、八戸市で実施している給食は、主食・おかず・牛乳による

完全給食です。主食については、米飯が週３回、パンが週１回、麺が週１回で実施して  

います。 

食材については、米飯は八戸産米「まっしぐら」を、牛乳は青森県産乳を 100％使用   

しております。パンは原料小麦の５割を県産小麦「ゆきちから」、麺は３割を県産小麦  

「ネバリゴシ」を使用して作っています。生鮮肉類のうち、牛肉、豚肉、卵は県産指定を

しており、鶏肉に関しては県産のみでは、安定供給できないため、国産指定としており  

ます。なお、生鮮野菜・果物類は、市内産・県内産を優先して納品するよう業者へ要請し、

協力いただいております。また、加工品の一部は、市内産・県内産を指定しております。 

学校給食用物資の調達について、年間契約をしている米飯・パン・牛乳の基本物資に  

ついては、公益財団法人青森県学校給食会から調達をしております。半期ごとに契約を 

している味噌、醤油、麺類、調味料などについては、前期４月から９月分を３月に、後期

10 月から３月分を９月に、登録業者による入札を行い、それぞれ落札業者から調達して 

おります。毎月契約をしている一般物資・野菜類・肉類・大豆製品類についても、登録   

業者による入札を行い、落札業者から調達しております。 

最後に、⑶非常食の備蓄についてですが、給食センターで不測の事態が発生し、急遽、

給食提供を停止しなければならない状況となった場合に備えて、代替給食として非常食 

（温めずに食べられる『ホッとするカレー』）を備蓄しています。なお、不測の事態が   

発生しなかった場合でも、年１回、東日本大震災発生日の３月 11 日前後に、各給食セン

ターごとに実施日を決定し、防災教育の一環として供給します。お手元の資料では３ペー

ジでございます。 

次に、「５ 学校給食における食育」について、まず⑴献立については、伝統的な    

食文化に対する関心を深めるために、和食や郷土食・行事食を取り入れています。また、

地域の食料の生産・流通・消費について理解を深めるために、地場産物を多く取り入れて

います。 

   皆様のお手元にも別紙１として資料がございますが、こちらは、昨年 11 月の『献立の   

お知らせ』です。家庭への給食のお知らせとして、次の項目を盛り込んでおります。まず、   

「献立名」「使用食品とその働き」については、低学年の児童にも分かりやすいように、
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体の中でのはたらき別に３つに分類し食事バランスを考えるヒントとして掲載しており

ます。次に、「県産品の使用状況」については、地元で獲れた生産物に興味を持ってもら

うために掲載しております。次に、「食に関する話題」については、行事食に関するお話

や、季節にまつわる情報等を掲載しているものです。このようなお知らせを毎月配付して

おります。 

さらに、お手元の資料「別紙２」の『給食伝言板』でございますが、これは、給食時間

を活用した校内放送用に、献立と関連した食に関する指導資料として、毎月学校へ配付 

しているものでございます。 

次に、⑵手作り弁当の日については、食の大切さを見直し、親子のふれあいや家族の絆

を深め、家庭における教育力の向上を図ることをねらいとして、年２回実施しております。

１回目の手づくり弁当の日は６月８日でしたが、小学校では 40 校、中学校では 25 校と、

全ての市立小中学校が実施いたしました。参加人数の内訳を見ますと、99パーセント以上

の子がお弁当を持参しておりますが、持参しなかった子に対する学校の対応としましては、

「予め学校で準備し、後日集金した。」「自宅へ連絡し持ってきてもらった。」とのことで

ありました。なお、お手元の資料の４ページには、『手づくり弁当の日』を活用した食育

への取組事例を掲載しております。 

最後に、⑶学校での活動といたしましては、八戸市学校給食実践発表会を年１回行って 

おります。また、栄養教諭・学校栄養職員が、学校現場にて授業等を行っているほか、   

保護者に対しても、給食試食会の際に、栄養講座等を実施しております。 

次に、「６ 主な行事予定」についてですが、既に実施済みの行事も含めまして、    

御説明いたします。お手元の資料は５ページになります。 

⑴学校給食審議会の今年度の開催は、本日の審議会を含め２回の開催を予定しておりま

す。なお、次回の開催は、来年２月を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

⑵学校給食主任研修会は、各小中学校の給食主任を対象に、児童科学館にて５月 19 日

に開催いたしました。その内容は、学校給食における安全衛生管理、食物アレルギーへの

対応、準要保護児童生徒給食費扶助費や給食費の未納者への対応に関する事務的処理、 

学校給食条例施行規則の改正内容について、説明を行いました。 

⑶学校給食関係職員夏季研修会は、調理員などの給食センター勤務職員を対象に、福祉

公民館にて、６月８日に開催いたしました。「安全・安心でおいしい給食提供を目指して」

と題して、株式会社メフォスの藤井課長様と佐藤参与様の御両名に、御講演いただき  

ました。 

⑷学校給食実践発表会は、八戸市学校給食会の主催で、主に各小中学校の給食主任の 

先生やＰＴＡの方々、給食関係業者などを対象に開催しており、本年度は９月６日に、  

八戸小学校にて開催を予定しております。今回の実践発表会は、「食に関心をもち、より

よい食習慣を実践しようとする子の育成」をテーマに、八戸小学校の給食活動の参観や 

給食試食会、学校給食の実践発表、そして、講師に千葉学園高等学校教諭の白戸美佳氏を

お招きして、「一（いち）を加えて おいしい笑顔」と題して、千葉学園高校の生徒さん
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による実例を踏まえながら、簡単調理の工夫について御講演をいただく予定です。 

さらに、ここで、新給食センターへの移行に伴う変更点について、御説明したいと思い  

ます。 

当市では、新西センターが供用開始となる平成 29 年４月に合わせて、より良い給食を

目指して、新方式での給食提供を始めます。これに伴う大きな変更点としまして、１つ目

は、米飯の供給方法が現在のアルミ箔個別方式から、食缶からお茶碗に盛り付けて食べて

いただく方式となります。２つ目は、おかず用仕切り皿の使用です。現在は東センター  

のみで使用している仕切り皿を、全てのセンターで使用することになります。３つ目は、

各センター供給校の再編成であり、現在供給を受けているセンターとは別のセンターから

供給されることになる学校があります。 

本日は、この中の米飯食缶方式の導入について、ご説明させていただきます。 

導入の目的といたしましては、現行のアルミ箔個別方式では食器への盛り付け作業が 

なく、また、そのアルミ容器は廃棄しておりますが、これでは八戸市学校給食基本計画に  

あります「適切な食器具を利用して、献立にふさわしい盛り付けができる」や「環境や  

資源に配慮することができる」という方針を満たしておりません。そこで、新センター  

への移行を契機に、献立にふさわしい食器への盛付けを実現するためのものです。 

メリットといたしましては、大釜で炊くことや二重保温食缶で配送することで、   

ふっくら温かい、おいしいご飯を提供できることや、個々に合わせた量で盛り付けが出来

ること、適切な食器で食事をすることが可能になること、ごみそのものを排出しない等 

食育への貢献や、アルミ容器分の代金１個当たり 12 円がおかず代へ還元できること、  

また、食缶が二重保温食缶になることで、冷たいものは冷たく、温かいものは温かい状態

で教室に届くなど、給食の質の向上に繋がる点が挙げられます。 

また、給食センターでの作業負担の軽減、環境や資源へ配慮した「カゴごと洗浄機」を

導入します。これは文字通り、食器をカゴのまま洗浄する仕組みでございまして、カゴ  

ごと洗浄することで、例えば、１年１組で使う食器は、その年度中は、ずっと同じものを

使用することになります。そのことで、自分たちの食器という意識が強くなり、食器を  

きれいに使おう、大事に使おうという気持ちをはぐくむこともできます。 

一方、デメリットと申しますか、不安材料といたしましては、人数の多い学年、体格の

大きくなる高学年のクラスでは配膳作業スペースの確保が厳しいのではないか、米飯配膳

作業が加わることによって現行給食時間で食べ終わることが難しくなるのではないか、 

低学年は盛り付け作業ができないのではないか、という点が挙げられます。このような 

新方式に対する不安や課題を確認・解消し、平成 29 年４月からの円滑な移行を目指す  

ため、５月の給食主任研修会や先日の小中学校長会で説明することに加えて、モデル校で

の導入実験を実施いたしました（５月 20～28 日：鮫小学校、６月 10～23 日：下長小学校）。 

今後のスケジュールですが、本年度は、来週の給食主任研修会にて、鮫小学校と下長小

学校での導入実験の結果報告を行います。来年度には導入前年ということで、再度、校長

会、給食主任研修会等で情報交換等を実施し、同年度３月までには保護者へお知らせする
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予定です。 

ちなみに、この米飯食缶方式を体験した、鮫小学校と下長小学校の児童の皆さんの感想

は、「ご飯の量が調節しやすい！ご飯が温かくておいしい！おうちで食べるご飯のよう 

だね！」など、私たち職員にやりがいを持たせてくれるような嬉しい意見が聞かれました。

また、先生方からもお茶碗で食べるご飯は好評で、実験結果も良好でありました。 

実験映像につきましては、件の給食主任研修会で先生方に見ていただき、不安を解消し

ていただきながら、各学校での対応をイメージしていただきたいと考えております。この

映像は、後日、ＤＶＤにして各学校へ配布する予定であります。 

これで、案件１の説明を終わらせていただきます。 

 

●会長：只今の説明について、ご意見、ご質問はございませんか。なければ続いて、案件⑵の①「平

成 29 年度以降の給食センター調理業務等民間委託」について、事務局から説明をお願い  

します。 

 

●事務局：案件２の①「平成 29 年度以降の給食センター調理等民間委託」について、ご説明させ

ていただきます。 

     まずは、民間委託の目的についてですが、民間活力を導入し、業務の効率化を一層推進

することにより、食育の充実及び安全衛生管理体制の強化等を図り、安心・安全でより質

の高い学校給食の提供を目指すものでございます。 

次に、「１ 委託業務の見直し」についてです。平成 18 年２月策定の八戸市集中改革  

プラン策定以降、給食センターの調理員については、定年等の退職者分は、パート職員で

補充されている状況であり、業務内容の複雑化等により、年を追うごとに職場環境は厳し

い状況となっております。 

このような中、安全・安心で質の高い学校給食を継続するため、新西地区給食センター

の供給開始時にあわせて、全センターの運営等の見直しを検討して参りました。 

その結果、現在の「調理業務」「配送業務」については業務単位で業者と契約し、「配膳

業務」については各学校に臨時職員を配置しておりますが、これらの連続する業務を一括

で一事業者に委託することで、行政サービスの向上並びに業務の効率化が見込まれます。 

このことから平成 29 年度供用開始予定の新西地区給食センター稼動を契機に、北セン

ターの調理業務以外、市内全センターにおいて「調理・配送・配膳」を一括して民間に   

委託したいと考えております。なお、この方法は、全国的にも増加傾向にあります。 

次に、「２ 対象施設」ですが、新西地区、東地区、北地区の３センターを対象として

検討しているところです。 

次に、「３ 委託期間」は、平成 29 年４月からの５年間となります。 

次に、「４ 委託業務内容」ですが、調理業務とそれに伴う業務、給食運搬業務、給食

配膳業務です。 

次に、「５ 業者選定方法」は、プロポーザル方式を導入します。学校給食に取り組む
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理念、業務の実績、衛生管理体制、調理員・配送員・配膳員の人員体制、受託コストなど

について企画提案をしてもらい、事業者を選定いたします。 

次に、「６ 業務委託後の調理員・配膳員の処遇」ですが、正規調理員については、   

全て北センターに集中させ、平成 29・30 年度は調理業務を継続いたします。パート調理

員及び配膳員については、委託後も引き続き勤務を希望する方には、委託業者に対し、  

雇用の継続を要請して参ります。 

最後に、「７ 今後のスケジュール」については、資料にある通りでございます。 

以上で、「平成 29 年度以降の給食センター調理業務等民間委託について」の説明を終わ

ります。 

引き続き、案件⑵の②「東地区給食センター調理等業務の民間委託」について、ご説明

させていただきます。お手元の案件２の２の資料になります。 

まずは、「１ 民間委託の目的」については、先ほどの案件でご説明したとおりでござ

います。 

次に、「２ 対象施設」は、東地区給食センターです。東地区給食センターは平成 24 年

度より民間委託を導入しており、現在は、㈱メフォスと平成 26・27 年度の２年間の委託

契約を結んでいるところでありますが、今年度で契約期間が満了となります。そもそも 

２年間という委託期間については、新西地区給食センターが平成 28 年４月から供用開始

になることを見込んで、契約したものでありました。しかしながら、国の交付金の関係で、

建設工事の着工が１年間遅れたことにより、新センターが完成する平成 28 年度末までの

１年間という短い期間ではありますが、委託する必要が生じたものであります。 

次に、「３ 委託期間」は、平成 28 年４月 1 日から平成 29 年３月 31 日までの１年間   

です。 

次に、「４ 委託業務内容」は、調理業務とそれに伴う業務及びボイラー運転業務と  

いたします。学校給食においては、郷土食の献立や、地場産品を多く取り入れた安心安全

な食材選定などが重要であることから、献立作成業務と食材調達業務については、これ 

まで通り、市が責任を持って行うものといたします。 

次に、「５ 業者選定方法」ですが、短期間の委託ではありますが、プロポーザル方式

で選定することとしました。学校給食に取り組む理念、調理業務の実績、衛生管理体制、

調理員の人員体制、受託コストなどについて、企画提案してもらい、採点員の合計点数に

より、事業者を選定いたします。 

最後に、「６ 今後のスケジュール」としましては、９月の市議会定例会に、債務負担

行為に関する補正予算案を提出する予定でおりまして、10～１月に業者選考を行い、２月

中には契約を締結する予定でおります。 

以上で、「東地区給食センター調理等業務の民間委託について」の説明を終わります。 

 

●会長：只今の説明について、ご意見、ご質問はございませんか。 
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●委員：民間委託によって、給食費が変わることはないですか。 

 

●事務局：はい。そのようなことはございません。 

 

●委員：家庭の事情等で、給食費の支払いが滞った場合は、どのようにしていますか。 

 

●事務局：はい。まずは学校から保護者に連絡していただき、金銭の事情で難しい場合は、先生  

から準要保護の申請を提案いだだいております。八戸市は全国的に見ましても 収納率は

高く、それを前年度も維持しております。 

 

●会長：ほかに、ご質問はございませんか。  

それでは続いて、案件(3)「その他」について、事務局からお願いします。 

 

●事務局：９月６日に八戸小学校にて開催を予定しております学校給食実践発表会の参加締切が 

18 日となっておりますが、まだ若干余裕がございますので、参加していただける方が  

おられましたら、お申込をお願いいたします。 

    なお、次回の審議会は２月を予定しておりますが、詳細は後日ご案内いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 

●会長：何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

●委員：アレルギーがあるお子様に対して、どのような対応を取っていますか。 

 

●事務局：献立にアレルギー表示をして、その食材が含まれた料理は、食べないよう注意しており

ます。なお、牛乳だけは、申請いただいた方については、あらかじめ外すようにして   

います。 

 

●委員：今時点では、問題はないのですね。 

 

●事務局：はい。今時点ではございません。 

 

●委員：八戸市内に栄養教諭は何名いらっしゃいますか。 

 

●事務局：４名です。栄養教諭のほかにも栄養職員もおりまして、教室に伺って栄養指導を行って

おります。 

 

●委員：栄養職員は資格が必要ですか。 
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●事務局：栄養士か管理栄養士の資格を持っております。栄養教諭との違いは、教職員の免許を  

持っていないという点です。ＰＴＡのイベントとして、給食の試食会を開催していただ 

いた時に、栄養職員が伺ったりもします。 

 

●会長：ほかに何かご意見、ご質問はございませんか。 

 

●委員：今年の４月１日からアレルギー法案が施行されております。そういった部分から給食関係

者の研修会におきまして、エピペンの演習用のキットによります研修会をご計画いただき、 

実施をお願いしたいと思っております。エピペンとは、食物アレルギーや蜂、医薬品などに

よる急性のアレルギーが発生した場合に使用するアドレナリンの注射薬です。過去に、エピ

ペンを持った子どもに対して、教職員の方が対応に躊躇してしまい、使用していれば命が 

助かったという事例がありました。教職員の誰もが実行できるよう、不測の事態に備えて 

おく必要があるのではないかと思っております。 

 

●会長：ほかに、ご意見、ご質問はございませんか。 

ないようですので、これをもちまして、審議会を終わりたいと思います。 

皆さん、ご協力ありがとうございました。 

 

（午後２時終了）  

 


