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平成２７年度 第２回八戸市学校給食審議会議事録 

 

＜開催日時＞  平成 28 年２月 18 日（木） 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 教育長挨拶 

３ 会長挨拶 

４ 案件⑴ 八戸市学校給食条例の一部改正(案)について 

⑵ 東地区給食センター調理等業務委託について 

⑶ 給食管理システムの導入について 

⑷ 新学校給食センター建設事業について 

⑸ その他 

５ 閉会 

＜出 席 者＞   

委  員  於本委員、高橋委員、竹花委員、堀部委員、小池委員、馬場委員、金谷委員、 

       石毛委員、荒内委員、石橋委員、中村委員、山口委員、根城委員、三浦委員                 

（17 名中 14 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、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、 

山内南郷地区給食ｾﾝﾀｰ所長、学校給食ｸﾞﾙｰﾌﾟ員３名 

＜傍 聴 人＞ １名 

＜議事概要＞ 

●進行：本日は、御多用のところ、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２回八戸市学校給食審議会を開催いた 

します。 

なお、佐々木委員と飯田委員が欠席されましたほかは、15名の皆様に御出席いただいて 

おりますので、本日の会議は、本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。（当日は恵茂田委員も欠席となったため、実際の  

出席者は 14 名であった。） 

それではここで、伊藤教育長より御挨拶申し上げます。 

 

●教育長：インフルエンザが大変流行しておりますが、私のところに、毎日、市内小中学校のインフル

エンザによる出席停止者数の一覧表が届きます。１月 14 日からの統計によりますと、２月 10

日前後にピークでありましたが、今現在は市内全体での発症が約 150 名と下火になりつつあり

ます。ただ、テレビ等の報道では、全国的にはこれからまたインフルエンザが猛威を振るうと
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いう情報もあり、予断を許さない状況であります。私立の中学校、高校の入学試験は無事に  

終わりましたが、これから県立高校の入学試験、卒業式と子どもたちにとって、とても大事な

時期になります。各学校、万全の体調で各行事を迎えられるようにお願い致します。 

さて、平成 27 年度、２回目の学校給食審議会の開催にあたりまして、一言御挨拶申し上げ

ます。 

本日は、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、日頃より当市の学校給食に対して、御理解・御協力をいただいておりますことに、  

心より感謝申し上げます。 

さて、当市では、平成 23 年６月に策定した『八戸市学校給食基本計画』の下、安全・安心

で栄養バランスのとれた、おいしい給食を提供することはもとより、給食を“生きた教材”と

して、食育の推進に積極的に取り組んでいるところであります。 

また、老朽施設の解消と高度な衛生管理を目指した「新給食センター整備事業」、さらには、

給食運営の効率化を目指した「調理等業務の民間委託」や「給食管理システムの導入」など、

様々な事業に、順次、着手しております。 

本日は、これら事業の進捗状況や、今後のスケジュールなどについて、事務局から報告・  

説明をいたしますので、委員の皆様から、忌憚のない御意見、御質問等をいただければと考え

ております。 

それでは、皆様には今後とも学校給食の充実へ向けて、お力添えを賜わりますようお願い 

申し上げ、簡単ではありますが、御挨拶とさせていただきます。 

 

●進行：ありがとうございました。 

続いて、会長より御挨拶をお願いいたします。 

 

●会長：本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

先ほど、教育長よりインフルエンザが下火になりつつあるというお話がありましたが、急病 

診療所でもそのような傾向が見受けられます。しかし、ここ最近、寒暖差も激しいですので、  

体調管理には気をつけていただきたいところです。 

さて、今回、案件として上げられていますのは、 

⑴ 「八戸市学校給食条例の一部改正(案)」について、 

⑵ 「東地区給食センター調理等業務委託」について、 

⑶ 「給食管理システムの導入」について、 

⑷ 「新学校給食センター建設事業」について、 

⑸ 「その他」、 

の５項目です。 

皆様からの活発な御意見を期待しております。 

よろしくお願いします。 
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●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、傍聴される方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。 

また、委員の皆様にお知らせですが、本審議会は公開の会議でありますので、本日の議事録は、

後日、市のホームページに掲載されることになりますので、予め御了承ください。 

それでは、これより会議に入らせていただきます。 

会長、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。私から指名しますが、よろしいでしょうか。 

 

●委員一同：「意義なし。」 

 

●会長：堀部委員と根城委員に署名をお願いします。 

それでは、早速本日の案件に入りたいと思います。 

まず、案件⑴「八戸市学校給食条例の一部改正(案)」について、事務局より説明願います。 

 

●事務局：案件⑴「八戸市学校給食条例の一部改正(案)」について、御説明いたします。お手元の資料

１を御覧下さい。 

今回の改正は、本年度をもって南郷地区給食センターが閉鎖することに伴いまして、条例の

規定から関連部分を削除するとともに、同センターの給食提供校を、新西地区給食センターが

稼動するまでの間、東地区給食センターの給食提供校とするものです。なお、南郷地区給食  

センターの閉鎖とその後の流れにつきましては、26 年度に、審議会の皆様、保護者様と学校に、

お知らせしたところでございます。 

 

●会長：只今の説明について、御意見、御質問はございませんか。 

 

●会長：続いて、案件⑵「東地区給食センター調理等業務委託」について、事務局より説明願います。 

 

●事務局：案件⑵「東地区給食センター調理等業務委託」について、御説明いたします。お手元の資料

２を御覧ください。 

平成 28 年度、東地区給食センターの調理等業務について、公募による委託業者選定プロポ

ーザルを実施した結果、現在の東地区給食センターと南郷地区給食センターの受託業者であり

ます、株式会社メフォスが最優秀者となり、今月中には委託契約を締結する予定です。 

業務の実施期間は、本年４月１日から来年３月 31 日までとなりますが、契約締結日から  

本年の３月 31日までは、業務開始までの準備期間ということになります。 

業務委託料は、年額で 7,776 万円となります。 
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これまでの経過は、資料の４にあるとおりです。 

最後に、今後の予定についてお知らせします。従業員の採用については、現在東地区と南郷

地区給食センターで雇用している従業員を、今後も継続雇用する予定であると伺っております。 

また、南郷地区給食センターの閉鎖に伴い、配送車輌や配缶数が増加することから、この  

ことを見越した作業計画の見直し等、４月からの開始に向けた準備を進めることになります。 

 

●会長：只今の説明について、御意見、御質問はございませんか。 

 

●会長：続いて、案件⑶「給食管理システムの導入」について、事務局より説明願います。 

 

●事務局：案件⑶「給食管理システムの導入」について、御報告いたします。案件⑶につきましては、   

スクリーンを御覧いただきながら、御説明いたします。なお、お手元にも、同じ資料３をお配

りしておりますので、適宜、御覧ください。 

それでは、当市の給食提供までの流れを御説明いたします。 

まず、最初に給食実施５～６ヶ月前に各給食センターの栄養士が献立案を作成します。北・

東・西の３センターは統一献立のため栄養教諭等が順番に担当し作成します。南郷区は南郷 

給食センターの栄養教諭が担当しています。 

次に、給食実施３～４ヶ月前には、栄養士が作成した献立案を基に、栄養教諭、学校栄養  

職員、市栄養士の、計 11名で検討します。 

そして、給食実施２～３ヶ月前には、献立案作成会議で作成した献立案を基に、小中学校  

給食主任の先生方と保護者の皆様から、学校現場や保護者の意見を伺い、再検討します。 

給食実施１ヶ月前には、献立検討会議で作成した献立を基に、教育委員会で実施献立を決定

し、決定した実施献立と学校からの食数情報をもとに、教育委員会で給食用物資の入札を行い

ます。そして、学校からの食数情報から入札で決定した食材を発注し、それを基に各給食セン

ターで調理し、各学校へ給食が提供されるという流れになります。 

このように、給食実施の半年前から準備を始め、それぞれの部署で献立の元データを何度も

書き換え、移し変え、確認するというのが、当市の給食管理業務の現状であります。 

それではなぜ、それぞれの部署で同じデータを何度も書き換え、移し変え、確認するという

作業をしているかと申しますと、八戸市の給食管理業務は、現在市内４箇所の給食センターで、

パソコンを使用して行っております。また、献立管理ソフトもございますが、献立作成のみに

使用しております。 

しかしながら、給食管理業務は、給食センターのみならず、学校教育課、各学校が携わる  

業務であることから、食数管理等その他の給食管理業務のやりとりについては、手書き又は 

エクセルで個別に管理しているのが実情です。アレルギー情報や食材、料理情報等の項目が 

主なものでありますが、40,000 項目をも超えるデータであります。 

また、教育委員会学校教育課で食材の発注業務をしておりますが、現在各給食センターで 

使用している献立管理ソフトとは連動しておりません。 
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加えて、文部科学省から示された「学校給食における食物アレルギー対応指針」により、  

本市では食物アレルギー対応食の配食を予定していますが、現在、アレルギーについての情報

管理は全てが手書き又はエクセルで対応しています。 

このような現状のため、それぞれの部署で同じデータを何度も書き換え、移し変え、確認す

る必要があり業務が大変複雑でありました。 

給食管理システムの導入効果といたしましては、食物アレルギー情報の正確な把握や管理が

可能となり、また、個人情報のセキュリティが確保されることにより、安全・安心な学校給食

を実現することができます。 

また、共通した情報を共有することにより、絶対に間違いを起こしてはならない食物アレル

ギー情報などの登録ミスを防ぐことができます。そして、センターでの献立作成、教育委員会

での入札業務、各学校での食数管理等、これまで紙でのやり取りやエクセルで管理していた 

ものを、一連のシステムで行うことにより、事務の大幅な削減、事務の画一化を図ることが  

できます。 

これらの効果により、新メニューの開発等献立内容の充実や食物アレルギー児童生徒への 

個別指導や食育指導の時間確保など、八戸市の児童生徒が将来にわたり、長期的に恩恵を享受

できることが期待されます。 

平成 29 年度以降の追加業務としましては、アレルギー対応食の提供の予定がございます。

現状は、栄養士が手書き又はエクセルで作成した詳細なアレルギー情報が記載された献立表を

対象児童生徒へ配付しております。 

平成 29 年度以降はアレルギー対応食を提供しますので、誤配・誤食防止のため、これに追

加して、専用帳票を作成し配付することやアレルギー対応食用献立表を通常献立表のほかに作

成することになります。この業務は対象児童生徒の命に直結する業務ですが、一方でデータが

統一管理されていないとデータの書き換え、移し変え、確認作業を要し、ヒューマンエラーが

発生しやすい業務でもあります。 

そこで、業務の効率化・正確性を高めるため、市内ネットワーク運用機能とアレルギー対応

機能を備えた給食管理システムを構築することで、より安全・安心な給食提供と事務の効率化

及び正確性の向上を目指していきたいと考えました。 

導入スケジュールですが、業者選定は、先週、公募型プロポーザル方式にて行いました。  

扶桑電通株式会社青森営業所を含む３社から参加表明書を提出いただき、提案書並びにプレゼ

ンテーションの内容を審査した結果、平成 28年２月 17日に、扶桑電通株式会社青森営業所に

決定いたしました。 

今後のスケジュールといたしましては、平成 28 年９月までにマスター整理や操作研修を  

行い、10 月から仮運用、平成 29 年４月の本稼動に向けて準備していく予定です。学校の給食

担当の先生方への研修は、２時間ほどの内容で、１回、平成 28 年７月中旬から９月中旬まで

に予定をさせていただいております。給食管理システムの導入についての説明は以上です。 
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●事務局：少し補足いたします。給食管理システムについては、今後、アレルギー対応食を導入するに

あたって、今までの手書きやＦＡＸでのやりとりですと、万が一事故の可能性もあることから、

最新のシステムを導入させていただきました。 

また、学校の現場では、来年度４月１日より、校務支援システムを導入します。新聞等でも

紹介されましたが、これは先生方の多忙化解消、学校事務の効率化のため、今まで手書き作業

だったデータ管理を全て電子化するというものです。それによって、子どもたちと向き合う 

時間が確保できると考えております。それと並行して給食管理システムも導入していきます。 

最新システムを導入しますが、取り扱うのは人でありますので、ヒューマンエラーが起き 

ないように研修等、重ねていきたいと思っております。 

学校現場では、校務支援システムの研修会も昨年の９月から行われており、先生方からは 

「大変便利だ」という声も聞かれます。ただ、中にはパソコン等の操作が不慣れな方も居られ

るようなので、そちらのサポートもしていかなければならないとも思っております。給食管理 

システムにおいても同様に考えております。  

 

●会長：只今の説明について、御意見、御質問はございませんか。 

 

●委員：最新のシステムを導入するのはとても良いことであると思いますが、それはカスタマイズでき 

るものでしょうか。プレゼンテーションを受けて導入されるのだと思いますが、実際に使って  

みて、かえって手間がかかるようなことはありませんか。現場での使いやすさを考慮して、導入

していただければと思います。 

 

●事務局：業者も決まりましたので、そのようにならないよう、これからカスタマイズを行っていく  

予定です。 

 

●委員：八戸市立の小中学校はネットワークで繋がっているのでしょうか。 

 

●事務局：はい、繋がっております。専用の回線ですので、情報漏えいは一切ないと考えておりますが、

不正アクセスをする者はいろいろな手段で情報を得ようとしますので、情報危機管理について

は、引き続き関係業者のサポートをお願いしなければなりません。今現在は、外部に漏れる  

可能性はないと捉えております。 

 

●委員：ネットワークとは、どのような事務処理に使われるものですか。今現在、どのような使われ方 

がされているのか。例えば、先生方の出張や給与の管理などにも利用されているのでしょうか。 

 

●事務局：情報は市の教育センターにあるサーバーで一元管理しており、先生方は必要な情報をそこ 

から入手します。また、学校間の事務処理にも使われております。 
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●委員：新しいシステムは、担当者のパソコンに取り込まれるのですか。それともシステムのために、 

新たに専用のパソコンを１台設置するのですか。 

 

●事務局：システムを使用する何名かの先生のパソコンに設定し、アイコンから入って直ぐに操作でき

るようにしたいと考えております。 

 

●委員：では、現在も使用している校務支援システムのように、アイコンから入って、パスワードを    

入力してログインする、というイメージでよろしいでしょうか。 

また、１名ではなく、複数名の対応もできますか。 

 

●事務局：はい、そのように考えております。 

 

●委員：システムの内容についてですが、仮に一人の食物アレルギーの児童がいた場合、アレルゲン  

除去食の提供に関する市栄養士からの連絡は、校長先生、教頭先生、担任、養護教諭、栄養教諭

の５者に対してとなりますか。それとも、学校に対してのみになりますか。 

 

●事務局：アレルギー情報の共有については、これから話を詰めていきます。 

 

●委員：万が一、食物アレルギー事故の発生があった場合、エピペン等の対応が必要であるのに、知ら 

なかったとならないようにしなければなりません。４月には新入生も入学しますし、おそらく、 

エピペンの使用は養護教諭がされて、新しいアレルギーが出た場合には、担任の先生がマスター 

を作り直すのではないかと思います。給食とアレルギーのデータ管理だけではなく、教育委員会 

との連携もお願いしたいと思います。 

 

●事務局：アレルギーについては、他県の取り組みや文部科学省の手引きを参考にしておりますが、  

特定の先生のみ情報を持っていて、その先生が休まれた時に対応の不備が発生したという事案

もあるようです。 

委員がおっしゃられたとおり、関係者間で情報を共有し、一人ではなく複数名で対応する 

体制を築かなければ、アレルギーへの対応は難しくなります。給食管理システムの導入により、  

アレルギー対策の部分をしっかり構築したうえで、各学校とも情報の共有をして参りたいと 

考えております。 

 

●会長：続いて、案件⑷「新学校給食センター建設事業」について、事務局より説明願います。 

 

●事務局：案件⑷「新学校給食センター建設事業」について、御説明いたします。お手元の資料４を   

御覧ください。 
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新西地区給食センター建設に関する工事は、資料の表にございますとおり、 

１ センター本棟や排水処理施設機械室・浄化槽等の「本棟建築工事」をはじめ、 

２ 電灯・幹線・動力設備などの「強電設備工事」、 

３ 火災報知設備や電話設備などの「弱電設備工事」、 

４ エアコンや換気設備などの「空調設備工事」、 

５ 衛生器具、屋内外給排水設備、ガス設備などの「給排水衛生設備工事」、 

６ 食材の下上処理室、各調理室、洗浄室、ウィルス対策室等の設備に関する「厨房設備工事」 

となっております。 

このうち、弱電設備工事と厨房設備工事以外は、地元の共同企業体（＝ＪＶ）が受注者と  

なっております。なお、「厨房設備工事」については、先に行いました業者選定プロポーザル

の最優秀者である日本調理機㈱と請負契約を締結しているものです。 

また、これらの工事のほか、敷地内のアスファルト舗装や門扉設置などの「外構工事」も、

28 年度中に施工予定です。今後とも、施工業者の皆様や建築担当部局と協力しながら、平成

29 年４月１日からの供用開始に向けて進めて参ります。 

 

●会長：只今の説明について、御意見、御質問はございませんか。 

 

●委員：受水槽の素材は何ですか。道路までは市の管理になりますが、受水槽に入ってからは教育委員

会の管理になります。蓋が鉄であればサビも出ますし、防虫ネットの劣化や、雪が降れば重みで

配水管にヒビが入る可能性もあります。１年に１回は清掃点検もしなければなりません。 

 

●事務局：直ぐにはお答えできませんので、資料等で確認し、後ほど、御報告致します。 

新センターの特徴としまして、熱源を従来の重油から液化天然ガス（＝ＬＮＧ）に変更し  

ました。このような規模での使用は、全国的にも例がないと思います。これは八戸でＬＮＧを

使用する環境が整ったということでもあります。 

 

●委員：弱電設備の監視カメラについてですが、普段より十分にされているとは思いますが、特殊な  

施設でありますし、以前、他所で作業中の事故もありましたので、外側だけではなく作業場の  

監視もお願いします。 

 

●事務局：カメラは監視する目的ではなく、子どもたちや一般市民の方々が、食育の一環として見学に

来られた時に、手順や給食ができるまでの流れを見ていただくためのものですが、それは監視

にも繋がるのかもしれません。 

 

●委員：外来者がある場合は、皆さんいつも以上に意識されると思いますので、日頃から気を付ける  

ような対策をお願いします。 
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●委員：先ほどの給食管理システムは、給食センターにも導入されますか。 

 

●事務局：はい。学校とは、食数の変更や食数を管理するために使いますし、学校教育課とは、食材の

発注についてのやりとりで使用します。 

 

●会長：続いて、案件⑸「その他」について、事務局より説明願います。 

 

●事務局：それでは、その他の案件としまして、「北地区給食センターの献立変更」について御説明   

いたします。お手元の資料５を御覧ください。各小学校の保護者の皆様に宛てた文書です。 

新聞等で御存知の方も居られるかもしれませんが、去る１月 26 日に、北地区給食センター

の調理過程において、包丁の刃こぼれがあり、急遽献立の変更をさせていただきました。皆様

には大変御心配をお掛けいたしました。新聞には「包丁の刃先、給食混入か」と大変大きな  

見出しが出ておりましたが、内容としましては、給食センターで使用している包丁の先が  

１ミリ程度なくなっており、肉眼では欠けによるものか、磨耗によるものか区別できない状態

でしたので、安全のため献立の変更をさせていただいたものでございます。 

当市では万が一のための備蓄食があり、通称「ほっとするカレー」と呼んでおりますが、  

急遽そちらに切り替え、学校には御迷惑がかからないように対応いたしました。 

結果的には、破片等は見つかりませんでしたが、再度、センター内の検査、器具の洗浄をし、

翌日には通常通り、給食を提供することが出来ました。各給食センターでは、異物混入に細心

の注意を払っておりますが、子どもたちが安心して食べられるような体制作りに、引き続き 

努めて参りたいと考えております。 

大変御迷惑をお掛けいたしました。 

 

●会長：只今の説明について、御意見、御質問はございませんか。 

 

●会長：ないようですので、それではこれで、審議会を終わりたいと思います。 

皆様、おつかれさまでした。 

 

（午後１時 45分終了） 

 


