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        令和３年度 学校経営の構想   朝霞市立朝霞第五小学校 

 

               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《各学年・学級・教科等の目標、重点》 

 

誇れる「母校」づくり これまでの伝統を継承して発展させる 

〔学校教育目標〕 

豊かな感性を持ち、主体的に学び、心身ともに 

たくましく生きる児童の育成 

け 元気な子（体） 

や 優しい子（徳） 

き 究める子（知） 

《法令・指導要領等》 

・日本国憲法 

・教育基本法 

・学校教育法 

・小学校学習指導要領 

・埼玉県及び朝霞市の 

教育振興基本計画 

重点施策、重点目標

努力点等 

・児童の実態 

・保護者の願い 

・地域社会の要請 

・変化の激しい 

 社会への対応 

・教師一人一人の 

 目指す理想像 

 

【めざす学校像】 
生き生き学び、楽しくのびのび 

  活動する、元気な学校 

 

・教職員が組織的・機動的に教育 

 活動を推進する学校 

・一人一人の力（児童の学力・特性、 

教員の指導力）を伸ばす学校 

・創意工夫のある教育課程の編成・ 

実施による特色ある学校 

・安心安全で美しい学校 

・保護者・地域に学校を開き、信頼 

され協力が得られる学校 

 

【めざす教師像】 
 

・授業に情熱を注ぐ教師 

 

・一人一人の児童に寄り添い、き

め細かな指導ができる教師 

 

・人間的な魅力にあふれ、 

学び続ける教師 

 

・心身ともに健康で逞しい教師 

 

・教育公務員として、自覚と誇り

を持つ教師（教職員事故絶無） 

 

【めざす児童像】 
 

「元気な子」 

・自分から進んで運動し 

体を鍛える児童 

 

「優しい子」 

・自分から挨拶できる児童 

・優しい言葉がけができる児童 

 

「究める子」 

・授業で力を発揮する児童 

 

【学校経営方針】 《学校教育目標の具現化に努め、教職員の力を結集して、その達成を目指す。》 

 （１）学校を組織体として経営し、児童の「生きる力」をバランス良く育成するよう努める。 

（２）教職員一人一人が持ち味を生かし、学校運営に積極的に参画する活力あふれる学校づくりに努める。 

（３）教育の専門職としての使命感を持ち、授業に情熱を注ぐ教員の育成に努める。 

（４）施設設備の効果的な活用と、安心安全で美しい学校づくりに努める。 

 （５）保護者・地域に学校を開き、信頼され協力が得られる学校づくりに努める。 
 

 

【重点目標】  

（１）学習指導の充実 

  ◎「学びのルール」の徹底 

（２）体力の向上 

（３）学年・学級経営と生徒指導の充実 

  ◎「みんなの約束」の徹底 

（４）潤いのある教育環境の創造 
 



学校経営の方針～令和３年度の始めにあたって～ 
 

                                 朝霞市立朝霞第五小学校 

                                 校長 三好 正浩 

 

令和３年度は、これまでの本校で培った教育力を引き継ぐとともに、新学習指導要領の

趣旨を踏まえて、児童一人一人のさらなる成長を図ることを目指します。また、児童が本

校を卒業して成人した際、「朝霞第五小学校」が母校であることに誇りを持てる学校づくり

に邁進したいと考えます。 

 

＜重要課題＞３点 

① 新学習指導要領の趣旨を踏まえた適切な指導計画であるかを常にチェックしながら、

県の学習状況調査等の検証結果を分析して見直しを進める。 

② 特別支援学級、通級指導教室での指導とあわせ、通常学級の支援を要する児童へのき

め細かな対応をすすめ、特別支援教育を推進する。 

③ 校舎をいかに有効に活用していくかについての研究に引き続き取り組む。 

 その他、学校教育の不易の部分（①学力をはじめとする、生きる力を育てる基礎基本の

確実な定着、②豊かな体験に基づく心豊かな人間の育成、③学校力・教師力の向上）と流

行の部分（その時々に生まれる新たな課題等）に適切、かつ真摯に対処し、五小の教育の

在り方を考えていきたいと思います。 

 

【学校経営方針】 

 《学校教育目標の具現化に努め、教職員の力を結集して、その達成を目指す。》 

（１）学校を組織体として経営し、児童の「生きる力」をバランス良く育成するよう努め

る。 

（２）教職員一人一人が持ち味を生かし、学校運営に積極的に参画する活力あふれる学校

づくりに努める。 

（３）教育の専門職としての使命感を持ち、授業に情熱を注ぐ教員の育成に努める。 

（４）施設設備の効果的な活用と、安心安全で美しい学校づくりに努める。 

（５）保護者・地域に学校を開き、信頼され協力が得られる学校づくりに努める。 

 

【令和３年度重点目標】 

（１）学習指導の充実 

○「学びのルール」の徹底  ※チャイム着席、話の聴き方 

○児童の興味・関心を高める教材の工夫 

○学習のめあての明確化と振り返り場面の設定 

○伝え合う場面の設定（言語活動の充実） 

○少人数指導・ＴＴ等のきめ細かな指導の充実 

○家庭学習の習慣化と充実 

（２）体力の向上 

○体育授業の充実（指導内容・指導方法の工夫改善、自己評価カード活用） 

○体育朝会の実施 

○各種運動教室の実施（鉄棒教室、跳び箱教室、ボール投げ教室、水泳教室等） 

○けやきマラソンの継続 

○新体力テストによる効果の検証と改善 

 



（３）学年・学級経営と生徒指導の充実 

  ○「みんなの約束」の徹底 

…重点項目：あいさつ・返事・清掃・チャイム席 

○発達段階を踏まえた計画的・継続的な指導 

○児童一人一人の特性を理解し、良さを生かした学年・学級経営の推進 

（自己有用感と望ましい帰属意識をはぐくむ） 

○カウンセリングの理論と技能を生かした教育活動の推進 

○いじめ・不登校の予防、早期発見と早期解決 

○道徳的な心情、判断力、態度を育成する道徳授業の実践 

  …授業時数を確保し、外部人材を活用するなど授業展開を工夫する。全学級が学校

公開・参観日等で一度は授業を公開し、保護者と共に考える場を意図的にとる。 

○人権意識の醸成と他人を思いやる豊かな人間性の育成 

 （人権感覚育成プログラムの活用） 

（４）潤いのある教育環境の創造 

○オープンスペースなどの施設設備の効果的な活用 

○安心安全で美しい教育環境の創造 

○清掃指導の徹底（きれいになるまでいっしょに取り組む、確認の徹底が大切） 

○掲示教育の充実（教育効果を高める内容となるよう工夫したい） 

 

※勤務時間の効率化、年休・調整簿等の適正な管理と運用（メンタルヘルス） 

 

【信頼される学校を築くために】 

（１）教育公務員としての自覚と責任 

  ○全体の奉仕者、憲法・法令等の遵守（コンプライアンス） 

  ○児童の手本として留意を（挨拶・服装・態度・言葉づかい等） 

  ○外来者への対応や電話対応にも丁寧な心づかいを「はい、朝霞第五小学校○○です」 

（２）安定した教育課程の「質」と「量」の確保 

  ○年間指導計画に基づいた指導 

  ○学年内での情報交換を密に 

  ○授業内容や指導方法、評価結果は説明責任を果たす 

（３）信用失墜行為を絶対に起こさない決意 

  ○体罰や不適切な言動（言葉の暴力）・セクハラ・飲酒運転などの非違行為の絶無 

  ○自らを守り、家族を守り、同僚・学校の信頼を守る 

（４）事故防止の徹底 

  ○交通事故、盗難・紛失等は自己管理の徹底 

  ○個人情報保護の徹底 

  ○外部に発出する文書は複数で確認 

  ○お互いに注意し合える人間関係の醸成 

（５）安全確保のための条件整備 

  ○校内組織体制による安全教育・防犯教育の充実 

  ○集団登校（一斉下校）による登下校の安全確保  

（６）特別支援教育の充実と配慮を要する児童の支援 

  ○保護者との連携強化と信頼関係構築 

  ○全教員の共通理解と組織的な対応 

  ○関係諸機関との密接な連携 

  ○通級指導教室（言語）の整備・充実 



 

令和３年度 朝霞市立朝霞第五小学校グランドデザイン 
            

【学校教育目標】 

          豊かな感性を持ち、主体的に学び、心身ともにたくましく生きる児童の育成 

         け 元気な子  や 優しい子  き 究める子 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

キーワード：誇れる「母校」づくり 

      

 

 

 

○ 教職員が組織的・機動的に教育活動を推進する学校        ○授業に情熱を注ぐ教師 

○ 一人一人の力（指導力など）を伸ばす学校            ○ 児童に寄り添い、きめ細かな指導ができる教師 

○ 創意工夫ある教育課程編成・実施による特色ある学校       ○人間的な魅力にあふれ、学び続ける教師 

○ 安心安全で美しい学校（教育環境の維持と効果的活用）      ○ 心身ともに健康で逞しい教師 

○ 保護者・地域に学校を開き、                  ○ 教育公務員として、自覚と誇りを持つ教師 

信頼され協力が得られる学校              （教職員事故絶無） 

 

開校５５年目のスローガン 

「ホーム五小」 

 

【今年度の重点課題】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 授業で力を発揮する児童 

○ 自分から挨拶できる児童 

○ 優しい言葉がけができる児童 

○ 自分から進んで運動し体を鍛える児童 

 

目指す学校像 目指す教師像 

目指す児童像 
・ 日本国憲法、教育

基本法、学校教育

法等の関係法令 

・ 学習指導要領 

・ 埼玉県教育振興基

本計画・第３期「豊

かな学びで未来を

拓く埼玉教育」 

 

・朝霞市教育振興基本

計画「心豊かに 生

きる力をはぐくむ

朝霞の教育」 

・ 児童・学校の実態 

・ 保護者の願い 

・ 地域社会の要請 

生き生き学び、楽しくのびのび活動する、元気な学校 

＜学習指導の充実＞ 

・ 「学びのルール」の徹底 

・ 児童の興味・関心を高める教材の工夫 

・ 学習のめあての明確化と振り返り場面の設定 

・ 伝え合う場面の設定（言語活動の充実） 

・ 少人数指導・ＴＴ等のきめ細かな指導の充実 

・ 家庭学習の習慣化と充実 

＜体力の向上＞ 

・体育授業の充実（指導方法の工夫改善等） 

・体育朝会の実施 

 ・各種運動教室の実施（鉄棒・跳び箱等） 

・けやきマラソンの継続 

・新体力テストによる効果の検証と改善 

 

＜学年・学級経営と生徒指導の充実＞ 

・「みんなの約束」の徹底 

（あいさつ・返事・清掃・チャイム席） 

・発達段階を踏まえた計画的・継続的

な指導 

・児童一人一人の特性を理解し、良さ

を生かした教育活動の推進 

（自己有用感をはぐくむ） 

 

・いじめ・不登校の予防・早期

発見と早期解決 

・道徳的な心情、判断力、態度

を育成する道徳授業の実践 

・人権意識の醸成と他人を思い

やる豊かな人間性の育成 

（人権感覚育成プログラム活用） 

＜潤いある教育環境の創造＞ 

・オープンスペースなどの施設設備の

効果的な活用 

・安心安全で美しい教育環境の創造 

・清掃指導の徹底 

・掲示教育の充実 

・きこえとことばの教室（通級）整備 

 

  



朝霞市立朝霞第五小学校学校給食における

賞味期限切れドーナツの提供に関する

事故報告書

令和３年４月

朝霞市教育委員会
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１．はじめに

朝霞市立朝霞第五小学校（以下「朝霞第五小学校」という。）で発生した事故は、安全・安心な

給食の提供を本旨とする学校給食の根幹を損なったものであり、その責任は教育委員会にあると

重く受け止めています。

このことから事故の原因を究明するために、事故発生直後から約 1か月に渡り、学校・委託事
業者・納入事業者と協議を行うとともに、保護者説明会や市民からの意見等を真摯に受け止め、

再発防止策を検討してまいりました。さらに、調整過程で法的分野・学校給食分野の専門家から

も助言をいただき、以下のとおり報告としてまとめました。

教育委員会は児童生徒に学校給食を安心して食していただけるよう、今後も最善を尽くしてま

いります。

２．事故の概要

令和 3年 3月 10 日（水）に朝霞第五小学校の 6年生の 1クラス（児童数 41 名）で実施したリ

クエスト給食（卒業祝いのための特別給食）において、児童に提供したポンデドーナツ（以下「ド

ーナツ」という。）25 個のうち５個の賞味期限が切れており、2名の児童が喫食してしまった。

このドーナツは、前日に公益財団法人埼玉県学校給食会（以下「学校給食会」という。）から冷

凍状態で納品されたもので、20 個（箱入り・個包装）は 2022 年 1月 11 日、5個（ビニール袋で

納品）は 2020 年 1月 27 日の賞味期限であった。

（１）事故発生状況

事故発生日の前日、3月 9日（火）午前 9時 55 分に学校給食会から 10日（水）の 6年生 1ク

ラスのリクエスト給食で提供するドーナツ 25個が、冷凍状態（-10℃）で納品され、朝霞第五小

学校自校給食室委託事業者ハーベストネクスト株式会社（以下「委託事業者」という。）のパート

従業員が検収している。商品は 10日の給食は配膳時までは自校給食室内冷凍庫で−22℃で保管し、

喫食の 1時間前に常温で解凍し提供した。

10 日（水）児童が給食喫食中に、ドーナツの個包装の袋に記載されていた賞味期限により賞味

期限切れに気付く。学級担任が喫食を中止して全ての賞味期限を確認したところ 25個のうち、5

個の賞味期限切れが発覚し、その時点で 5個のうち 2個が食されていた。

（２）児童の健康状態

賞味期限切れのドーナツを食した児童は 2名で、食後から健康状態に異常は認められていな

い。

（３）被害児童・保護者への対応

事故当日（3月 10 日）学校において、喫食後の児童の体調を確認するとともに、午後 6時頃喫

食した児童の保護者に電話で事情を説明し、謝罪とともに体調の観察をお願いした。また、当該

クラスの保護者に学校から事故の内容についてメールで連絡した。

翌 11 日（木）には、学校長が登校した児童の健康状態を確認し、12 日（金）には朝霞第五小

学校長と学校給食会理事長の連名で全児童及び保護者に、謝罪と経過説明文をメール送信した。
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更に 13 日（土）には、朝霞市教育委員会事務職員が当該児童の家庭を訪問し、謝罪とともに児

童の健康状態の確認を行った。

17 日（水）、18日（木）には、朝霞第五小学校にて保護者説明会を 3回開催し、23日（火）に

は全児童の保護者に対し、保護者説明会の報告文書を配付した。

（４）関係機関への報告

令和 3年 3月 11 日（木） 賞味期限切れのドーナツの提供について記者発表（資料 3）

3月 12 日（金） 朝霞市議会全員協議会へ事故について説明

埼玉県保健体育課に電話にて事故報告（概要のみ）

3月 25 日（木） 朝霞市議会全員協議会へ事故について説明（2回目）

（５）調査の経過

令和 3年 3月 11 日（木） 教育委員会職員（学校給食課）による学校給食会への事情聴取

（1回目）学校給食会で実施した同商品の細菌検査結果確認

（結果：異常なし 資料 6）

3月 15 日（月） 朝霞市役所 302 会議室にて教育委員会職員による学校給食会、

委託事業者からの事情聴取（2回目）

3月 18 日（木） 学校給食会にドーナツの油脂の劣化に関する追加検査（ＰＯＶ：

過酸化物価、ＡＶ：酸化）を依頼（結果：基準値以内 資料 6）

4月 5日（月） 朝霞市役所 502 会議室にて教育委員会職員による学校給食会から

の事情聴取（3回目）

（６）事実経過

日 付 時間 実施主体 対 応

3月 10 日（水） 13：00 学校 事故発生 学校給食課に連絡

17：00 学校 当該クラス保護者に学校からメールで連絡

喫食した児童の保護者に電話で事故の説明と児童

の体調確認（異常なし）

3月 11 日（木） 8：00 学校 登校した児童の体調確認（異常なし）

14：00 学校給食会 学校給食会で実施した同商品の細菌検査結果確認

（結果：異常なし）※資料 6

17：00 教育委員会 記者発表 ※資料 3

3月 12 日（金） 16：00 学校

学校給食会

第五小学校長と学校給食会理事長連名で全児童の

保護者にお詫びと経過説明文書をメール送信

22：00 教育委員会 全員協議会で市議会議員へ報告

3月 13 日（土） 教育委員会 喫食した児童宅を訪問し謝罪

3月 15 日（月） 10：00 学校給食会

委託事業者

学校給食会、委託事業者が来庁し、謝罪と説明を受

けた（市長、教育長）
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３．委託の概要

○納入事業者 公益財団法人埼玉県学校給食会

埼玉県北本市朝日２－２２８

０４８－５９２－２１１５

取引内容：基本物資…牛乳、主食（米飯・パン・麺等）年間契約

一般物資…加工品、調味料、乾物、缶詰、デザート等 月間契約

○委託事業者 ハーベストネクスト株式会社

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町２丁目１２０番地

０４５－３３６－１１２０

委託内容：調理業務委託（自校給食室）

学校給食会 埼玉県熊谷保健所が学校給食会の立入検査を実施

※資料 5

3月 16 日（火） 10：00 学校 埼玉県南部保健所・埼玉県保健体育課が朝霞第五小

学校の立入検査を実施

3月 17 日（水） 16：00 学校・教育委員会 保護者説明会開催（1・2年生保護者対象）

18：00 学校・教育委員会 保護者説明会開催（3・4年生保護者対象）

委託事業者 ハーベストネクスト株式会社から事故報告書を受

領 ※資料 2

3月 18 日（木） 11：00 教育委員会 学校給食会に同商品の油脂の劣化に関する追加検

査を依頼（結果：基準値以内）※資料 6

13：00 学校

学校給食会

6 年当該クラスの児童に対し、リクエスト給食の再

実施（デザート３種類は学校給食会が費用負担）

14：00 学校・教育委員会

委託事業者

3 者で事故内容の確認と再発防止策の検討

18：00 学校・教育委員会 保護者説明会開催

（5・6年生、ひまわり保護者対象）

3月 23 日（火） 学校 全児童の保護者に対し、保護者説明会の報告文書

を配付

3月 25 日（木） 教育委員会 学校給食物資の全納入業者に対し、納入時の確認の

徹底について文書配付

17：00 教育委員会 全員協議会で市議会議員へ報告

3月 26 日（金） 学校給食会 学校給食会から熊谷保健所に報告書提出 ※資料 5

3月 30 日（火） 学校 朝霞第五小学校から南部保健所に報告書提出

※資料 4

4月 5日（月） 13：30 教育委員会

学校給食会

学校給食会から事故発生当日の対応についての再

度説明を受け協議

4月 6日（火） 教育委員会 学校給食会から事故報告書等を受領 ※資料 1
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４．事故原因と課題

（１）原因

本事故については、学校給食会の商品管理と委託事業者の食材の検収において、適切さを欠い

た取扱いが重なった結果、発生した事故である。

学校給食会では、冷凍倉庫内にサンプル品としてサンプル棚に保管されていた商品が、誤って

出荷する取扱食材棚に混入し出荷されてしまった。混入時期やなぜ混入したかについては確認で

きなかったが、学期ごとの賞味期限管理を１年間見落とし、更に出荷時に品揃え担当者が端数の

5個の賞味期限を確認せずに出庫したことが原因である。学校給食会の手順では、端数食品につ

いては別の箱に詰め、箱の外側に賞味期限を記入することになっているが、この手順についても

正しく行われていなかったことになる。品揃えの担当は、賞味期限切れの商品が正規商品棚に混

入していることには念頭に無く、かつ 1名で多種類の商品を扱っていた。

委託事業者も食材の検収時に正箱の賞味期限のみを確認し、端数の 5個は正箱と同日と思い確

認を怠った。

各々の担当者が賞味期限切れの食材が存在するはずがない、混入するはずがないとの思い込み

の中で適切な手順を踏まずに作業を行った結果である。

更に、学校給食会では、本市の事故当日に他市で同様の事故があったことを把握していたが、

事実確認と対応に追われてしまったことと、品揃え担当者から本市への納品分は問題ないとの報

告を受けていたため、本市への連絡が行なわれなかったことも事故を未然に防ぐことができなか

った一因である。

（２）課題

・学校給食会

商品の保管方法・出庫時の確認作業の改善

事故対応の危機管理体制の改善

・委託事業者

納品チェックリスト記載内容の改善

納入事業者との受渡時の確認方法の改善

・朝霞第五小学校

検収チェックリストの改善

検収室内の改善

・教育委員会（学校給食課）

検収方法の改善

５．保健所等の立入検査

（１）学校給食会

検査日時：令和３年３月１５日（月）

検査担当者：埼玉県熊谷保健所 食品衛生監視員２名

指導内容：①期限管理の徹底を実施すること。

②不適品の管理、整理整頓を徹底すること。
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令和３年３月２６日に報告書（資料５）を熊谷保健所に提出した。

報告書中の再発防止策に記載している職員教育の再徹底については、ISO22000 に基づく

保管手順書（案）を作成し、4月 12 日（月）に食材課職員１２名、及び委託先正職員

6名、4月 13 日（火）に委託先パート職員 6名、学校給食会パート職員 8名に対し研修

を実施した。

また、4月 7日（水）に配送ドライバーへ納品先での相対にて賞味期限の確認を行う

よう指示をしている。

（２）朝霞第五小学校自校給食室

検査日時：令和３年３月１６日（火）午前１０時～午後３時

検査担当者：埼玉県南部保健所 食品衛生監視員３名及び埼玉県保健体育課１名

指導内容：①検食はロットごとに保存すること。

（同じ品目であってもロット番号、製造年月日が異なる場合は全種類を保存する）

②検収の際は期限の確認を徹底すること。

③検収記録に漏れがないように記載することを従業員に教育し、問題が発生した

場合には、速やかに食品衛生責任者（栄養士）の指示を仰ぐ連絡体制を構築す

ること。

令和３年３月３０日に報告書（資料４）を南部保健所に提出した。

６．再発防止策

（１）学校給食会

①品揃え及び納品する際の対策

・品揃えをする際は、必ず２名（ダブルチェック）の担当者で賞味期限等の確認を行う。

・学校への納品時は、配送担当者と検収担当者と相互に賞味期限等の確認作業を行う。

②食材の管理対策

・取扱食材とサンプル食材の区分管理

サンプル品の区分保管を明確にし、サンプル品棚には「サンプル置き場」のプレートを

設置した。併せて食材課職員以外の立ち入りを禁止した。

・取扱食材の賞味期限確認について

学期ごとに行っていた棚卸（実残数・賞味期限の確認）のほか、新たに月一回の頻度で

担当職員が賞味期限の確認を行い、その際担当外職員も立ち会うものとする。

・不適合食材の管理

不適合食材の廃棄処分時には、処分漏れがないか責任者が点検・確認を行う。

③その他

どのような状況下にあっても新たな事故を未然に防ぐことを最優先に、関係自治体と

の連絡体制を見直し、加えて上記のとおり職員等に研修を実施した。
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（２）委託事業者

・検収方法については、本市の基準に合わせて確実に実施する。

・納品チェックリストに記載漏れがないよう従業員に指導する。

（３）第五小学校

・検収担当者がわかるように納品チェックリストに食材ごとに記名欄を設ける。

・検収時に日付の読み間違いのないよう、検収室内にカレンダーを表示した。

（４）教育委員会（学校給食課）

・検収については「学校給食衛生管理・作業マニュアル」（学校給食課で毎年発行）におい

て作業方法等について明記し周知を図ってきたが、事故の発生を受け、検収に関わる全

ての職員（栄養士（栄養教諭・学校栄養職員）及び学校給食課給食調理員、調理補助員

（会計年度任用職員））に対し、検収方法の再確認を行った。また今後、衛生委員会にお

いて、検収の具体的な手順について再検討を行う予定である。

・取扱食材を区分するために、個々にサンプル品である旨の表示をするよう学校給食会に

依頼した。

・学校給食分野の専門家からの意見の反映

サンプル品の取扱方法及び食品の安全管理についての助言をいただき、学校給食会に情

報提供し共有を図り、商品管理体制の改善策の参考とするよう依頼した。



＜資 料＞

資料１ 公益財団法人埼玉県学校給食会事故報告書

資料２ ハーベストネクスト株式会社事故報告書

資料３ 記者発表資料

資料４ 朝霞第五小学校 保健所立入検査報告書

資料５ 学校給食会 保健所立入検査結果・報告書

資料６ 細菌検査結果及び油脂酸化・過酸化物価検査結果

資料７ ドーナツ写真













報告書
令和 3年 3月 30日

埼玉県南部保健所長 様

住所 朝霞市本町１－１－１
名称 埼玉県朝霞市

朝霞市長 富岡 勝則

住所 朝霞市泉水３－１６－１
名称 朝霞市立朝霞第五小学校

校長 唐松 善人

令和 3年 3月１０日に不良食品として指摘を受けました本校において提供しましたポン
デドーナツチョコがけについて、下記のとおりにその事実を報告します。

記

１．不良食品の概要
（１） 不良食品の事由

3月 10日提供した「ポンデドーナツチョコがけ」の納品時に行った検収にお
いて、賞味期限の確認をした。発注数は 25 個で、20 個入りの箱 1つと 5個が
まとめビニール袋に入れられた状態で納品された。20 個入りの箱の賞味期限
は、箱に記載されていた賞味期限「２０２２．１．１１」であると確認をした
が、ビニール袋にまとめられていた 5個は、ビニール袋に賞味期限の記載がな
かったため、20個入りの箱と同じロットの品物であると思い込み、賞味期限の
確認を行わなかった。そのため、ビニール袋にまとめられていた 5個の賞味期
限が「２０２０．１．２７」であったことに気が付かず、児童へ給食として提
供してしまった。

（２） 商品名
（冷凍食品）ポンデドーナツチョコがけ（Ca・Fe）

（３） 形態および容量
個包装 冷凍食品 ２５ｇ

（４） 発見年月日
令和 3年 3月 10日

資料４



（５） 発見場所
朝霞市立朝霞第五小学校 6学年 2組 教室

（６） 発見された状況
6学年 2組児童の 1名が、「ポンデドーナツチョコがけ」の賞味期限が切れて

いることに気が付いた。本人が周りの児童に「ポンデドーナツチョコがけ」の
賞味期限を確認したところ、喫食後の児童の「ポンデドーナツチョコがけ」の
賞味期限が切れていたことが分かった。これら児童の発言をきっかけに、学級
担任が異変に気が付き、クラス全体に「ポンデドーナツチョコがけ」の喫食を
中止し、賞味期限を確認するように周知した。賞味期限を確認した結果、5個
の「ポンデドーナツチョコがけ」の賞味期限が切れていたことが発覚した。発
見された 5個の「ポンデドーナツチョコがけ」を配膳された児童 5名のうち 2
名が喫食してしまった。なお、喫食した児童の健康被害は出ていない。

２．指摘をうけてからの処置
児童の喫食を取りやめ、納入業者に連絡を入れた。

３．原因及び今後の対策
本件発生の原因は、納品・検収時の賞味期限確認の決まりが曖昧になっていたことにあ
る。そのため、再発防止に向け下記のように、納品時の検収体制の見直しを行う。
➀検収を担当した者がわかるように「納品チェックリスト」の食品ごとに記名欄を
設ける。

➁食品の賞味期限を確認する方法を統一し徹底する。
・未開封の箱の場合
→箱に記載されている賞味期限と中に入っている食品（1つ）の賞味期限を照らし
合わせる。

・開封済みの箱や袋の場合
→箱や袋に記載されている賞味期限と中に入っているすべての食品の賞味期限を
照らし合わせるよう努める。

➂納入業者へ異なるロットの商品を納入する場合は、報告をもらえるように周知・徹底
をはかる

④納品・検収時、納入業者とのコミュニケーションを密にとり、賞味期限などが不明点
があった場合は、検収時に納入業者に質問をするように調理従事者に指導を行う。

➄保存食は、ロットごとに採取するようにする。

以上





















資料 ７ 



 

 

朝霞市立朝霞第五小学校学校給食における 

皿うどん喫食による事故報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月 

朝霞市教育委員会 
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１ はじめに 

 朝霞市立朝霞第五小学校（以下「朝霞第五小学校」という。）で発生した事

故は、安全・安心な給食の提供を本旨とする学校給食の根幹を損なったもので

あり、その責任は教育委員会にあると重く受け止めています。 

このことから事故の原因を究明するために、事故発生直後から約 1か月に渡

り、学校・委託事業者と協議を行うとともに、保護者説明会や市民からの意見

等を真摯に受け止め、再発防止策を検討してまいりました。さらに、調整過程

で法的分野・学校給食分野の専門家からも助言をいただき、以下のとおり報告

としてまとめました。 

教育委員会は児童生徒に学校給食を安心して食していただけるよう、今後も

最善を尽くしてまいります。 

 

２ 事故の概要 

 令和３年３月１１日（木）に朝霞第五小学校で提供した皿うどんを喫食した

児童と教師の歯が欠けるなどの事故が発生。 

 

（１）事故発生状況 

   ３月５日（金） 

   ・次週（３月８日から１２日まで）の提供メニューの調理方法等につい

て、栄養士と調理責任者等とで事前打ち合わせを実施。 

   ・皿うどんについては、平成３１年４月に給食提供をしており、その際

は１０時３０分から調理を開始して提供時間までには調理を終了して

いたことから、栄養士としては今回も同様のスケジュールで考えてい

たが、調理員から開始時間を早めたい旨申し出があり、協議の結果、

１０時から調理を始めることになった。 

   ※平成３１年４月に提供した際には、委託事業者が現在と異なり、現在

の委託事業者になってからは初めての提供だった。また、その際は１

学年少ない提供だったことが後に判明。 

   ３月１１日（木） 

   ・９時５０分頃 麺の揚げ調理開始 

   ・当初、栄養士からの指示どおり、１クラス分を２つの鍋に分けて調理 

   ・連続投入により油の温度が低下し、徐々に一回の揚げ時間が延びる。 

   ・間に合わない恐れがあったため、１クラス分を１つの鍋での調理に変

更。その際、栄養士への相談はしていなかった。 

   ・一回の揚げ時間が延びたことで、給食提供時間に間に合わない恐れが

あったため、調理員から栄養士に報告、相談。 
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   ・相談の結果、最後の学年について、揚げ麺のみ手運びすることとした。 

   ・一回の投入量が増えたことで、さらに油の温度が下がり、ものによっ

ては最終的に１０分程度揚げる麺もあった。 

   ・１クラス分１つの鍋での調理に変更した後も試行錯誤しており、途中

で１クラス分を半量ずつでの調理に切り換えるなどしている。 

   ・教頭による検食の実施。検食に出された麺は、揚げ時間が５分程度だ

ったため、硬くはあったものの提供停止するほどではないと判断。 

   ・１２時４０分全ての揚げ調理が終了し、提供。 

   ※朝霞第五小学校の給食開始時間は１２時３５分のため、喫食時間に間

に合わないものもあった。 

   ・３年のクラスで喫食した児童の歯が欠けたと学級担任から連絡が入る。 

   ・栄養士と教頭が調理主任から調理状況の聞き取りを行った。 

   ・午後２時頃、学校から教育委員会（学校給食課）に被害状況について

歯が欠けた児童６人・教職員 1人との一報があり、事故の発生を確

認。 

 

（２）怪我の状況 

  令和３年４月２３日現在、４８名から皿うどんの喫食により歯が欠ける

などの報告を受けている。 

  詳細については、次のとおり。 

  １年生 ７名（乳歯が取れた１名、乳歯のぐらつき２名、口内の怪我４名） 

  ２年生 ９名（乳歯が欠けた１名、乳歯のぐらつき３名、口内の怪我５名） 

  ３年生１４名（永久歯の詰め物が取れた１名、乳歯が取れた５名、 

乳歯のぐらつき５名、口内の怪我１名、唇の怪我２名） 

  ４年生 ７名（乳歯が欠けた３名、乳歯のぐらつき１名、口内の怪我２名、 

         唇の怪我１名） 

  ５年生 ７名（乳歯が欠けた２名、乳歯の詰め物が取れた１名、 

口内の怪我３名、唇の怪我１名） 

   ６年生 ２名（乳歯が欠けた１名、口内の怪我１名） 

   ひまわり１名（乳歯が欠けた） 

   教員  １名（永久歯が欠けた） 

   なお、歯が欠けたなどの被害を受けた児童は被害の程度により保護者の

判断で医療機関を受診し治療を行った。また、口内を怪我した児童につい

ては、いずれも軽症とうかがっている。 

事故後、学校において児童の健康観察を行っており、新たな申し出や相

談があった場合には丁寧に対応することとしている。 
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（３）事故発生後の対応 

日付 時間 実施主体 対応 

3月 11日（木） 13：00頃 ― 事故発生 

学校 喫食後の児童の怪我の状況を確認するとと

もに、夕方、当日怪我を把握できた児童の

保護者に電話で事情を説明し、謝罪すると

ともに経過観察を依頼 

3月 12日（金） 22：00 教育委員会 全員協議会において市議会議員へ事故の概

要を報告 

3月 13日（土） 8：00 教育委員会 記者発表 

10：00～ 教育委員会 当初学校から報告のあった児童宅を訪問し

謝罪（1名不在のため 14日に改めて訪問） 

14：00 教育委員会 記者発表資料の修正  （別紙：資料２） 

 学校 全保護者に向けて被害状況把握のためのア

ンケートを実施 

3月 15日（月） 7：30 教育委員会 

委託事業者 

市職員事務職２名及び調理職員（主任）１

名を５小に派遣し、現場確認（３学期の給

食終了の１９日まで派遣継続）※委託事業

者から指導員を増員 

10：00 教育委員会 委託事業者が来庁し、謝罪と説明を受けた

（市長、教育長） 

15：00～ 教育委員会 新たに報告のあった児童宅を訪問し謝罪 

3月 16日（火） 10：00 南部保健所 

埼玉県保健

体育課 

５小給食室へ立入調査を実施 

午前・午後 教育委員会 15日に会えなかった児童宅へ再訪問し謝罪 

3月 17日（水） 10：00～ 教育委員会 新たに報告のあった児童宅を訪問し謝罪 

14：00 教育委員会 委託事業者からの事故報告書（別紙：資料

１）を受領 

16：00 学校 

教育委員会 

保護者説明会実施（1・2年生の保護者対

象） 

18：00 学校 

教育委員会 

保護者説明会実施（3・4年生の保護者対

象） 
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日付 時間 実施主体 対応 

3月 18日（木） 14：00 学校 

委託事業者 

教育委員会 

３者による協議の実施 

18：00 学校 

教育委員会 

保護者説明会実施（ひまわり・5・6年生

の保護者対象） 

3月 23日（火）  学校 全保護者に向けて保護者会の概要報告及

び委託事業者からの謝罪文を配布 

3月 25日（木） 17：00 教育委員会 全員協議会において市議会議員へ途中経

過を報告 

4月 5日（月） 15：00 学校 

委託事業者 

教育委員会 

３者による協議の実施（新学期の委託体

制と委託事業者の個別謝罪の打合せ） 

4月中旬  委託事業者 怪我をした児童、保護者・教職員に謝罪 

 ※上記以外に学校と委託事業者及び教育委員会と委託事業者による状況確

認や改善策の検討は随時実施している。 

 

３ 委託の概要 

 （１）委託化の経緯 

   平成２６年７月、教育委員会内に「朝霞市給食調理等業務民間委託化教

育委員会内検討会議」を設置し、本市の学校給食の在り方について検討を

行い、平成２７年４月に「学校給食調理・洗浄業務の民間委託化検討結果

報告書」を取りまとめた。 

   その中で、学校給食センターと比較して規模及び人員の少ない自校給食

室から調理業務等の委託化を進めることとし、朝霞第五小学校において

は、平成２８年９月から委託を開始した。 

   その際、委託する業務は給食調理（検収、調理、配膳、片付け、清掃）、

食器等洗浄、食器等消毒・清掃・保管とし、献立の決定、食材料の選定及

び購入契約については、従来どおり市が責任をもって行うこととした。 

 

 （２）委託先 

    委託期間 令和元年９月１日から令和４年７月３１日まで 

    事業者名 ハーベストネクスト株式会社 

    所 在 地 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町２－１２０ 

    契 約 額 １０４，０３０，５６５円（税込）※３５か月総額 

    選定方法 公募型プロポーザル方式により選定 
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 （３）契約内容 

   朝霞第五小学校における学校給食調理及び洗浄等の業務について委託契

約を実施。契約内容詳細については、業務委託仕様書（様式は省略）（別

紙：資料３）。 

 

 （４）人員体制 

   社員６名、パート従業員１０名を配置しており、平時２名が休めるよう

シフトを組んでいる。手の込んだ献立の場合には、全員で取り組むなど、

状況に応じて体制を変えていた。 

３月１１日は、手作りメニュー対応のため、社員１名を応援で配置し、

社員７名、パート従業員８名の１５名で調理に当たっていた。 

 

４ 原因と課題 

今回の事故は、麺を低温で長時間揚げたことが直接的な原因だが、そこに至

るまでには様々な要因が関係していたことがうかがえた。 

その背景には、教育委員会としての自校給食室との関わりの不十分さがあっ

たと反省している。 

改善すべき事項の洗い出しをするため、次のとおり課題の整理を行った。 

 

（１）献立内容による調理員への負担 

  ３月１１日の献立は、皿うどん、春雨サラダ、カステラで全てが手作りで

あり、皿うどんについては餡を作るのと別に麺を揚げるなど、全体的に手間

がかかるメニューだった。 

  さらに皿うどんについては、現在の委託事業者になって初めての献立だっ

たこともあり、調理員の負担が大きかった可能性が考えられる。 

   

（２）打合せ時の詳細確認等の不徹底 

  今回、事前打ち合わせの際に、栄養士と調理責任者の間で揚げ調理を開始

する時間などは確認していたものの詳細な調理方法等まで確認していなかっ

た。 

また、皿うどんは、現在の委託事業者になって初めての献立だったが、聞

取りの結果、調理責任者は別の学校で同様のメニューを作ったことがあり、

前回と同様の手際で作成すれば問題ないと考えていたことが分かっている。 

こうしたことから、調理指示書を基とした細かな打ち合わせをすること

で、経験則から判断しないようにする必要がある。 
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（３）栄養士と調理員との連絡体制 

  当日、揚げ調理は、提供時間に間に合わせるために混乱していたため作業

工程を変更することを栄養士に報告することが困難であったと考えられる。 

  このことから、調理責任者等から栄養士への連絡体制の確保と栄養士によ

る適宜の調理作業の進捗状況の把握が課題だと考える。 

 

（４）検食を含む出来上がりの確認体制 

  当日、教頭が検食した皿うどんの麺は、５分程度揚げたもので、児童が怪

我することを想定することは難しかったと考えられるが、検食記録から硬い

と感じていたことが分かっている。 

  また、調理員が出来上がりの確認をしていないこと、栄養士が味見をした

際には、麺は汁に浸かっていたことで麺の硬さが確認できなかったといった

状況が重なり、児童が喫食するまで麺が硬いことを誰も認識していなかった

ことが分かっている。 

  検食については、「学校給食衛生管理基準」において実施方法や確認事項

が明記されていることから、これらのルールを再確認し注意事項について学

校と共通認識を持つとともに確実な栄養士等の味見の実施による出来上がり

の確認体制を整える必要がある。 

 

５ 再発防止策 

同様の事故を二度と起こさないために、これまでに行ってきた安全対策を初

心に立ち返り見直しをするとともに新しい視点を持つこと、また、教育委員会

が自校給食室に運営に積極的な係わりを持つことで、より一層安全な給食の提

供を実施するため再発防止策を講じる。 

具体的な対策については主に第五小学校を含む自校給食室を対象としている

が、給食センターの調理員を含め本市の学校給食を担う全ての職員で共有を図

り、一丸となって再発防止に努める。 

なお、再発防止策は、継続的かつ安定的な給食提供のため、今回の事故を受

けて実施するもので、改善状況を確認しながら随時見直しを行っていく。 

 

（１）献立作成のルール作り 

【主体：学校（栄養士）・教育委員会（学校給食課）】 

  今回、献立内容が調理員の負担になっていたことが事故の一つの要因と考

えられる。児童の給食への興味を保持するため、献立の工夫は必要なことだ

と考えるが、栄養士や調理員の労力が大きい献立は事故を引き起こす要因に

なりかねない。そこで、原点に立ち戻り、安全な給食の提供を重視した献立
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作成のルールを定める。 

  具体的には、これまで給食センターの献立で実施していた調理員を含めた

献立内容の確認の際に自校給食室の献立についても併せて行うことで、調理

員の負担等について確認を行うことや献立に新しいメニューを取り入れる際

には、使用食材の規格や作業動線を考慮し、慎重に検討すること等について

規定する。 

 

（２）事前打ち合わせの見直し 

【主体：学校・委託事業者・教育委員会（学校給食課）】 

事前打ち合わせは、栄養士と調理員の共通認識を深め、双方の認識の差を

すり合わせする重要な場であることを認識し、不明点を残さないよう自校用

の調理指示書には、作り方や注意事項を細かく指示できるものに改める。 

また、専門家から、使用する食品の規格等を踏まえた指示をすることが必

要との指摘があったため、これについても指示書に盛り込むこととした。 

なお、打ち合わせは十分な時間を取り行うこととし、その内容を記録する

ことで透明性を確保する。 

さらに、確認した内容が調理責任者から全調理員に確実に行き渡るよう教

育委員会から委託事業者へ要請した。※令和３年４月から実施 

 

（３）栄養士等との連絡相談体制の見直し 

【主体：学校・委託事業者】 

  給食調理は、不慮の事態が起こり得るものであるから、栄養士による調理

場の適宜の確認を徹底する。 

また、栄養士が事務所に不在の場合には速やかな連絡・相談ができるよう

居場所を明確にするとともに調理責任者を軸とした栄養士、調理員間の連絡

体制を再確認した。 

なお、専門家から指示書や作業工程表、作業動線図を記録・蓄積・標準化

し、感覚に頼らず、データに基づく調理作業を行うことが事故の未然防止に

つながるとの助言をいただき、指示書の記載内容の見直しを行うとともに、

指示書等の記録・蓄積・標準化の徹底を改めて周知した。 

 

（４）検食及び栄養士、調理員による味見のルールの厳格化 

   【主体：学校（管理職員、栄養士）・委託事業者】 

  検食における国等の定めるルールを厳守し、気になる部分あった場合に

は、これを栄養士または調理責任者に確認し、安全が確認できない場合には

迷うことなく提供停止の措置を行う。 
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  栄養士、調理員による味見については、出来上がったメニューからその都

度行うことを徹底する。その際、児童が喫食する際の条件に近い状態で行う

よう配慮する。 

 

（５）教育委員会職員による定期的な巡回の実施 

   【主体：教育委員会（学校給食課）・委託事業者・学校（栄養士）】 

  教育委員会所属の調理主任等が定期的に現場に立ち入り、自校給食室点検

表（別紙：資料４）に基づき調理手順や衛生管理等について確認を行い、改

善すべき事項は、教育委員会から委託事業者に要請する。 

  これを受けた委託事業者は、真摯に対応するものとし、改善を行った事項

等について教育委員会に報告する。 

  また、立ち入りの際には栄養士もこれに同席する。 

  なお、専門家から自校給食室点検表に「栄養士、調理員による味見は、出

来上がったメニューからその都度行っている。その際児童が喫食するときの

条件に近い状態で行っている。」というチェック項目を加えることで、日々

の意識向上につながるとの助言があり、この項目を追加した。 

  ※令和３年４月から実施 

 

（６）確実な研修実施の確保 

   【主体：教育委員会（学校給食課）・委託事業者】 

  調理員への研修については、委託仕様書において年２回以上の実施と報告

を依頼しているところだが、軽微なものも含めて報告を要するとともに欠席

した調理員には別日で実施を設定するなど、全ての調理員が疎漏なく受講す

るよう確実な実施について見届けていく。 

 

（７）学校・委託事業者・教育委員会による協議の場の設置 

   【主体：学校・委託事業者・教育委員会（学校給食課）】 

  学期ごとに学校・委託事業者・教育委員会による協議の場を設け、定期的

にそれぞれが抱える課題などを共有し、未然の事故防止に役立てる。 

  ※令和３年度から実施 
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