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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

（大貫管理係長） 

 ただいまより、令和３年度第３回学校給食運営審議会を開催いたします。 

開会にあたりまして白鳥会長からごあいさつを賜りますようお願いいた

します。 

 

（白鳥会長） 

 おはようございます。 

 まだまだコロナ禍が続いておりますが、この時期、朝霞第三中学校のＰＴ

Ａ会長として卒業式のあいさつを考えています。 

 コロナ禍ということで、特に今の３年生は修学旅行にも林間学校にも行け

ておらず子ども達の思い出が少ないのではないかと感じています。ただ、可

哀想だとは思うのですが、残念だとは言いたくないと思っています。 

 今後もこうした状況が続くことが予想されますので、これからのことを大

人が考えていかなければいけないなと思っています。 

 このようなイレギュラーな２年間において、先生や教育行政の方々にどう

すれば通常に近いかたちで運営できるのか考え、支援いただいていることに

感謝申し上げます。 

 知恵を出し合って子どもたちを支えていければと思いますので、本日の会

議も実りあるものにしていきたいと思っています。御協力お願いいたしま

す。 

 

（大貫管理係長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、学校給食課長谷課長よりあいさつを申し上げます。 

 

（長谷課長） 

 おはようございます。 

 本日は、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。 

 私事ではございますが、昨年１０月の人事異動により学校給食課長に着任

しました。 

 前回の学校給食運営審議会が実施された際には、着任前でしたので、私と

しては初めての学校給食運営審議会ということになります。 

 今回は、来年度の給食実施予定日などについて御審議いただくことになり

ますので、皆様の忌憚のない御意見等をいただき、より良い学校給食を実施

していきたいと考えておりますので、御協力をお願いいたします。 

 

（大貫管理係長） 

 続きまして、令和３年１２月２０日に委員の変更がございましたので、紹

介せていただきます。 



朝霞市議会議員 佐久間ケンタ委員です。 

同じく、朝霞市議会議員 石原 茂委員です。 

ありがとうございます。続いて連絡事項を２点申し上げます。 

１点目ですが、２号委員の三好委員、唐松委員、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。 

会議資料は、事前に配付した資料といたしまして、議案第１号関係、令和

４年度学校給食実施予定日（案）について、給食センター及び自校給食室ご

との給食実施日をカレンダーで表示している資料になります。 

次に議案第２号関係、令和４、５年度学校給食用物資納入業者の指定につ

いて、納入業者の評価表と参考として物資選定委員会条例などの資料を添付

してございます。 

次に報告事項用の資料として、 

資料報告１ 令和３年度食に関する指導について 

資料報告２－１ 学校給食費の状況について 

資料報告３ アレルギー対応事業の実績及び令和３年度の実施状況 

こちらには、参考として保護者宛のアレルギー対応事業希望調査票を添付

してございます。 

最後に資料報告４ 朝霞第四小学校給食調理等業務委託検証報告書とな

ってございます。 

この他に机上に本日の式次第と委員名簿を配付してございます。 

不足がありましたら挙手でお知らせください。 

よろしいでしょうか。それでは、議題に入らせていただきます。 

朝霞市学校給食運営審議会に関する条例第６条第３項の規定により、ここ

からの進行は、白鳥会長にお願いします。 

 

（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１ 令和４年度学校給食実施予定日(案)について審議を

行います。事務局より説明をお願いします。 

 

（池田課長補佐） 

 それでは、議案第１号につきまして説明させていただきます。資料の２ペ

ージ目を御覧ください。 

この事務局案の学校給食実施予定日につきましては、学校給食センターで

の調理回数は小学校１８８回、中学校は春の中学校総合体育地区大会２日と

卒業式を除く１８５回とし、各学校での喫食回数は小学校では、運動会、土

曜参観の振替日などを差し引いた１８６回となり、中学校では体育祭の振替



日を除いた１８４回となります。 

これは、過日、校長研究協議会で調整をしていただき、校長会議において

了承いただいたものでございます。 

自校給食の第四小学校・第五小学校、第八小学校につきましても給食セン

ターと同じく１８６回の喫食回数で予定しております。具体的な実施日につ

きましては３ページから５ページを御参照ください。自校給食室では、運動

会などにより当初予定に無かった土曜日に給食を実施するケースが含まれ

ております。 

 最後に、小学１年生のならし給食日も例年と同じく４月の２日間とさせて

いただき、来年度は４月２１・２２日の実施となります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（白鳥会長） 

ただいま事務局より説明がありました。委員の皆様から何か御意見・御質

問はありますか。 

 意見、質問等ないようですので、議題の１ 令和４年度学校給食実施予定

日(案)については、原案のとおりでよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

 

（白鳥会長） 

 ありがとうございます。 

続いて、議題の２ 令和４・５年度学校給食用物資納入業者の指定につい

て事務局から説明をお願いします。 

 

（池田課長補佐） 

 学校給食用物資納入業者の指定について説明させていただきます。 

はじめに、学校給食用物資の購入方法から説明させていただきたいと思い

ます。 

 学校給食用の食材料は月に２００品目程度使用していますが、これは毎月

の見積もり合わせによって購入しています。しかし、価格のみで決定してい

るのではなく資料の８ページにございます「朝霞市学校給食用物資選定委員

会条例」に基づき会議を実施して、内容表による成分のチェックや見本品審

査により鮮度・安全性・味等を総合的に吟味し決定しています。 

 このときに「見積もり合わせ」に参加できる資格を有するとして指定され

た者が「学校給食用物資納入業者」でございます。 

 資料の１０ページを御覧ください。「朝霞市学校給食用物資納入業者指定

基準」について説明させていただきます。１ 審査基準でございますが、ま

ず、書類により審査いたします。①の申請書から⑥の誓約書までを提出して

いただき確認いたします。次に衛生管理状況や食材の保管状況などを実際に

現場に出向き、現地調査を行います。 



この基準に合致した業者は登録され、毎月実施しております給食物資の

「見積合わせ」に参加でき、１か月間の単価契約を締結することができます。 

次に１３ページを御覧ください。「朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱」

について説明させていただきます。栄養士により毎月の献立が作成されます

と、その月の食材と使用量が決まります。この食材量それぞれについて第４

条第１項「見積り合わせは、通知により指定した日時及び場所において行う」

とありますが、これにより指定納入業者から各食材の見積書が提出されま

す。 

次に１４ページの同条第６項「見積書の見本品欄に丸印が記載されている

物資については、見本品提出日に次のとおり見本品を提出する」とあり、こ

れにより見本品審査が必要な物資が選定委員会当日に提出されます。 

学校給食用物資選定委員会では提出された各物資について１品ずつ選定

していきますが、見積価格の低い１番札の物資から鮮度・安全性・味等を総

合的に検討し学校給食用物資として適当であると判断された時にはこの物

資を使用することとなりますが、規格に合わない場合には２番札以降の審査

を行います。最終的に決定されたそれぞれの食材料について指定業者と毎月

単価契約をしています。 

それでは、業者の指定につきまして説明いたします。 

資料のページが戻りまして、７ページ、議案第２号別紙を御覧ください。 

今回登録の申請を受けました業者は２３社でございます。 

このうち継続業者は２１社で、今年度まで登録があります「有限会社山口

水産」と「有限会社浅川青果」が申請をされませんでした。いずれも市内業

者であったため、残念ではありますが、これにより、市内業者は青果物を扱

う１社のみとなりました。その他、新規業者が番号２１と２２番の２社とな

っており、いずれも青果物を扱う事業者でございます。 

 次に、物資納入業者の現地調査につきまして御説明いたします。今年度は

新規に申請のあった２社及び継続事業者２社に対して現地調査を実施して

おります。 

この調査の目的は、学校給食を安全・安心に食べてもらうために、給食セ

ンターのみならず食材の納入業者についても加工場等の衛生管理や食材の

保管状況等を確認するための調査と位置づけております。 

 それでは、現地調査の内容につきまして報告させていただきます。資料の

１７、１８ページを御覧ください。 

 今回の調査は令和３年１２月２２日に、学校栄養士２名と学校給食課長、

及び担当職員１名が各事業者を訪問し実施いたしました。 

まず、株式会社三浦屋でございます。この業者は平成１５年度から１８年

にわたり指定されている、総合食品を扱っている業者です。魚の加工を自社

で行っており、加工場に入室する前の衛生管理は徹底しておりました。加工

場内は、整理整頓され、食品の扱いも衛生的であり、冷凍庫、冷蔵庫の温度

管理も適切にされておりました。食材の在庫は基幹システムで管理し、賞味

期限１か月前で廃棄対象とし処分またはフードバンクに提供していること



から問題なしといたしました。 

次に、資料の１９，２０ページを御覧ください。関東食品株式会社でござ

いますが、こちらの業者も昭和５６年度から４０年にわたり指定されている

総合食品を扱っている業者です。倉庫内の清掃は行き届いており、温度管理

も適切で、衛生的に管理されておりました。在庫管理も徹底しており、賞味

期限２週間前の食材は専用の部屋に移し、他の在庫品と混在しないよう管理

されていましたので問題なしといたしました。 

さらに、新規事業者として資料はございませんが、西東京市の「ネイバー

フーズ」と戸田市の「青果マルセン」の２社が指定業者として新規で指定希

望がございました。いずれも書類審査及び現地調査を行い問題なしといたし

ました。 

現地調査の結果、いずれの業者も、物資納入業者として問題ないものと考

えております。以上でございます。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

（白鳥会長） 

 ただいま、令和４、５年度学校給食用物資納入業者の指定について事務局

より説明がありました。委員の皆様から何か御意見・御質問はありますか。 

 

（福川委員） 

 説明の中でこれまでに登録のあった２社から申請がなかったと聞きまし

たが、それらの会社はどういった食材を扱っていたのでしょうか。 

 

（池田課長補佐） 

 山口水産では魚などの海産物、浅川青果では果物などの青果物を納入して

いただいていました。ちなみに令和２、３年度の納入業者として指定はして

いるのですが、この間、納入の実績はありませんでした。 

 

（福川委員） 

 納入実績がなかったのは２社ともでしょうか。 

 また、今回新規で登録申請のあった２社について、現地調査の結果、何も

問題がなかったということで理解してよろしいでしょうか。 

 

（池田課長補佐） 

 山口水産については、令和２年度に数回見積をもらったことはあったので

すが、見積合わせの結果、納入には至りませんでした。 

 浅川青果については、一度も見積合わせに参加していませんので、今回は

辞退されたのかと思います。 

 また、新規の事業者は、２社ともに青果物を取り扱う事業者で、事業者に

おいて加工等を行わないことから倉庫や冷蔵庫などが適切に管理されてい

る現状を確認してきましたので、問題ないものと判断しています。 



（福川委員） 

 昨年度、学校給食で事故がありましたので、同じようなことが起きないよ

う注意してください。 

 

（原口副会長） 

 うつぼや池田食品の点数が８３点になっていて、減点項目が下に記されて

いますが、１項目２０点満点のところ各項目で記されているような減点があ

ったという理解でよろしいでしょうか。 

 

（池田課長補佐） 

 保健所の食品衛生監視票に基づいて採点をしており、うつぼや池田食品に

ついては、その内５つの項目で減点がありました。示してあるのは各項目の

配点となっています。 

 これらはいずれも施設を改修しなければいけない項目で、すぐには対応で

きないことから条件付の合格としました。こちらの事業者は、主にかつお節

を取り扱っている事業者で、工場内でかつお節を削るなどの加工を行ってい

ますが、これまでに問題等起きていないことからも条件付きで合格としてい

ます。 

 

（太田委員） 

 現地調査というのは、事前に日程を調整して行っているのでしょうか。そ

れとも抜き打ちで行っているものなのでしょうか。 

 

（池田課長補佐） 

 学校給食課で行っている現地調査は、保健所で行っている抜き打ちの現地

調査とは異なり、事前に事業者と日程調整を行い、当日は衛生管理面だけで

はなく、仕入れや食材管理の方法など説明をしてもらうために事前に準備を

して臨んでもらっています。 

 

（福川委員） 

 今の関連ですが、事業者において事前の準備は必要かもしれませんが、普

段の状況が分からないと思いますので、ある程度の期間を定めて、半抜き打

ちのようなかたちで実施できたらいいかなと思いますので、要望とさせてい

ただきます。 

 

（白鳥会長） 

 以前、第五小学校で事故を起こした事業者も今回合格していると思うので

すが、これだけきちんと審査をしていても事故は起きてしまうのだと感じま

した。 

 事故を起こしたからといってすぐに指定を解除するのも問題だとは思う

のですが、納入の件数を減らすなどのペナルティはないのか確認させてくだ



さい。 

 

（池田課長補佐） 

 昨年、第五小学校において納入業者において検品にミスがあり、賞味期限

切れの商品が納入された事故がありました。事故のあった事業者は、給食物

資を安定して供給するために県が関与して設立した公益財団法人です。 

 事故後の管理体制等については、昨年５月に現地を視察して確認してまい

りました。また、事故から間もなく１年となりますので、その後の実施状況

についても現在確認をしているところです。 

 この事業者のみが扱っている食材等も多くあることから、ペナルティを与

えることは難しいと考えております。 

 今回、現地調査を行った中で、他の事業者においても在庫管理や賞味期限

の確認などについて重点的に見てきました。事故を受けてなのかいずれの事

業者においても入念にチェックを行い、管理も的確に行われており事故を教

訓に他の事業者にも良い意味で影響が出ているのかなと感じました。 

 

（白鳥会長） 

 その他御意見・御質問はございませんか。 

意見、質問等ないようですので、議題の２ 令和４・５年度学校給食用物

資納入業者の指定については、原案のとおりでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（白鳥会長） 

 ありがとうございます。 

 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年度食に関する指導について事務局よ

り説明をお願いします。 

 

（和田栄養教諭） 

 令和３年度の食に関する指導について報告します。 

 お手元の資料報告１「令和３年度食に関する指導について」を御覧くださ

い。今年度、食に関する指導の充実のため、食に関する指導、給食訪問、給

食主任研修会への参加、食育推進委員会への参加、自己管理能力を育てる給

食計画、３つの達成目標の推進の６項目を挙げております。 

 １つ目の食に関する指導では、各学年の発達に応じてクラス活動や家庭

科、保健等の内容に合わせて給食や栄養についての指導を行いました。学年

ごとの実施内容は資料のとおりとなります。 

 ２つ目の給食訪問については、実際の給食時間に学校を訪問し、小学１年

生のならし給食の実施状況の確認などを行いました。 



 ３つ目の、給食主任研修会への参加、４つ目の食育推進委員会への参加に

ついては、栄養士も出席し、市内の食育の取組等について学校との情報交換

を行っております。 

 ５つ目の自己管理能力を育てる給食計画として、３学期を中心に、小学６

年生、中学３年生で、卒業前の「セレクト給食」「卒業祝い給食」を実施しま

す。お祝いメニューの提供とあわせ、バランスの良い食事を自分自身で選択

できるようになるための学習もしております。実施日は資料の右側に記載し

てあります。 

 ６つ目の３つの達成目標の推進ですが、ここでいう３つの目標とは「学力」

「規律ある態度」「体力」でございますが、こちらについては、食に関する指

導等の中で、学力・体力向上に向けて朝食の重要性を広めております。 

 以上です。 

 

（白鳥会長） 

 ただいま、令和３年度食に関する指導について事務局より説明がありまし

たが、委員の皆様から何か御質問などございますか。 

 私からよろしいでしょうか。 

 今の報告は、資料の報告１に対する説明だと思うのですが、説明に対応す

る項目が資料のどの部分になるのか分かりづらかったのですが。 

 

（和田栄養教諭） 

 第１回学校給食運営審議会で説明させていただいた内容を踏まえて説明

させていただきました。そちらの資料は本日お配りしていたいので、分かり

づらく申し訳ありません。 

 

（原口委員） 

 セレクト給食の実施日についてですが、第五小学校だけ日程が４日間記さ

れていますが、これはクラスごとの実施ということでしょうか。 

 

（和田栄養教諭） 

 そのとおりです。 

 

（白鳥会長） 

 メニューによって日程が変わるという話を聞いたことがあります。 

 

（福川委員） 

 昨年度事故のあったドーナツがセレクト給食のメニューだったと記憶し

ています。同じことが起きないよう気を付けていただければと思います。 

 

 

 



（川又委員） 

 コロナの影響で、今年の食育の授業がオンラインだったと聞いたのです

が。 

 

（和田栄養教諭） 

 職に関する指導については、学校に赴いて授業を行っています。 

 

（川又委員） 

 昨日、中学生の子どもが食に関する指導をオンラインで受けて、質問がで

きなかったという話を聞きました。今年はコロナの影響でオンラインでの授

業になってそのような形態になったと思うのですが、例年であれば質問をす

る時間などを設けているのでしょうか。 

 もし、来年以降もオンラインで実施する場合には、質問を受ける時間を設

けてもらうことは可能でしょうか。 

 

（和田栄養教諭） 

 昨日、第二中学校で食の指導を実施しました。実際に第二中学校に赴いて

はいたのですが、画面越しで授業を実施しました。 

 実施してみて、おっしゃるとおり質問の時間を設けることができなかった

り、クラスの様子を見ることができなかったので、今後もこのような形態で

実施する場合には、今回のことを踏まえて実施したいと思います。 

 

（白鳥会長） 

 他に何か御質問等はございますか。 

 質問等ないようですので、続いて報告事項（２）－１ 学校給食費の状況

についてと（２）－２ 学校給食費の支払督促については関連がありますの

で併せて事務局より説明をお願いいたします。 

 

（池田課長補佐） 

 報告（２）－１の資料を御覧ください。 

まず、令和２年度給食費に係る決算報告についてから説明をさせていただ

きます。令和２年度に保護者の皆様からお預かりした給食費の調定額は、 

４億２，２０９万６，５３６円で、給食の食材を購入した賄材料費の支出額

は、４億９，４６５万４，８０１円でございました。 

 学校給食費調定額に対し支出額が７，２５５万８，２６５円上回っており

ますので、保護者からお預かりした給食費については、全て材料費として支

出したことになります。 

通常ですと、調定額と支出額の差が大きくならないよう調整をして材料の

購入をしておりますが、昨年度につきましては、調定額に比べ支出額が大幅

に上回っております。その原因としましては、新型コロナウィルス感染拡大

防止のため、４月から６月５日まで学校が休校となり、学校再開後に簡易給



食を１０日間、７月から１月までの間に追加給食を１８日間提供いたしまし

た。この間の給食費を児童生徒から徴収していないことによるものでござい

ます。 

次に、基本物資と副食用物資の価格の推移について説明いたします。学校

給食費の単価は小学校が１食２４９円、中学校が２８５円となっています。

この金額は平成２８年度に改定し、現在に至っております。 

上段の小学校の太線で囲まれている令和元年度と２年度の欄および一番

右の差額の欄を御覧ください。令和２年度は基本物資である主食と牛乳が令

和元年度より１．１９円値上がりました。その結果、副食用物資にあてる金

額が減少しています。 

次に下段の中学校においても令和２年度は基本物資である主食と牛乳が

小学校と同様に値上がり、その結果、副食用物資にあてる金額は牛乳が  

２００cc の場合が０．９７円、２５０cc の場合が１．１３円減少していま

す。 

 このように、主食や牛乳等の基本物資の金額が年々上昇していますが、現

在のところ献立の工夫により給食の質に影響を及ぼすことなく提供できて

いると考えております。 

 次に、学校給食費の支払督促につきまして、説明させていただきます。こ

ちらについては、資料はございませんので口頭で説明させていただきます。 

まず、学校給食費の徴収方法につきまして説明いたします。学校給食費は

現在、保護者名義の口座振替及び市役所出納室をはじめ各窓口、金融機関で

納付書により納付いただいております。 

未納者対策としましては、毎月の納期時点で未納者には督促状、３か月以

上の未納者には年３回催告書を送付しています。その他、電話での催告や休

日訪問徴収、分納の誓約がある方には随時徴収に出向いております。令和２

年度以降は、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため休日訪問徴収は行わ

ず、平日夜間の電話催告に切り替えて実施しております。令和２年度の実績

では、学校給食費の収納率は９９．０７％でございました。 

支払督促につきましては、生活保護や就学援助世帯を除き、督促や催告等

を行っても長期にわたり納付や相談のない方に対し、裁判所から債務名義を

得ることで、裁判所に依頼して差押えをすることができるものでございま

す。 

本市では、平成２５年度から行っており、本年度は裁判所に対して１件で

児童２人分の７８，９８１円の支払督促申立手続きを実施しましたが、現在

のところ、裁判所からの通知が届いておらず、相手からの反応はございませ

ん。 

例年、裁判所からの通知が届くと相手から滞納分の納付や分割納付の相談

がございますことから、今後も長期滞納者に対しては、支払督促を継続して

まいります。 

以上でございます。 

 



（白鳥会長） 

 ただいま、学校給食費の状況及び学校給食費の支払督促について事務局よ

り説明がありましたが、委員の皆様から何か御質問などはございますか。 

 

（太田委員） 

 資料に決算報告がありますが、収入が約４億２千万円に対して支出が約 

４億９千万円ということで、収支の差が膨らんだ理由がコロナとお伺いしま

したが、７千万円はどのように工面しているのでしょうか。 

 

（池田課長補佐） 

 本市では、学校給食費は公会計で管理しており、市の予算で支払していま

す。徴収した給食費はこちらの歳出予算に充てています。 

 

（福川委員） 

 学校給食費の収納率が９９．０７％ということで、努力して徴収していた

だいていることと思います。 

 食べたからには、しっかり支払していただきたいのですが、コロナの影響

で厳しい現状だとは思いますが引き続きよろしくお願いします。 

 

（太田委員） 

 支払われていない給食費を児童手当で相殺することはできないのでしょ

うか。 

 

（池田課長補佐） 

 給食費の徴収については、生活保護世帯や就学援助を受けている御家庭で

はそれらの支援から支払われています。 

 児童手当から給食費に充てる処理は、過年度の滞納分について御本人の了

承があれば実施しています。 

 

（白鳥会長） 

 了承がないとできないのでしょうか。 

 

（池田課長補佐） 

 そのとおりです。 

 

（太田委員） 

 了承されないケースもあるのでしょうか。 

 

（池田課長補佐） 

 御家庭ごとに抱える状況も異なりますので、了承されない場合もありま

す。その場合には、その他の方法で支払してもらうよう努めています。 



（白鳥会長） 

 他に何か御質問等はございませんか。 

 質問等ないようですので、続いて報告事項３点目 学校給食における食物

アレルギー対応について事務局より説明をお願いします。 

 

（池田課長補佐） 

 学校給食における食物アレルギー対応について、説明させていただきま

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」を実施しております。 

「米飯代替提供事業」は、主食であるパン類又は麺類について、食物アレ

ルギーで食することができない児童生徒に、その代替として米飯を提供する

事業で、令和２年度の実績で 対象児童生徒が小学校３０名、中学校３名の

計３３名でございました。今年度につきましては、１月末現在で、小学校３

０名、中学校４名の計３４名であり、１名増加しております。 

続きまして「学校給食費の一品還付事業」は、食物アレルギーにより学校

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、食せなかった分の費用を還付する事業で、令和２年度の実績でござい

ますが、対象児童生徒が小学校７９名、中学校１０名の計８９名で、還付金

額につきましては、１１５，７３５円でございました。 

今年度につきましては、１月末現在で、小学校９４名、中学校１１名の計

１０５名で、１６名増加しております。 

アレルギー対応事業の中でも、特に一品還付事業につきましては、増加の

傾向が著しい状況がうかがえます。 

 来年度も同様に実施いたしますので、現在、来年度入学予定の新一年生保

護者に対しては資料の次ページにあります様式により意向調査を実施して

おります。また、自校給食室で給食提供をしている第四、第五、第八小学校

の６年生に対しても、現在対応しているアレルギー原因食物の除去食が中学

校に進学した際には給食センター方式となり、対応できなくなることから、

同様に別紙の意向調査を実施しております。 

 以上でございます。 

 

（白鳥会長） 

 ただいま、学校給食における食物アレルギー対応について事務局より説明

がありましたが、何か御質問などはございますか。 

 

（佐久間委員） 

 一品還付事業についてですが、こちらは給食センターでも自校給食室でも

実施されている事業なのでしょうか。 

 

 



（池田課長補佐） 

 給食センター、自校給食室を問わず食せなかった食材がある場合には事業

の対象になりますが、自校給食室においては、除去食対応が可能ですので、

対象者が少ないということになります。 

 

（福川委員） 

 一品還付の主な食材は何でしょうか。 

 

（池田課長補佐） 

 卵、乳、最近よく目にするのはナッツ類、その他、果物などもあります。 

 

（白鳥会長） 

 アレルギーのアンケートに報告がなくて事故に至った事例はないのでし

ょうか。 

 

（池田課長補佐） 

 米飯代替事業については、申し出があれば代替えとなる品物を提供します

が、一品還付事業については、食せない食材がある場合に届出をしていただ

いて、その食材が提供された場合に後からお金をお返しするものです。学校

にアレルギーの申請をしている児童・生徒がすべて一品還付に届出をしてい

るわけではありませんので、こちらに届出がなくても食せない食材を除いて

食べている方もいらっしゃいます。 

 そうした方でこれまでに事故の報告はありません。 

 

（白鳥会長） 

 大人になって急にアレルギー反応が出る人もいます。去年まで食べていた

ものが食べられなくなった人も見ているので、怖いなと思いました。 

  

（福川委員） 

 コロナの影響で、現在学級閉鎖などが増えていると思います。材料はすで

に仕入れてしまっていて、作れないといった状況も発生してくると思います

が、どのように対応しているのか教えてください。 

 

（池田課長補佐） 

 給食費については、連続して５日間以上提供しなかった場合に還付の対象

となると規定しています。食材を事前に止めることで給食費をもらわないと

いうのが前提ですが、コロナ禍においては急な対応も発生してきており、学

級閉鎖等が５日間以上になれば還付の対象として処理しています。 

 また、学級閉鎖の前後にお休みした方については、学級閉鎖期間を含めた

合計の給食停止期間について還付を行っています。 

 



（福川委員） 

 あくまで５日間という基準に準じて還付しているということですね。 

 

（池田課長補佐） 

 そのとおりです。 

 

（白鳥会長） 

 質問等ないようですので、続いて、報告事項４点目 朝霞第四小学校給食

調理等業務委託検証報告書について事務局より説明をお願いいたします。 

 

（大貫管理係長） 

 それでは、朝霞第四小学校給食調理等業務委託検証報告書について報告い

たします。 

本報告書は、令和２年９月からの朝霞第四小学校における調理等業務の民

間委託による実施状況を検証するため、庁内に設置した「学校給食調理等業

務委託検証委員会」において検証を行い、報告書にまとめたものでございま

す。 

第四小学校における調理等の業務委託は、平成２９年の９月から実施して

おり３年間の長期継続契約が令和２年７月で期限を迎えたことから、プロポ

ーザル方式による事業者の見直しを行ったところ、前契約期間と同事業者で

ある東京ケータリング株式会社を再度選定し、現在、本業務を委託しており

ます。委託開始から１年が経過したところでその実施状況を確認しました。 

前回の契約期間においても同様の報告書を作成しておりますが、今回は、

朝霞第五小学校における昨年３月の給食事故を受け、学校給食課では自校給

食室並びに委託事業者との関わりを密にしてきていることから、これまでよ

りも詳細な内容また、実施状況の正確な把握に努めました。 

具体的には、２ページ下段に示してある（１）から（７）項目について検

証を行いました。なお、検証・評価において太字で示している内容は、朝霞

第五小学校の給食事故を受けて改善した事項となっております。 

検証の結果といたしましては、業務全般をとおして適切かつ円滑な業務履

行がなされていることを確認しましたが、異物混入や配缶ミスがあったこ

と、また、清掃が行き届いていない箇所があることなど事故には至っていな

いものの問題があった部分についてもあえて触れております。 

これらの内容については、委託事業者にも確認してもらい、より給食の安

全性を高めてもらうよう協力を依頼しております。 

今後においても委託事業者だけでなく、学校・教育委員会の３者が協力し

て、安全・安心な給食の提供を継続してまいります。 

また、参考資料として令和３年７月に児童を対象に実施したアンケートの

集計結果を添付しておりますので、併せて御確認をお願いいたします。 

以上でございます。 

 



（白鳥会長） 

 ただいま、朝霞第四小学校給食調理等業務委託検証報告書について事務局

から説明がありましたが、何か御質問などはございますか。 

 

（福川委員） 

 昨年の３月に起きた給食事故に関連してなのですが、本報告書では配置さ

れている職員数が、正規職員３名、パート職員９名の計１２名となっていま

すが、第五小学校ではもっと多くの職員が配置されていたように思います。

第五小学校では食数ももっと多かったように記憶しているのですが、この人

数で事故が起きないか不安があります。 

 

（大貫管理係長） 

 第五小学校では、事故当時、正規職員が５名、パート職員が手元に資料が

ないので正確な数字は分からないのですが１０名程度配置されていたと思

います。第五小学校と第四小学校では食数が大きく異なりますので、それに

よる差異です。 

 ちなみに、第五小学校では１，０２０食程度、第四小学校では６６０食程

度となっています。 

 

（佐久間委員） 

 ３ページに納品チェックリストの様式を改めたとありますが、資料として

添付してもらえると分かりやすくてよかったと感じました。 

 

（大貫管理係長） 

 現在、事故を受けて作成した再発防止策の検証を実施しているところで

す。来年度の運営審議会で皆様にお示しできたらと考えておりますが、そち

らの方では添付したいと思います。 

 

（白鳥会長） 

 他に御質問等ございますか。 

 質問等ないようですので、これで報告事項を終了いたします。 

本日の議事はすべて終了いたしました。 

せっかくの機会ですので、全体を通して御意見等ございましたらお願いし

ます。 

 よろしいでしょうか。 

 事務局から何かありますか。 

 

（長谷課長） 

 学校給食食材の放射性物質測定事業につきまして、報告させていただきま

す。 

本事業は、東日本大震災発生後、平成２４年４月から１０年間にわたり実



施してまいりましたが、測定開始以後、放射性物質が一度も検出されていな

いこと、また、近隣市においてはすでに事業を実施していないことから、令

和３年度をもちまして、終了することを考えております。 

ただ、来年度の事業ですので、本来であれば議会での議決後に報告するべ

きなのですが、今回報告しておかないと事後になってしまいますので、今回

報告させていただきました。 

 

（大貫管理係長） 

 もう一点、事務局から報告させていただきます。 

 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） 

 

（大貫管理係長） 

 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の

で、よろしくお願いします。 

 

（白鳥会長） 

 それでは、これで議長の職を解かせていただきます。円滑な進行に御協力

ありがとうございました。事務局にお返しいたします。 

 

（大貫管理係長） 

 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３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) 

 


