
1 

 

議 事 録 
会議名 平成 30年度第 1回八戸市学校給食審議会 

日 時 
平成 30年 7月 20日（金） 

13：00～ 

次第 

１ 開会 

２ 新委員への委嘱状交付 

３ 職員の紹介 

４ 会長あいさつ 

５ 副会長の選出 

６ 案件 

⑴ 平成 30年度学校給食の概要について 

 ⑵ 八戸市立学校西地区給食センター紹介 DVD等について 

⑶ その他 

７ 閉会 

場 所 
八戸市庁本館 3階 

議会第二委員会室 

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、安田委員、秋山委員、丸山委員、

川上委員、日當委員、小澤委員、藤村委員、有馬委員 

【事務局】  

吉田教育部長、小笠原教育部次長、中村学校教育課長、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、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 

概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進 行：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 1回八戸市学校給食審議会

を開催いたします。 

 なお、委員 17名のうち 12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。 

        まず、会議に先立って、委員の皆様へお知らせがございます。 

市教育委員会では、平成 29年度以降の新教育委員会制度への移行に伴って、附属

機関の会議への教育長の出席等について、見直しが行われました。このことから、

当審議会の会議運営についても一部変更がございますことを御了承くださいま

せ。 

それでは、案件に沿って進めさせていただきます。 

この度の異動により、新しく委員になられた方へ委嘱状の交付を行います。 

教育部長が委嘱状を持って、皆様の所に参りますので、その場でご起立の上、お

受けとりください。 
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（委嘱状交付） 

 

進 行：それでは、事務局の職員を紹介いたします。 

               （事務局職員紹介） 

 

続きまして、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。西日本豪雨災害では、

200名以上の尊い命が失われ、甚大な被害が出ております。心よりお見舞い申し上

げます。 

ここ数日、八戸は比較的過ごしやすい気温になっていましたが、今日ちょうど

梅雨明けということで暑くなると思います。被災地をはじめ日本列島は連日の酷

暑、危険な暑さにより熱中症で亡くなる人も出ており、早め早めの対応が大事だ

と思います。さて、皆様には本日、審議会に召集しましたところ、大変お忙しい

中お集りいただきまして誠にありがとうございます。また、先ほど委員に就任さ

れました、秋山委員、川上委員におかれましては、審議会の新たな委員というこ

とでございますので、今後私たちと一緒に学校給食事業の運営に関する重要事項

について審議していくことになります。昨年度からの委員の皆様はご承知のとお

り、今年度は平成 23年度 6月策定の八戸市学校給食基本計画の見直しの年となっ

ております。深刻な老朽化の問題を抱えている北、東地区給食センターの具体的

な建て替え案なども盛り込む予定であり、非常に重要な年度ですので、学校給食

審議会委員としてご活躍いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。さて、

本日は 3つの案件を用意しております。1つ目は榎本前副会長の辞任に伴います副

会長の選任、2 つ目は平成 30 年度学校給食事業の概要について、3 つ目は西地区

給食センター紹介 DVD 等について、以上 3 点でございます。いずれも重要な案件

でございますので、皆様から忌憚のない様々な意見をいただきたいと思いますの

でどうぞよろしくお願いいたします。 

 

進 行：ありがとうございました。 

ここで、教育部長は公務の都合により退席させていただきます。 

 

進 行：それでは、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、これより副会長の選出に入らせていただきます。 

この度、榎本委員の辞職によりまして、副会長 1名を選任することになります。 

本市学校給食審議会規則第 3 条第 2 項によりますと、副会長は、委員の互選によ

って定めるということになっておりますが、どなたか、ご推薦をいただけないで
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しょうか。 

 

委 員：はい、私は、父母と教師の会からの推薦委員であります小澤委員を推薦したい 

と思います。  

 

会 長：只今の意見について、委員の皆様いかがでしょうか。 

 

委員一同：異議なし 

 

会 長：「異議なし。」の声がありましたので、副会長は、小澤委員にお願いいたしま 

す。それでは、新しく選任されました小澤副会長は、前の席にお願いいたします。 

 

会 長：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ことを予めご了承ください。 

 

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。 

小池委員と有馬委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  

委員一同：異議なし 

 

会 長：小池委員と有馬委員にお願いします。 

 

会 長：それでは、議事(1)「平成 30 年度学校給食事業の概要について」、事務局から

説明をお願いします。 

 

事務局：それでは、案件１「学校給食の概要について」ご説明いたします。 

「1.給食対象者数」について、まず、(1)小・中学校別についてですが、平成 30

年度は小学校 1 万 2 千 114 人、中学校 6 千 481 人、給食センター職員 191 人、

計 1万 8千 786人に提供しております。 

 次に(2)担当センター別の提供人数ですが、市内には、3つの給食センターが

地図上の赤い丸の位置にあります。石堂にある、北地区給食センターは、4,480

食、大久保にある、東地区給食センターは、4,365食、北インター工業団地にあ

る、西地区給食センターは、9,941食を提供しております。 

 「2.給食日数」については、各行事等の日を除いた日数で、小・中学校とも

に年間 190日を目安に実施して参ります。 

 「3.給食費」は、１食あたり小学校は 260 円、中学校は 315 円となっており
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ます。なお、保護者より徴収する給食費は材料費のみに使用しており、この他

の施設・設備費や人件費などは全て市が負担しております。 

 「4.給食について」まず、(1)給食の目的ですが、学校給食は、単なる栄養補

給のための食事という意味にとどまらず、教育の一環として、学校給食法に基

づき実施しております。学校給食により、栄養のバランスのとれた食事を子ど

もたちに提供し、日々の健康増進、体力の向上を図り、さらには、学校給食を

生きた教材として活用することにより、食文化について関心を深め、食事の自

己管理能力を養うとともに、感謝の気持ちを培うなど食育の推進を図ります。 

次に(2)給食の内容ですが、八戸市で実施している給食は、給食内容が米飯又

はパン・麺及び牛乳、おかずの完全給食です。主食につきましては、米飯が 3.5

回、パンが 2週間に一回の 0.5回、麺が週１回で実施しています。 

なお、「食材について」ですが、米飯は、八戸産米『まっしぐら』を 100％使

用 牛乳は、青森県産乳を 100％使用、パンは 100％県産小麦『ゆきちから』を

使用、麺は 3 割を県産小麦『ネバリゴシ』を使用し作っております。生鮮肉類

のうち、牛肉、豚肉、卵は県産指定をしておりまして、鶏肉に関しては県産の

みでは、安定供給できないため、国産指定としております。生鮮野菜・果物類

は、市内産、県内産を優先して納品するよう業者へ要請し、協力いただいてお

ります。加工品の一部は、市内産・県内産を指定しております。 

また、「学校給食用物資調達について」は、年間契約をしている、米飯、 

パン、牛乳の基本物資については、公益財団法人青森県学校給食会から調達を

しております。  

 半期ごとに契約をしている、味噌、醤油、麺類、調味料などについては、前

期 4月から 9月分を 3月、後期 10月から 3月分を 8月に、登録業者による入札

を行い、それぞれ落札された業者から調達しております。 

 毎月契約をしている、一般物資、野菜類、肉類、大豆製品類は、学校給食用物

資の登録業者による入札を行い、落札業者から調達しております。 

    (3)非常食（ホッとするカレー）の備蓄についてですが、給食センターで不 

測の事態が発生し、急遽、給食提供を停止しなければならない状況となった場

合に備えて、代替給食として非常食（ホッとするカレー）を備蓄しています。             

なお、不測の事態が発生しなかった場合は、年 1回、3月 11日（東日本大震

災発生日）の前後に、各給食センターごとに実施日を決定し、防災教育の一環

として供給します。 

 次に、「5.学校給食における食育について」まず、(1)献立については、伝統

的な食文化について関心を深めるために、和食や郷土食・行事食の取り入れを

しております。また、地域の食料の生産・流通・消費について理解を深めるた

めに、地場産物を多く取り入れています。みなさまのお手元にも別紙１として

資料がございますが、こちらは、今月 7 月の『献立のお知らせ』です。家庭へ
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の給食のお知らせとしては、次の項目を盛り込んでおります。まず「献立名」

「使用食品とその働き」は、低学年の児童にもわかりやすいように、体の中で

のはたらき別に 3 つに分類し食事バランスを考えるヒントとして掲載しており

ます。「食に関する話題」は、行事食に関するお話や、季節にまつわる情報等

を掲載しているものです。「県産品の使用状況」は、地元でとれた生産物に興

味をもってもらうために掲載しております。続いて、『伝言板』について、 お

手元の資料では、「別紙 2」でございます。給食時間を活用した校内放送用に、

献立と関連した食に関する指導資料として毎月学校へ配布しております。 

 次に、(2)手作り弁当の日についてですが、食の大切さを見直し、親子のふれ

あいや家族の絆を深め、家庭における教育力の向上を図ることをねらいとして

年 2回実施しております。1回目の手づくり弁当の日は 6月 4日でしたが、小学

校では 43 校、中学校では 24 校と、全ての市立小中学校が実施いたしました。

参加人数の内訳を見ますと、99 パーセント以上の子がお弁当を持参しておりま

す。持参しなかった子に対する学校の対応としましては、「学校で準備し、後

日集金した。」「自宅へ連絡し持ってきてもらった。」とのことでありました。 

 次に、(3)学校での活動といたしましては、栄養教諭・学校栄養職員が、学校

現場にて授業等を行っております。保護者に対しても、給食試食会の際、栄養

講座等を行っております。八戸市学校給食実践発表会を、担当校 1 校で年 1 回

行っております。 

次に、「6.主な行事予定」についてですが、(1)学校給食審議会の今年度の開 

催は、本日の審議会を含め 2回の開催を予定しております。次回の開催は、平 

成 31年 2月に開催予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

   (2)学校給食主任研修会は、各小中学校の給食主任を対象に、福祉公民館にて 

5月 18日に開催いたしました。・学校給食における安全・衛生管理の手引き・ 

給食管理システムについて・準要保護児童生徒学校給食費扶助費交付申請書及 

び内訳書についてなどの説明を行いました。 

 (3)学校給食関係職員夏季研修会は、調理員など給食センター勤務の職員を対

象に、福祉公民館にて、6月 4日に開催されました。「安全・安心な給食提供を

めざして～衛生管理の基本」と題して、八戸市保健所 衛生課 千葉 榛華 様

に、ご講演いただきました。 

 (4)学校給食実践発表会は、八戸市学校給食会の主催で、各小中学校の給食主

任の先生や PTAの保護者の方、学校給食関係者の皆様方を対象に開催しており、

本年度は、平成 30年 10月 16日に、根岸小学校にて、開催を予定しております。

今回の実践発表会は、「『食』について意識を高め、健全な食生活を実践する

ことができる児童の育成」をテーマに、給食活動の参観や学校給食の実践発表

を行う予定です。 

(5)幼稚園給食の視察研修ですが、6月 19日、学校給食グループ員と給食セン 
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ター栄養教諭・栄養士の 5名で、認定こども園八戸文化幼稚園へ視察に行っ 

てまいりました。給食を試食し、アレルギー対応食の調理・提供状況、食育 

の取り組みなどを見てまいりました。 

次に、「7.食物アレルギー対応食の提供状況」についてですが、平成 29年度

2学期から食物アレルギー対応食の提供が始まりました。食物アレルギー対応食

は、専用調理室を設けた西地区給食センターにおいて、西地区給食センターの

献立を元にした専用の献立を作成し、調理しています。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とし、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。対応食は、全て（主食、汁物、おか

ず、飲み物、デザート）西地区給食センターから専用容器に入れて配送します。

子どもたちは、専用容器から、食器に盛り付けて食べております。平成 30年度

のアレルギー対応食の提供数は現時点で小学生 15 人、中学生 1 人の合計 16 人

となっております。 

次に、「8.学校給食における地産地消の推進」のための和食献立に関する料

理講習会は、平成 30年度八戸市の戦略プロジェクト事業でありまして、新規の

事業であります。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ぶ講習会を開催します。塩分が少なくてもおいしい和食

献立の提供につなげていきます。2 学期以降の開催を予定しております。平成

30 年度戦略プロジェクト事業では、もう１つ、小中学校への食育活動支援事業

を予定しております。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

て学ぶ機会を提供します。支援内容は、具体的には、①給食残渣で作った堆肥

の提供②地元食材の提供③調理実習講師等への謝礼③事業に係る消耗品等の提

供です。また、講師の手配や食材配送など、学校の負担を軽減するためのサポ

ートを行います。平成 30年度の実施予定校は、小中野小学校と豊崎中学校です。

児童生徒はもちろん、保護者や地域の方々にも参加していただくようなものに

していただく予定です。こちらも 2学期以降の開催を予定しております。 

続いて、「9.八戸市学校給食基本計画」について。当市の学校給食事業は、

新西地区給食センターの供給開始を目指し平成 23年 6月に基本計画を策定しま

した。平成 25年から設計、平成 27年から建設工事、平成 29年 4月から新西地

区給食センターが供用開始となりました。このように、「基本計画」に基づい

て、新西地区給食センターの稼動開始を実現することができました。昨年度か

らの委員の皆様には 2 月の審議会でもお伝えしたところですが、残る北、東セ

ンターについても、老朽化が著しく、代替施設がないことから今後について早

急に検討する必要がでてまいりましたので、今年度はこの計画の更新版（案）

の完成を目指しております。そのために、今後は、整備手法の案をしぼりこみ、

スケジュール案を完成させたいと考えております。整備手法には、公設、PPP（公
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民連携）、民営と大きく３つに分けられます。公設は、公設公営と、公設・民

間委託があります。PPP（公民連携）には、PFIや DB/DBOなどがあります。現在

の八戸市は、北センターは、今年まで、調理など一部直営でおこなっており、

公設公営で、西センターと東センターは、調理等を民間委託しておりますので、

公設・民間委託です。整備手法では、施設の設計や建設、維持管理、運営、施

設の所有、施設整備費の支払い方法、資金の調達方法などに違いがあるため、

各自治体の事情により、どのようにしていきたいか、一番メリットのあるもの

はどれか、絞込んでいくことになります。現在、八戸市の状況や他都市の事例

など情報収集しながら、その作業をすすめているところです。 

 次に「10.食育環境整備」では、西地区給食センター建替えを機に、児童・生

徒はもちろん、未就学児や保護者などを対象とした・食育コーナーを設け、食

育環境の整備に取り組んでまいりました。西センターには、体験しながら学ぶ

ことが出来る食育コーナーをはじめとして、子どもであれば、100名収容可能な

食育研修室や、栄養相談室を設けております。昨年度は、31 団体、1,033 人が

見学に訪れました。 見学コーナーはテーマ毎に 7 つのエリアに分かれており

ます。こちらは正しい手洗いの仕方が体験できる『本気手洗い道場』です。汚

れに見立てた専用の液体を手にすりこんだ後、実際に手を洗ってもらい、汚れ

が落ちているかどうかを実際に体験してもらう内容となっています。こちらは、

給食の歴史がわかる『教えて！給食コーナー』になります。八戸市学校給食の

あゆみや過去の献立、給食のミニチュアなどを展示しております。こちらは、

実物大のフードモデルを実際に触ることができる『さわって！食材コーナー』

になります。実物大のわかめやホタテ、イカ、サバなどのフードモデルとこれ

らを詳しく説明したタペストリーも展示しています。こちらは大釜を 2 基設置

し、実際に使用されている大きなへらを使ってかき混ぜ体験ができる『釜して！

コーナー』です。特に未就学児や低学年の子どもたちに大人気です。八戸なら

ではの郷土料理や給食が学べる『発見！ふるさとコーナー』です。郷土料理の

つくりかたや、昭和の学校風景などのミニチュア展示や人気のじゃじゃ麺や地

域の食材を使ったおすすめの和食などの給食レシピを置き、自由にお持ちかえ

りができるようにしております。『えらんで！朝ごはんコーナー』では、本物

そっくりのフードモデルを利用して、献立を考えることができます。朝食だけ

ではなく、バランスのよい食事の組み合わせを学習できます。こちらは調理作

業や、食器や食缶の洗浄作業を見学できる『見て！みて通路』です。窓から、

調理員さんたちの仕事の様子を見ることができます。見学通路には、実際に給

食で使われている合掌土偶の『いのるん』や縄文柄がプリントされた食器の展

示をしております。飯碗は、内側に縄目の模様をつけており、学年に合わせた

盛り付けの目安となっております。また、こちらの通路には、野菜の実物大の

フードモデルや地元特産の果物などを展示・紹介しております。 
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最後にこの度、西地区給食センターの PR用のパンフレットと DVDが完成いた

しました。DVDの映像は市の HPにも掲載しております。教育委員の皆様にも視

聴していただきましたところ、物語の作り方は、子ども向けであるが、未就学

児童はもちろんのこと、大人を対象にしてもよい内容であるとの、コメントを

いただいております。これで、案件 1の説明を終わらせていただきます。 

 

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：現在の八戸市内の栄養教諭の配置校と人数はどのようになっていますか。 

 

事務局：栄養教諭配置校は、白銀南小学校、小中野小学校、桔梗野小学校の 3校で、各 

センターに 1人ずつ配置されています。栄養職員は北センターが 2名、東センタ 

ーが 2名、西センターが 3名、市のアレルギー担当栄養士が 2名です。 

 

委 員：栄養教諭は現在 3名ということで、増やしていく予定なのでしょうか。 

 

事務局：現在、県の基準で各センター1名ずつの配置となっております。八戸市は 67校 

小中学校がありますので、今後、各学校で有効的に活用できるように配置を増や 

していくよう要望していきたいと思います。 

 

委 員：昨年、西地区給食センターの見学者が 31団体、1,033名ということですが、こ 

のうち小学校は何校あったのでしょうか。 

 

事務局：昨年の西センター見学者は、小学校の社会科見学が 4 校、ＰＴＡとの親子学習

会などでの見学が 4校ございます。 

 

委 員：食育という部分から西センターはすばらしい環境ですし、しかも施設の中で授 

業を開催できますから、43小学校へどんどんＰＲしていただいて、年 1回、見学 

および食に関する授業を西センターでやれるよう、教育委員会で後押しをして欲 

しいなという意見です。 

 

委 員：『手作り弁当の日』について、単純に忘れたお子さん、家庭の事情で持参しな 

かったお子さんなど、様々な理由で弁当を持参しなかった子どもに惨めな思い 

をさせないように、何か対策を講じているのでしょうか。 

 

事務局：各学校では、弁当を忘れないように家庭へ事前にお便りを出していただいたり、 

当日の朝も確認していただいています。単純に持ってくるのを忘れたり、親が作 
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るのを忘れた場合など、家に連絡して持ってきてもらったり、先生が買いに行っ 

て用意してくださって、後で家庭に集金するという対応もあります。また、学校 

では４月の段階で年間計画表に『手作り弁当の日』を入れて、案内していただい 

ています。 

 

委 員：先ほど、●●委員から意見がありましたが、西センターの見学と中央卸売市場 

でタイアップして食育活動を展開していただければと感じました。以前のように 

各学校に給食施設があった時は、給食の仕事をしている人をすぐ近くで見ること 

ができたのですが、今は配達された給食を食べるだけということで、いろんな人 

が関わっているという実感がなかなか掴めないということが懸念されますので、 

そういった形でコースなどを作ってやっていただければと思いました。それとも 

う一つ、酷暑を伴う異常気象により生鮮野菜の高値状態が長期間続く見込みであ 

り、一納入業者として申し訳なく思っていました。予算を見ますと、小学校が 260 

円、中学校が 315円ということですが、予算が間に合わない場合はどのように工 

夫されているのでしょうか。 

 

事務局：いつも 260円、315円というわけではなく、日によって 300円超える日もありま 

すが 200円ちょっとの日もあるということで、栄養士が調整してくれています。 

子どもたちが楽しみのデザートなどが付く時があるのですが、食材が高騰した場 

合には、クリスマスのミニケーキなどは箱入りの高めのものでなく、袋入りの安 

めのものに変更したり、サイズを少し小さいものに変更したりすることがありま 

す。給食のカロリーを満たさなければならないので、予定した食材が高騰した場 

合には、量を調整したり、価格の安い野菜などでボリュームを出すような形でそ 

の都度工夫をして予算内に納めるようにしています。 

 

会 長：続いて、案件(2)「八戸市立学校西地区給食センター紹介 DVD等」について、事

務局からお願いします。 

 

事務局：先ほど、ご紹介申し上げましたが、早速 DVDをご覧いただきたいと思います。 

こちらは某小学校の２年生の子どもたちが声と出演をしています。演技もとて 

もすばらしいですのでどうぞご覧ください。 

 

（DVD放映） 

 

事務局：以上です。皆さまのお手元にお配りしている DVD のキャラクター紹介につきま

しては、後ほどご覧いただければと思います。 
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会 長：只今の DVD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：特にありません。 

 

委 員：うちの学校のＰＴＡが西センターを視察したいということなのですが、手続き 

はどうしたらいいでしょうか。 

 

事務局：ＰＴＡの方たちも視察していただくことができます。西地区給食センターに申 

込用紙がありますので、記入して出していただければと思います。学校の方に様 

式をお送りいたします。 

 

委 員：家庭科研を主催しているのですが、先生方から冬期講習会のあたりに西センタ 

ーを見学したいという話題が出ています。 

 

事務局：事前に西センターに電話をいただいて、用紙にご記入していただきたいと思い 

ます。 

 

会 長：それでは、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、ご協 

力ありがとうございました。 

 

進 行：以上で平成 30年度、第 1回目の審議会を終了いたします。皆様、お疲れ様でし 

た。 

以 上 

 

 

 


