
平成 28年度 第１回八戸市学校給食審議会議事録 

 

＜開催日時＞  平成 28年 7月 26日（火） 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 委嘱状交付 

３ 教育長挨拶 

４ 組織会 

  ⑴ 会長選任 

   ⑵ 会長挨拶 

５ 案件⑴ 八戸市立学校給食センター調理等業務委託業者について 

⑵ その他 

６ 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、飯田委員、 

山田委員、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、 

学校給食グループ員３名 

＜傍 聴 人＞ なし 

＜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。只今

から、平成 28年度第 1回八戸市学校給食審議会を開会いたします。 

なお、恵茂田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。 

それでは、はじめに、この度の異動により、新しく委員になられた方々へ

委嘱状の交付を行います。教育長が委嘱状を持って、皆様の所へまいります

ので、その場で御起立の上、お受け取りください。 

 

（委嘱状交付） 

 



●進 行： 次に、教育長より御挨拶を申し上げます。 

 

●教 育 長： 平成 28 年度の第 1 回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、御出席を賜りまして、心より感謝申し上

げます。また、只今委嘱状をお渡し申し上げました、長嶺様、安田様、山田

様の御三方におかれましては、この度、委員をお引き受けいただきましたこ

と、厚く御礼申し上げます。 

今朝 7 時に、遠野・南部藩ゆかりの都市の交流事業、小学校 6 年生の子ど

もたち 41 名が元気に出発いたしました。明日、私も追って遠野市へ出発いた

します。 

朝、テレビのスイッチを入れましたら、先ほど昼のニュースにもトップに

出ておりました。平成になって悲しい事案で最大の事件だそうです。障がい

者施設で 19 名が亡くなられて、まだ予断を許さないところであります。 

最近アメリカや日本でもつい先日ダウンロードができるようになったポケ

モンＧＯですが、生徒指導の担当から聞きましたら、三八城公園にも随分若

い方が集まっていると話題で、庁舎内のこの中にもいると、教育長室にもい

るそうです。 

先般御承知のように、連合ＰＴＡと協力してスマホ・ネットトラブルとい

うリーフレットを出して、間もなくまた改訂版を出そうという矢先でありま

すが、教育長として本音を言いますと、追いつかないなと。安全・安心を第

一に考えて職務に汗を流しておりますが、ポケモンＧＯが良いか悪いかは別

にして、テレビのアナウンスを聞きますと、今まで家に引きこもっていた子

どもたちが外に出るようになったという論評もありますし、不登校の子も元

気になったりと良い面もあります。ただそれ以上に、何かしらまた生徒指導

面、子どもや青年の安全・安心という危惧される点も多々ありまして、そう

いうことに随分振り回されている。その結果また今回のように、平成最大の

悲しい事案に発展していくと。我々大人が軸足がぶれないように、社会全体

について考えていかなければならないと思います。 

朝子どもたちを見送って明るい気分と、昼のニュース、それも特に体の弱

い、障がいのある子どもたちがあのような事案に遭遇したということを考え

ますと、なんとも大変複雑な思いであります。 

脱線してしまいましたけれども、皆様も御承知のとおり、近年の社会環境

や生活様式の急激な発展は、私たちに恩恵をもたらしている一方で、子ども

たちに様々な影響を及ぼしているのは疑いのない事実であります。私たちに

も、この審議会にも関わります食につきまして、日本古来の食文化が崩壊し

つつあるとの指摘があります。 



子どもたちの食生活に目を向けてみますと、確かに核家族化、あるいは夫

婦共働きの進展に伴い、たった一人で夕食をとる、孤食と呼ばれる状況が生

じており、現代の社会現象のひとつとして取り沙汰されているところであり

ます。 

こうしたことから、学校給食が果たす役割は、これまで以上に重要になっ

てきていると考えております。教育委員会でも、学校給食を通じて食文化に

対する意識啓発を行うことはもとより、子どもたちの心身の健全な育成につ

ながる、安全・安心で、質の高い学校給食を目指し、様々な事業に取り組ん

でいるところでありますし、これまでも取り組んで参りました。 

特に、御案内のように、平成 29 年度は当市の学校給食の在り方をさらに充

実させる転換期として捉え、新西地区給食センターからの 1万食の給食供給、

また、アレルギー対応食の供給、米飯クラス炊きの導入、仕切り皿の導入な

ど、これまでにない方法・方式を取り入れる予定で準備を進めております。 

また、各給食センターからの給食提供にあたりましても、民間業者が持つ、

専門性の高い衛生管理技術を、調理・配膳・配送業務の一連の業務で活用し

ていく方法へ転換するとともに、各給食センターと学校及び市教育委員会を

つなぐネットワーク機能とアレルギー対応食の管理機能を備えた給食管理シ

ステムの導入準備も進めているところであります。 

委員の皆様方には、当市の学校給食の一層の充実に向けて、外部有識者と

いうお立場で、引き続き、忌憚のない御助言を賜りますようお願い申し上げ

ます。少し話が長くなりましたけれども、お許しを願いたいと思います。今

日は新センターの見学ということも予定しているようであります。どうぞお

願いいたします。 

 

●進 行： ありがとうございました。次に事務局職員を紹介いたします。 

 

（事務職員紹介） 

 

●進 行： 以上で、事務局職員の紹介を終わります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。続きまして、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、また暑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、教育長さんからポケモンＧＯのお話がありましたが、全く

その通りだと、安全に、事故のないようにやっていかなければいけないと思

います。夏休みに入りまして、毎朝、家の前を小学生がラジオ体操のために

元気に歩いておりまして、すごく良いことだなと思っております。 



さて、本日の案件は八戸市立学校給食センター調理等業務委託業者につい

てですが、去る 6 月 22 日に行なわれましたプロポーザル審査会の結果をご説

明いただくことになっております。 

また、本日は、この会議の終了後に、現在、北インター工業団地内に建設

中であります、新西地区給食センターの進捗状況を、直接、皆様にご覧いた

だく機会を持っていただいていると聞いております。委員の皆さまにおかれ

ましては、本日も、どうかよろしくお願いいたします。 

 

●進 行： ありがとうございました。 

本日は一般の傍聴希望者がおりませんが、今回の審議会も公開となってお

ります。議長は審議会規則により会長と定められておりますので、会長、会

議の進行をよろしくお願いいたします。 

 

●会 長： はい。まず議事録署名者 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。 

 

●委 員： 異議なし。 

 

●会 長： 議事録署名者を於本委員と荒内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： 異議なし。 

 

●会 長： それでは於本委員と荒内委員にお願いいたします。それでは案件 1、八戸市

立学校給食センター調理等業務委託業者について、事務局から説明をお願い

します。 

 

●事 務 局： それでは、説明をさせていただく前に、資料の確認をさせていただきます。

事前に送付させていただきました資料を皆様お持ちでしょうか。もしお持ち

でない方がいらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。無いようですの

で、早速、八戸市立学校給食センター調理等業務委託業者について、ご報告

申し上げます。 

まず、委託契約事業者は、グリーンハウス株式会社に決定いたしました。

本社所在地は、東京都にございます。本委託業務実施期間は、平成 29 年 4 月

1 日から平成 34 年 3 月 31 日までの 5 年間となっております。北地区給食セ

ンターの調理業務は平成 31年 4月から委託いたします。委託業務内容ですが、



調理業務と洗浄等それに伴う業務、給食運搬・給食配膳業務です。なお、調

理等業務委託後も、献立作成や、地元業者からの食材購入、児童生徒への給

食指導等はこれまでどおり、給食実施者である市が、責任を持って行います。

契約上限額は、5 年間の総額で、27 億 7,167 万 2 千円となっております。 

次に、これまでの経過についてご説明申し上げます。業者選定は、公募型

プロポーザル方式にて行いました。まず、4 月 1 日から八戸市のホームページ

において委託業者の募集を行いました。続いて、4 月 4 日に、調理場と学校配

膳室の現場見学会を開催し、グリーンハウス株式会社を含む 6 社が参加いた

しました。その後、4 月 25 日から 5 月 9 日までに、グリーンハウス株式会社

を含む 4 社から参加表明書を提出いただきました。参加表明書を審査した結

果、全事業者が資格要件を満たしていたため、5 月 23 日から 5 月 31 日の期

間内で提案書の提出を依頼しましたところ、参加表明書を提出した 4 社すべ

てから提案書を提出していただきました。また、6 月 17 日には採点員説明会

を開催し、委託業者募集の際の募集要項、業者選定の際の選定基準等の説明

を行いました。そして、6 月 22 日に選考会を開催し、4 社の提案書並びにプ

レゼンテーションの内容を審査した結果、優先交渉権者はグリーンハウス株

式会社に決定いたしました。今後は、グリーンハウス株式会社と委託契約を

締結する予定となっております。 

最後に、（1）調理員・配膳員の処遇についてですが、正規調理員について

は、全て北地区給食センターへ集中させ、平成 29、30 年度は調理業務を継続

します。委託業者が、従業員を採用する際には、パート調理員や配膳員につ

いては、現在、勤務している従業員を継続雇用し、かつ八戸市民の雇用を最

優先する予定であると伺っております。また、（2）準備作業についてですが、

契約締結後から平成 29 年 3 月 31 日までは、マニュアルの作成や、調理・配

送・配膳業務の研修、新西地区給食センターの立上げ準備、アレルギー対応

への準備等を進める予定でございます。まずは、学校現場において、配膳業

務が円滑に新体制へ移行できるよう、夏休み期間中から、各学校への視察を

行う予定であります。平成 29 年度に向け、児童・生徒の皆さんに安心・安全

に給食提供を開始できるよう、万全を尽くし準備を進めてまいります。以上

で説明を終わります。 

 

●会 長： 只今の事務局からの説明に対して、御意見、御質問はございませんでしょ

うか。 

 

●委  員： 具体的に、対象はどちらのセンターになるのでしょうか。 

 



●事 務 局： 東・北・西センターの調理業務委託と、今現在は各学校のほうで推薦いた

だいた方を、市で臨時雇用しております配膳業務と、今現在も委託しており

ます配送業務を含め、全て一括で委託するものです。 

 

●委 員： 三八五流通㈱さんが今給食を運んでいますが、それも㈱グリーンハウスさ

んが、契約するかはまだわからないですけども、全面的にやってくれるとい

うことですか。 

 

●事 務 局： そうですね。㈱グリーンハウスさんの提案が通りましたので。ただ、配送

については、再委託ということも認めておりますので、地元活用ということ

で今最終調整を行なっていると聞いております。 

 

●委 員： 現状のセンターは、建物自体の老朽化も進んでいるのですが、やはり配送

につきましても、配送車の中の衛生状態が季節によって変わるということや、

車自体の荷台が傷んできますと、外気が中に入ってくるといった衛生的な問

題があります。中の消毒状態の確認もされておりますが、今後もまた必要か

と思います。市教委が直にやっている場合は話が早いのですけども、委託さ

れているとどうだったかなと思いました。 

 

●事 務 局： 委員からお話があった件について補足しますと、今回応募があった 4 社は、

給食業務について全国的に大手の業者でございます。実績を見ますと、学校

給食のみならず、病院の給食ですとか、あるいはレストラン経営という食の

全般にかかって業務を行っているような業者であります。我々もプロポーザ

ルの時にプレゼンを受けましたが、いわゆる衛生管理といった点は、全国展

開をしているという点でも申し分ない業者でございました。その中でも今回

㈱グリーンハウスが選定されたということは、当市で抱えている課題を踏ま

えてそれを解決するために具体的な方法の提案があったことが、各採点員の

評価が高かった部分です。それが配送分野であったり、今回一括業務委託の

中に加えました配膳業務、こういったところも大変研究されて、それを解決

するために具体的な提案をいただきました。よって、今委員から御心配があ

ったような部分も、プロポーザルの中では触れられておりましたので、我々

としては今後もそういったところをしっかり見守りながら、また場合によっ

ては学校薬剤師の先生方にも、お力添えをいただいていきたいと考えており

ました。よろしくお願いいたします。 

 

●事 務 局： 先ほどの配送車の状況について、打合せの中で業者から聞いたお話があり



ましたので補足いたしますと、やはり調理・配膳・配送の一連の業務を責任

持って衛生管理するという計画でいらっしゃいますので、今現在請け負って

いるところもそうされているようなのですが、配送車の中も定期的に、害虫

等無いように消毒作業をするということで、万全を期すというお話でした。 

 

●会 長： ありがとうございます。他に質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

●委 員： 北地区給食センターだけが平成 31 年度からとなっているこの理由はなんで

しょうか。 

 

●事 務 局： 今現在市が直営しているセンターが西センターと北センターがありまして、

直営というのは市の職員が調理業務を行なっています。ただし今行なってい

ただいている調理員さん方が、もう間もなく定年退職を迎えるということで、

この平成 31 年度は残った方が 8 人程度になってしまいます。その 8 人以外は

ほとんどパートの職員になってしまいますので、この状況から、給食センタ

ーの調理業務は市が直営でやらずに全て民間委託をするという方向で考えて

いるところでした。よって、先ほど言った 8 人という人数に限られるのが平

成 31 年が目処になるということで、ここまでは直営でやらせていただくとい

うことで提案しております。 

 

●会 長： その他、ご質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

●委 員： 新しいセンターではアレルギー対応をしていくということでしたが、来年

の 2 学期中の開始ということで、おおよそどの程度を見込んでいるのでしょ

うか。またニーズをどう捉えて対応するのか教えていただきたいです。 

 

●事 務 局： 現在、アレルギー対応マニュアルの検討段階に入っておりまして、実は今

日も、検討会を行っている最中でした。一番大事なことは、今、委員さんか

らお話があったように、何品目まで対応できるのか、ということであります。

弘前市や青森市という先行して実施している自治体の対応品目も参考にしな

がら検討しておりますが、やはり忘れてはならないことは、子どもたちの命

を最優先するということで、最初からあまり対応品目を増やすということも

なかなか厳しいと。かといってあまり絞りすぎては、保護者にとっても何の

ためのアレルギー対応食なのかと。そういったこともありますので、これに

ついては慎重に、対応品目を検討しているところでございます。年内にはあ

る程度の対応品目は絞れるかなというスケジュールの見込みでございます。 



 

●委 員： もう一つ確認です。この新しい給食センターは市内の半分位の給食を賄う

わけですが、アレルギー対応に関しては全市内ということでよかったでしょ

うか。 

 

●事 務 局： はい。アレルギー対応については全市内をカバーするということになりま

す。 

 

●会 長： その他にご質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

●委 員： 業者の選定について、4 つの業者が参加したとのことでしたが、配送・配膳

のところが㈱グリーンハウスが優れていたのか、その辺は同じだが金額的な

部分で勝っていたのか、お話できる範囲で伺いたいです。 

 

●事 務 局： もちろん、経費的な部分も採点項目の一つとしては加えてあります。ただ

それ以上に、先ほど教育長の挨拶にもありましたとおり、安心・安全で質の

高い給食の提供ということを大前提に選定いたしました。よって、調理業務

のみならず、配送・配膳まで、この一連した業務で優れていた業者というこ

とで㈱グリーンハウスが選定されたということになります。 

 

●会 長： ありがとうございます。他にございますか。無いようでしたらその他にな

りますが事務局からありますか。 

 

●事 務 局： 先ほどお話になりましたアレルギー対応マニュアルについてなのですが、

次長がお答えしましたとおり、28 年中を目処に案を作成しまして、次回 2 月

の給食審議会にて皆様にお諮りしたいと考えております。 

 

●会 長： その他ございますか。 

 

●委 員： 今日の案件とは直接関わらないかもしれないのですが、現場の声として一

つ今後御検討いただきたいのが、お盆の管理でございます。現在お盆は各学

校で準備をして、管理も各学校で行なっておりますが、八戸市以外ではこの

ような状況を私は見たことがないので、そのあたり、どうしてこのような形

になっているのか、センターの方で一括で回収するということも考えていた

だきたいと、現場の先生方からの声がありますので、今後打ち合わせていた

だければと思っております。 



●事 務 局： お盆の管理については、実は我々が給食の在り方を検討する中でも大変話

題になったことの一つでありました。最初の話を申し上げますと、「お盆でな

ければならないのか。」というところから議論されました。子どもたちが配膳

するときに、確かにお盆があれば便利です。ただ、それが一人ひとりのお盆

でなければならないのかと。具体的な言い方をしますと、ランチョンマット

でも良いのではないかと。実際にそうして取り組んでいる自治体もございま

す。そこから始まって、お盆にした場合、今学校が管理しているお盆を給食

センターで管理できるのかと。その場合にやはり大きな問題になりますのは

保管場所でございます。皆様もですね、新しいセンターができたらどうぞご

見学いただければと思うのですが、食器籠、食器類、全て使わない時には消

毒用の保管庫の中に全部収納しております。要するにお盆を収納する場所、

施設がないと。これがまず一つ。 

それからお盆を洗う機能を備えた設備がないと。これを新たにセンターに

加えたとなると、例えば新しいセンターの施設はもっと拡大しなければなら

ない。もちろん経費もそれに見合った分の経費を計上しなければならない。

更には既存の東センター、北センターはもちろんそういう機能はありません

ので、新たにとなるとスペース的な問題も出てくる。そういう様々なことが

ありまして、お盆についてはこれまでどおり各学校で対応していただきたい。 

そしてこれは 2 年前からの御説明になりますけども、実は来年度から食器

等が少し大きくなります。それに合わせて、段階的にお盆を各学校に配分し

ているお金で準備してくださいとお願いしているところなのですが、この点

についてはですね、またこれからも引き続き、校長先生を始め、各学校には

御理解いただかなければならないなと考えておりました。なんとか、ここの

部分は学校さんのほうも、御協力いただければと思っております。苦しいと

ころではございましたけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●会 長： その他ございますか。 

 

●委 員： お盆の衛生管理というのは十分なのでしょうか。 

 

●事 務 局： 衛生管理も、委員からご指摘のあったとおり、どうなのかな、というとこ

ろはあります。ただ、食育の観点から、お盆は今、子どもたちが一生懸命、

給食が終わった後に洗っております。そして天気の良い時に干して乾かして

いる、という状況です。では衛生管理はどうなのかと問われれば、いかがで

しょうか。 

 



●委 員： 一週間に 1 回は 200ppm の塩素消毒で、浸けて出して水洗いして干す、と

いう感じですので、洗った後はすごく衛生上良いですね。その後は次に使う

まで外気と触れないところで乾燥させておくというのが本来の形ですね。現

状は各教室にこう、プラスマイナスで積んでいる形なので、上からの落下細

菌はまた別の話ですけども、まあお盆ですからね。食器ではないので、わざ

わざお盆にこぼれたものを吸われる等でなければ、衛生的には良いと考えて

います。次回、なかなか教室の中のお盆の拭き取り検査というのをやってい

ないのですが、一度実施して、給食会のほうに報告書を出したいと思います。 

 

●事 務 局： これについては、薬剤師会さんとも少し連携して、学校とも共通理解を図

って進めていきたいと考えています。よろしくどうぞお願いいたします。 

 

●会 長： その他ございませんでしょうか。なければ、これをもちまして審議を終了

いたします。どうも御苦労様でした。 

 

●進 行： 委員の皆様には、御多忙中、御出席くださいましてありがとうございまし

た。この後は、新給食センター建設現場の見学会となっております。参加さ

れる方につきましては、本館入り口にバスを用意しておりますので、荷物を

持って玄関までおいでください。参加される皆様が全員揃い次第、出発させ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 


