
議 事 録 
会議名 平成 30年度第２回八戸市学校給食審議会 

日 時 
平成３１年２月２１日（木） 

13：00～ 

次第 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 案件 

(1) 八戸市学校給食基本計画～更新版（案）～について 

(2) 平成 30年度新規事業の報告について 

(3) その他 

４ 閉会 

場 所 
八戸市庁本館３階 

議会第二委員会室 
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進行役：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。 

    定刻となりましたので、只今から、平成 30年度、第 2回八戸市学校給食審議を 

開催いたします。 

    なお、委員 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、ご

報告申し上げます。 

     それでは、高橋会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

会 長：それでは、会議に先立ちましてご挨拶を申し上げます。 

皆様には、本日、審議会を招集しましたところ、大変お忙しい中お集まりいた

だきまして、誠にありがとうございます。 

    連日、寒い日が続いておりましたが、昨日で終了した八戸えんぶり開幕ととも

に、寒さが和らぎ、春の訪れが近いことを感じさせてくれます。また、インフル

エンザもだんだん落ち着いてきております。さて、本日は、「八戸市学校給食基本

計画～更新版（案）」の概要について等が案件となっております。当市においては、

学校給食は子どもたちの学校生活において欠かすことのできないものとなってお

りますが、今後も安全・安心な学校給食を届けるためにも、老朽化が著しい北・

東地区給食センターの建替えが急務となっております。また、整備にあたっては、

西地区給食センター同様、最新の「学校給食衛生管理基準」に基づいて進めてい

く必要があります。本日も委員の皆様から、忌憚のない、様々なご意見を賜りた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進行役：ありがとうございました。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。ここからは会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

会 長：それでは、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。 

石橋委員と日當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：石橋委員と日當委員にお願いします。 

それでは、早速本日の案件に入りたいと思います。 

案件（１）の「八戸市学校給食基本計画～更新版（案）～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きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、最初にお手元の資料を確認させていただきます。本日、お配りいたしま

した資料は、次第と案件２の「平成 30年度新規事業の報告について」の資料。そ

して、「平成 31 年 2 月学校給食基本計画更新版(案)」です。この計画（案）は、

先日送付させていただいた後に、内容変更には及びませんが、補足説明や、年度

の表現を修正したものでございます。そして、皆様方には、先日送付させていた

だいておりました、平成 23年 6月の基本計画は、お持ちいただいておりましたで

しょうか。資料が不足な方はいらっしゃいませんでしょうか。よろしいでしょう

か。 

それでは、まず、平成 23年 6月に策定された基本計画についてご説明いたしま

す。これは、老朽化が著しかった旧西地区給食センターと南郷地区給食センター

の建替えや、八戸市の学校給食の今後についてまとめられております。新センタ

ーの整備の方針やスケジュール（案）、また、それまで明記されていなかった八戸



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の学校給食の理念や基本方針について、そして、現在の北センターや、東セン

ターの今後についても視野に入れた方針が盛り込まれております。この基本計画

は、今からちょうど８年前の２月 17 日の審議会にて、（案）として提出し御意見

をいただき、その後、約１カ月のパブリックコメント期間を設け、御意見をいた

だいた後、教育委員会から審議会への諮問、答申を経て、６月の教育委員会で議

決したものでございます。その後は、この計画をもとにして、既存センターにお

いて給食提供や学校給食を通じての食育などを続けながら、平成 29年度に供用開

始した北インター工業団地の西地区給食センターの建設を進めてきたところであ

ります。 

この計画の更新版についてですが、7月の審議会でもお伝えしておりましたが、

残る東地区給食センターと特に北地区給食センターについては、老朽化が著しく、

応急的な修繕を重ね、日々の提供をようやくしているという状況にあることから、

今後の給食センターの整備方針を明確にするために更新することとしたもので

す。今回の審議会では、基本計画～更新版～の素案の概要を説明させていただき

ます。その後のスケジュールでございますが、修正等をしたのち、以前と同様に

１カ月ほど HP上でパブリックコメントを募集する予定であります。その後、最終

案を作成しまして、４月中旬から下旬頃に審議会でお諮りし、最終的には教育委

員会定例会で議決をいただき、その後は、総務協議会でも報告させていただく予

定であります。 

それでは、さっそく、「八戸市学校給食基本計画～更新版～（案）」の概要につ

いてご説明させていただきます。この更新版（案）は、平成 23年度に策定した内

容を引継いだものです。今回は、はじめから作り直すというものではなく、現状

に合わせた新しいデータへの差し替えと、今後の給食センターの整備方針等につ

いて更新しております。文章中は、更新箇所を分かりやすいように赤い文字とし

ております。皆様におかれましては、どうか、平成 23年度の計画も合わせ見なが

ら、御確認いただければと思います。委員の皆様方は、ひととおり、目を通して

いただいていると思いますが、ここで改めて、それぞれの項目についてのポイン

トと、更新部分についてご説明させていただきます。 

まずは、表紙をめくって頂きまして、目次ですが、最初には、当市のあゆみ等



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

があり、Ⅰ番からⅢ番までが学校給食全般について、Ⅳ番とⅤ番が新学校給食セ

ンターの整備方針について、最後は、あとがきとなっております。まず、１ペー

ジの「当市の学校給食のあゆみ」では、72年前からのあゆみを掲載しております。

そこに、当初の計画策定時から、８年分のあゆみとして平成 29年度、供用開始の

西地区給食センターを加え、現状を記載いたしました。２ページ「基本計画策定

の背景」については「新センターの建設」も含めて検討する必要性を加えました。

１ 学校給食の理念 は、「学校給食を通して、子どもたちに豊かな心と健やかな

体などの生きる力をはぐくむ」ということで変更はございません。その下に、《食

がもたらす効果》と《食育の観点》を記載しております。また、３ページからの

大きい項目のⅡ、学校給食の基本方針ですが、見出しのつけ方については、簡潔

で分かりやすい表記へ変更しましたが、内容については変更しておりません。具

体的に例を挙げますと、以前の計画では、四角で囲み、「2-1 安全・安心で栄養バ

ランスの取れたおいしい給食を提供してまいります。」という、中項目を背景に色

を入れ、「１．安全・安心で栄養バランスの取れたおいしい給食の提供」とし、「2-1-1

食の安全・安心を推進してまいります。」という小項目は、（１）として、「食の安

全安心」というような形にしたなどです。基本方針は、中項目として、１．のほ

か、２．食育の推進、３．地場産品の活用、郷土食などの地域の食文化の継承、

４．施設・設備、衛生管理の充実の４つです。それらの方針を達成するための手

段等については、それぞれ（１）や①の見出しで記載しております。 

３ページに戻りまして、（１）では、①衛生管理面を挙げ、「学校給食衛生管理

基準」の徹底など、また、②食材の安全として、食物アレルギー対策の推進など

の対応が記載されております。（２）では、栄養バランスの取れたおいしい給食に

ついて説明、「食への関心を持たせるために、児童・生徒の嗜好に合う献立を作成

します。」など、８項目を掲載しております。次に、４ページの２．食育の推進に

ついては、（１）楽しく会食すること、（２）健康によい食事のとり方を身に付け、

（３）食事と安全・衛生の関係について理解する、（４）食事環境の整備を身に付

ける、（５）食事と文化についての理解を深める、（６）勤労と感謝の気持ちを養

う、の６項目とその内容を掲載しております。次に、５ページ、３．地場産品の

活用、郷土食など地域の食文化の継承についてですが、（１）～（２）で地場産品



の理解や関心を深めることについて記載しております。次に、６ページ４．施設・

設備、衛生管理の充実、～より効率的で質の高い学校給食の運営～では、８ペー

ジに渡りますが、（１）効率的な運営方式では、①給食センター方式をこれからも

実施していくこと。②調理業務等についてでは、将来にわたって給食の質を確保

しながら、民間委託等による効率的な業務運営に取り組んでいくことを記載して

おります。既に取り組みが進んでいることから、その実状にあわせて言葉を変更

しております。（２）施設・設備、衛生管理の充実・強化についてですが、①で学

校給食衛生管理基準等に基づく施設・設備の改修や、運用方法の改善を図ってい

くことを記載しており、その主な内容として、②では、ドライシステムを導入す

るよう努めることや汚染作業区域と非汚染作業区域は明確に区分すること、③と

して、温度および湿度の管理が適切に行える空調設備等を備えることなどを記載

しております。次に、９ページにまいりまして、大きい項目のⅢ 学校給食セン

ターの現状及び課題に移らせていただきます。まず、平成 30年 5月現在での３つ

の給食センターについて一覧にしておりまして、上から順に、施設の状況・職員

の状況・給食対象人員等について載せております。10ページにまいりまして、中

項目の１．学校給食センター方式と給食提供の内容についてです。11 ページから

15 ページに渡りますが、ここでは、以前の６項目に、（５）献立、（６）食物アレ

ルギーへの対応、（９）北地区及び東地区給食センターにおける衛生管理の現状、

そして（10）では、その課題について、項目を追加し、10項目としております。

10ページに戻りまして、（１）給食センター方式の特徴については、八戸市では、

市内全小中学校に対し、全て給食センターから給食を供給していること。給食セ

ンター方式の特徴として、１点目として、集中管理により、事務管理、労務管理、

衛生管理の合理化が図れるということ。２点目として、物資の大量一括発注のた

め、調達コストが安く済み、給食費を安く抑えることができることを記載してお

ります。供給校の一覧図を掲載しておりますが、給食センターと供給校の配置状

況を地図に示しております。ピンクの○印は、西地区給食センターの供給校、青

の△印は東地区給食センターの供給校、緑の□は北地区給食センターの供給校を

示しております。（２）導入から現在までについては、現在の内容で更新しており

ます。次に 11ページ（３）運営方式ですが、そちらに記載しているとおり、給食



センターの調理等の業務の民間委託化は、昭和 60年に当時の文部省体育局長より

通知された「学校給食業務の運営の合理化」の中で、「パートタイムの活用、共同

調理場方式、民間委託等の方法により進めること。」とされたことに始まります。

当市でも、平成 24年度から順次計画的に民間委託化を進めてまいりました。表に

は、【調理業務等委託の導入状況】ということで、平成 24 年度から、今後につい

て記載しております。（４）民間委託では、次の 12 ページに渡りまして、市が直

接行う業務と民間活力の導入が可能な業務を区分表に、また、各センターの各種

業務の運営方式についてまとめています。（５）献立では、①献立数について、②

献立の内容についてまとめ、現在の状況と考え方として記載しています。13 ペー

ジにまいりまして、（６）食物アレルギーへの対応では、①各自が対象食材を除去

する対応、②弁当持参対応については、平成 28年度以前から実施されておりまし

たが、平成 29 年度 10 月からは、西地区給食センター供給開始に伴い、③対応食

の提供が加わりましたので、改めて現在の課題とあわせて記載しました。（７）食

器等では、食器の材質・サイズについてや、食育的観点について記載しておりま

す。次の 14 ページにわたりますが、ここでは、平成 29 年度から導入している、

縄文柄をモチーフに合掌土偶キャラクター「いのるん」の絵柄の食器について記

載し、スプーンや箸についても記載しております。（８）施設・設備の状況では、

西センター、北センター、東センター、各施設や設備の状況について記載してお

ります。西地区給食センターは、平成 29年度に供用を開始した市内で唯一、文部

科学省の「学校給食衛生管理基準」等を遵守し、ハサップの概念に対応した設備

をもつ施設ですが、今後は、適切に維持管理し光熱水費の低減の工夫などしてい

く必要があります。北地区給食センターは、建設から 38年経過をしておりまして、

現在老朽化が深刻な状況であります。作業の安全確保や衛星管理のために給食提

供に支障をきたさないよう、修繕をおこないながら運営しております。東地区給

食センターも、建設から 28年経過し、急速に老朽化がすすみ、毎年のように修繕

に係る経費が増加しております。またボイラー等の機器の更新時期を向かえてお

り、維持管理に多くの費用が見込まれております。次に 15ページにまいりまして、

（９）北・東地区給食センターの衛生管理の状況についてです。平成 21年度に法

として位置づけられた「学校給食衛生管理基準」以前に建設されている北・東地



区給食センターについては、施設・設備面において、基準に合わせることが難し

い状況であること。そのような中で、洗浄や細やかな清掃や、可能な範囲での施

設改修や機器の更新などにより、衛生的な運営をようやく確保している状況であ

るということを記載しております。（10)北・東地区給食センターの課題について 

では、この２センターの全面的な施設改修が必要であることや、代替施設がない

こと。新たな給食センターを整備する必要性について記載しております。また、

完成するまでは、古い施設から安全に給食提供していく必要がありますが、費用

に無駄のないように、設備の更新や修繕方法を必要最小限で選択していくため、

目安の期間を設定するためにも、新給食センターの建設計画が必要であるという

ことも、記載しております。こちらには、詳細な修繕内容の記載はしておりませ

んが、その中の１つとして、北地区給食センターの柱修繕等があります。今年度、

同センターの、耐震診断をしたところ、ＩＳ値は、基準の 0.6 以上でありました

が、柱の一部の修繕が必要であるとの指摘を受けました。このことから、今後、

新センターが完成するまでの間、安全に使用できるように、修繕についても、並

行して行っていく予定であります。続きまして、16ページの大きな項目Ⅳ.新学校

給食センターの整備に移ります。「１．年次計画（案）」ということで、具体的な

年度として、最短で目指すこととしまして、今から５年目、2023 年度を目標とし

て掲げております。今年度、2018年度を基本計画といたしまして、１年目は基本

計画の策定と用地選定、方式決定等、２年目は、地質調査、設計又は実施方針・

要求水準書の作成、３年目は入札・契約・工事の開始又は事業選定等、４年目か

ら、建設工事、稼動試験・供用開始準備を経て、従来方式での建設の場合は、５

年目 2023年度の４月から、その他の方式では、２学期からの供用開始というスケ

ジュール（案）を立てております。なお、財政事情等によって、一部変更の可能

性があることも付け加えさせていただいているところでございます。次に 17ペー

ジにまいりまして、「２．新学校給食センターの整備方針」ですが、今後も給食セ

ンター方式によりまして、安全・安心でおいしい学校給食を提供していくために、

（仮称）新東地区給食センターの整備方針をまとめていくということを記載して

います。「３．児童・生徒数（給食供給数）の見通し」ですが、昭和 57 年の約３

万 9,000人をピークに減少を続けています。平成 30年５月には１万 7,179人です。



以前に比べ、減少数は緩やかになってはいるものの、今後も減少する見込みであ

り、2023年度は、児童生徒数に教職員数を加えた数値で、１万 7,506人の見込み

となっております。18ページにまいりまして、「４．学校給食センターの新設・更

新」ですが、新学校給食センターの建設にあたっては、新たに建設用地を確保し

て新設といたします。次に「５．学校給食センターの数」ですが、現在、３つの

給食センターで運営しておりますが、平成 23年度の基本計画でも想定していたと

おり、２施設に機能集約し、効率的な運営を図ってまいりたいと考えております。 

次に「６．施設規模」の（１）基準食数の想定ですが、前計画同様に、過大な食 

数の設定とならないようにと考えております。次の 19ページに、下の表１に基準 

食数 7,500食、10％余裕食数で 8,250食という見込み数を載せておりますが、こ 

れを一応の目安といたします。（２）施設・敷地の面積についてですが、最近建設 

された、また、予定している、他都市の給食センターの事例を参考にいたしまし 

て、１食あたりの必要面積を求め、それを基準食数に乗じ、概算施設面積を算出 

しております。表１のとおりでありますが、表の下の行には、駐車場などの付帯 

施設を含めた概算敷地面積も載せております。20ページにまいりまして、「７．用 

地選定時の立地条件」ですが、まず（１）建築基準上の制約条件については、給 

食センターは工場に位置づけられるため、都市計画上の用途地域では、工業地域、

又は、準工業地域においてのみ整備が可能です。ただし、審査により認められれ

ば、その他の用途地域でも整備可能です。また、無指定地域も建設可としていま

す。（２）受配校への配送時間ですが、学校給食衛生管理基準では、調理後２時間

以内に給食できるよう努めることとされておりますことから、給食センターから

配送先までの距離は、長くても 15㎞程度とすることが望ましいということを記載

しています。（３）敷地要件については、今回追加した項目です。電気、ガス、上

水道、廃水処理、電話等のインフラ整備に問題がないことを条件としています。 

（４）周辺の住環境への影響ですが、配置や建築工法等の工夫により、給食センタ

ーからの臭気や騒音などに十分配慮できることを条件としています。（５）働きや

すい環境についても、今回追加した項目ですが、今後、より深刻化を増すことが予

想される、人材確保の面を考慮し、調理員として多く従事している子育て世代が働

きやすい職場として、通勤等の利便性について記載しております。次に、21ページ



にまいりまして、「８．新学校給食センターの機能」ですが、前計画と同様で、西

地区給食センターにも盛り込まれている、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）概念に対応した

施設設備の内容を記載しています。まず、（１）衛生管理機能・体制についてです

が、学校給食衛生管理基準及び、大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守した、高

い衛生水準の確保について述べており、①では、床面からの水はねのないドライシ

ステムの導入、②作業区域を汚染・非汚染に明確に区分し、交差汚染を防ぐための

同線の確保、③施設内動線は、汚染区域と非汚染区域で交差汚染の防止を図る施設

とすること。具体的な区域の分類は、次のページ、22ページに記載してあるとおり

でございます。④施設・設備の構造等による衛生管理のところには、異物混入の防

止という言葉を追加しております。（２）施設・設備等、①新給食センターの施設

構成については、表のとおりで、前計画と同様の内容です。次に、23ページにまい

りまして、②調理機器・設備等については、よりおいしい給食調理や作業面での負

担軽減のため、最新の機器・設備を導入し、効率的な配置をすること。③空調設備

については、細菌繁殖の防止、作業環境への配慮の観点から、調理場内を一定の温

度・湿度に保つ設備とすること。④維持管理費につきましては、給食センターは大

量の水・熱エネルギーを使用する施設であり、光熱水費の削減に配慮することとと

もに、環境への負荷を低減することにも考慮していくこと。また、給食センターの

建物は、30年以上、機器類は 10年から 15年程度使用することを想定し、初期設備

費と運営費のそれぞれを総合的に考慮したライフサイクルコストの観点から財政

負担の軽減が図られる設計とすることについて、追加いたしました。次に、⑤災害

時における給食センターの役割についての検討ですが、役割をもたせるかどうか

は、今後、防災担当部局と相談しながら、検討し決定していくこととしています。 

次は、24ページ「９．環境配慮」ですが、（１）塵芥処理については引き続き、学

校給食で発生する生ごみをリサイクルしていくこととし、（２）環境配慮設備等に

ついては、周辺環境の保全に努め、臭気を周辺に拡散させない、ＣＯ２の排出抑制

を図るなど配慮し、地域に調和した設計とすること。次に、「10．食物アレルギー

への対応」ですが、西地区給食センターからは、一般食を基本とした「卵・乳」の

除去食対応食を全市に提供しておりますが、今後は、児童・生徒の食物アレルギー

の状況をふまえながら、対応の幅を広げていけるように検討していくこと。 



「11.食育への対応」ですが、給食センターは食の学習の拠点としての機能が期待さ

れていることから、食育啓発施設として、センター毎に役割分担をしながら、開か

れた給食センターを目指すこと。次の、「12．食器具の整備計画」では、ＡＢＳの食

器を基本としながら、使用状況を踏まえ、よりふさわしい材質のものを使用してい

くこと。また、現在使用しております先割れスプーンについて、西地区給食センタ

ー同様に、通常のスプーンへの移行をすすめていくこと。また、衛生面を第一に、

箸の提供を検討していくこと。また、配送用の容器は、適温管理の観点から、西地

区給食センター同様の二重保温食缶の移行を進めていくことを記載しています。次

に 25ページにまいりまして、大きい項目の５番目、新学校給食センターの運営方式

についてでございます。まず「１．民間委託等について」ですが、【委託等を検討す

るもの】として、現在同様に、給食センターの調理・配送・配膳を委託等していく

こと。また、新学校給食センターでは、設計・建設・維持管理についても、民間で

行っていく手法も検討していくこと、囲みの中には、事業方式にかかわらず、引き

続き市が行う業務を【委託をしない業務】として、記載しております。それらは、・

献立作成業務・食材調達業務・食材検収業務・給食費徴収業務・食数の調整業務・

食に関する指導業務・衛星管理業務です。次の 26ページの表１には、整備手法別に

供用開始までの事業期間を表しています。従来方式は、八戸市の過去の建設事業の

実績に基づいた期間となっており、PFI方式は、平成 26年度に出されたマニュアル

による簡易化手法による事業期間を設定しました。また、DBO方式では、平成 30年

３月に計画策定した自治体の事例を参考としています。西地区給食センターの整備

手法の選択時には、各手法により、所要事業期間の差が明確であったことから、急

ぐことなどを理由として、基本計画には従来方式で整備することが盛り込まれまし

た。しかし、今回の調査では、従来方式、DBO方式、PFI方式のいずれの方式を選択

しても、供用開始までの所要事業期間に、大きく差がないことがわかりました。 

整備手法の決定に関しては、この基本計画更新版策定後に、事業全体の経費等を比

較しながら、財政課を含む、庁内選定委員会を立ち上げ、市の財政状況を見据えな

がら、より八戸市にふさわしいものを選択していくことといたします。なお、従来

方式・ＤＢＯ方式・ＰＦＩ方式の各手法については、平成 23年度の計画に記載があ

りますので、御確認いただければと思います。最後になりますが、27 ページにはあ



とがきを掲載しております。 

長くなりましたが、以上で、案件１の八戸市学校給食基本計画～更新版～（案）

についての説明を終わります。委員の皆さま方から、内容への追加や修正などのご

指摘等、忌憚のないご意見を頂戴できればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

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：東センターも北センターも本当に老朽化が進んでおりまして、中に入るとすぐ

にわかってしまうのですけれども、エアカーテンのちょっと不備があったり、東

は本当に老朽化ということで、西センターができるときは予算の取得の関係で１

年ずれたということがありましたので、この計画は１年でも早く、進めていただ

きたいと思います。 

 

委 員：23ページのところの防災災害時のときの給食センターの役割の部分ですが、こ

の計画では今の日本の状況からすると早急に必要なことだと思います。なので、

これから検討ということではなくて、予定を入れるぐらいの計画にするべきでは

ないかと思います。 

     それと、単純なことですが、17ページの児童生徒数ですが、これだけ人口、子

どもの数が減っているわけですから、職員数もある程度の見積りを出して減らし

た数を載せるべきではないかと思いました。 

 

事務局：ありがとうございます。 

    防災とお話をしまして、記載できるかどうかというところを、まだ少し時間が

ありますので検討させていただきたいと思います。 

    職員数についてはなかなか難しいところもあると思います。 

 

委 員：単純に市民が見たときに、児童生徒数が減っているのに、教員数がそのままな

のは基本計画のページとしていかがなものかなとちょっと思っただけです。 

 

事務局：推計が可能かどうか確認させていただきたいと思います。 

 

委 員：16ページの年次計画ですが、用地選定というのが入っています。 

     ●●委員からも話があったように、防災機能というのは当然考えていくわけで

すので、立地にあたってはハザードマップの見直しもどんどん入っておりますし、

浸水域も拡大していますので、そういうのをきちんと確認して選定していただけ

ればと思います。 



     そのほか、あとの計画の方に入ると思いますけど、ここに盛り込まれているの

をみますと、給食センターで従事している皆さんの職場環境の改善というか、働

きやすい環境というのが盛り込まれています。ただ、給食センターの円滑な運営

というのは、食材の納入と密接な関係があるわけですので、納入がしやすいとい

うか、配送業務でも人材が不足しているということもありますので、そのへんも

考慮していただければと思います。 

 

事務局：ご意見ありがとうございます。 

 

会 長：続いて、案件(2)「平成 30年度新規事業の報告」について、事務局からお願い 

します。 

 

事務局：それでは、（２）平成３０年度新規事業の報告について ご説明させていただき

ます。 

まず、一つ目は市の戦略プロジェクト事業としておこなった、１．学校給食に

おける地産地消の推進 の 和食献立に関する調理講習会と小中学校への食育活

動支援事業。２つ目は、西地区給食センターで行った、学校給食試食会と見学会

についてです。 

１．学校給食における地産地消の推進では、北地区給食センターで、和食献立

に関する調理講習会を行いました。対象者は北地区給食センターなどの調理員等

で、だしのとり方やうまみの変化を学びました。他のセンターとも情報共有をは

かりました。塩分が少なめでも、おいしい和食献立の提供につなげているところ

であります。また、３月の献立のおしらせには、だしについて掲載しておりまし

て、保護者の方々へも、簡単なだしのとり方の紹介や、八戸産のだしの良さにつ

いて紹介する予定です。 

次は、２ページにまいりまして、②小中学校への食育活動支援事業についてで

す。この事業では、各学校の実施する食育活動に対し具体的な支援を行い、「環境

リサイクル」と「地産地消」「和食・郷土料理」について学ぶ機会を提供するとい

うものです。平成 30年度は、小中野小学校と豊崎中学校で実施されました。 

まず、豊崎中学校では、給食残渣を再生利用した堆肥を使って野菜栽培、栽培

した野菜を用いた乾燥野菜づくり、乾燥野菜と青森県産食材を生かした献立調理、 

野菜だしの和食への活用等のこれまでの学習の振り返りが行われました。野菜だ

しや、黒にんにくで、地域の健康や産業を牽引している、柏崎青果の柏崎様を講

師にお招きするなどし、キャリア教育へもつなげ、充実した内容でした。 

また、小中野小学校では、実施内容は給食残渣を再生利用した堆肥を使って 

野菜栽培、栽培した野菜を使った献立作成、八戸を代表する魚について学ぶ、サ

バをおろす実習、サバの味噌煮を短時間で美味しくできる調理実習というような

内容で行われました。 



こちらも、子どもたちが、ほむらの料理人の小笠原様より指導を受けながら、

はじめてのサバに苦戦しながらも、上手にさばくなど、興味を持って取り組む姿

がみられました。これら、２校の様子については、新聞でも取り上げていただい

たところです。 

次の３ページをお開きください。 

２つめの事業、学校給食試食会・西地区給食センター見学会についてご説明い

たします。去る、平成 31年１月 29日（火）に行われまして、参加者は、34名で

した。シニア世代の方が多く見られました。今回は、「学校と同じような雰囲気で、

小中学生の日頃の給食時間を体験してもらう」「八戸市の学校給食について理解を

深めてもらう」「自らの食習慣の改善にもつなげるきっかけとしてもらう」という

コンセプトで実施し、八戸市の給食についての説明や、センター紹介の DVD視聴、

給食試食と食育コーナー見学をしていただきました。参加者の方からは、「学校給

食における衛生面の配慮への驚き」「アレルギー対応食提供について、安全配慮に

おける職員へのねぎらい」「給食（ひっつみ）の野菜が小さめに切られており、食

べやすかった。味もよかった。」というような声がきかれました。次年度以降は、

シニア向けの内容を充実させていくほか、開催時期や、保護者・親子での参加が

可能になるような日程も検討していきたいと考えております。案件２については、

以上でございます。 

 

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。 

 

会 長：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：お手元の、資料４Pの案件（３）を御覧ください。 

そちらには、最初にご説明させていただいた、計画～更新版～の策定スケジュ

ールを記載しております。次の審議会は４月中旬～下旬頃を予定しております。 

また、皆様へお知らせですが、HPのほうには、栄養士が作成した、八戸市の「学

校給食のレシピ」や、給食時間に各学校が放送原稿として活用している、「給食伝

言版」の内容の掲載をはじめましたので、是非、御覧ください。事務局からは、

以上でございます。 

 

会 長：大切な計画の審議ということで、もう一度このメンバーでの開催があるという

ことです。皆様お忙しいところであると思いますが、次回もどうぞよろしくお願

いします。それでは、これをもちまして、審議会を終了いたします。皆さん、ご

協力ありがとうございました。 

 

進行役：以上で平成 30年度第 2回八戸市学校給食審議会を終了いたします。皆様、おつ

かれさまでした。 



 


