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会 議 内 容 

議 題 

（１）正副会長の選出について 

（２）学校給食センター委託化について 

報告事項 

（１）令和３年度学校給食事業計画について 

（２）令和３年度献立及び指導計画について 

（３）新型コロナウイルス感染症関連交付金等の受入につい
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（４）食物アレルギー対応について 

（５）朝霞第八小学校自校給食室等整備事業について 

（６）朝霞第五小学校学校給食における事故報告書について 

（７）学校給食センター職員の新型コロナウイルス感染につ

いて 



会 議 資 料 

１ 会議次第 

２ 資料１－１ 学校給食調理・洗浄業務の民間委託化検討

結果報告書 

３ 資料１－２ 学校給食センター正規調理員在職見込み 

４ 報告１   朝霞市学校給食事業計画 

５ 報告２   令和３年度献立及び指導計画 

６ 報告３   新型コロナウイルス感染症関連交付金等の

受入について 

７ 報告４   アレルギー対応事業の実績及び令和３年度

の実施状況 

８ 報告５－１ 朝霞第八小学校自校給食施設等整備事業に

ついて 

９ 報告５－２ 朝霞第八小学校給食調理等業務委託契約の

概要 

10 報告６－１ 朝霞第五小学校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 

11 報告６－２ 朝霞第五小学校における皿うどん喫食によ

る事故報告書 

12 報告７   学校給食の提供再開に向けて 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 ☑電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

☑会議録の確認後消去 

□会議録の確認後〇か月 

会議録の確認方法 

会長による確認 

 

そ の 他 の 

 必 要 事 項 

 

 傍聴者  ０人 

  



 

  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

（杉西課長） 

会議開催前ではございますが、開催に先立ち本日の会議の公開について、

皆様にお諮りしたいと思います。 

その際、会長に進行をお願いしたいところですが、今回が今年度第１回の

会議になりますので、審議会の会長・副会長が決まっておりません。 

本審議会の会長・副会長につきましては、条例により、「委員の互選によ

りこれを定める」とされておりますので、会長が決まるまでの間、金子学校

教育部長に仮議長をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（杉西課長） 

ありがとうございます。 

それでは金子部長、会長席に移動してください。 

 

（金子部長） 

 会長が決まるまでの間仮議長を務めさせていただきます。 

早速ですが、本日の会議でございますが、「審議会等の会議に関する指針」

に基づき公開としてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（金子部長） 

 それでは、本日の会議の傍聴者の確認をいたします。 

事務局、本日、傍聴者はいらっしゃいますか。 

 

（大貫管理係長） 

 いらっしゃいません。 

 

（金子部長） 

 ありがとうございました。それでは、事務局に戻します。 

 

（杉西課長） 

只今より、令和３年度第１回学校給食運営審議会を開催いたします。 

はじめに今回が今年度初めての会議になりますので、委員の皆さんに簡単

に自己紹介をお願いいたします 

第 1号委員の外山委員から名簿順にお願いたします。 

 

 



（外山委員） 

 朝霞市議会議員の外山です。 

 私は、議員になる前まで学童保育の指導員をしており、児童への安全な学

校給食に興味を持っております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

（三好委員） 

 朝霞第五小学校校長の三好です。よろしくお願いいたします。 

 

（原口委員） 

 朝霞第一中学校長の原口です。よろしくお願いいたします。 

 

（太田委員） 

 朝霞第一小学校ＰＴＡの太田です。よろしくお願いいたします。 

 

（白鳥委員） 

 朝霞第三中学校のＰＴＡの会長を務めております白鳥です。よろしくお願

いいたします。 

 

（藤原委員） 

 薬剤師の藤原です。 

 第五小学校と第七小学校を担当しております。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（川又委員） 

 朝霞保健所管内栄養士の川又です。子供が小学校と中学校に通っており、

給食をいただいております。 

 学校給食の栄養士は経験がないのですが、勉強させていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

（杉西課長） 

 ありがとうございました。次に事務局職員を紹介します。 

 

（金子部長） 

 学校教育部長の金子二郎です。お世話になります。よろしくお願いいたし

ます。 

  

（杉西課長） 

 学校給食課長の杉西です。よろしくお願いいたします。 

 

 



（有馬課長補佐兼溝沼学校給食センター所長） 

 学校給食課課長補佐兼溝沼学校給食センター所長の有馬です。よろしくお

願いいたします。 

 

（池田専門員兼給食係長） 

 学校給食課専門員兼給食係長の池田です。よろしくお願いいたします。 

 

（坂本浜崎学校給食センター所長） 

 浜崎学校給食センター所長の坂本です。よろしくお願いいたします。 

 

（田熊栄養士） 

 学校栄養士の田熊です。よろしくお願いいたします。 

 

（大貫管理係長） 

 管理係長の大貫です。よろしくお願いいたします。 

 

（杉西課長） 

 では、会議に移らせていただきます。 

開会にあたりまして金子学校教育部長からあいさつを申し上げます。 

 

（金子部長） 

 皆様こんにちは。本日は御多用の中、御出席いただきまして、ありがとう

ございます。令和３年度第１回学校給食運営審議会の開催にあたり、あいさ

つを申し上げます。 

委員の皆様におかれましては、日頃より、本市の学校給食運営に対しまし

て、御理解・御協力をいただいておりますことに、厚く御礼申し上げます。 

 さて、皆さん既に御存知のことと思いますが、ここ溝沼学校給食センター

の職員に新型コロナウイルスの感染者が出たことで、６月２８日から７月１

６日までセンター機能を停止いたしました。 

朝霞第十小学校におきましては、７月５日から１６日まで、お弁当を購入

して提供いたしましたが、市内５校の中学校におきましては、期間中、簡易

給食での対応となり、多くの児童・生徒並びに保護者の皆様に御迷惑をお掛

けすることになりました。 

また、今年の３月には、朝霞第五小学校において２件の給食事故が発生し

ており、これにおいても児童並びに保護者の皆様に多大な御迷惑・御心配を

お掛けすることになりました。 

安全・安心な給食を提供することが務めである学校給食において、これら

の事態を引き起こした教育委員会の責任は大きなものと受け止め、発生原因

を究明するとともに、それぞれ再発防止策を講じております。 

これらの概要につきまして、本審議会内で、担当から説明させていただき

ますので、委員の皆様にはそれぞれのお立場から御意見等を頂きますようお



願いいたします。 

また、本日の会議が皆様にとりまして有意義な意見交換や情報提供の場と

なりますよう御祈念申し上げまして、簡単ではございますが、あいさつとさ

せていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

（杉西課長） 

 初めに連絡事項を２点申し上げます。 

１点目ですが、１号委員の福川委員、宮林委員、２号委員の唐松委員と土

橋委員、４号委員の山本委員におかれましては本日所用のため欠席との連絡

が入っております。 

２点目は、本日の審議会の定足数でございますが、条例により過半数の出

席となっておりますので、本審議会は成立いたしておりますことを御報告い

たします。 

それでは、議事に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

本日の会議資料は、事前に配付した資料としまして、 

本日の会次第 

資料１－１ 学校給食調理・洗浄業務の民間委託化検討結果報告書 

資料１－２ 学校給食センター正規調理員在職見込み 

報告１   朝霞市学校給食事業計画 

報告２   令和３年度献立及び指導計画 

報告３   新型コロナウイルス感染症関連交付金等の受入について 

報告４   アレルギー対応事業の実績及び令和３年度の実施状況 

報告５－１ 朝霞第八小学校自校給食施設等整備事業について 

報告５－２ 朝霞第八小学校給食調理等業務委託契約の概要 

報告６－１ 朝霞第五小学校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 

 報告６－２ 朝霞第五小学校における皿うどん喫食による事故報告書 

 報告７   学校給食の提供再開に向けて 

 でございます。 

その他に本日机上に委員名簿、朝霞市学校給食運営審議会に関する条例、

令和３年度版朝霞市の学校給食を配付しております。 

不足がありましたら挙手でお知らせください。 

また、先日の開催通知に同封いたしました承諾書及び口座振替依頼書、ま

たは、報酬等の受取りを辞退する方で辞退届を提出されていない方は、会議

終了後で結構ですので御記入の上、事務局へ提出くださいますようお願いい

たします。 

それでは、議題に入らせていただきます。 

引き続き、会長が決まるまでの間、金子学校教育部長に仮議長をお願いし

ます。 

 



（金子部長） 

 これより議題に入ります。 

議題１の正・副会長選出を行いたいと思います。 

条例では、正・副会長は委員の互選による事となっております。 

まず、本審議会の会長を決めたいと思いますが、立候補、御推薦ございま

したらお願いいたします。 

 

（外山委員） 

 ＰＴＡで会長を務めていらっしゃる白鳥委員を推薦します。 

 

（金子部長） 

 会長に白鳥委員という御意見が挙がっておりますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（金子部長） 

 それでは、本年度の会長は白鳥委員にお願いしたいと思います。 

会長が決定されましたので、私は仮議長の職を解かせていただきたいと思

います。 

 

（杉西課長） 

 ありがとうございました。会長が決まりましたので、金子部長におかれま

しては、自席へお戻りください。 

会長の白鳥委員には、会長席へ移動をお願いいたします。 

それでは、会長に引き続き副会長の選出について、会長より議事進行をお

願いします。 

 

（白鳥会長） 

 それでは、引き続き副会長の選出を行いたいと思います。 

副会長の立候補、御推薦ございましたらお願いいたします。 

 

（三好委員） 

 朝霞第一中学校の原口校長先生を推薦いたします。 

 

（白鳥会長） 

 副会長に原口委員という御意見が挙がっておりますが、いかがでしょう

か。 

 

（異議なし） 

 

 



（白鳥会長） 

 それでは、副会長を原口委員にお願いしたいと思います。 

 

（杉西課長） 

 ありがとうございます。 

白鳥会長、原口副会長におかれましては、１年間よろしくお願いいたしま

す。会長、副会長からごあいさつをお願いいたします。 

 

（白鳥会長） 

 朝霞第三中学校ＰＴＡ会長を務めております白鳥です。 

 朝霞第五小学校のＰＴＡ会長、ＰＴＡ連合会会長と経験は持っております

ので、皆さんの御協力をいただきながら、会議を進行していきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

（原口副会長） 

 朝霞第一中学校校長の原口です。 

 学校給食運営審議会の委員は４年目となりました。微力ではございます

が、力を尽くしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（杉西課長） 

 ありがとうございます。 

それでは、白鳥会長引き続き進行をお願いいたします。 

 

（白鳥会長） 

 それでは、議事を進行させていただきます。 

はじめに、議題の２「学校給食センター委託化について」です。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（杉西課長） 

 まず、「学校給食調理・洗浄業務の民間委託化検討結果報告書」を御覧く

ださい。こちらは平成２７年４月に市の方針として決定したものです。この

方針を受け、平成２８年度に第五小学校、平成２９年度に第四小学校、令和

３年度に第八小学校の調理業務等を委託しました。またその後に作成した

「学校給食センターの今後の運営について」に基づき、第八小学校自校給食

室の運用開始にあわせて栄町学校給食センターを廃止し、センターを２か所

に集約し、現在は２センターと３自校給食室での給食提供を行っています。 

報告書の９ページを御覧ください。４の５行目からです。 

学校給食センターの委託化については、当面、直営が可能であるが、給食

調理員の退職後補充がされていない現状があることから、再任用職員の活用

を図りながら計画的に委託等の検討を行っていく。とあり、報告書では委託

化のスケジュールが明確になっていません。 



 そこで朝霞市学校給食運営審議会に関する条例第２条に基づき教育委員

会から学校給食運営審議会で調査審議し、センターの委託時期や順序等を明

確にするよう求められました。 

「朝霞市学校給食センター委託化について」をまとめていきたいと考えて

おります。検討する事項としては、委託化する時期、順序、調理員の処遇に

ついてで、順次説明したうえで御意見をいただきたいと思います。 

まず、１点目委託化する時期につきまして説明します。 

もう一枚の資料「学校給食センター正規調理員在職見込み」を御覧くださ

い。本年度は再任用職員１人を含め１６人が在籍しています。配置状況は溝

沼センターには再任用職員を含めた８人が、浜崎センターには８人と再任用

短時間勤務者１名で運営しています。 

資料によりますと、１０年間で職員が半減し８名になる見込みです。学校

給食センターを運営していくためには、各センターの調理過程でポジション

７か所に正規調理員を配置する必要があります。 

またそれとは別に現在調理主任１人を、第五小学校給食事故の再発防止策

として、センター及び自校給食室の巡回点検及び指導を行っており、二つの

センターを維持するためには７人＋７人＋１人の１５人、一つのセンターを

維持するには７人＋１人の８人が必要になります。正規調理員の在職見込み

からは委託の時期は令和９年度に１センターを令和１４年度にもう１セン

ターと考えられます。 

委託化する時期に関しての説明は以上です。この件につきまして御意見を

いただきたいと存じます。 

 

（白鳥会長） 

 それでは、「学校給食センター委託化について」のうち、学校給食センタ

ー委託化の時期について説明いただきました。これについて、御意見を伺え

ればと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（太田委員） 

 給食調理員が少なくなることで、現在の体制を維持できなくなるので業務

を委託するということなのでしょうか。 

 

（杉西課長） 

 市の方針で給食調理員は新たに採用しないことになっており、平成１４年

に採用してからはこれまで採用をしていません。 

 そうした状況を踏まえて、学校給食調理・洗浄業務の民間委託化検討結果

報告書を作成し、これに基づき、まずは自校給食室から調理業務を委託化し

ており、今後におきましては、センターも委託せざるを得ない状況となって

おります。 

 

 



（白鳥会長） 

 他に御意見ありますか。 

 ないようでしたら、続けて事務局から説明をお願いします。 

 

（杉西課長） 

 次に、委託の順序ですが、溝沼学校給食センターは学校給食を運営する上

で中枢機能を持っています。具体的には学校給食費に関する事務や給食食材

の契約、給食施設の管理などの業務をしています。そのため、事務局として

は給食調理のみを行っている浜崎学校給食センターの委託を先行して実施

することが妥当と考えます。委託の順序については以上です。 

 

（白鳥会長） 

 それでは、委託化するセンターの順序について、御意見をお願いします。 

 ないようなので、続けて事務局から説明をお願いします。 

 

（杉西課長） 

 次に調理員の処遇につきまして説明いたします。完全委託化後に残る正規

調理員につきましては、他部署への異動等が考えられるため調理員の意向を

汲み取りつつ、関係課と調整を図り配属先を検討していきたいと考えており

ます。またパート職員の会計年度任用職員につきましては、委託事業者等を

紹介し、できる限り継続雇用につなげたいと考えております。説明は以上で

す。御意見をお願いいたします。 

 

（白鳥会長） 

 それでは、調理員の処遇について、御意見お願いします。 

 

（外山委員） 

 正規雇用はしない方針はもう覆らないのでしょうか。 

 雇用をしないことで調理員は減っていき、民間委託を進める順番等をどう

するかという課題があるという現状認識でよろしいでしょうか。 

 この後に話があると思いますが、民間委託をした学校で事故が起きている

わけですよね。 

 私は、今回事故を起こしてしまった委託事業者は、以前から一生懸命取り

組んでいる事業者だと思っていたので、一概に民間委託が悪いとは思わない

のですが、民間委託を心配する意見も出てくると思います。 

 市の財政状況から、民間委託を見直して調理員の正規雇用を復活するとい

うのが難しいのは分かるのですが、市からの説明として、民間委託化は決ま

っていて、覆すことができないという説明でいいのか疑問があります。 

  

（杉西課長） 

 給食調理の民間委託化については、随分前に国からも推奨されていて、全



国的にも民間委託化が進んでいる状態で、朝霞市だけが、独自に民間委託化

を進めているという訳ではありません。 

 

（外山委員） 

 それは私も存じています。 

 調理業務だけでなく、窓口業務も民間委託化が進んでいて、全体的にそう

いう流れだというのは理解しているのですが、大きな事故が２回連続して起

きたことで、保護者の中には心配している方もいるのではないかと思います

ので、心配している人たちに向けて、市の方針でもう決まっているので覆ら

ないという説明で納得していただけるのかと思います。 

 

（杉西課長） 

 朝霞第五小学校で事故を起こしてしまった委託事業者については、事故後

に保護者向けの試食会を５日間実施しております。 

 保護者の感想では、この事業者を変えて欲しいといった要望はなく、おい

しい給食を作ってもらっているという感想がほとんどでした。 

 また、コロナウイルスの感染により、溝沼学校給食センターが閉所した際

に朝霞第十小学校のお弁当の作成を依頼し、１０日間提供してもらいまし

た。 

 現物を私も確認しましたが、バラエティに富んだ内容となっており、こう

した事態にも小回りのきいた対応をしていただきました。 

 民間委託の良さを取り入れながら、業務の進め方を工夫しながら事故がな

いよう事業を実施していきたいと考えております。 

 

（三好委員） 

 杉西課長から話がありましたが、本校で発生した事故を受けて、保護者の

方の不安を和らげることを目的に、学校独自で試食会を実施しました。 

 本来であれば、事業者さんからお話があっても良かったと思ったのです

が、そういった話がありませんでしたので保護者の方に給食を食べてもらう

ことで、不安を学校として解決したいとの思いで実施した試食会の結果につ

いて、説明していただきました。 

 委託であろうが、直営であろうが事故は起こる時には起こってしまうもの

だと思います。ただ、安全・安心な給食を提供するために注意はしていただ

かないといけないと思います。 

 結果としては、今回の試食会はいい機会だったかと思っています。 

 

（外山委員） 

 朝霞第五小学校の給食室は、外からもよく見えて頑張ってもらっているこ

とは知っていて、良い事業者さんだと思っていたので、基本的に民間委託が

悪いとは思っていません。 

 ただ、市の財政状況が厳しくて民間委託を進めるというふうに市民の目に



映ってしまわないか、説明の仕方が難しいと思いましたが、試食会などを実

施していただいていると聞いて、不安を取り除いていくことで解決していく

のかなと思いました。 

 

（金子部長） 

 この後、詳細について事務局から説明しますので、詳細について私から説

明することは差し控えますが、外山委員から御指摘いただいたとおり、同じ

学校で立て続けて給食事故が発生して、当該校が調理等の業務を委託により

運用をしていたということで、御心配をお掛けしているのは事実だと感じて

おります。 

 事故発生後に概要を説明するために保護者説明会を開催した際にも、業者

の在り方についての御質問もあったと報告を受けております。 

 事故報告書にもありますとおり、２件の事故については委託事業者だけの

問題ではなく、納品業者のチェック体制や教育委員会の自校給食室との関わ

り方など、様々な要因が絡み合って起きたことだと分析しており、反省して

いるところです。 

 児童・保護者の皆様に安心して学校給食を食べていただけるよう取組など

についてアナウンスを続けており、給食の委託について御心配があることは

事実だと思いますし、事故が１００パーセントないと言い切ることはできな

いのですが、近隣市においても現在、委託化が進んでいて、近隣市のみに限

らず県内全域においても民間委託により美味しい給食を提供しております。 

 給食調理専門の事業者が調理を担当することで、円滑な運営が行えている

という報告も受けております。 

 委託ありきということではなく、安全・安心で美味しい給食を提供するた

めに、どういった条件整備をしていくかということを教育委員会の最優先課

題として、今後も委員の皆様の御協力をいただきながら取り組んでいきたい

と考えております。 

 

（白鳥会長） 

 その他、御意見等よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

それでは、この件についての今後の流れについて事務局から説明をお願い

します。 

 

（杉西課長） 

 ありがとうございます。 

本日いただいた御意見等を精査し、できれば１か月後を目途に再度審議会

を開催し、素案お示しして御意見を頂きたいと思いますので、引き続き御協

力をお願いします。 

 

 



（白鳥会長） 

 ありがとうございました。 

それでは、事務局で報告案を取りまとめお願いします。 

以上で、議題は終了となります。 

引き続き、報告事項に移ります。 

はじめに報告事項の１点目、「令和３年度学校給食事業計画について」と、

２点目の「令和３年度献立及び指導計画について」は、関連がございますの

で、併せて事務局より説明をお願いします。 

 

（田熊栄養士） 

 お手元の資料、報告１令和３年度朝霞市学校給食事業計画についてを御覧

ください。（１）の衛生、安全管理の充実及び環境の整備、（２）栄養管理、

（３）食に関する指導の充実、（４）学校、家庭、地域との連携の推進の四つ

の面から充実した学校給食に向けた事業を計画しています。 

 （１）の③に太字で示しています栄町学校給食センター解体工事は、今年

度新たに追加した事業です。 

 次に、資料、報告２令和３年度献立及び指導計画を御覧ください。月ごと

に季節に合ったテーマを決め、旬の食材や郷土料理を取り入れた献立を作成

します。また、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催

に合わせて、過去の夏期大会の開催国の料理を取り入れてまいります。 

 地場産野菜については、朝霞市農産物直売組合に御協力をいただき、計画

的に使用してまいります。 

 以上です。 

 

（白鳥会長） 

 「令和３年度学校給食事業計画」と「令和３年度献立及び指導計画」につ

いて事務局より説明がありましたが、委員の皆様より何か御意見、御質問は

ありますか。 

 

 意見、質問等ないようですので、続いて報告事項３点目「新型コロナウイ

ルス感染症関連交付金等の受入について」事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

（池田専門員） 

 それでは報告３の「新型コロナウイルス感染症関連交付金等の受入れにつ

いて」御報告をさせていただきます。 

 令和２年度に受け入れた新型コロナウイルス感染症関連の交付金は２件

ございました。一つ目は、学校臨時休業対策費補助金で、新型コロナウイル

ス感染拡大により令和２年３月から学校が臨時休校となり、給食食材の購入

をキャンセルせざるを得ない状況となりました。しかしながら、急な休校で

あったことから既に納入業者が手配済みでキャンセルできなかった食材の



購入費用について、対象経費の４分の３の額として５５４万３，０００円の

交付を受けております。 

 二つ目の交付金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

で、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を

支援するという目的で、本市では、学校給食費だけではなく他のコロナ関係

の対象事業も含めて財政課が取りまとめて国に申請しました。学校給食費に

ついては、コロナウイルス感染拡大により学校が臨時休業後に再開され提供

した簡易給食１０日分と当初予定していた給食実施日の他に追加した給食

１８日分につきまして、児童生徒から給食費を徴収せずに提供いたしまし

た。その食材費に相当する金額についての交付を受けております。 

金額としては、６，３４７万９，０００円となっております。 

以上でございます。 

 

（白鳥会長） 

 ただいまの報告事項について何か御意見、御質問はありますか。 

 

 意見、質問等ないようですので、続いて、報告事項４点目「食物アレルギ

ー対応について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

（池田専門員） 

 それでは報告４の「アレルギー対応事業の実績及び令和３年度の実施状況

について」御報告をさせていただきます。 

 平成２９年９月の２学期から「米飯代替提供事業」と「学校給食費の一品

還付事業」を食物アレルギー対策として実施しております。 

「米飯代替提供事業」は、食物アレルギーにより主食であるパン類又は麺

類を食することができない児童生徒に対して、希望に応じてその代替として

米飯を提供する事業でございます。 

今年度の希望者は小学校３４名、中学校４名であり、制度開始以降年々増

加している状況でございます。 

「一品還付事業」は、食物アレルギー疾患を有するため、学校給食で提供

される給食の全部又は一部を食することができない児童生徒に対し、保護者

の学校給食費の負担軽減を図るため、食せなかった分の費用を還付する事業

でございます。 

令和２年度は８３名の申し出があり、合計で１２万８，９０５円の還付を

行いました。 

今年度は６月末現在、小学校９０名、中学校１３名で計１０３名から食物

アレルギー等による給食一部停止申出書の提出をいただいており、年々増加

しております。報告は以上です。 

 

（白鳥会長） 

 ただいまの報告事項について何か御意見、御質問はありますか。 



（外山委員） 

 アレルギーを持つお子さんが増えてきているという実感が私もあるので

すが、牛乳や卵にアレルギーを持っているお子さんが多いと思うのですが、

パンと牛乳は普段どれくらいの比率で提供しているのでしょうか。 

  

（池田専門員） 

 一週間の内、３回米飯、麺とパンを１回ずつで計画して提供しています。 

 

（外山委員） 

 麺やパンが食べられないお子さんで、代わりにお米を提供している方がこ

れだけいるということでしょうか。 

 

（池田専門員） 

 米飯代替事業の希望者につきましては、御指摘のとおりです。 

 

（外山委員） 

 お米の時に付く飲み物もやはり牛乳なのでしょうか。 

 

（池田専門員） 

 基本的には牛乳です。 

 

（外山委員） 

 牛乳に給食で満たさなければいけない必要な栄養素があることは承知し

ているのですが、お米に牛乳というのに違和感があって、お茶に変えること

はできないのでしょうか。 

 牛乳アレルギーのお子さんもあると思いますし、献立計画を見ていて、食

文化や地元の食材を取り入れていて良い取り組みだと思うのですが、飲み物

については、日本の伝統食とかけ離れていることにずっと違和感がありま

す。 

 

（田熊栄養士） 

 牛乳を毎日提供する理由ですが、給食の組み合わせとして、おかずと牛乳、

主食が揃ったものを完全給食ということが、まずあります。 

 また、給食におけるカルシウムの摂取量が文科省から示されており、例え

ば小学校中学年においては、一食で３５０ｍｇのカルシウム摂取の基準があ

ります。その内、３分の２は牛乳から摂取しているのが現状です。 

 牛乳を無くした場合に、他の食材からカルシウムを摂取する必要が出てき

て、多くの小魚や青菜を献立に組み込む必要があり、現実的ではないと考え

ます。 

 

 



（外山委員） 

 栄養素の面からの必要性は分かるのですが、どうしても日本食に牛乳とい

うのが、私自身子どもの頃に気持ち悪い思いをしたので、味覚の発達や食育

という観点から逆効果なのではないかと思うのですが。 

 私が子どものころよりもご飯の献立が増えているようですので、お米農家

の下支えになってよいと思うのですが、お茶を出してもらった方が良いかな

と思います。 

 

（川又委員） 

 学校でも熱中症対策などで、お茶やお水は持参しています。 

 食育という観点では、ご飯を食べながら牛乳を同時に飲むという指導はし

ていないと思いますので、子供によるとは思いますが、ご飯と牛乳を一緒に

口に入れる児童は少ないと思います。 

 お味噌汁などの汁物でもその対応はできますので、牛乳は提供していただ

いた方が良いかと思います。 

 その他にも、乳酸菌飲料やコーヒー牛乳なども提供していただいていて、

献立に合わせてできる限りで対応をしていただいているのかと思います。 

 

（原口副会長） 

 現場で子どもたちを見ていますが、お茶などは各自で持ってきており、自

分なりに考えて対応しています。カルシウムを摂取するという視点から、牛

乳の提供は大事なのかなと感じています。 

 

（白鳥会長） 

 ありがとうございます。 

 その他に、御質問等ございますか。 

 

（原口副会長） 

 一品還付事業の還付額ですが、平成３１年が７４件で１３万９，９８７円

に対して令和２年度が８３件で１２万８，９０５円となっていて、件数が増

えているのに還付額が減っている理由を教えてください。 

 

（池田専門員） 

 ここで示している金額は還付の実績で、この一品還付事業は、年度末にそ

の年度分を集計して還付請求書を保護者に送っています。 

 その請求書をこちらに返信していただくことで還付が成立するのですが、

年度末にまとめて請求してもらう関係で、請求書がなかなか出てこず、翌年

度に還付が持ち越すことなどがあります。 

 また、献立自体をなるべくアレルギー対策をして立てていることもあり、

アレルギーを持ったお子さんが食すことができないメニューを減らすこと

ができているという面もあるかと思います。 



（杉西課長） 

 補足ですが、令和２年度につきましては、コロナウイルス感染症の影響に

より、４月５月と給食を実施できなかった期間があり、給食実施回数が例年

に比べて少なかったということもあります。 

 

（白鳥会長） 

 その他にございますか。 

 

（太田委員） 

 アレルギー対応が年々増えているかと思いますが、これは全体の児童数が

増えているからなのでしょうか。それ以外に理由はあるのでしょうか。 

 

（池田専門員） 

 アレルギー対応をするためには、学校に生活管理指導表を提出していただ

き、医師の診断のもとに保護者の方にアレルギー対応を希望するかというこ

とで、希望する方がこちらの表にあるとおりの人数になります。 

 学校に聞いたところでは、給食に食すことにさほど影響がない場合には、

生活管理指導表を出していただいていても、一品還付は希望しないというお

子さんもいると伺っています。 

 一品還付事業については、新一年生には毎年全員に希望調査を実施してお

りますが、感覚として希望する方が増えていると感じていますが、統計とし

てのデータはありません。 

 

（太田委員） 

 今後も増えていくのでしょうか。 

 

（池田専門員） 

 児童、生徒数も増えており、アレルギーを有するお子さんも増加傾向にあ

りますので、減少していくとは考えづらく、増えていくのではないかと推測

されます。 

 

（太田委員） 

 こうした還付事業で今後も対応していくのでしょうか。 

 

（池田専門員） 

 自校給食室では、アレルゲンの食材を除去して提供することで対応してお

りますが、給食センターについては、そうした対応ができませんので、こう

した還付で対応させていただいております。 

  

（白鳥会長） 

 その他にございますか。 



（外山委員） 

 以前もお聞きしましたが、自校給食室では除去食対応をしているというこ

とですが、センターにおいては提供しないで還付で対応しているということ

で、その品を食べることができないということになると思います。 

 そのお子さんについては、食べる量が少なくなると思うのですが、そうし

た子は、自分で家から持ってきているのでしょうか。 

 

（池田専門員） 

 主菜やメインとなるおかずの場合、栄養価から見ても不足が生じることに

もなりますので、御自宅から代替えの品をお持ちいただくなど個々に対応を

していただいているところです。 

  

（外山委員） 

 事前に献立は分かっているので、保護者の判断でこの日は食べられないと

思ったら家から持っていくという対応をしていて、後からその分を還付して

いるということですか。 

 

（池田専門員） 

 アレルギーを持っているお子さんに関しては、全校に配布する献立表の前

に個々に献立を郵送して保護者の方に確認していただいており、食べられる

日と食べられない日を把握していただいております。 

 その中で、代替えが必要と保護者の方が判断した場合には、学校の許可を

得て、お持ちいただいているという流れです。 

 

（白鳥会長） 

 その他に御意見等ございますか。 

 

 質問がないようですので、続いて、報告事項５点目「朝霞第八小学校自校

給食室等整備事業について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

（有馬課長補佐兼溝沼学校給食センター所長） 

 本事業につきましては、朝霞第八小学校の敷地の北西側に、鉄筋コンクリ

ート造４階建て、延床面積約１，６００㎡の校舎、自校給食施設、ランチル

ーム及び普通教室８教室が完成したことを御報告いたします。 

 朝霞第八小学校自校給食施設等整備事業の工事費用については、１１億

２，０２６万１６０円で内訳は資料のとおりです。 

 その他、消耗品費が１，３２１万４１７円、備品購入費が２，１４４万 

９，１１７円でございます。 

本年３月２２日の完成検査を経て３月２８日に内覧会を実施いたしまし

た。 

 ４月からの自校給食施設の運営につきましては、この後報告します。 



（大貫管理係長） 

 続けて、朝霞第八小学校自校給食室における、給食調理等業務委託の概要

について説明いたします。 

今年度から稼働している朝霞第八小学校自校給食室ですが、献立の作成や

賄材料の購入・契約などの根幹業務を除く、調理、洗浄、清掃等の作業を委

託により実施しております。 

これは、既に稼働している朝霞第四小学校、第五小学校の自校給食室と同

様の運用となっています。 

契約内容ですが、履行期間を令和３年４月から令和６年３月末までの３年

間の長期継続契約となっており、３年間の総契約額が１億１，５６３万２，

０００円で、年間にならすと１年間で３，８５４万４，０００円です。 

契約の相手方は、公募型プロポーザル方式で選定を行い、一冨士フードサ

ービス株式会社関東支社で、詳細は、資料に示しているとおりです。なお、

朝霞第四、第五小学校とは別の事業者です。 

４月からの人員配置ですが、社員６名、パート従業員１２名を配置してい

ますが、立ち上げということで１学期中は、本社から指導員などがヘルプに

入っています。 

また、パート従業員１２名の内、１１名については栄町学校給食センター

で勤務をしていた会計年度任用職員を引き続き雇用していただいておりま

す。 

７月１６日に１学期の調理作業を終了していますが、期間中に事故等はあ

りませんでした。 

 

（白鳥会長） 

 ただいまの報告事項について何か御意見、御質問はありますか。 

 

 質問がないようですので、続いて、報告事項６点目「朝霞第五小学校学校

給食における事故報告書について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

（池田専門員） 

 それでは報告６の朝霞第五小学校学校給食における事故報告書の一つ目、

賞味期限切れドーナツの提供について、御報告をさせていただきます。 

 令和３年３月１０日に朝霞第五小学校の６年生の１クラスで実施したリ

クエスト給食において、児童に提供したドーナツ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いました。このドーナツは前日

に公益財団法人埼玉県学校給食会から冷凍の状態で納品されたもので、箱に

入っていた２０個の賞味期限は２０２２年１月１１日、端数の５個は２０２

０年１月２７日でした。 

児童が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気付

き、学級担任が喫食を止めて確認したところ、２５個のうち５個の賞味期限

切れが判明し、その時点で２個が喫食されていました。 



学校側で、事故発生後の喫食した児童の体調確認と、保護者に対する謝罪

と体調観察をお願いし、経過を観察しましたが事故後の健康状態に異常は認

められませんでした。 

事故の原因は、ドーナツを納品した学校給食会の出庫時の確認漏れと受入

れをした給食調理委託事業者の検収時の確認漏れが重なったことによるも

のです。品揃え担当者と検収担当者が賞味期限切れの食材が存在するはずが

ないという思い込みに加え、箱入り２０個の賞味期限と端数の５個の賞味期

限が同じであると思い込んでしまい、確認が不十分となった結果によるもの

です。 

このような事故を二度と起こさないようにするため、次のような再発防止

策を実施しております。まず、学校給食会では、品揃え時の確認をダブルチ

ェックすること。学校への納品時には検収担当者と相互に確認するよう研修

を行っています。また、今回の賞味期限の切れたドーナツは、サンプル品と

して冷凍倉庫内に保管されていたものが紛れ込んだものであったことから、

サンプル品の保管場所を正規品と混在しないよう異動し、表示シールを貼っ

て保管するよう改善しました。また、学期ごとに年３回行っていた棚卸しを

月１回に変更し、担当外の職員が立ち会うように変更しております。さらに、

今後このような事故が発覚した際は、事故を未然に防ぐことを最優先し、関

係自治体に速やかに連絡を行うよう申し入れを行いました。 

給食調理委託事業者ハーベストネクスト株式会社においては、本市の基準

に合わせた検収作業を納品チェックリストに添って確実に実施し、リストに

記載漏れがないよう従業員に指導しております。 

第五小学校においては、納品時のチェックに漏れがないよう、納品チェッ

クリストの改善と、西暦や日付を読み間違えないよう、検収室内にカレンダ

ーを設置しました。 

最後に、学校給食課においては、学校給食衛生管理・作業マニュアルで検

収の作業方法についてを規定し実施しておりますが、事故の発生を受け、検

収に関わる全ての職員に対して検収方法の再確認を行うとともに、衛生委員

会にてマニュアルの記載内容の再点検を行っております。 

これらのことを、組織ごとに着実に実施し、再発防止に努めてまいります。 

 

（大貫管理係長） 

 続いて、皿うどんの喫食による事故について報告いたします。 

皿うどん喫食による被害状況につきましては、報告書の２ページにあると

おり、歯にかかわる怪我２８名、口内や唇の怪我２０名で児童４７名、教職

員 1名の合計４８名となっております。 

今回の事故の直接的な原因は、むし麺を低温で長時間揚げたことによるも

のですが、その背景には、教育委員会としての自校給食室の関りの不十分さ

があったと反省しています。 

報告書の５、６ページに原因と課題をまとめておりますが、６ページ以降

に再発防止策をまとめており、原因と課題を含めてこちらで説明をさせてい



ただきます。６ページ中段を御覧ください。 

（１）献立作成のルール作りでは、給食センターの献立は、栄養士が作成

した献立を他のセンター栄養士や市の調理員により内容の確認を行ってい

ましたが、自校給食室の献立はそのような確認を行っていませんでした。そ

こで４月より自校給食室の献立も同様に確認をして、手作りが多いなど調理

員に負担があると判断した場合には担当栄養士同意のうえで献立変更をし

ています。 

（２）事前打ち合わせの見直しでは、朝霞第五小学校では４月の打合せか

ら業務責任者などの調理員に加えマネージャーや指導員も同席して打合せ

内容の漏れがないか確認をしています。また、調理指示書の作り方や注意事

項を詳細に書ける様式に改め、温度や調理時間を細かく指示しています。 

（３）（４）は時間の都合上、割愛させていただきます。 

（５）教育委員会職員による定期的な巡回の実施では、学校給食課の調理

主任が４月より調理開始時間から調理終了まで、各自校給食調理室を、月１

回の頻度で巡回し、調理手順や衛生管理等について確認を行っています。 

（６）も割愛させていただき、（７）学校・委託事業者・教育委員会による

協議の場を設置では、３者による業務の進行状況の確認や課題の共有のた

め、学期ごとに１回以上開催することとしており、現在までに、自校給食室

を設置する３校全ての学校で１回目の開催を終えております。 

これらの対策については、主に市内３校の自校給食室を対象としています

が、給食センターの調理員を含めて本市の学校給食を担う、すべての調理員

で意識の共有を図り、一丸となって再発防止を徹底して、安心・安全な学校

給食の提供に努めてまいります。 

 

（白鳥会長） 

 ただいまの報告事項について何か御意見、御質問はありますか。 

 

（外山委員） 

 ドーナツの報告書の４ページに事故原因と課題がありますが、今回の事故

では賞味期限を確認する機会が出荷する際と受け取る際の２回あったのに、

見落としてしまったということがあったかと思います。 

 本来であれば、ここでダブルチェックが行われたはずなのに、されなかっ

たことが問題だったと思います。 

 ２０２２年１月１１日と２０２０年１月２７日と、どちらも１月だったこ

とで確認はしたのだと思うのですが、少し見ただけでは同じように認識して

しまったのかなとも思います。 

 以前、放課後児童クラブの指導員をしていて、毎日おやつを出していまし

た。その際に賞味期限はよく確認をしていました。特に半端ものがあった場

合、前回の残り物のことが多いので、他のものと賞味期限が異なるという認

識で個別に確認するということを意識的に行っていました。 

 そうした認識が担当者に薄かったのかなと思いました。 



 今回はリクエスト給食ということで、通常の動きではなかったと思いま

す。また、報告書に１名で多種類の商品を扱っていたということと、そもそ

も賞味期限切れの商品が混入していると考えていなかったと体制や意識に

問題があったかと思います。 

 それと、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いて未然に防ぐことができなかったとありま

すが、他市の事故がどういったものだったのか説明をお願いします。 

 

（杉西課長） 

 委員御指摘のとおり、チェックが確実に行えていなかったことが原因だと

考えております。 

 今回のリクエスト給食で納品のあったドーナツは２５個で、その内２０個

は箱に入っていました。端数の５個に関しては、箱から出た状態で納品され

ていて、それぞれ賞味期限が異なるという認識がなかったということです。 

 他市の事故につきましては、参考資料の資料１の２ページ目に事故発生時

の対応という項目がありまして、ここに他市の事故と本市の事故の関係の概

要について学校給食会からの報告を掲載してございます。 

 

（外山委員） 

 事実確認に時間を費やしたことで連絡が間に合わなかったということな

のでしょうか。 

 

（杉西課長） 

 そのようです。 

 

（外山委員） 

 事実確認が遅れて１２時頃になってしまったということで、その際に品揃

え担当者に賞味期限を確認したところ、朝霞第五小学校に納品したものはす

べて同一の賞味期限との報告があったとありますが、これは思い込みで確認

をしなかったということなのでしょうか。 

 つまり、チェックする機会は３回あったけど、それらはすべてすり抜けて

児童が発見したということですね。 

 子どものまっさらな感性の方がこうしたことを発見しやすい、大人は思い

込みで事実を見ていなかったということになりますね。 

 

（池田専門員） 

 商品の出庫時には品揃え担当者が確認をしています。 

 他市から報告があった際には、該当の商品はすでに学校給食会にはないの

で出庫伝票で確認をするしかなく、出庫伝票にはすべて同じ賞味期限と記さ

れていたということで、そこでは朝霞第五小学校に納品したものは賞味期限

が切れたものはないと現場で判断したようです。 



（外山委員） 

 現物は確認していないということですか。 

 

（池田専門員） 

 現物は前日に納品していますので、給食会には現物はありませんでした。 

 

（外山委員） 

 結果として、伝票と現物は異なっていたので、なぜ現物を確認するよう連

絡がなかったのかが疑問です。 

 

（池田専門員） 

 学校給食会からの報告を受けたところでは、前例のない状況だったために

確認に時間を費やしてしまったということで賞味期限の印字ミスだったの

ではないかなど他の要因も疑っており、朝霞第五小学校の喫食時間に連絡が

間に合わなかったということです。 

 学校給食会には、こうした事実を確認した際には、速やかに連絡すること

を最優先してほしいと依頼しております。 

 

（外山委員） 

 次回、同じようなことが起きた際にどうすれば防ぐことができるのかを考

えることが大切だと思います。 

 情報があった際に、現物を持っている所に速やかに連絡がいくことが重要

だと思いますので、今回の事例を教訓にしていただきたいと思います。 

 

（金子部長） 

 賞味期限切れドーナツの事故に関しては、複数の要因が絡んで起こった事

故ではあるものの、学校給食会の体制の甘さが一番の要因だと考えておりま

す。 

 参考資料の１は学校給食会が作成した報告書で、学校給食会の理事長にも

朝霞に来ていただいて説明をしてもらいました。 

 説明を聞く中で分かったことですが、今回混在したサンプルというのは、

商品として納入されたものの中から、各市町に商品の見本として示す商品と

全く同じものですが、本来であれば商品とは別の場所に置いておくべきもの

が、ありえないことだけど商品の棚に置いてあったということです。 

 さらに賞味期限がくれば廃棄されるはずということで、ありえないことが

重なったことで納品をしてしまったということです。 

 他市でも同様のことが起きて、起こりえないことという思いがあり、何か

の間違いではないかと考えたということです。 

 報告を受けて、朝霞でも同日納品をしているので、朝霞の納品伝票を確認

したところ問題はないと判断したようです。 

 この時点で様々な可能性も含めて確認を行っており、現物の確認が後回し



になってしまったのだと感じました。 

 我々としては、一報をくれれば今回の事故は防げたものが１年以上賞味期

限の切れたものを子どもの口に入れるという大変な事故を起こしてしまっ

たわけですから、どんな理由があろうとも連絡をするべきだったと思いま

す。 

 こうしたことを受けて、報告書５ページ、再発防止策のその他に記したと

おり、どのような状況下にあっても事故を未然に防ぐことを最優先に、連絡

体制を見直すよう強く要望しました。 

 これについては、朝霞市と学校給食会の関係においてだけではなく、埼玉

県内のすべての自治体に対しても同じように連絡体制を見直しするよう強

く要望をしております。 

 また、サンプル品を商品とは異なった管理を行い、学校給食会として同じ

ようなことが起きない体制を作るよう申し入れをしており、その実施体制に

ついて学校給食課で視察を行い、実施状況を確認しております。 

  

（白鳥会長） 

 息子が中学一年生で、昨年度五小の６年生で在籍していました。 

 昨年度まで朝霞第五小学校の保護者としていた立場として、いまの金子部

長から説明のあった学校給食会に申し入れしている内容を第五小学校のす

べての保護者に聞いてほしいと感じました。 

 今回の事故を受けて、学校で児童向けに当時の校長先生から謝罪があった

と聞いています。また、契約元である教育委員会には説明責任もあり、こう

した事故報告書の作成も必要なことなのだと思うのですが、保護者としては

納入業者に責任があるのではないかと考えています。 

 日頃から、給食室の業者さんは美味しい給食を作ってもらっていますし、

本当の原因はこれだということを前に出してほしいなと思います。 

 再発防止策として、チェック体制を見直していくとありますが、一般の業

者であればアウトな事案だと思います。 

 保護者説明会があって、そこでも杉西課長や校長先生にも謝罪がありまし

たが、一番の原因はここにあるというのを保護者に伝わればいいなと思いま

した。 

 一番には、子どもたちが可哀想という思いがあります。朝霞第五小学校っ

て、ドーナツの学校でしょうとか、皿うどんの学校でしょう。と知れ渡って

しまっていることが問題であって、五小はそんな学校ではないので、地域の

方など、みんなで知恵を出し合ってカバーしていければなと考えています。 

 

（外山委員） 

 皿うどんの件ですが、私もこの事業者さんが頑張っていることは知ってい

ますし、朝霞第五小学校がとても良い環境にあると思っていますので、今回

のことでマイナスのイメージが付いてしまうのは、非常に残念に思っていま

す。 



 手作りのメニューなども対応していただいていたからこそ、負担が大きか

ったのかなと思います。 

 報告書によると、前回同じメニューを調理した際には１時間程度で調理を

終了していたので、揚げはじめる時間を１０時３０分頃と想定していたけれ

ど、調理員に不安があって、協議のうえ揚げはじめの時間を１０時からに早

めたとあります。 

 当日は、９時５０分から揚げはじめて、終わったのが１２時４０分という

ことで、想定の３倍近く時間がかかっているのですが、油の量が少なかった

のかとか、前回は今回よりも提供する量が少なかったといった話も聞いたの

ですが、どうだったのでしょうか。 

 また、味見をしていれば硬いことに気付いていたと思うのですが、時間に

間に合わせることと、カラっと揚げなければという思いがあってそこまで気

が回らなかったのかと思います。 

そもそもの時間設定や油の量などについても栄養士さんと調理師の間に

認識のずれがあったのかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

 

（杉西課長） 

 委員の発言の中に前回の提供よりも量が少なかったというお話がありま

したが、前回同様のメニューを提供したのは平成３１年度で、その際は今回

の事業者とは異なる事業者が調理を行っていました。 

 また、４月の提供だったので、１年生分を提供していなかったということ

がありましたが、そのことは後から分かったので、栄養士としては前回と同

じように調理をすれば問題ないと考えていたと思われます。 

 油の温度が下がったことで揚げ時間が延び、そのことで調理員に焦りが出

て今回の事故に繋がったと認識しています。 

 

（外山委員） 

 前回５学年分だったから今回よりも提供量が少なかったとは言え、それで

も３時間弱かかるのは比較してかかりすぎかなと思うのですが、どのように

お考えですか。 

 

（三好委員） 

 今年に着任してからお聞きした説明と異なる部分がありましたので、確認

させてください。 

たくさんの麺を投入したことで油の温度が下がったということですが、麺

だけを投入したのでしょうか。私は油をつぎ足ししていたということで、そ

れにより温度が下がったと聞いていますが、いかがでしょうか。 

 

（杉西課長） 

 おっしゃるとおりです。 

 



（三好委員） 

 そうですよね。 

 油をつぎ足ししたことで低温化して、そこに調理員が焦って麺を大量に投

入したことでさらに油が低温化したことが長時間揚げる要因になったのか

と考えています。 

 はじめから油が適量で実施されていれば、このようなことは起きなかった

のではないかと客観的に見て感じています。 

 

（外山委員） 

 油の量が栄養士からどのように指示が出ていて、それよりも少なかったと

いうことなのでしょうか。 

 

（三好委員） 

 油を後から足して、その際、油の温度がきちんと上がったのを確認してか

ら麺を投入していれば、そんなに揚げ時間はかからなかったのではないかと

感じました。 

 揚げ作業を進めていれば、油が減るのは当然ですので、油を足した際に温

度が上がっていることの確認がうまくいかなかったのかなと思います。提供

までの時間の兼ね合いもあったとは思いますが。 

 

（大貫管理係長） 

 油の量に関しましては、事故後に教育委員会の調理主任が巡回をした際に

少ないという印象があったと伺っています。なぜ少なめの油で調理していた

のかを確認したところ、規定の量の油に食材を投入した際に油が膨らんで、

溢れそうになったため少ない量で調理していたと伺っています。 

 また、油の温度が下がった際にきちんと温度が上がっていることを確認し

て次の麺を投入すれば、１回の揚げ時間を２，３分で済んでいたものが、低

温のまま投入したことで結果として１０分程度揚げたものもあり、多くの時

間がかかったものと思われます。 

 油の量、温度や調理員の焦りなど、様々な要因が絡み合って起こった事故

だと認識しています。 

 

（外山委員） 

 もう一つ要因として議会でも話があったのですが、コロナ禍で、マスクを

取る際にはしゃべってはだめと言われているので、硬いものを食べた時にも

声をあげづらい雰囲気があったようです。 

 給食を食べ始めてすぐに硬いとなったわけではなく、終わる頃にそういっ

た話が出てきたと聞いているので、しゃべっても良い雰囲気であれば４８名

が怪我をするまでにはならなかったのではないかと思います。 

 コロナ禍なので仕方のない部分はあると思うのですが、本末転倒になって

しまったかなと感じました。 



（白鳥会長） 

 校長先生から事故のあった次の日児童に給食が硬かったり、冷たかった

り、味がおかしいと感じたらすぐに先生に相談をするよう説明があったと聞

いています。 

 検食の時に硬いことに気が付かなかったのかという保護者からの意見も

ありましたが、検食で先生が食べた麺は硬くなかったと伺っていて、ものに

よって硬いもの、硬くないものがあったと思われます。 

 様々な要因が重なって起きた事故だと思いますので、今後の対策として、

多くの要因について検討していかなければいけないのかなと保護者として

感じました。 

 

（太田委員） 

 今回の要因の一つに調理員の焦りというのがあったと思いますが、給食の

提供時間を過ぎてしまうということは、これまでにもあると思うのですが、

遅れた場合の対応方法はあらかじめ決まっているのでしょうか。 

 

（原口副会長） 

 給食の配送が遅れるということは、たまにあります。 

 その際は、給食の時間を遅らせるなどして、何事もなかったかのように対

応ができています。 

 お互いさまと言う部分がありますので、臨機応変に対応をしています。 

 

（三好委員） 

 これまでにも配送の関係や仕上がりが遅くなった場合には、給食室から連

絡が入り、担任に連絡をして、開始を延ばしてもらうなどの対応をしていま

す。 

 配膳の際に個数が足りなかったりした場合には、職員室に連絡が入ります

ので、調整をしながら喫食時間を延ばすなどの対応をとっていますので、仕

上がりの時間が延びることは、学校側としては仕方がないと考えています。 

  

（太田委員） 

 そのようにコミュニケーションを取って対応していただけているのであ

れば安心なのですが、今回のように提供が遅れることに焦るということは、

少しでも提供時間に遅れることがあれば問題になるのかと思い、心配に感じ

て質問させていただきました。 

 今回も事前に遅れそうなことを連絡して、調整ができればこのようなこと

が起きなかったのかなと思いました。 

 

（藤原委員） 

 民間委託の内容について市がどれほど関わっているのかを知りたいので

すが、資料に他市の状況として給食の献立決定や食材の選定や購入について



は市で行っているとありますが、朝霞市もそのようになっているでしょう

か。 

 

（大貫管理係長） 

 委託の内容につきましては、検収や調理、配膳、片付け、清掃といった業

務的なものに限っており、根幹となる献立の決定、食材の選定や購入、契約

について市が責任を持って行っております。 

 

（藤原委員） 

 食器の洗浄検査を行っていますが、でんぷんの残留検査をするとどうして

も残ってしまう部分があります。 

 大腸菌や一般細菌は出ていないので問題ないのですが、これは洗浄の問題

ではなく、食器が経年劣化すると仕方がない部分があります。 

 時々、食器を新調していると聞いているのですが、毎年どれくらいの間隔

で変えているのでしょうか。 

 

（杉西課長） 

 基本的には破損分を補充するという考えですが、夏休み期間に食器の状態

を確認しており、食器の裏を見ると納入日が分かるようになっていますの

で、年数がかなり経過したもの、または見た目から変える必要があると感じ

たものを新調しています。 

  

（藤原委員） 

 年間に３分の１を変えるとか目安はありますか。 

 

（杉西課長） 

 目安はないのですが、破損したものだけで１万枚は新調しています。 

 それにプラスアルファの新調があるので、毎年、相当の数を変えています。 

 

（白鳥会長） 

 他に何か御意見、御質問はございませんか。 

 

 質問がないようですので、続いて、報告事項７点目「学校給食センター職

員の新型コロナウイルス感染について」事務局より説明をお願いいたしま

す。 

 

（杉西課長） 

 学校給食課で集団感染しました新型コロナウイルス感染状況と、給食提供

の影響について説明します。集団感染での感染者は１２人です。溝沼学校給

食センターは全員が濃厚接触者に認定されたため、調理員と調理補助員は７

月９日まで、事務職員等は７月１５日まで自宅待機となりました。浜崎学校



給食センターは通常どおりの業務を行いました。 

溝沼学校給食センターは給食調理ができなくなったことから、中学校は６

月２８日から７月１６日までの１５日間をごはん等の主食と牛乳の簡易給

食に、第十小学校は６月２８日から７月２日の５日間を簡易給食、７月５日

から１６日の１０日間をハーベストネクスト株式会社から調達した弁当給

食の提供をおこないました。 

この間の給食費につきましては、簡易給食分と弁当給食の差額分を市が負

担することとし、対象保護者に給食費の減額につきまして通知を配付してお

ります。 

次にお配りした「学校給食の提供再開に向けて」を御覧ください。教育委

員会では、朝霞保健所による助言等を踏まえて今回の事態を分析し、再発を

防ぐための手立てを慎重に検討してまいりました。 

給食提供を再開するにあたり、今後の防止策を関係者全員に周知徹底を図

り取り組んでまいります。徹底する内容は枠内のとおりです。 

１これまでも実施してきた感染防止対策を再度確認、徹底する。 

勤務中のマスク着用、うがい・手洗い・手指の消毒をこまめに行う。出勤

前の検温や健康観察を行い、責任者（栄養士）が毎日確認する。体調がよく

ない場合には出勤しない。 

２感染防止のためにセンター内でできることを全員で徹底する。 

事務室内はパーテーションを設置、トイレや洗面所の消毒し記録を取る。 

３マスクを外す場面では感染する可能性を強く意識して行動する。 

休憩室やトイレ、事務室ではマスクを外したり不必要な会話を交わしたり

しない。昼食をとったり休憩したりする場所での換気を確実に行う。複数の

職員での昼食等の際は、向かい合わせにならないようにする。マスク会食は

マスクを外している時間をできるだけ短くすることといたしました。 

こちらはホームページに掲載しました。また溝沼学校給食センターから給

食提供の各学校には夏休み明けに配付いたします。説明は以上です。 

 

（白鳥会長） 

 御意見、御質問がございますか。 

 

（外山委員） 

 今後も同様なことが起こる可能性がないわけではないと思います。 

今回第十小学校ではお弁当を提供したということですが、６月２８日から

７月４日までは簡易給食で対応していて、７月５日からはお弁当を提供する

準備が整ったので、そちらに変えたということなのでしょうか。 

今後も同様の状況が起きた際には、同じようにとりあえず簡易給食で対応

して、その間に体制を整えてお弁当の提供等の対応をするという考えなので

しょうか。 

 

 



（杉西課長） 

 給食の提供が難しい場合には、基本的には簡易給食での対応を考えていま

す。溝沼学校給食センターで提供している給食は４，３００食を越えている

ので、それをすべてお弁当で賄うのは困難でした。 

今回、お弁当を提供していただいた事業者と調整したところ１，０００食

までなら対応できるとのことでしたので、小学校を優先して対応いたしまし

た。 

今後の対応につきましては、状況によって対応は異なると考えます。 

浜崎学校給食センターで同様のことが起きた場合には、提供している学校

がすべて小学校ですので、すべての小学校にお弁当を提供することはできま

せんので、その時の状況で判断せざるを得ないと考えています。 

 

（川又委員） 

 他の保護者から要望が強かったのでお聞きします。 

 簡易給食で、可能であればおかずを各家庭から持参してくださいとお手紙

をいただいて、献立が麺と牛乳の日があり、その日は根菜汁も付いていまし

たが、子どもが言うには口に合わず食べられなかったそうです。 

 また、簡易給食がどこで作られて、どこから運ばれてきたものなのか保護

者に説明がなかったのと、可能であればとお手紙にはあったのですが、絶対

に持っていかなければいけない状況だったと思います。 

 麺やパンの日は、米飯に変えていただきたかったという思いもあります

し、米飯にしてもわかめご飯やドライカレーといった味付きのもので、茶飯

はどうにか食べることができたけれど、ドライカレーは食べられる子が少な

かったと聞いています。 

 こうしたメニューは試食をしたうえで発注しているのか、災害時というこ

とで仕方なく頼んだものなのかといった説明も保護者向けになかったので

教えてください。 

 

（杉西課長） 

 まず、麺の提供についてですが、７月１日については時間的に難しく麺の

発注を止めることができず、提供せざるを得ませんでした。 

 その際、非常食として備蓄していた根菜汁を提供しました。これが、常温

ではゼリー状というか食べづらいもので、申し訳なかったと感じています。 

 

（川又委員） 

 今後も提供する予定ですか。 

 

（杉西課長） 

 今回の感想を受け、温めない限り根菜汁の提供は難しいと感じましたの

で、別のもので検討したいと考えております。 

 また、２週目と３週目に関しては、麺を止めることが可能でしたので、麺



は米飯に変更しました。 

 学校給食課では、白ご飯の時にはふりかけを付けて提供することになって

いて、２回分しか準備がありませんでした。 

 ほとんどの御家庭でおかずを準備していただいているのは確かなのです

が、準備が難しい御家庭もあるということで、白ご飯ではなく、茶飯やドラ

イカレーなど、それのみで食することができるものを提供しました。 

 

（川又委員） 

 ドライカレーの２回目の提供の際には、食べられないと言うので家から白

いご飯も持って行かせました。周りに聞いても同じような御家庭が多かった

ようで、仕方がない部分はあると思いますが選定をする際に現物を確認して

いるのか気になりました。 

 

（杉西課長） 

 貴重な意見をありがとうございます。 

 こちらとしては、食べやすいと思いドライカレーなどを提供したのです

が、逆効果だったとわかりましたので、今後は味見などで現物を確認したう

えで提供したいと思います。 

 

（川又委員） 

 給食楽しみにしていますので、よろしくお願いします。 

 

（白鳥会長） 

 川又委員からもお話がありましたが、子どもたちは給食を楽しみにしてい

ます。今後も同様のことが起きないとも限りませんので、私としては、給食

を作っている方や先生にも優先的にワクチンを提供していただきたいなと

思います。 

 もちろん強制はできないと思いますので、希望がある方には、早めに提供

していただければいいのかなと思います。 

 また、ドライカレー等の提供についても、給食を止めてしまったことも踏

まえて、ただのご飯を提供するよりはという思いもあったのではないかと思

うのですが、それが子どもたちにマッチするのかというと別の問題ですの

で、各学校のＰＴＡなども使って保護者の意見なども取り入れてもらえたら

と思いますので、よろしくお願いします。 

 その他、質問がないようですので、これで報告事項を終了いたします。 

続いて、６その他について事務局から何かありますか。 

 

（杉西課長） 

 本日の会議録の承認については、白鳥会長にお願いしたいと存じますが。

よろしいでしょうか。 

 



（異議なし） 

 

（杉西課長） 

 それでは、会議録作成後、白鳥会長に御確認をお願いしたいと思います。 

次に、次回の会議開催ですが、例年ですと年明け１月か２月頃に開催して

おりますが、本日お諮りいただいた「学校給食センター委託化について」は、

再度御審議いただきたいので、９月初め頃に一度開催させていただければと

考えております。詳しい日時につきましては、白鳥会長と相談させていただ

いたうえで、皆さんに通知させていただきます。 

以上でございます。 

 

（白鳥会長） 

 ありがとうございます。 

 次回の会議も皆様御協力をお願いいたします。 

本日の議事はすべて終了いたしました。 

委員から、全体を通して御意見等ございませんか。 

 

意見等ないようですので、これで議長の職を解かせていただき、進行を事

務局にお返しいたします。 

 

（杉西課長） 

 白鳥会長、進行ありがとうございました。以上で令和３年度第１回朝霞市

学校給食運営審議会を閉会いたします。 

皆様、本日はお忙しい中ありがとうございました。 

 

                              (以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 


