
議 事 録 
会議名 平成 29年度第２回八戸市学校給食審議会 

日 時 
平成３０年２月２０日（火） 

13：00～ 

次第 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 教育長挨拶 

４ 会長挨拶 

５ 案件(1) 学校給食の事業報告と今後の予定について 

(2) 八戸市学校給食基本計画について 

(3) その他 

６ 閉会 

場 所 
八戸市庁本館３階 

議会第一委員会室 

出席者 

【委 員】 

後藤委員、高橋委員、石橋委員、小池委員、長嶺委員、馬場委員、安田委員、一条委員、

丸山委員、竹花委員、榎本委員、小澤委員、藤村委員、有馬委員 

【事務局】  

伊藤教育長、吉田教育部長、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 4名 

【傍聴人】 

なし 
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進行：開始時間が５分遅れましたが、只今から給食審議会を始めさせていただきます。 

本日は、ご多用の中、ご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 29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、委員全 17 名のうち 14 名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御報告申

し上げます。 

それでは始めに、まず、このたびの平成 29年９月１日より、新しく委員になられた

小沢委員へ委嘱状交付を行います。教育長が委嘱状を持って参りますので、その場で

お受け取りください。 

（委嘱状交付） 

 

進行：ありがとうございます。 

   それでは、教育長より、ご挨拶申し上げます。 

 

教育長：皆さんこんにちは。大変寒い中、また駐車場等が大変混雑している中ご出席を

いただきまして誠にありがとうございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当地に春を告げるえんぶりも本日が最終日となっております。連日熱戦が繰り広

げられている平昌オリンピック開会式は、やや政治色が強い大会だと思ってみてお

りましたが、始まりましたら、これまでのオリンピック以上にいずれの競技からも

感動と勇気をいただく素晴らしい大会になっていると感じております。 

ご承知のように、本市のスケートリンクの全容が見えてきたという記事が載って

おりました。来年の秋には、八戸市にもおそらく国内屈指のスケートリンクができ

ますので、当市でもアスリートが活躍する場を見る機会が来るだろうと大変期待し

ております。 

委員の皆様方には、お忙しい中、審議会にご出席いただきましてありがとうござ

います。日頃より本市の学校給食に対して、深い御理解・御協力をいただいており

ますことに改めて感謝を申し上げます。 

さて、近年の社会環境や生活様式の急激な変化は、子どもたちにも様々な影響を

及ぼし、とりわけ「食習慣の乱れ」あるいは「偏った食事」等の食に関する問題が

今日的な課題として取り沙汰されております。このような状況にある中、本市では、

児童生徒の食に関する指導の充実を図るため、平成 23年６月に『八戸市学校給食基

本計画』を策定し、各種施策に取り組んでいるところでございます。 

ご承知のように、本計画には、「八戸市学校給食の基本理念」はもとより、「施設

管理に伴う効率的な運営方法」、さらには老朽化が進む西地区給食センターと南郷地

区給食センターの統合による建替えなど、施設設備に関する具体的な方向性も示さ

れております。今年度４月に供用開始した西地区給食センターについても、本計画

に基づいて整備された施設であり、「最新の衛生管理基準に基づく調理室」あるいは

「食物アレルギー対応食専用の調理設備」、「子どもたちが体験できる食育コーナー」

等を備えた施設となっております。 

教育委員会では、西地区給食センターの完成を契機に本計画を再考し、老朽化が

進む北・東地区給食センターの今後の方針について盛り込む方向で検討を重ねてい

るところであります。 

 後ほど、事務局より 10月から開始した「アレルギー対応食の提供状況」や「各給

食センターの給食実施状況」等、市内の現状を報告いたしますので、委員の皆様か

ら忌憚のないご意見等をいただければと考えております。 

 どうぞ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。 

続いて、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会長：皆さんこんにちは。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。 

さて、１月の初め頃から増え始めていたインフルエンザですが、1 月末から２月初

旬がピークで、休日診療所も一日 300 人近くが来て大変でした。ようやくピークを

過ぎ減少してきていますが、まだＡ型、Ｂ型両方流行しておりますので、皆様方に

は、健康には御留意して罹らないようにしていただきたいと思います。 

さて、今回、案件として上げられていますのは、（１）「学校給食の事業報告と

今後の予定」について、（２）「八戸市学校給食基本計画」について、（３）「そ

の他」です。皆さまからの活発なご意見を期待しております。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。 

只今から、会議に入ります。 

本審議会は公開の会議ですので、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ことを予めご了承ください。 

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。 

 

（「異議なし。」の声） 

 

それでは、長嶺委員と竹花委員に署名をお願いします。 

  

会長：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(1)「学校給食の事業報告と今後の予定について」、事務局から説明を

お願いします。 

 

事務局：それでは、案件１「学校給食の事業報告と今後の予定について」お手元の資料

に基づいてご報告申し上げます 

まず、１．新規事業実施報告についてです。こちらには平成 29年度に開始を

した事業についてまとめております。 

①西地区給食センターの供用開始です。オープニングセレモニーの開催後、

新学期４月 10日より給食提供を開始しました。供給校の再編成を行い、現在、

市内小中学校 38校に約 1万食を提供しております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②米飯食缶方式の開始です。従来の使い捨てアルミ 1 個炊き方式から変更い

たしました。子どもたちからはおいしくなったと好評を得ています。また市内

の業者が炊飯事業に新規に参入し、青森県学校給食会を通じて市内の約半分を

供給しております。 

③合掌土偶・縄文柄をモチーフとした新食器の使用開始です。こちらも献立

検討委員などを通じ、現場からのうれしい声を聞いております。 

④アレルギー対応食提供開始です。こちらは２学期 10月より開始して、現在

小学校８校 12名、中学校１校１名に対し提供しております。家庭・学校・セン

ター・教育委員会が一体となり、安全に日々の提供を行っています。 

続いて２．主食提供内容の変更についてです。製パン業者の事業停止により、

主食であるパンの購入が困難な状況となり、本来は週 1 回であるパンの日を 11

月分から全市において隔週としておりました。その後、調整を続けてまいりま

したが、現時点においても、提供元の調整が極めて厳しい状況であることから、

平成 30年度４月以降についても、隔週での供給を継続することといたしました。

なお、学校・保護者への周知については、「献立のお知らせ」にて周知する予

定です。 

変更後の提供日などについては、記載の表のとおりです。 

３．今後の予定についてです。西地区給食センターは、平成 23年度に策定し

た「八戸市学校給食基本計画」をもとに建設を進めてまいりました。平成 30年

度は、「八戸市学校給食基本計画」に、老朽化が著しい北・東地区給食センタ

ーの今後の方針についても、具体的に盛り込む必要があることから、更新版の

作成に着手していく予定です。こちらについては、案件２として、詳しくご説

明いたします。案件１についてはこれ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。ないようですので、 

続いて、案件（２）「八戸市学校給食基本計画」について、事務局からお願い

します。 

 

事務局：案件２「八戸市学校給食基本計画」について」ご説明いたします。お手元の資

料「八戸市学校給食基本計画」をご覧ください。 

当市では平成 23年６月に「学校給食基本計画」を策定しました。本計画は、学

校給食が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、今後の学校給食の基本的な方針、さらには老朽化が進む西地区給食センター

の廃止および効率的な運営方法などについて具体的な方向性を示したものです。 

次に本計画の進捗状況についてですが、平成 25年に設計を行ない、交付金の採

択遅延の関係で、当初の計画より１年遅れましたが、平成 27年より建設工事に着

手し、何とか平成 29年４月に最新の衛生管理基準に準拠した新西地区給食センタ

ーの供用開始に漕ぎつけることができました。 



そして当市の学校給食をより一層充実させるため、このタイミングに合わせて

アレルギー対応食の提供開始、米飯の供給方法をアルミ 1 個炊きからお茶碗に盛

り付ける方式へ変更、二種類のおかずの味が混ざり合わないようにする仕切り皿

の導入、さらに食器については、色合いなど、食育的観点と合わせて文化的観点

として、八戸市が誇る縄文文化を児童生徒へ伝える一助になるよう、合掌土偶を

モデルにしたキャラクター「いのるん」や縄文柄をモチーフにした絵柄の食器を

考案・導入しました。 

続いて、計画の見直しについてですが、「基本計画」の 13 ページをお開きく

ださい。「４-１.新学校給食センターの整備方針」の文中で、「西地区給食セン

ターの建替えに係る基本方針についてまとめ、それ以外の施設については、今後

その方針をまとめていく必要がある」と書かれているとおり、現在の計画には、

北･東地区給食センターに関する方針は定められておりません。この２つのセンタ

ーは、北地区給食センターが昭和 54年、東地区給食センターが平成２年の供用開

始と、どちらも老朽化が著しい状況にあるため、今後も安全安心でおいしい学校

給食を提供していくために、早急に方針を検討する必要が出てまいりました。 

計画の変更予定箇所については、お手元の資料、「基本計画」の目次をご覧く

ださい。食がもたらす効果や食育について記載されている２ページ「１．学校給

食の理念」、そして３～７ページにわたる「２.学校給食の基本方針について」、

は今後もその方針に習って進めてまいります。 

次に、８～１２ページまでの「３.学校給食センターの現状及び課題」につい

ては、市内３センターの概況や施設整備の状況、そして食器や衛生管理、運営方

式については、最新の情報に更新します。こちらには平成 29年度からの新事業（ア

レルギー対応、米飯供給方法変更、新食器導入等）も盛り込む予定です。 

13～21 ページの「４．新学校給食センターの整備」については、まず平成 30

年度以降の児童生徒数の見通しを立て、それを基にセンターの新設方法やセンタ

ー数、センターの規模、建設用用地の条件、そして施設の機能等を検討します。

このような内容をベースとして、北地区・東地区給食センターの整備方針につい

てまとめてまいります。 

22ページ以降の「５．新学校給食センターの運営方式」については、記載のあ

るとおり、民間委託の方向で進んでおり、現在、北地区給食センターの調理を除

く全センターの調理、配送、配膳が包括的に民間委託となっております。 

なお、平成 31年度には北地区給食センターの調理業務も民間委託となります。

このようなことからも民間活力の導入を含めた運営方法を検討してまいります。 

「基本計画」の 23 ページをご覧ください。給食センターを整備する主な手法

は次のとおりです。 

（１）従来方式は、施設の設計、建設、維持管理、運営の各業務を市が個別に

発注するものです。西地区給食センターは、この手法で建て替えました。 

（２）ＤＢＯ方式は施設の設計、建設、維持管理、運営の各業務を一括して発



注するものです。資金調達は、従来方式と同様に公共で行います。 

（３）ＰＦＩ方式は施設の設計、建設、維持管理、運営の各業務を一括して発

注するものです。資金調達は民間で行います。 

どの手法を選択しても計画から供用開始まで５年から５年６ヶ月の期間を要

します。 

なお、ＰＦＩでの所用期間について、本計画が策定された平成 23 年度当時よ

りも、他都市において実績が増えたことなどから、現在は短縮されております。

学校給食センターのように、民間事業者が主体となって運営を行うことが可能な

施設については、ＤＢＯやＰＦＩ方式により、より専門性の高い安全で効率的な

運営に配慮した施設整備が図られることで大きな効果が期待できます。 

近年、これらの方式を用いている自治体が増えているところです。平成 30 年

度はこれらの手法を検討したうえで基本計画を見直し、更新版の作成を進めてま

いります。これで案件２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。 

 

委員：今後の話ですが、現場は、実は本当に老朽化が進んでおります。北地区給食セン

ターについては、部屋、シャッターが壊れていたり、冷蔵庫が作動しないというこ

ともあります。予算の関係もあると思われますが、優先順位をつけて早急に着手に

なるように進めていただきたい、と切に要望いたします。 

 

事務局：現行の基本計画では、将来的には、八戸市の給食を担う施設は、現在の新西の

センターともう 1つのセンター、２つのセンターから供給するという方向性が示さ

れています。よって、次にできる施設は、北と東の両方の施設をカバーする施設と

いうことで、基本計画に盛り込もうと考えております。ただ、センター建設に伴っ

ては膨大な経費がかかります。現在の新西地区給食センターは、用地買収から施設

建設までの総事業費が 35 億円となっており、また国からの補助金がわずかという

現状もありますので、財政的な面の課題もあると思っております。ただ、現状は老

朽化が著しく、安心安全ということを考えればできるだけ早いうちに着手していき

たいと考えております。今般の基本計画を見直して、スケジュール等も急ぎ盛り込

んでいきたいと考えております。以上です。 

 

会長：その他、ご質問、ご意見ございませんか。 

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：現在進めている業務についての報告ですが、新センターの視察・見学に来てい

ただいた方に対してお見せする西地区給食センターの紹介ＤＶＤを作成中です。

こちらには、小学２年生の子どもたちも出演するということで、先日学校でのロ



ケも無事終了しました。専門業者に製作を依頼していますので面白い趣向になっ

ていると思います。出来上がりましたら皆様にも是非お披露目したいと思ってお

ります。 

また、八戸市出身の竹本真紀さんというイラストレーターの方、みろく横町に

ある「よっぱらいほやじ」というキャラクターを作られている方に給食センター

の妖精という設定でキャラクターを作っていただきました。そのキャラクターと

子どもたちを合成した形で給食センターを探検しながらクイズ形式で説明してい

くという内容になる予定です。以上でご報告を終わります。 

 

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。 

 

委員：新しい給食センターができて、見学コースなどがあり、また研修室のような大き

な部屋もありますが、これまでに、およそどのくらいの小学校、中学校の児童生徒

が見学したでしょうか。 

 

事務局：４月にオープンしてから２月末迄で、ちょうど 30団体見学に来られています。

その中で小・中学校は４校です。 

 

委員：中央卸売市場には、市内の半分ぐらいの小中学校、人数にして 2,000 人位の見学

者を受け入れております。食育という観点からの話ですが、中央卸売市場ができて、

野菜や果物の流通を勉強していっています。中央卸売市場見学後は市内の別な施設

の見学して行くようですが、これからは、給食センターにも足を延ばしていただけ

ればいいなと思っております。青果物のほとんどが、中央卸売市場を経由して給食

センターに届いているはずですから、その辺を踏まえて、新しい年度から、児童生

徒のみなさんに見学していただけるように働きかけをしていただき、そこで、先ほ

どお話が出たＤＶＤも見せていただいた上で給食センターの見学をしていただく、

もし時間がうまく合えば、出来上がった給食を食べていただく、という様なことを

やっていただければいいと思います。 

   大規模な給食センターができて、メリットもたくさんあると思いますが、隠れた

デメリットもあるはずです。作っている現場のみなさんの働きぶりが見えないの

で、食育というところから考えますと手薄になるのかなという懸念はありますか

ら、いくらかでもそのデメリットを補うやり方として、見学の充実を考えていただ

ければと思います。以上です。 

 

事務局：ありがとうございます。 

 

委員：食育法が法律で定められてスタートして、栄養教諭の配置はまだ非常に少ないと

思うのですが、栄養教諭に頼らなければ食育も進みません。教育という部分での体



育、また食育という形ですので、八戸市においても、栄養職員の採用を進めていた

だき、新しい給食センターを活用した食育を推進していただきたいと思います。 

 

会長：その他、ご意見等ございませんか。 

 

委員：先日、新井田小学校にお邪魔して、給食実践発表会というすばらしい行事を見せ

ていただきました。その時に思いましたが、どのくらいの保護者の皆さんが、学校

のがんばりや、給食センターのがんばりを知っているのか、保護者がもう少し関心

を示すべきではないか、と感じて帰ってきました。 

   今、見学の人数、団体の数を聞きまして、それで満足していらっしゃるのですか、

ということを聞きたいです。私はそれでは絶対足りないと思います。ＰＴＡの研修

旅行などでどんどん保護者の皆さんを受け入れて、市でどれだけがんばっているか

ということを伝え、そして、保護者の皆さんも食育に関してもう少し努力してくだ

さいという親への教育も必要なのではないかと感じました。 

 

事務局：今、西地区給食センターでの研修や見学のプログラムも出来つつあります。そ

のなかで、先ほど３０団体と話がありましたが、学校の見学が少ないと思われたか

と思います。あとの２０数団体はほとんどがＰＴＡの方々、あるいは各町村の議員

さんの方々もいますが、大半がＰＴＡの方々に給食センターへ足を運んでいただい

て、大変ありがたいと思っています。 

ただ、全体から見ればほんの一部ということで、今後、保護者の方々にもどんど

ん足を運んでいただき、給食を調理している現場を見ていただくと同時に、そこで

試食もできるようにしてありますので、是非とも保護者の方々にも給食を味わって

いただきたいと考えております。昨年の４月から供用開始したばかりですので、今

後、子供たちの見学や、保護者へのＰＲもどんどん進めて、今、委員からお話にあ

ったようなことをこれから導入していきたいと考えております。 

 

事務局：供用開始したばかりで、まず、新しい施設を安全に動かし、給食を安全に提供

するということに本年度は重きを置いていました。よって、本年度は、委員ご指

摘のとおり、実は本格的にＰＲしていなかったところもありました。来年度から

は本格的にホームページなどに施設概要を掲載したり、学校やＰＴＡにも働きか

けをする等、ＰＲ進めていくよう考えてまいります。 

 

会長：よろしいでしょうか。その他何かありますか。 

 

委員：給食センターから出た廃棄物の処理の件ですが、現状、調理の残渣、残食はどの

ようになっていますか。 

 



事務局：今出ているセンターからの残渣は、堆肥化をしています。その堆肥化したもの

を、学校菜園などに役立てていただく。そして、将来的な展望ですが、子どもた

ちが育てたものが、また少しでも給食に反映されていく環境リサイクルができれ

ば良いと考えているところです。 

    まずは各センターから出ている残渣については、全て堆肥化しているというの

が現状です。 

 

委員：量的には平均的にどれくらいの量が出るものですか。現状、処理業者さんは一箇

所だと思いますが、処理能力的には大丈夫ですか。 

 

事務局：十分処理可能と聞いています。 

 

事務局：西地区給食センターでは、残渣の水分を脱水する設備もあり、残渣量を減量す

る努力もしておりますので、今のところ処理能力的には問題ないと聞いています。 

 

委員：その辺を心配しておりました。 

 

会長：その他何かありますか。 

なければこれをもちまして、審議会を終わりたいと思います。 

皆さん、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

（午後 2時終了） 

 

 

以 上 

 

 

 


