
平成 28年度 第２回八戸市学校給食審議会議事録 

 

＜開催日時＞  平成 29年 2月 16日（木） 午後１時 

＜場  所＞  八戸市庁本館３階 議会第三委員会室 

＜次  第＞ 

１ 開会 

２ 教育長挨拶 

３ 会長挨拶 

４ 案件 (1) 学校給食における食物アレルギー対応管理マニュアルの作成について 

(2) 八戸市学校給食条例の一部改正案の概要について 

(3) 西地区給食センター供給開始に係るスケジュールについて 

(4) その他 

５ 閉会 

＜出 席 者＞   

委  員  高橋委員、於本委員、堀部委員、小池委員、長嶺委員、馬場委員、 

安田委員、荒内委員、石毛委員、竹花委員、石橋委員、恵茂田委員、 

山口委員、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、 

宗石学校給食グループリーダー、大坂北地区給食センター所長、 

松橋東地区給食センター所長、川口西地区給食センター所長、 

小向栄養教諭、学校教育課員４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 28 年度、第２回八戸市学校給食審議会を開

催いたします。始めに資料の確認をお願いします。お手元に、上から次第、委員

名簿、（1）八戸市学校給食におけるアレルギー対応管理マニュアルの作成につい

て（2）八戸市学校給食条例の一部改正案の概要について（3）西地区給食センタ

ー供給開始にかかる今後のスケジュールについて、食物アレルギー対応管理マニ

ュアルを事前にお渡ししておりましたが、不足の資料などございませんか。なお、

飯田委員、山田委員、根城委員が欠席されましたほかは、14 名の皆様にご出席

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、ご報告申し上げます。それではここで、

伊藤教育長よりご挨拶申し上げます。 

 

教 育 長：皆様、こんにちは。本日は、御多用の中、御出席を賜りまして、本当にありが

とうございます。さて、平成 23 年度策定いたしました学校給食基本計画の柱の



一つとして、これまで取り組んで参りました新西地区給食センター建設事業もい

よいよ大詰めを迎え、工期内の完成に向けて着々と工事が行われております。私

どもも２回ほど視察してまいりました。この４月より新センターからの給食提供

が始まりますが、これを契機に当市の学校給食は大きな転換期を迎えることにな

ろうかと思います。具体的に少しかいつまんで三点ほどを申し上げます。一点目

として、給食運営の面で、作業の効率化と安全衛生管理の徹底を図るため、調理

から運搬・配膳作業までを一括した業務委託を実施いたします。二点目として、

学校・センター・市教委間で、事務の効率化を図るとともに、食物アレルギー情

報の誤登録等、誤った登録等による事故の発生を防止するため、「学校給食管理

システム」を導入いたします。三点目として、給食提供の面では、『食の安全・

安心の推進』をモットーに、アレルギー対応食の供給を開始するほか、『さらに

おいしい学校給食』を目指し、温かいご飯が食べられる米飯クラス炊きや、おか

ず同士が混じり合うことなく食べられる仕切り皿の導入を行います。なお、アレ

ルギー対応食の供給につきましては、万全を期す意味からも、２学期中の実施を

予定しております。このたびお手元に対応管理マニュアル案が届いていると思い

ます。おかげさまで完成致しました。本日は、そのマニュアル案の内容のほか、

新センターの移転建替えに伴う八戸市学校給食条例の一部改正案につきまして、

事務局より御説明・御報告をさせていただきます。委員の皆様には、当市の学校

給食の一層の充実に向けまして、皆様のお立場から、御審議、御指導を賜ります

よう、お願い申し上げ、挨拶といたします。なお、私本日２時から、当所予算の

概要説明の記者会見がございまして、市長に同席のため、１時 50 分ごろ退席い

たしますのでお許しを願います。以上です。宜しくお願いします。 

 

進 行：ありがとうございました。続いて、会長よりご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。今１月

の下旬からインフルエンザが流行りだして、それぞれ学校で対応に苦慮されてい

ると思いますけれども、おかげさまであまり爆発的な流行ではなく、山が低くて

今週に入ってからやや減ってきたかと思っておりますが、まだまだ油断できない

状況です。これからもよろしくお願いします。さて、今回、案件として上げられ

ていますのは、（1）八戸市学校給食におけるアレルギー対応管理マニュアル作成

について、（2）八戸市学校給食条例の一部改正案の概要について、（3）西地区給

食センター供給開始に係るスケジュールについてです。皆様からの活発なご意見

を期待しております。ではよろしくお願いします。 

 

進 行：ありがとうございました。ここで事務局から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、予めご了承ください。それでは、これより会

議に入らせていただきます。会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

会 長：それではただいまから会議に入ります。ここで今回の議事録署名者二名をお願

いしたいと思いますが、私から指名してよろしいでしょうか。 

 

委員一同：はい。 

 

会 長：それでは竹花委員と恵茂田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。 

 

会 長：まず、案件(1)「学校給食における食物アレルギー対応管理マニュアルの作成」

について、事務局より説明願います。 

 

事 務 局：それではまず、概要について御説明させていただきます。本日お配りいたしま

した、（１）の資料をご覧下さい。マニュアルは、児童生徒、保護者、学校関係

者等が、学校での食物アレルギー対応について正しく理解し、すべての子どもた

ちが安心して健やかな学校生活を送れるように作成したものでございます。１．

目的でございますが、家庭と学校、教育委員会が一体となり、主治医や消防関係

者などの関係機関との連携のもと、子どもたちの食物アレルギー事故を防止し、

子どもたちが給食を楽しみ、食を通して成長していくことを目指します。２．こ

れまでの経緯でございますが、昨年５～９月には、検討委員会を開催しまして御

意見をいただきました。11～12 月には、小・中学校長役員会にて開始月と面談

日程についてお諮りいたしました。同 12 月養護教諭研修会で意見聴取をいたし

ました。今年の１月には、マニュアル案を完成しまして、教育委員会内で協議い

たしました。また、こちらに、記載はありませんが、担当者につきましては、案

の作成にあたって、先進地視察や、アレルギー対応食における対応指針の説明会

等に足を運んでおりますことを申し添えます。次に３．マニュアルの構成につい

てです。本マニュアルは、３章の構成といたしました。第１章は食物アレルギー

の基礎知識について、第２章は八戸市の学校給食における食物アレルギー対応に

ついてということで、食物アレルギー対応基本的な考え方や、食物アレルギー対

応の基本的な流れ、具体的な学校における管理と対応が示されています。第３章

は食物アレルギー対応食の実施方法について食物アレルギー対応食提供要件や、

具体的な食物アレルギー対応食の調理、配送、受け渡し、配膳方法等が記載され

ています。続きまして、４．食物アレルギー対応食の提供内容についてです。除



去内容ですが、卵・乳・そば・落花生・かにの５品目、開始時期は、平成 29 年

２学期を予定しております。実施対象校は、市内全小中学校を対象といたします。

その他、詳細につきましては、のちほど担当から、ご説明させていただきます。

５．今後の予定ですが、本日の給食審議会で、みなさまに承認を得られましたら、

４月に市内小・中学校へマニュアル配布いたします。保護者の方々に対しては、

献立のお知らせに予定を掲載いたします。５月には、学校向け説明会、保護者向

けマニュアル概要リーフレット配付いたします。７月からは個別面談・校内打合

せ会議の実施、10・11 月には対応食を提供開始する予定でございます。それで

は、マニュアルの内容詳細について担当のほうからご説明させていただきます。 

 

担 当：第１章については、基礎知識が中心になりますので、ここでは、割愛させてい

ただいて、５ページの八戸市における食物アレルギーの状況について御説明させ

ていただきます。平成 28 年度１学期 市内小中学校の状況を、八戸市教育委員

会にて調査した結果、表のとおり、何らかの食物アレルギーを有している児童生

徒は、小学校 142 名、中学校 53 名、計 195 名となっており、給食時に対応が必

要な児童生徒の割合は、小学校１．２％、中学校０．８％、全体では１．１％と

なっています。また、下のグラフのように、アレルゲンとなっている食品は、さ

まざまですが、原因食物が卵の児童生徒は 48 名・乳の児童生徒は 27 名となって

おり、対象者が多い状況です。第２章八戸市の学校給食における食物アレルギー

対応についてご説明させていただきます。６ページをお開きください。近年、生

活環境や食生活の変化に伴い、全国的に食物アレルギーをもつ子どもが増加傾向

にあると言われています。全ての児童生徒が給食時間を安全に、かつ、楽しく過

ごせるようにするため、学校給食における食物アレルギー対応は、安全性を最優

先し、すべての教職員、給食センター及び教育委員会関係者、医療関係者、消防

関係者などが相互に連携し、組織的に対応することが不可欠です。本市において

も、平成 27 年３月に文部科学省より示された、「学校給食における食物アレルギ

ー対応指針」に基づき、対応していきます。黄色の枠内、学校給食における食物

アレルギー対応実施基準となります。①食物アレルギーを有する児童生徒にも可

能な範囲で給食を提供する。そのためにも安全性を最優先する。②校内食物アレ

ルギー対応委員会等により、組織的に学校全体で取り組む。③医師の診断による

「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。④安全性確保のため、原因食物を

全て除去する対応を原則とする。⑤学校及び給食センターの施設設備、人員等を

鑑み、無理な対応は行わない。⑥教育委員会は食物アレルギー対応について一定

の方針を示すとともに、各学校の取組を支援する。 以上の６点を基準として、

対応を進めてまいります。 

学校給食における食物アレルギー対応で大切なことは、食物アレルギーをもつ児



童生徒を正確に把握することです。学校においては、食物アレルギー対応が必要

な児童生徒の為、学校生活管理指導表に基づき、校長の指導のもと、その対応を

進めます。学校給食での対応としては、次の３種類となります。 一つ目は、各

自が対象食材を除去する対応です。アレルゲン表示した「献立のお知らせ」を、

事前に配付し、それを基に保護者や担任等の指示もしくは、児童生徒自身の判断

で学校給食から原因物質を除去しながら食べる対応です。二つ目は、弁当持参対

応です。給食の提供を受けずに毎日弁当を持参する完全弁当対応と除去が困難な

献立時のみ弁当を持参する一部弁当対応です。緑の枠内にあるような、極微量で

反応が誘発される可能性がある等の場合は、安全な給食提供は困難であり、弁当

対応となります。三つ目は、食物アレルギー対応食の提供です。当面は、そば・

落花生・かにを使用しない一般給食の献立を基本に、対象者多く給食での使用頻

度が高い、卵・乳を除去対象食品とします。乳アレルギーを持つ児童生徒への対

応は、これまで、飲用牛乳の停止対応でしたが、今後は、食物アレルギー対応食

の提供となり、飲用牛乳については、代替品としてお茶もしくは豆乳がつきます。

８ページをお開きください。食物アレルギー対応の基本的な流れとしましては、

保健調査票において食物アレルギーの有無を確認し、学校での管理指導を希望す

る児童生徒の保護者に対して個別面談申込書、食物アレルギー個別取組プラン兼

個別面談記録票を配付します。個別面談申込書及び学校生活管理指導表を提出し

ていただき、個別面談を実施します。面談記録、給食対応依頼内容等を校内打合

せ会議で確認し、対応を決定後、保護者に通知します。９ページをご覧ください。

食物アレルギー状況調査の手順といたしましては、５月８日、11 日に市内全小

中学校を対象に、食物アレルギー対応管理マニュアル説明会を実施し、食物アレ

ルギー対応の概要、実施計画について各小中学校の教頭、及び養護教諭に説明し

ます。説明会終了後、全保護者に食物アレルギー対応食についてのお知らせを配

付します。合わせて、保健調査票をもとに、給食での対応が必要な児童生徒の保

護者に、個別面談申込書と、食物アレルギー個別取組プラン兼個別面談記録票を

配付します。個別面談申込書を提出していただく際に、学校生活管理指導表の提

出を必須としますが、すでに、平成 29 年度用に学校生活管理指導表を提出して

いる場合は不要とします。７月から８月にかけて、保護者と面談を行い、給食の

対応を決定します。10 ページをお開きください。学校給食の食物アレルギー対

応は、個人の努力や判断に任されるものではなく、組織で対応するものです。校

長は校内食物アレルギー対応委員会を組織し、自ら委員長となります。委員会で

は、国のガイドラインに基づき、校内における食物アレルギーの様々な調整、連

携、管理、決定、周知を行います。 なお、食物アレルギーは既往症のある児童

生徒のみが発症するとは限らず、学校給食で初めて食べた食品に反応する事例も

少なからずあります。また、転校等で新たに食物アレルギーを有する児童生徒が



転入してくることもあります。このため、現在食物アレルギーを有する児童生徒

がいない学校にあっても体制整備を行う必要があります。委員構成についてです

が、委員長として、校長。委員として、教頭、教務主任、養護教諭、保健主事、

給食主任、関係学級担任、学年主任が考えられます。主な役割としては、校長等

は、市教育委員会等の方針の趣旨を理解し、教職員に指導する。食物アレルギー

対応委員会を設置する。個別面談を実施する。関係職員と協議し、対応を決定す

る。保健主事は、食物アレルギー対応委員会を開催する。食物アレルギーを有す

る児童生徒の実態を把握し、全職員間で連携を図る。教職員は、食物アレルギー

を有する児童生徒の実態や個別の取組プランを情報共有する。緊急対応方法等に

ついて共通理解を図る。学級担任が不在のとき、サポートに入る教職員は、担任

同様に食物アレルギーを有する児童生徒のアレルギーの内容等を把握し、同様の

対応ができるようにする。学級担任は、食物アレルギーを有する児童生徒の実態

個別の取組プラン、緊急対応方法等について把握する。個別面談をマニュアルに

定められた者と一緒に行う。給食時間は、決められた確認作業を確実に行い、誤

食を予防する。食物アレルギーを有する児童生徒の実態把握に努める。他の児童

生徒に対して、食物アレルギーを正しく理解させる。養護教諭は、食物アレルギ

ーを有する児童生徒の実態把握や個別の取組プラン、緊急対応方法等を立案する。

個別面談をマニュアルに定められた者と一緒に行う。食物アレルギーを有する児

童生徒の実態を把握し、全教職員間で連携を図る。主治医、学校医、医療機関と

の連携を図り、応急処置の方法や連絡先を事前に確認する。個別面談、校内打ち

合わせ会議の実施についてですが、学校は、個別面談申込書を提出した保護者に

対し、学校給食における食物アレルギー対応確認表及び食物アレルギー個別取組

プラン兼個別面談記録票を活用して個別面談を行います。面談の際には、緊急時

の備え、エピペン所有者の情報を消防本部等に提供する旨を説明し、同意が得ら

れた場合はエピペンに関する情報の提供についてを学校へ提出するよう依頼し

ます。保護者から給食対応依頼書が提出された後、校内打合せ会議を行い対応を

決定します。転入生や新規に食物アレルギーを発症した場合は、随時申込を受け

付け、個別面談を実施します。給食対応停止の場合についてですが、食物アレル

ギーにより、学校での給食対応を受けている児童生徒の症状が改善し、医師の指

導を受け学校給食対応を停止する場合は、随時、食物アレルギーによる学校給食

対応依頼書を提出してもらいます。また、提出の際は、学校は家庭での原因物質

の摂取状況について、聞き取りを行います。食物アレルギー対応が必要な児童･

生徒のリストの作成についてですが、学校は、食物アレルギー疾患の児童生徒を

把握するために、個人毎の食物アレルギーの状況や学校給食における対応をまと

めた食物アレルギー対応が必要な児童・生徒のリストを作成します。このリスト

は、学校内の所定の場所に保管して、個人情報の保護に十分配慮しつつ、いつで



も全教職員が見て対応できるようにします。12 ページをお開きください。関係

機関等との連携について、学校は、主治医や学校医と連携を密にし、アドバイス

等を受けられるようにします。また、学級担任及び養護教諭は、対象児童生徒の

保護者と密に連絡を取り合うことが必要です。学校・学年行事の際に食事を伴う

活動には、事前に連絡を取り、可能な対応を検討していくとともに、宿泊を伴う

場合には、現地の病院等も調べ、緊急時の対応ができるようにします。給食セン

ターの栄養教諭、学校栄養職員と常に連絡を取り合い、児童生徒の健康状態の変

化や食物アレルギー対応の方法について、情報交換を行うようにします。緊急時

の備えと対応、エピペンの使い方についてですが、アレルギー症状が出現した場

合等の緊急時に適切な対応ができるように、個別緊急対応票を整備し、全教職員

に周知します。緊急時対応の手順、各教職員の役割分担、アレルギー症状のチェ

ックシートなどは、日本学校保健会が作成した「学校におけるアレルギー疾患対

応資料」や東京都健康安全研究センターが発行した「食物アレルギー緊急時対応

マニュアル」を参考にして各学校で作成します。13 ページには、エピペンの使

い方を掲載しております。14 ページをお開きください。市教委主催による研修

として、８月 31 日、八戸市立市民病院救命救急センター所長の今明秀先生を講

師に迎え、緊急時の対応に関する研修を実施いたします。児童生徒と関わる全職

員が、食物アレルギーやアナフィラキシーについて正しく理解し、アレルギー症

状を発症したときの緊急時の対処方法を確認し、協力していくことが必要となり

ます。そのため、校長の指導のもと、情報を共有し、校内での共通理解を図ると

ともに、食物アレルギーに対する知識と理解を深めるため、校内研修を実施する

こととします。対象児童生徒への個別指導として、発達段階に応じて、学級担任、

養護教諭、保健主事、栄養教諭･学校栄養職員等が連携を図り、保健面、栄養面、

生活面に関する指導を行い、次のような自己管理能力を育成することが必要です。 

・自分にとって食べてよい食品と食べてはいけない食品の見分け方 

・食べてはいけない食品が出されたときの回避の仕方・アレルギー反応による症

状出現の把握の仕方 

・アレルギー反応による症状が出ていることの伝え方 

・年齢に応じた食品表示の読み方・食物アレルギー対応を行っている場合の栄養

管理 

また、食物アレルギー対応食提供の児童生徒のおかわりは、安全を最優先して禁

止とします。あわせて、おかわり禁止の理由について事前に指導を行います。学

級担任は、養護教諭等と連携を図るなどして、一般の児童生徒に対して、食物ア

レルギーという疾患を理解させることが大切です。具体的には、食物アレルギー

は、特定の食物を摂取することによって生じるアレルギー反応であり、人によっ

ては生命の危険を伴うことや、原因となる食品を取り除くことにより発症を未然



に防ぐことができることなどについて、児童生徒の発達段階に応じて、正しい知

識を身に付けさせます。アレルギーに関する個別の対応については、他の児童生

徒が不審に思ったり、いじめのきっかけになったりしないよう十分に配慮するこ

とが重要です。教室での対応と給食指導のポイントについてですが、学級担任等

の注意事項としては、低学年の児童、自己管理能力が不十分な児童生徒に関して

は、学級担任が配膳、または、配膳の補助を行います。対応食の内容について心

配な点があるときは、対象児童の食事を一度止め、給食センターに確認をした上

で再開させます。万が一食べてしまった場合の対処方法について、常に確認して

おきます。原因食物に接触するだけで症状が出てしまうなど、アレルギー症状が

重症の場合は、座席の配置や給食を食べる場所について検討を行います。教室に

おける対応と指導にあたっては、対象児童生徒に対するものの他、学級の他の児

童生徒に対することも極めて重要であることから、年度当初においては、校長の

判断により学級担任以外の職員による応援も考慮することが必要です。 また、

誤配や誤食を防止するためにも、教室内にはアレルゲンを表示した献立表を掲示

して児童生徒へ周知します。給食準備の場面における対象児童生徒への対応・指

導についてですが、 

・他の児童生徒と違い、食物アレルギー対応食が提供される、又は、給食から除

去する食材がある、等のことを理解させる。 

・対象児童生徒が給食当番を行う場合は、アレルゲンに触れないように配慮する。 

他の児童生徒への対応・指導についてですが、 

・給食当番や他の児童生徒への説明を十分に行い、誤配が無いように注意する。 

・アレルゲンが対象児童生徒の食器等に付着しないように注意する。 

・誤配、誤食がないように教室内にアレルゲンを表示した献立表を掲示する。 

・食物アレルギーをもつ児童生徒について、他の児童に説明し理解させ、学級全

体で見守るよう努める。 

・他の児童生徒に食物アレルギー対応が好き嫌いではないことを理解させる。 

給食中の場面では、対象児童生徒への対応・指導として 

・食物アレルギー対応内容を確認し、食べ始める。 

・食物アレルギー対応食提供の児童生徒のおかわりは禁止とする。 

他の児童生徒への対応・指導として、 

・食事中は、他の児童生徒からの食物接触や誤配・誤食に十分注意する。 

・万一、誤配・誤食があった場合は、個別緊急対応票に沿って対応する。 

給食後は、対象児童生徒の喫食状況や健康観察を行う。特に給食後の運動には注

意して健康観察を行う。などの対応と指導が挙げられます。以上で、第２章の説

明を終わります。 

 



担 当：第３章食物アレルギー対応食の実施方法についてご説明させていただきます。

１６ページをお開きください。対応食は食物アレルギー専用調理室を設けた西地

区給食センターの通常献立を基に献立を作成します。対象食品の乳・卵を除去す

る給食とし、献立に著しい偏りが見られる場合には代替食として、全市に提供し

ます。当面は、そば・落花生・かにを使用しない一般の献立を基本に、対象者が

多く給食での使用頻度が高い、卵・乳を除去対象食品とします。今後、対象児童

生徒数や、施設・設備面などを考慮しながら、除去対象食品の見直しを行う予定

です。緑の枠内、食物アレルギー対応食の内容についてですが、 

・専用調理室を設けた西地区給食センターの献立を基本として、アレルゲンを含

む食品に対して除去食、または代替食とし、厳密な栄養価等の補正は行いません。

例えば、かき玉汁の場合は、卵を取り除いた野菜スープの提供、厚焼き卵の場合

は、除くことで献立が成り立たなくなる為、鮭の塩焼きの代替品をつけることに

なります。 

・北・東地区給食センターの献立を基本とした対応食は施設の状況を考慮すると

提供困難なため、西地区給食センターで調理した対応食を配送します。市内の給

食は、献立の食材納入業者の負担を考慮し、複数のブロックにわけ、同じ献立が

重ならないように配慮しています。ですから、北センターで麺給食のときは、西

センターは米飯給食といったようなスタイルになっています。そのため、北・東

地区給食センターの対応食は、クラスの児童生徒の通常献立とは、主食等献立が

すべて異なる形になります。 

・対応食は、全て西センターから、写真のように、専用容器に入れて配送します。 

・専用調理室には、卵・乳は持ち込みませんが、パン、麺・加工品など、すべて

の食材を専用調理室で調理するものではありませんので、調理するときに原因物

質が微量に混入してしまうこともあります。このような微量混入、コンタミネー

ションを完全に排除できないことを前提とします。17 ページ黄色の枠内になり

ますが、食物アレルギー対応食を安定に提供するために、以下の６つの要件があ

ります。 

①医師の診断・検査により食物アレルギーと診断され、特定の食品に対して対応

の指示があること 

②医師から食事療法を指示され、家庭でも原因食物の除去をしていること 

③極微量（調味料、だし等の除去が必要/食器、調味料の共用ができない/油の共

用ができない等）でも反応が誘発される可能性がないこと 

④年１回、医師の診断を受け、「学校生活管理指導表」の提出ができること 

⑤「学校生活管理指導表」をもとに、学校・給食センター等の関係者との面談を

行っていること 

⑥容器等に、氏名・学校名・学級名を明記することに同意できること 



実施時期及び実施対象校ですが、平成 29 年２学期から、市内全小中学校を対象

に、食物アレルギー対応食を提供します。対応開始月については、各学校におい

て学校行事等をふまえ、10 月・11 月からの選択制とし、提供までのスケジュー

ルに間に合わないものについては、随時受付します。18 ページをお開きくださ

い。平成 29 年度食物アレルギー対応食提供までの手順としましては５月８日・

11 日に、学校向けのマニュアル説明会を開催します。その後、全保護者に食物

アレルギー対応給食の開始について周知する為、お知らせを配布します。また、

給食での対応が必要な児童生徒の保護者に、個別面談申込書等面談に必要な書類

を配布します。日程調整を行い、７月～個別面談を開始します。個別面談では、

児童生徒の状況把握・対応内容を保護者に説明し、さきほど御説明させていただ

いた６つの提供要件が確認できた場合は、申請書を配付します。８月８日には、

食物アレルギー対応食提供予定児童生徒と保護者・学校関係者を対象に、給食セ

ンターの見学会及び対応食の試食会を行います保護者から食物アレルギー対応

食等提供申請書が提出された場合は、校内打合せ会議を開催します。給食センタ

ーでは、対応食提供の通知を作成します。献立のおしらせとあわせ、学校を経由

して保護者へ配付します。19 ページに進んで、個別面談の内容は、さきほど、

お話した内容の他に、緊急時の対応についても確認します。10・11 月の対応開

始に向け、７・８月に、各学校において、担任のほかに、養護教諭等の学校関係

者、給食センターの栄養士も参加し面談します。校内打合せ会議で対応を決定し、

学校内で共通理解を図ります。転入生や、新規に食物アレルギーを発症した場合

については、随時、同様の手順により、申し込みを受け付けます。20 ページを

お開きください。対応食の停止の場合についても、書面での届出を受け、対応を

停止します。食物アレルギー対応食提供児童生徒に対する毎月の対応として家庭

用の献立のおしらせを作成しますので、家庭において配付された献立で除去内容

を確認していただきます。次は、食物アレルギー対応食の調理、配送、受け渡し、

配膳についてです。給食センターにおける調理については、①給食センター栄養

士が作成した「献立指示書」を確認し、調理委託業者が「作業工程表」、「作業動

線図」を作成します。②作業工程や調理手順を複数の調理員で確認します。③学

校でシステム入力された情報を元に、出欠表や確認表を作成します。毎日の食材

の納入検査の際は、担当者は納入された食品の表示を見て、複数の栄養士等で原

材料に原因食物が含まれていないかを確認します。また、原材料の保存食を 50

ｇ以上採取します。保存食については、学校給食衛生管理基準に定められており、

通常の給食も２週間冷凍保存しています。次は調理についてです。調理担当者は、

専用コーナーで専用エプロンを身に付けて調理を行います。調理の際は、必要に

応じて食物アレルギー専用の調理器具等を使用し、調理指示書をもとに、衛生面

に十分配慮します。（中心温度の確認、記録は通常と同様に行います。）できあが



りの保存食も 50ｇ以上採取します。検食は、給食センターで担当を決めて、給

食時間の 30 分前に行います。配食については、アレルギー対応食は、１人分の

すべての給食を専用のボックスに入れます。配食、積み込みの際は、確認書とア

レルギー対応食を確認し、原因食物が入っていないか、複数の調理員・栄養士等

で確認します。確認書は、配送運転手にも渡します。給食センターから学校まで

の配送については西地区給食センター受配校には、個別ボックスを通常の給食が

入ったコンテナと共にトラックで配送します。北・東地区給食センター受配校に

は、個別ボックスのみを専用の配送車に積載し、直接学校へ配送します。配送員

は個別ボックスを配膳室で配膳員に手渡します。配膳員が配置されていない場合

は、配送員が直接職員室まで届け、担当職員に手渡します。21 ページに移りま

す。学校での食物アレルギー対応食の受渡しと配膳については各学校で、受け渡

しや配膳方法についてのルール化を図ることが重要です。小学校低学年の例とし

ては、配膳室で配膳員が、配送員から個別ボックスを受け取り、確認書で対応内

容を確認し、個別ボックスを職員室に届けます。配膳員が配置されていない学校

では、配送員が職員室まで届けます。職員室では、教頭先生が学校で作成した「ア

レルギー児童生徒出欠表」で個人名を確認し、確認書にサインします。受け取っ

た個別ボックスは職員室の涼しい場所に保管します。給食時間になりましたら、

保管されたボックスを、配膳員が職員室に取りに行き、教室まで運び、担任に手

渡します。対象者が多い学校では、配膳員のみの作業が難しい為、学校にて担当

者を決めて対応します。個別ボックスの職員室の置き忘れについては、教頭先生

が確認します。教室では、担任が確認書で対応内容を確認し、配膳員から個別ボ

ックスを受け取ります。担任は、児童本人と、個別ボックスの内容を確認し、確

認書にサインと備考のチェックをします。食器に移し替える場合は、本人が、食

べる直前に行います。22 ページに移りまして、小学校の上学年・中学生の場合

は、職員室までの受け渡しは低学年と同じですが、職員室へは、本人が取りに行

く、内容の確認を、担任だけではなく、本人も行うなど、発達段階にあわせた、

対応が考えられます。学校での受け渡しや配膳方法については、それぞれの学校

により状況が異なるので、学校に合わせてルール化を図ることが重要です。また、

担当者が不在の場合の対応や、対象の児童生徒が欠席した場合についても、学校

の事情に合わせてルール化を図っておく必要があります。23 ページとなります

が、喫食後、学校から給食センターへ回収された個別ボックスは、対応食につい

ても、残食状況を確認します。また、容器・個別ボックスは洗浄機で洗浄し、消

毒保管します。食物アレルギー対応食の給食費ですが、学校給食法により食材費

は保護者の負担と定められております。 

そのため、学校給食に関して食物アレルギーへの特別な対応を行った場合は、そ

の食材料費にかかる費用を、食物アレルギーを有する児童生徒の保護者に負担し



ていただくことになりますが、本市では学校給食にかかる食材の一括購入を実施

していることから、それにかかる費用のみを算出することは困難であります。そ

こで、食物アレルギー対応食の給食費については、一般の給食と同額とします。

最後に、給食センターの見学会及び対応食の試食会の開催についてですが、提供

予定児童生徒と、保護者、学校関係者を対象に実施します。実際に対応食を試食

していただき、調理過程や受け渡しなどを確認していただくことで、アレルギー

対応食提供を安心して迎えていただけるよう計画しております。以上でマニュア

ルの説明を終わります。 

 

会 長：ただいまの説明について、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。特にな

ければ、よくできたマニュアルだと思いますので、これを熟読していただければ

と思います。続いて案件（2）「八戸市学校給食条例の一部改正案の概要」につい

て、事務局から説明願います。 

 

事 務 局：それでは、八戸市学校給食条例の一部改正(案)の概要について（2）の資料に基

づいてご説明申し上げます。最初に改正の理由ですが、西地区給食センターの移

転・建替えに伴い、所有の改正をするものです。次に名称・位置に関する第２条

の表について、西地区給食センターの位置を、現在の「長苗代字幕ノ内 10 番地」

から、「北インター工業団地二丁目２番１号」へ変更するものでございます。ま

た、給食実施対象校に関する第３条別表について、今回の新センター移行に際し、

食数、配送効率の観点から、既存センターも含めて、一部見直しを行うものでご

ざいます。なお、本条例の施行期日は、平成 29 年４月１日となっております。

以上で説明を終わります。 

 

会 長：ただいまの説明について、ご意見、ご質問はございませんか。無いようですの

で、続いて案件（3）「西地区給食センター供給開始に係るスケジュール」につい

て、事務局から説明願います。 

 

事 務 局：続いて西地区給食センターの供給開始に係る今後のスケジュールについて（3）

の資料に基づいてご説明申し上げます。まず、１の「給食センター概要」につい

てですが、新センターの住所及び敷地・建物の面積は資料記載のとおりになりま

す。市内 25 の小学校と 13 の中学校の、合わせて約１万食の給食を提供する予定

でございます。また、建築工事費は、本棟建築工事と、電気・空調・給排水衛生・

厨房の各設備工事を合わせて、32 億円余りとなってございます。次に、２の「外

構工事」についてですが、本年度内の施工分を前期工事、来年度施工分を後期工

事と、二期に区分しております。前期工事は、３月末までに敷地内の整地からア



スファルト舗装までを行い、後期工事は、給食が休みとなる７・８月中に、残り

の芝張やフェンス・門扉の設置等を行う予定としております。建設工事と同様、

関係業者様に御協力をいただきながら、４月の供給開始には支障が生じないよう

に、進めていきたいと考えております。最後に、３の「供給開始スケジュール」

についてですが、まず、３月に入って早々に備品の搬入等の準備作業を開始いた

します。23 日には、消毒前に直接調理場をご覧頂く内見会、そして、４月８日

にはオープニングセレモニーを予定しております。各学校への給食提供開始は、

本格的な調理実習を重ねた上で、新学期の授業開始に合わせ、４月 10 日からの

予定でございます。内見会等につきましては、委員の皆さま方に、あらためて御

案内をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。なお、オープニ

ングセレモニーは、試食会も兼ねて行いたいと思っております。縄文土器「いの

るん」をデザインした八戸市オリジナル絵柄の食器等も使っていただき、ご紹介

できると思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で説明を

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。続いて、案件(4)「そ

の他」について、事務局から説明願います。 

 

事 務 局：教育長からもお話しがありましたが、平成 29 年度から実施される内容について

ご報告させていただきます。これまでも審議会にて委員の皆様にお伝えしており

ましたが、いよいよ目前となりましたので、あらためてご報告させていただきま

す。まず全市において米飯の提供方法がアルミ１個炊き方法から、大きな釜で炊

いたご飯をお茶碗によそって食べてもらう方式になります。こちらは縄文館のス

タッフと一緒にデザインしたものですが、目安として低学年は下の縄目の模様ま

で、という感じで盛るときの目安を入れて楽しく食べてもらうような分かりやす

いようにしております。また平成 29 年度中には、全市において仕切り皿を使用

いたします。これにより更においしく食べてもらうことができるようになります。

また学校現場と給食センター、学校教育課を結ぶ給食管理システムについて本格

稼動がはじまり、先日はじめて学校からの食数入力をしていただいたところであ

ります。こちらのシステムについての研修会は昨年の 11 月に開催いたしました

が、全小・中学校より教頭先生や給食主任の先生方にご出席いただきました。そ

して新センターについて、現在、食育コーナーの準備も進めております。子供達

が食材や給食について楽しく学習できるものを企画しております。委員の皆様に

は 4 月 8 日のオープニングセレモニーでご覧いただくことができますので、是非

ご来場くださいませ。以上です。 

 



会 長：ただいまの説明について、ご意見、ご質問はございませんか。 

 

委 員：食器の材質について、食器の裏に書いていなかったのですが。 

 

事 務 局：ＡＢＳ樹脂製です。 

 

会 長：その他、ご質問、ご意見ございますか。 

この件については、これで終わります。その他はございますか。 

 

委 員：学校給食で減塩、いわゆる塩を少なめにするという取り組みがなされているの

か知りたかったのですが、将来血圧が高くなったりがんになったり、塩分が悪さ

をするのは知られているところなので、学校給食ではどういう対応をしているの

かを教えていただきたいと思います。 

 

事 務 局：仰るとおり、学校給食では、児童生徒が望ましい食習慣を養うことを目標にし

ておりまして、食事のバランスに配慮するのはもちろんのこと減塩を意識しての

献立作成や調理に取り組んでおります。給食センターの調理にあたっては、丁寧

にだしをとること、調味料は控えめに使用すること、塩分濃度測定などを行い、

栄養教諭や栄養職員が味付けの確認をしております。また塩分の多い食品は少な

めに、フライなどの食品は醤油やソースをつけないで提供することもあります。

しかしながら、味が薄いと食が進まなくて残食が多くなるという現場の声も栄養

士、栄養教諭の方から聞いており、適度な塩分でおいしく食べられるように心が

けています。減塩メニューについても青森県が取り組んでいるだしの旨味をいか

して無理なくおいしく減塩を推進しようというだし活のレシピの中からも献立

を取り入れております。 

 

委 員：何グラムぐらいですか。 

 

事 務 局：実績としては小学校は 2.8ｇ、中学校は 3.2ｇです。 

 

委 員：減塩してそれなのですか？通常はそれくらいだと思うのですが、減塩をしたと

きの塩分がどれくらいかを知りたいのです。 

 

事 務 局：これが平均でしたので、減塩したときのグラムについてはこちらでまたお調べ

したいと思います。 

 



委 員：例えば何グラムにするというような目標はありますか。もちろん毎日する必要

はないので。食が進まなくなると困るから。月 1 回でも何回でも、塩分を例えば

2ｇに目標にしているということが分かればそれでいいのですが、そこまではし

てないということですか。 

 

事 務 局：数値として、文科省の基準が 2.5ｇですとか 3ｇという基準がございますので、

そちらに近づけるようにということで八戸市としても独自の基準というのは、今

は設けておりませんでした。 

 

委 員：文科省が 2.5ｇから 3ｇということですが、全国的に色々な所でやっているのが

2.0ｇとか 2.3ｇにして取り組んでいるところが多いみたいです。その辺の数字を

目標として持って調理していただいた方がいいのかな。そうすると子供達もこう

いう味にならなければならないという事がはっきりと分かってもらえるのでは、

というところです。 

 

事 務 局：ご意見承りましたので、現場とも話し合っていきたいと思います。ありがとう

ございます。 

 

会 長：その他はございますか。 

 

委 員：体育・教育・食育ということで平成 20 年より以前から学校に食育の時間を設け

るということで進んできたと思いますが、現状はいかがでしょうか。栄養職員、

栄養教諭も配置されている、また給食センターの栄養士さんが出張で学校へ行っ

て勉強会で講義をされるということがあると思います。一応年に１回は必須とい

うことになっているのではないかと思いますが、実施率は何パーセント程度でし

ょうか。半分ぐらいはいっているのでしょうか。 

 

事 務 局：食育の授業数ですが、28 年度はまだ集計しておりません。27 年度の実績ですと、

パーセンテージで把握はしておりませんが、42 校で実施されておりまして 234

時間という実績でございます。やはり食育というところでいわれてから、年々時

間数と取り入れてくださる学校数が増えてきている状況であります。 

 

委 員：小学校が 44～45 校と中学校 24～25 校あるかと思うので、42 校であれば、あと

25 校ぐらいをなんとか完全実施まで進めていただくよう、委員会からも各学校に

やっていないところにやりましょうよ、と勧めていただくと、食育について、委

員も言われました減塩についてのお話も入れていただければ、よりいいのではな



いかと思います。よろしくお願いします。 

 

事 務 局：ご意見ありがとうございます。やはり小学校が 33 校で、中学校が 8 校というこ

とでなかなか中学校のほうが少ないという状況でありますけれども、増えるよう

に委員から言われたことを基にして実施していければと思います。ありがとうご

ざいます。 

 

会 長：他に何かございますか。 

 

委 員：エピペンに関することなのですが、平成 25 年 4 月にアレルギー法案が可決して

26 年から実施しています。教育委員会・各学校におきまして、エピペンの使用、

アレルギーに関する勉強会を教職員ともに行い、エピペンの使い方も技能主事ま

で、学校に出入りする方全員がその時対応ができるよう研修を実施することとし

ていますが、実施状況は把握されておりますか。 

 

事 務 局：実施状況については正確な所は把握しておりませんが、市内小中学校において

食物アレルギー以外のアナフィラキシー、蜂やダニ含めて、一番新しい情報で全

部で 12 名エピペンを使用しているようです。 

 

委 員：学校で練習会、AED 等と一緒にやられていると思うのですが、実施状況がもし

わかるのであれば教えていただければと思います。 

 

事 務 局：正確な数値は把握しておりませんが、校内研修で取り組んでいるとの情報もあ

ります。 

 

委 員：100％やらなければならなく、また教育委員会に報告するような形に法案はなっ

ていたと思いますので、教育委員会の方から今年度やられましたか、来年度はや

られる予定、無いのであればやってくださいねという形で 100％実施されるよう

な形でお願いをしたいと思います。 

 

事 務 局：ありがとうございます。委員会としても８月 31 日に全小中学校の職員対象エピ

ペン等の緊急対応の講習会がございますので、各学校へ周知徹底を図っていきた

いと思っております。 

 

会 長：他に何かご意見・ご質問はございますか。無いようですので、これで審議会を

終わりたいと思います。長い間、皆様お疲れ様でした。 


