
様式第３号 

会    議    録 

会 議 の 名 称 第１回朝霞市学校給食運営審議会 

開 催 日 時 

             午後２時から 

令和４年７月２１日（木） 

             午後３時１０分まで 

開 催 場 所 溝沼学校給食センター２階 会議室 

出 席 者 

委員８名（片村会長、三好副会長、石原委員、福川委員、 

粟飯原委員、原口委員、藤原委員、川又委員） 

事務局５名（野口学校教育部長、長谷学校給食課長、 

 池田補佐兼給食係長、二河専門員兼浜崎学校給食センター所

長、田熊栄養士） 

会 議 内 容 

議 題 

（１）正副会長の選出について 

報告事項 

（１）令和４年度学校給食事業計画について 

（２）令和４年度献立及び指導計画について 

（３）令和３年度学校給食費の状況について 

（４）食物アレルギー対応について 

（５）栄町学校給食センターの解体事業について 

（６）朝霞第五小学校における給食事故の再発防止のための取組の実

施状況の検証について 

（７）朝霞第五小学校給食調理等業務委託事業者選定について 

会 議 資 料 

１ 会議次第 

２ 報告１  令和４年度朝霞市学校給食事業計画 

３ 報告２  令和４年度献立及び指導計画 

４ 報告３  学校給食費の状況について 

５ 報告４  アレルギー対応事業の実績及び令和４年度の実施状況 

６ 報告５  朝霞市立朝霞第五小学校における給食事故の再発防止

のための取組の実施状況の検証について 

７ 報告６  朝霞市立朝霞第五小学校自校給食室調理等業務委託に

ついて 

８ 報告７  栄町学校給食センター解体工事 



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） 

（長谷課長） 

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、野口学校教育部

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） 

 

（長谷課長） 

ありがとうございます。 

それでは野口部長、会長席に移動してください。 

 

（野口部長） 

 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） 

 

（野口部長） 

 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。 

 

（二河浜崎学校給食センター所長） 

 いらっしゃいません。 

 

（野口部長） 

 ありがとうございました。それでは、事務局に戻します。 

 

（長谷課長） 

只今より、令和４年度第１回学校給食運営審議会を開催いたします。 

初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号委員の石原委員から名簿順にお願いたします。 

 

（石原委員） 

 朝霞市議会議員の石原です。よろしくお願いいたします。 



（福川委員） 

 朝霞市議会議員の福川です。よろしくお願いします。 

 

（粟飯原委員） 

 朝霞第四小学校校長の粟飯原です。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。 

 

（片村委員） 

 朝霞第三小学校のＰＴＡの会長を務めております片村です。よろしくお願い

いたします。 

 

（藤原委員） 

 薬剤師の藤原です。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。よろしくお願いいたします。 

 

（長谷課長） 

 ありがとうございました。次に事務局職員を紹介します。 

 

（野口部長） 

 学校教育部長の野口です。よろしくお願いいたします。 

  

（長谷課長） 

 学校給食課長の長谷です。よろしくお願いいたします。 

 

（池田課長補佐） 

 学校給食課課長補佐の池田です。よろしくお願いいたします。 

 

（二河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二河です。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。 

 

（長谷課長） 

 では、会議に移らせていただきます。 

開会にあたりまして野口学校教育部長からあいさつを申し上げます。 



（野口部長） 

 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４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

申しあげます。 

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、昨年は、３月に朝霞第五小学校における給食事故が発生し、関係者の

皆様に多大な御迷惑と御心配をお掛けいたしました。 

更に、溝沼学校給食センターにおいて職員のコロナ感染が発生し、６月下旬

から７月にかけて学校給食を提供できなくなる事案が発生いたしました。 

また、朝霞第八小学校では、自校給食室を備えた校舎増築が完了し、昨年４

月から民間委託による給食の提供を開始し、１年が経過したところでございま

す。 

今年度は、おかげ様を持ちまして、１学期の給食が先週の金曜日、７月１５

日に大きな事故もなく、終了することができました。ありがとうございました。 

学校を取り巻く環境は、コロナによる制限の中、給食の黙食など子供たちに

もここ数年、我慢の年となっており、ようやく様々な制限がなくなりそうにな

ってきたところで、再び感染者が増加傾向で、第７波とも言われてきておりま

す。 

これから、長い夏休みに入りますが、夏休みが開けると２学期が始まります。

学校では熱中症対策とコロナ対策を両立していかなければなりません。 

本日、御参会の皆様方におかれましても、体調管理に気を付けていただき、

暑い夏を乗り切っていただければと思います。 

 本日は、皆様と意見交換などを通じて、有意義な場となりますよう祈念し、

簡単ではありますが、あいさつとさせていただきます。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

（長谷課長） 

 始めに連絡事項を２点申し上げます。 

１点目ですが、１号委員の佐久間委員、２号委員の土橋委員、３号委員の渡

辺委員、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、事前に配布した資料としまして、 

本日の審議会次第 

報告１   令和４年度学校給食事業計画 

報告２   令和４年度献立及び指導計画 

報告３   令和３年度学校給食費の状況 

報告４   アレルギー対応事業の実績及び令和４年度の実施状況 

報告５   朝霞第五小学校における給食事故の再発防止のための取組 



       の実施状況の検証について 

報告６   朝霞第五小学校自校給食室調理等業務委託について 

 でございます。 

この他に本日机上に、追加資料として 報告７ 栄町学校給食センター解体

事業スケジュール（案）をお配りしております。その他に、参考資料として、

委員名簿、朝霞市学校給食運営審議会に関する条例も配布しております。 

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、野口学校教育部長に進行をお願いします。 

 

（野口部長） 

 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、御推薦・立候補ございまし

たらお願いいたします。 

 

（福川委員） 

 例年、保護者代表のＰＴＡ会長の方に会長を担っていただいておりますの

で、今回も保護者代表で、本日、出席いただいている片村さんが適任だと思い

ます。 

 

（野口部長） 

 会長に片村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） 

 

（野口部長） 

 それでは、本年度の会長は片村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。 

 

（長谷課長） 

 ありがとうございました。会長が決まりましたので、野口部長におかれまし

ては、自席へお戻りください。 

会長の片村委員には、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。 

 



（片村会長） 

 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。 

 

（原口委員） 

 普段から学校給食に直接触れている学校の校長先生がいいと思います。 

 その中でも、以前からこの審議会の委員でいらっしゃる三好校長が適任だと

思います。 

 

（片村会長） 

 副会長に三好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） 

 

（片村会長） 

 それでは、副会長を三好委員にお願いしたいと思います。 

 

（長谷課長） 

 ありがとうございます。 

片村会長、三好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。 

 

（片村会長） 

 ただいま会長に推薦されました片村です。分からないことが多くて、皆様に

御迷惑をおかけするかと思いますが、精一杯頑張っていきますのでどうぞよろ

しくお願いいたします。 

  

（三好副会長） 

 副会長に推薦していただきました、朝霞第五小学校校長の三好と申します。

自校給食校ということで推薦していただいております。 

会長様を手伝いながら進められるよう努力していきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

（長谷課長） 

 ありがとうございます。 

それでは、片村会長引き続き進行をお願いいたします。 

 

（片村会長） 

 本日の議事につきましては、正副会長の選任のみとなりますので、続いて報

告事項に移ります。 

初めに報告事項の１点目、「令和４年度学校給食事業計画について」と、２点

目の「令和４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４年度朝霞市学校給食事業計画について御覧くだ

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。 

 次に、資料、報告２令和４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、旬の食材や行事食、郷土料理を取り入れた献立作

成を行ってまいります。事業計画の（２）栄養管理にもありますが、本年度は

多文化共生推進事業として、朝霞市に住民登録がある方の国籍を中心に各国の

料理を紹介してまいります。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、引き続き計画的に使用してまいります。 

以上です。 

 

（片村会長） 

 「令和４年度学校給食事業計画」と「令和４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。 

 

（福川委員） 

 給食で郷土料理を提供されているということで、子供たちが羨ましいなと思

います。 

献立内容について、子供たちの感想を聞く機会はあると思います。 

給食を作っていただいた方に感謝をして、全部食べるのが好ましいとは思い

ますが、好き嫌いがある子供たちもいますので、どうしても残菜は発生してし

まうと思います。残菜の量を見て献立内容を判断されることはあるのでしょう

か。 

 

（田熊栄養士） 

残菜の計量というものは行っていないのですが、毎月学校に嗜好調査という

形で感想を記入していただく用紙をセンターの場合はお配りしております。 

そちらに学校の先生でしたり、中学校であれば生徒さんが書いてくれるの

で、今日は人気があったとか、残りが多かったとか、味がどうだったという感

想を毎月学校からいただいております。 

 

（片村会長） 

他に何か御意見ございますか。 

 

（石原委員） 

野菜の収穫の時期は四季折々なので、子供たちに地場産野菜を提供するコン

トロールや調整が難しいと思うのですが、それは順調に行われていますか。需

要と供給の点がうまくできていますか？ 

 

 



（田熊栄養士） 

学校給食では、一回当たりの使用量が多いので、二か月ほど前に直売組合の

方に予定している使用量・使用日をお知らせして、その中で納品できる日を直

売組合の方に決めていただく方法で進めております。 

 

（石原委員） 

 直売組合の皆さんは、よい野菜を育てているので、子供たちに提供されてい

て嬉しく思っています。 

 

（片村会長） 

他に何か御質問ございますか。 

 

（藤原委員） 

衛生管理の徹底について、食器の洗浄確認は年間２回しており、今までのと

ころ大腸菌など確認されていないので問題はないと思いますが、経年劣化でど

うしても反応が出ると思うのですが、どのくらいの頻度で交換されています

か。 

単純に毎年、何分の 1ずつを交換するといったように計画的に行われている

でしょうか。 

 

（長谷課長） 

定期的に何か月使ったら交換とはしていません。 

傷が多いものなどについては、随時交換するようにしてはいるのですが、決

まってこの学校のものが今年交換の時期であるというのではなく、見た目で判

断しています。 

 

（藤原委員） 

検査の結果、反応があったとしても大腸菌が出なければ、緊急を要するとい

う判断にはならないのですが、汚れなどは経年で出てきます。 

また、新しいぽぽたんの柄のついた食器は、表面に凹凸がある感じがありま

すが、洗浄の仕方はどうでしょうか。今までは表面がつるつるしていたと思い

ます。まだ新しいので問題はないですか。 

 

（田熊栄養士） 

現在のところ問題はありません。機械の洗剤の濃度を調整して洗っていま

す。 

 

（藤原委員） 

いつから導入されているのですか？ 

 

（田熊栄養士） 

昨年の２学期から低学年で導入しています。 

 



（長谷課長） 

ぽぽたんの柄の入った食器は、ＰＥＮ食器と呼ばれる食器になるのですが、

軽量であり、熱が伝わりづらい素材になっています。 

汁物を入れたときに子供たちの手が熱くならないようにという理由で導入

しています。 

給食センターや自校式の場所によっては洗浄機がＰＥＮ食器に対応してい

ない施設もあるので、導入できるところが限られているのですが、可能な施設

から少しずつ導入を進めています。 

 

（片村会長） 

 他によろしいでしょうか。 

 他に意見、質問等ないようですので、続いて報告事項３点目「令和３年度学

校給食費の状況について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

（池田課長補佐） 

 報告３の資料を御覧ください。 

令和３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３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、５億３，０２

４万３，９４５円で、給食の食材を購入した賄材料費の支出額は、５億４，８

０５万７，４９０円でございました。 

 学校給食費調定額に対し支出額が１，７８１万３，５４５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、昨年度６月から７月にかけて溝沼学

校給食センター職員が多数新型コロナウィルス感染したため、６月２８日から

７月１６日まで担当校の朝霞第十小学校及び中学校５校に完全な給食の提供

ができず簡易給食等を提供し、この間の給食費を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２年度と３年度の欄および一番右

の差額の欄を御覧ください。令和３年度は基本物資である主食と牛乳が令和２

年度より０．９５円値上がりました。その結果、副食用物資に充てられる金額

が減少しています。 

次に下段の中学校においても令和３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、副食用物資に充てられる金額は牛乳が２０

０ccの場合が１．８３円、２５０ccの場合が１．８１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おり

ます。しかしながら、今年度は物価高騰の影響を下半期に大きく受けることが



予想されているため、毎月給食物資の価格の動向を確認しながら必要時対応し

ていく予定でございます。 

また、この物価高騰が長期化すれば、将来的に給食単価の見直しについても

検討せざるを得ない状況となっております。報告は以上でございます。 

 

（片村会長） 

 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。 

 

（福川委員） 

昔と比べると未納者は減ったと思うのですが、今回はどうでしょうか。 

ちゃんと払えるのに払わない、銀行口座登録はしているもののお金が入って

いなくて引き落としできないということがあるので、以前のように袋で徴収し

たほうがいいのではないでしょうかとこの審議会で意見したことがあるので

すが、盗難の恐れがあるといった回答がありました。 

今はちゃんと未納にならずに給食費を納めていただけているのでしょうか。 

校長先生が自ら家庭訪問して、給食費の催促をしているという話も聞いてい

るのですが、今はどういう形で催促されているのでしょうか。 

 

（池田課長補佐） 

令和３年度で申し上げますと、滞納金額が５，６３３，４２２円で、保護者

の人数で言いますと２３２人の方に給食費の未納がありました。 

ただ、全体から見ますと、現年度の分で９９．７２％の収納率でございます

ので、例年に比べて収納率が低いということはなく、ほぼ例年通りという形で

納めていただいている状況でございます。 

給食費の場合は、口座振替をしていただくことで、滞納額が減ることが見込

まれるのですが、そちらの口座振替も新１年生になった際にやっていただける

ように入学説明会等で用紙をお配りしています。 

現在、９１％の方が口座振替で、残りの方が納付書で納めていただく形にな

っております。 

未納者の対応としましては、毎月督促状を、年に３回催告状をお送りしてい

ます。後は、先日も実施しましたが夜間の休日電話催告も行っております。 

保護者の方にアプローチすると、何らかの反応があり、効果を実感している

ところでございます。 

以上です。 

 

（片村会長） 

他に何か御意見、御質問はありますか。 

 

（原口委員） 

原材料費が高騰している中、給食の値段を据え置きしていただいていること

に感謝しているのですが、私個人的には給食費の値上げも仕方ないのかなと思

っているのですが、今後の見通しについて考えがあれば教えていただきたいで

す。 



（長谷課長） 

 物価の高騰につきましては、肌で感じているところでございますが、現在の

ところ基本物資であるごはん・パン・牛乳の値上げ分を、おかず部分の献立の

工夫で給食費が上がらないように対応しております。 

ただ、これ以上原材料費が上がってしまうと、給食費の値上げを視野に入れ

ていかなければいけないと考えております。 

今年度につきましては、国から臨時交付金として給食費の値上がり相当分を

負担して頂けるという話がありますので、今年度については、これを活用して

材料費に充てたいと思っているところでございます。 

今後について交付金が継続して支給されるのかといった見通しが、まだ国か

ら示されていないので、市としてどうやって対応していくかということを考え

ていかなければいけないと思っております。 

ただ、来年度交付金がないとなった場合にも、すぐに給食費を値上げするの

は難しく、保護者や関係者の皆様に御理解いただくために、それ相当の期間が

必要になると考えております。そのため、もし値上げをするとなった場合でも、

早くても令和６年度、７年度からになるのかと思います。 

 

（片村会長） 

 他によろしいでしょうか。 

 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。 

 

（池田課長補佐） 

 それでは報告４の「アレルギー対応事業の実績及び令和４年度の実施状況に

ついて」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。 

初めに、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３６名、中学校３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。 

次に、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３年度は１０３名の申し出があり、合計で１８０，２１７円の還付を行

いました。 

今年度は６月末現在、小学校８６名、中学校１９名で計１０５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。 

 

 



（片村会長） 

 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。 

 

（福川委員） 

 アレルギー対応は、医師の診断書を基に実施されているのでしょうか。 

 

（池田課長補佐） 

 アレルギーの一品還付事業、米飯代替提供事業いずれにつきましても、保護

者の希望だけではなく、学校に提出される医師の診断書が書かれた生活管理指

導票を基に実施されています。 

 

（藤原委員） 

 アレルギーではなく、宗教上の理由で食べられないものがある方はどうされ

ていますか。 

 

（池田課長補佐） 

 一品還付事業につきましては、今のところ食物アレルギーを対応としていま

すので、信仰を理由とした還付実績はありません。 

ただ、飲用牛乳につきましては、宗教上の理由で飲めない方もいらっしゃい

ますし、逆に牛乳しか飲まない方も数名いらっしゃる状況です。 

 

（藤原委員） 

 今後、そういった要望も増えてくるかと思いますので、考えていただければ

と思います。 

 

（片村会長） 

 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「栄町学校給食センター

の解体事業について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

（二河浜崎学校給食センター所長） 

 続きまして、報告事項５点目の「栄町学校給食センターの解体事業」につき

まして、その進捗状況を時系列にそって御説明いたします。 

栄町学校給食センターは、令和２年度まで第６小学校、第８小学校の給食、

約２，６００食を調理しておりましたが、第８小学校での自校式給食の開始に

合わせて、令和２年度をもちまして業務を終了いたしました。 

令和３年度に入りまして、まず、解体工事にかかる経費や期間を算定するた

めの設計業務について委託をいたしました。 

この設計により工事費用は、１億７，７７６万円が必要と算定されており、

これに基づき１２月に歳出予算の補正を行っております。 

令和４年１月に、設計に基づき施工業者を選定するための入札を実施し、３

月に議会で承認され、中央建設協同組合と契約を締結しております。 

また、解体工事を実施するにあたって、近隣の建物等への影響を測るため、



令和３年１１月から家屋調査に着手いたしました。 

家屋調査では、着工前に対象家屋等に立ち入りを行い、家屋等の損傷個所や

傾斜などの調査を行い、着工後の再調査と比較をすることで、家屋等への影響

を調べるものでございます。 

当初は２月２８日までに立ち入り調査を終了する予定でございましたが、御

協力をいただけない方がおり、令和４年６月３０日まで、契約を変更し交渉を

行ってまいりましたが、同意がいただけなかったため、１件は事前の家屋調査

を行うことはできませんでした。 

 今後の予定でございますが、当初、１２月までの工事完了を考えておりまし

たが、３か月ほどずれ込んでおりますので、まずは、年度内の竣工を目指して

工事を着工する予定でございます。また、工事の竣工に合わせて、事前調査に

行った家屋の事後の調査を行うこととなります。 

 いずれにいたしましても、事故なく、また、近隣住民等に御心配や御迷惑を

かけることなく工事を進めることに細心の注意を払いながら進めてまいりま

す。 

 資料を御覧ください。仮囲いや養生・足場工事を行いながら、煙突の石綿の

撤去、外構の一部の解体を実施いたします。 

その後、内装、躯体、基礎・地下の解体の順番で進めます。最後に躯体を固

定していた指示杭を抜き、整地をするとの流れとなっております。 

 

（片村会長） 

 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。 

 

（福川委員） 

 目安として、開始の時期はいつ頃ですか。もうすでに工事が始まっているの

ですか。 

 

（長谷課長） 

 契約はしているのですが、実際の工事はまだ始まっていません。 

今のところ、９月末までは着工ができない状況のため、１０月以降の着工に

なる予定でございます。 

報告７の資料にありますように、どれくらいの期間がかかるかは書かせてい

ただいているのですが、始まる時期がまだ読めないため、開始日程は書かれて

いません。 

 

（片村会長） 

 他に質問等ございませんか。 

 質問がないようですので、続いて、報告事項６点目「朝霞第五小学校学校に

おける給食事故の再発防止のための取組の実施状況の検証について」事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

（池田課長補佐） 

 それでは、報告事項６「朝霞第五小学校学校における給食事故の再発防止の



ための取組の実施状況の検証について」報告をさせていただきます。 

詳細につきましては、資料５としてお配りさせていただいておりますので、

本日はその概要を御報告いたします。 

まず、今回の検証は令和２年度３月に朝霞第五小学校で発生した給食事故を

風化させないよう、事故後の改善策の実施状況を確認するために実施いたしま

した。 

再発防止のための取り組みにつきまして、実施状況を確認した結果、ほぼ確

実に実行されておりました。ただ、一部実施が不十分な項目については、再度

委託事業者に確認をしてもらい、改善を依頼しております。 

その内容としましては、賞味期限切れドーナッツの提供につきまして、資料

の３ページの主に委託事業者が行っている防止策の二つ目、納品チェックリス

トの記入方法について、後でまとめて記入するのではなく、その場で確認した

上で随時記入するように徹底を依頼しております。 

 次に、皿うどん喫食による事故につきましては、４ページの事前打ち合わせ

の見直しの項目で、打ち合わせ記録を作成できていない回があったことから、

確実な作成について業者に依頼をしております。 

また、栄養士との連絡体制につきまして、栄養士が事務所を離席する際に、

携帯電話を持つことや、居場所が分かるように事務所にプレートを設置するな

ど常に連絡が取れるよう、環境の改善を実施いたしましたが、目に見えない部

分として栄養士と委託事業者の調理員との良好な関係が重要だと考えます。 

これにつきましては、三者打ち合わせなどを活用し、学校給食課職員が双方

の良好な関係づくりの支援をしてまいります。 

今回は、事故発生から１年が経過したところでの検証をいたしましたが、今

後も改善策の実効性を高めるために随時確認を行っていく予定です。 

なお、この検証結果につきましては、第五小学校だけではなく、他の自校給

食室の調理委託事業者にも内容を確認してもらい、情報共有をしております。 

以上です。 

 

（片村会長） 

 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７点目「朝霞第五小学校給食調

理等業務委託事業者選定について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

（長谷課長） 

 朝霞第五小学校給食調理等業務委託事業者選定についてですが、今現在受け

持っていただいている民間事業者につきましては、１学期、正確には７月末で

契約期間が終了となります。 

そのため、本年４月から教育委員会として次の８月１日からの委託業者をど

こにするべきか学校教育部長を始めとする全７名の部課長等による選定委員

会を立ち上げ、会議を重ねてまいりました。 

まずは、ホームページでの募集を行いました。５月１０日までを期限として

募集をかけたところ、全９者の応募があり、第一次選定の書類審査で４社に絞

りました。 



その後、先日 1日の金曜日に一次選考を通過した４者によるプレゼンテーシ

ョンによる審査を行い、業者候補者を決定したところでございます。 

候補者となりましたのは、一冨士フードサービス株式会社、本拠地は東京都

千代田区に会社をかまえる企業となります。 

この企業と来週くらいに契約締結の決裁を取りまして、実際には８月１日か

ら正式に準備に入っていただくという形になります。 

契約期間は３年間、令和７年７月３１日までの３年間の契約を結ぶことにな

ります。 

本格的には、８月１日から業務を開始しまして、実際に朝霞第五小学校で給

食提供を始めるのは８月３０日からとなります。 

試食会の実施につきましては、まだ業者と正式に日程について話を詰めてお

りませんが、実際に給食が始まる前に一冨士フードサービスの準備が整い次

第、試食会の実施を検討しているところです。本日お集りの運営審議会の皆様

にも可能な限り、お声がけしたいと思っておりますので、その際はぜひ試食へ

の御出席をお願いいたします。 

以上でございます。 

 

（片村会長） 

 御意見、御質問がございますか。 

 

（福川委員） 

選定委員の７名の名簿はありますか。 

また、９者から応募したようですが、９者の業者の名簿はありますか。 

事故があったため、会社を変えるという判断をされたと思いますが、事故が

あったからすぐに業者を変えるということはどうかと思います。反省を踏まえ

てもっとよりよくしてもらえる可能性もあると思うので、選定は慎重にしたほ

うがいいと思います。 

 

（長谷課長） 

 ９者の業者一覧を今すぐお見せすることはできませんが、口頭で回答するこ

とは可能です。 

 

（福川委員） 

 これは議会の方には報告がいっていますか。初めて知りました。 

 

（長谷課長） 

 選定の途中段階について議会には報告しておりません。 

 事故を受けて業者を変えるということではなく、今の受け持っていただいて

いる民間事業者の契約期間が７月で終わりということで、新たな契約期間につ

いて委託先の業者を検討しております。 

 

（三好副会長） 

契約期間が３年間ということで、現在の委託事業者さんは昨年の３月に事故



が起きてしまったというところでございます。 

今回の選定については９者というお話がありましたけれども、その中から選

定されたというところで、継続というお話もありましたけれども、９者の中に

現在の委託事業者は入っておりません。 

入っていなければ、継続ということは不可能ですし、入っていないというこ

とが今回の決定に至ったのだと思います。 

資料の中でも、９者の業者を選定委員会の中でしっかりと見極めて選定され

たということと、直にどういった形で給食を提供するかというところを紙面上

では見えないところについてしっかりと質問されて進めながら選定されまし

た。 

本校といたしましては、基本的には決まったところで、うまく前の業者と引

き継ぎをしていただいて、安心安全な給食を提供していただければ問題ないと

考えています。 

子供たちが「給食がおいしい」と一言言ってくれるだけで、安心かなと思っ

ております。一冨士フードサービスさんでは給食関係でかなり請負されている

ので適任ではないかなと、そういった面では安心しているところでございま

す。 

 

（福川委員） 

 一冨士フードサービスさんは八小でも請け負っていますか。 

 

（長谷課長） 

 八小でも委託しています。 

 

（福川委員） 

 一冨士フードサービスさんが八小で事故もなくされているので、決められた

か分かりませんが、今の会社側も努力されているところがあると思います。も

し、新しい民間業者に任せて安心安全の給食を提供できなかったら、それこそ

大事故になってしまうので、選定は慎重にしていただいているものと思います

が、ここで初めてこの話を聞いて、びっくりしたものですから、業者名がわか

れば教えていただけたらと思います。 

 

（長谷課長） 

 近日中に回答いたします。 

 選定委員の７名の内訳ですが、学校教育部長、生涯学習部長、学校教育部内

のすべての課長、教育総務課長、教育管理課長、教育指導課長、学校給食課長、

それと、第五小学校の三好校長の７名で選定を行っております。 

 

（福川委員） 

 選定状況を議会に報告しなくてもよろしいのでしょうか。 

 

（三好副会長） 

 これまでにも事業者選定を実施しているので、その際と同様に手続きが行わ



れていれば問題ないのではないかと思います。 

 

（福川委員） 

 第五小学校では事故があったので、気になりました。 

 

（長谷課長） 

 以前、第八小学校でセンター給食から自校式に変更した際には、校舎の新築

があり、工事額等の要件もあり議会に報告したいきさつがありましたが、委託

事業者の選定状況等について議会に報告は行っておりません。 

 福川委員からは、第五小学校で事故があったので御心配をいただき今回、御

意見いただいたことと思います。今回の事業者の選定は事故があったからでは

なく、契約期間満了によるものですので、議会への報告についてもこれまでの

事業者選定と同様に処理をしたものと御理解いただければと思います。 

 

（三好副会長） 

 御配慮いただきありがとうございます。 

 

（片村会長） 

 他に何か御意見、御質問はございませんか。 

 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。 

 

（長谷課長） 

 本日の会議録の承認については、片村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） 

 

（長谷課長） 

 それでは、会議録作成後、片村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２月頃に開催しております。

詳しい日時につきましては、決まり次第通知させていただきます。 

以上でございます。 

 

（片村会長） 

 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。 

 

 



（長谷課長） 

 片村会長、進行ありがとうございました。以上で令和４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 

 


