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平成２８年度第６回国立市立学校給食センター運営審議会 

記録（要約） 

 

 

日  時  平成２９年６月２２日（木）午後２時から午後４時まで 

場  所  国立市学校第一給食センター会議室 

出席委員  １７名 

欠席委員   １名 

傍  聴   １名 

事 務 局   ４名（吉野所長、佐藤主査、山本栄養士、後藤主任） 

議  題  （１）事業報告について（資料１） 

      （２）平成２８年度学校給食費決算報告について（資料２） 

      （３）平成２８年度事業総括について（資料３） 

      （４）その他 

 

【会長】  定刻となりましたので、これより平成２８年度第６回国立市立学

校給食センター運営審議会を開始いたします。会に先立ちまして、今年度４月

１日付で給食センター長の人事異動がありましたので、自己紹介をしていただ

きたいと思います。 

【所長】  本年４月１日より、前任本多の後任で給食センター所長となりま

した吉野と申します。よろしくお願いいたします。 

【会長】  よろしくお願いいたします。 

 なお、副会長の栗田委員は３０分ほど遅れるとの連絡がありました。会は進

めさせていただきたいと思います。 

 それではお手元の資料をご確認ください。 

 平成２８年度第６回国立市立学校給食センター運営審議会次第、事業報告関

係が、資料１－１から資料１－５まで。平成２８年度学校給食費決算報告書が

資料２、平成２８年度事業総括が資料３となっています。 

よろしいでしょうか。 

 それではお手元の次第に沿って、会を進行させていただきます。 
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 （１）事業報告について、を議題とします。事務局から説明をお願いいたし

ます。 

【所長】  それでは、事業報告について報告いたします。資料１－１をご覧

ください。 

 平成２９年２月２３日の第５回運営審議会以降、本日６月２２日までの４カ

月分の事業報告をいたします。主なものですが、３月２日多摩地区学校給食共

同調理場連絡協議会献立研究部会があり、多摩市のエコプラザ多摩で開催され、

栄養士が出席しました。 

 ３月２２日に小学校、２３日に中学校の３学期の給食が終了しました。 

 ４月１０日から新年度の小・中学校給食を開始しています。 

 ４月２７日の第三中学校、３年４組とＡ組と教職員様用の給食で、きなこ揚

げパンがきなこなしの揚げパンになってしまいました。原因はパンにきなこを

まぶす作業に不慣れな職員が担当したため、配分を誤りまぶす順番が最後とな

る第三中学校の３年４組、Ａ組及び教職員の方のパンにきなこが足りなくなり、

砂糖のみまぶす結果となってしまったものです。 

 ５月１５日、同じく第三中学校のＡ組の給食で、キャロットポタージュの１

食当たりの配食量が少なくなってしまいました。これは、内容量を食缶の重さ

を考慮せず計量したことが原因で、１人分が通常よりも少量となってしまった

ものでした。 

 両件とも、生徒、保護者様及び教職員の皆様には大変ご迷惑をおかけしたこ

とを深くおわび申し上げます。今後はこのようなミスが起こらないよう、全体

の配分量や計測に十分留意し、適正な配食量になるよう細心の注意を払って調

理をするよう、調理員全員に指示を徹底いたしました。 

 ５月１２日、多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会の総会及び場長会が、

羽村市生涯学習センターで開催され、所長が出席し情報交換を行いました。 

 ５月１９日、同協議会の給食運営管理研究部会が、武蔵野市の武蔵野スイン

グホールで開催され、事務主査が出席しました。 

 ６月２日、多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会献立研究部会が稲城市で

開催され、栄養士が出席しました。 

 ６月１９日、学校給食費決算について監査委員に監査をしていただきました
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ので、後ほど監査の報告をしていただきます。 

 最後に、本日第６回の運営審議会という経過です。 

 以上、主なものについて報告いたしました。 

【会長】  平成２９年２月２３日から６月２２日までの事業報告を事務局か

ら説明いただきました。これに関しまして、何かご質問ご意見等ございました

らお願いいたします。篠原委員。 

【篠原委員】  三中のきなこ揚げパンとキャロットポタージュのことですが、

最初のきなこ揚げパンは不慣れな職員の方が行ったということが原因だったよ

うですが、キャロットポタージュもやはり不慣れな方がまた担当したのか、も

しそうだとしたら、そこをフォローするような仕組みがなかったのかというの

がひとつ疑問です。 

 また、配食量が少なくなってしまったということなので、給食費はどうなる

のかお答えをお願いします。 

【所長】  ４月２７日のきなこ揚げパンですが、パンに絡める作業が今回初

めての職員が担当したということでした。キャロットポタージュですが、これ

は別の職員で、計量に関してあまり経験のない職員が行ったということです。 

 この件に関して、きなこ揚げパンの絡める作業工程とキャロットポタージュ

の配食の計量に関しては、作業工程が全く別なので性質は違うかと思います。 

 どちらも再発防止ということで、きなこ揚げパンに関しては１食当たりのつ

ける配分量は計算すればはっきり出てくるので、今までは経験値でやっていた

部分をきちっとしたやり方をして、１人当たりのきなこや砂糖の分量が均一に

なるよう徹底した次第です。キャロットポタージュに関しては、計量の方法を

再確認をしてきっちりと計量できる形に、徹底してやるように申し伝えた次第

です。 

 配食量が少なくなってしまったことに関して給食費の話がありましたが、全

く配食できなかったというわけではないので、また、教職員の皆様方に配分量

を調整していただき、ある程度の配食ができたということで、返金は現時点で

は考えておりません。 

【竹内委員】  ４月２７日の件ですが、きなこ揚げパンのきなこの分量は足

りたけれども、まぶし方で最初のほうに多目についてしまったということなの
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か質問します。 

 ２つ目は、５月１５日のキャロットポタージュの配食量が少なくなったとい

うことに関して、缶の重さを忘れて計量したので、缶の重さの分だけスープが

少なかったということだと思うのですが、なぜこれが三中のＡ組だけなのか。

同じやり方でやれば全部になるはずですが、途中で気づいたのか、気づかなか

ったのか等々。どうしてここだけなのか、実は全部足りなかったのではないか

という懸念があります。 

 ３つ目は、配食量は何％少なくなったのかというのは、一応把握しておいた

ほうがいいと思うので、教えてください。 

 【所長】  きなこ揚げパンに関しては、きなこそのものが全体量として少

なくなったというよりは、頭から配食していって、第三中学校の３年生、Ａ組

が一番最後でしたので、その段階できなこが足りなくなってしまったという結

果でした。 

 キャロットポタージュは、なぜ三中Ａ組だったのかということに関しては、

通常のクラスは大きな食缶ですが、Ａ組は生徒の人数が少ないので小さく特殊

な食缶を使用していて、食缶の重さに関しての配慮が足らず、そのような計測

をしてしまったということでした。 

 配分量に関しては、結果的に最初に食缶に入っていた量だけではなく、各教

職員室のものを回していただいたということがあり、結果的には七、八割の配

食はできたのではないかと考えております。 

【会長】  加納委員。 

【加納委員】  この２件に関し三中の委員として質問とお願いをさせていた

だきたいことがあります。 

 このミスに関して、センターから三中へ、ミスがありましたという便りなど

は配布されたのでしょうか。もしなされていなかった場合、生徒や教職員の方々

がセンターに不信を抱くことにつながりかねません。私は便りが配布されたか

存じませんので、今の事業報告で知った次第です。ですので、こうようなミス

があった場合、報告の徹底というのを、きちんとしていただけたらと思います。 

【所長】  ４月２７日と５月１５日ですが、両方とも該当の生徒及び保護者

の皆様宛てに謝罪文をお配りいたしました。献立の内容についてのお詫びと、
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大変ご迷惑をおかけしましたということ、経緯と再発防止の方法を所長名で出

させていただいております。 

 大変ご迷惑をおかけしまして、申しわけございませんでした。 

【会長】  三中Ａ組については、保護者会がこの後ありましたので、副校長

のからも話をしています。今後気をつけてもらえばいいということでした。そ

の後、順調に給食は進んでおります。私は三中の校長ですので、皆さんにご報

告をしておきます。 

【唐澤委員】  ミスのことについて、私は５年間審議委員をしているのです

が、事業報告の中にこういったミスが立て続けに載ったということは初めてだ

と思っています。去年、醤油のふたが入ってしまったという話などちらほらあ

ったような気はするのですが、こんな短期間のうちに、割と軽微ではあります

が、きちんと管理できていなかったと思われるミスが続くということ自体に、

少し不安を覚えました。それは、今まではなかったものがここへ来て急に頻発

したとしたら、何らかの原因があるのかどうか。そういうところが保護者とし

てはやはり気になります。これがもしアレルギーに関わることだった場合には

どうなるのかということも、不安に思います。 

 今までの事業報告で、小さなことに関しては載せていなかったものを、載せ

ることにしたという可能性も考えられます。そうではなく、今までなかったも

のが頻発しているのか、どちらでしょうか。教えてください。あと、今後の対

策を教えてください。 

【所長】  今回の資料は私が作っています。事業報告については、やはりこ

ういったことを載せるべきという話しもあったので、私の判断で載せさせてい

ただいた次第です。 

 かつて、命には別状がない程度の内容に関して、載せていたかどうかという

ことですが、醤油のフタの件に関しては、いろいろと皆様のお耳にも入ってい

たことなので載せたと思いますが、それ以外のことに関しては載せていなかっ

た可能性もあります。どこまで載せていたのかというのは、私はまだ押さえ切

れていないところですが、今回に関しては私が載せたほうがいいという判断で

載せさせていただいた次第です。 

 これだけ頻繁に、軽微とはいえミスが起こっているので、その際にどういう
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状況だったのか、なぜこういうことが起こってしまったのかを知るということ

と、再発防止に関して、やはりダブルチェックは絶対に必要だと思っています。

第一センターも第二センターも、毎日朝礼をやっています。そこで、必ず作業

をする際には必ずサポートをもう一人つけて、計量に関しては、風袋と中身を

均等に配食しなければならないものに関しては、必ずダブルチェックを徹底し

てくださいと、日々申し上げています。 

 結局は、調理員一人一人がどれほど真剣に仕事に取り組むのかというところ

にかかってきますが、私としては、そのような形で徹底し、対策をしていると

ころです。 

【唐澤委員】  今のお話ですと、新しいセンター長の判断で、今までは載っ

ていなかったレベルのものが載ったのかなと思いました。それは知ることがで

きるという意味でありがたいと思います。一度載るとこのミスに質問が行って

しまうのですが、審議会の場でも小さなミスも知らせてくれるという姿勢は誠

実だと私は思いましたので、今後ともお願いしたいと思いました。 

 あと、ダブルチェックも今後ともお願いしたいと思いました。 

【会長】  高須委員。 

【高須委員】  去年あったのはアレルギー源に関して、ごま油がスープに入

ったという気がしたのですが、こちらは本当にもっと切実に、アレルギーの方

がいるので、そこら辺の改善は、今のところどうなっていますか。 

【所長】  アレルギー食は、この施設は老朽化していて対応ができないので、

アレルギーのお子さんに関しては国立市のマニュアルがあり、それに沿った形

で行っています。基本的には保護者から給食センターに、お子さんにアレルギ

ーがあるということを言っていただき、その連絡を受けて給食センターから必

要に応じて資料を配付する流れでやっています。 

 第一給食センターでは栄養士を１人増員して、アレルギーに関し栄養士が遺

漏なく対応できる形でやっています。新入生ないし新１年生にアレルギーの通

知を配付し、保護者の方は給食センターに電話等で相談をよせていただき、そ

れでアレルギー対応者一覧を学校に送付して、学校でその内容を加筆、訂正し

た後戻していただき、給食日誌や個人カルテ等の資料を、学校や生徒、保護者

に送付し、注意を喚起するという流れです。こちらも国立市のマニュアルに沿
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った形で、遺漏ないようにやっています。 

 【高須委員】  私が申したのは、未然にわかったので連絡がついて事故も

なかったのですが、こういうことは栄養士を増やしたことでそれを防いでいる

として捉えてよろしいですか。わかりました。 

【会長】  事業報告に関連したことで、篠原委員。 

【篠原委員】  小さなミスでも報告していただけると、やはり安心しますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ハインリッヒの法則というのを現

場の方々は使うと思うのですが、小さなミスの積み重ねで大きな事故につなが

ってしまう、反対に小さなミスを消していけば、大きな事故は防げるという考

えがあります。小さなミスも報告をして改善していくということと、報告して

いただけることで安心しました。信頼関係も築けますので、ぜひともお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

【会長】  他にございますか。 

 【所長】  大変失礼いたしました。資料１－２から１－５に関しての説明

をしておりませんでした。 

 給食センターでの放射性物質の測定結果についてです。２月から６月２１日

まで、給食実施日の飲用牛乳と飲用牛乳を除いた小中学校の提供給食に関して

測定しましたが、いずれも検出限界値にて不検出との結果でした。 

 外部検査機関による放射能測定の結果については、２月から５月までは資料

のとおりです。 また３月から６月分の給食物資の予定産地と地場野菜の使用

予定日も、同資料の下に記載してあります。 

 報告につきまして以上です。 

【会長】  資料１－２からの報告をしていただきました。これについて何か。 

 唐澤委員。 

【唐澤委員】  資料１－５の６月の資料に関して、質問です。同位体研究所

による測定結果についてという項目で、ピザ用チーズ、オーストラリア・ニュ

ージーランド産が測定に出されていますが、なぜオーストラリア・ニュージー

ランド産を放射能検査に出されたのか質問したいです。 

 それから下の３番、給食物資の産地についての中で、サメの切り身が宮城県
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産とあります。宮城県産はかなり危険というか、放射能が検出される可能性の

相当高い食材と私は思うのですが、これが出されていません。とても不安です。

サメ自体が震災後に何度も放射能が検出されたことがある魚なので、まして宮

城県産なので、これは絶対に出していただきたかったです。今からでは間に合

わないのでしょうか。今後こういうことがあれば、必ず出していただきたいで

す。 

 それに関連して、同位体に出す食材はどなたがどういう判断で決めているの

か、あわせてお伺いしたいです。今まではセンター長の経験則だったり、栄養

士の経験則、厚労省や過去の資料とか、保護者が危ないと言ったものに関して

栄養士が判断して出していると伺っていたのですが、新しくセンター長が来ら

れてからの体制についてはいかがでしょうか。お聞かせください。 

【会長】  ３点です。 

【所長】  ピザ用チーズはなぜオーストラリア・ニュージーランド産を出し

たのかということと、サメの切り身は宮城県で危ないのではないかということ、

それから同位体研究所に出している検体の決定を、どのような形でなされてい

るかという３点ですが、栄養士が食材を選んで決定をしていることに関しては、

今までから現在まで変わりありません。 

 なぜオーストラリア・ニュージーランド産のピザ用チーズなのか、サメの切

り身に関しても、今、栄養士に確認をしているところです。 

 今日この資料は予定表という形で、食材と産地については「予定」という文

字を入れています。検査をした結果、微妙ながらも放射性物質が検出された場

合には、産地を変えるとか、食材そのものを取りやめるといった対応をとって

おり、また食材も業者によっては直前で入らないということもあるので、あく

までも予定という形で載せることになっております。 

 サメの切り身が今回食材で使われるかどうかは栄養士から説明させていただ

きたいと思います。 

 【栄養士】  ピザ用チーズですが、乳製品については国内を限定している

わけではなく、オーストラリアやニュージーランドのものを今までも使ってい

ました。この産地でなぜ放射能の検査をするかというと、以前から放射能の検

査については、干しシイタケや乳製品など検査をしていて、その中で、ピザ用
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チーズを含めた乳製品は国内、国外にかかわらず検査をしていたので、引き続

き確認しています。 

 サメについてですが、中学校で使う食材で、現在中学校の栄養士に確認中で

す。献立や産地の選び方などわかり次第報告します。 

 放射能の外部検査の品目は、物資選定委員会の後、栄養士または事務職員で

産地の確認をし、以前調べたところからの歳月と、その時の情報で選んでいま

す。また、以前数値が出ているものについては、同じ産地であれば、必ず検査

の対象に入れています。 

【会長】  ２点目については、中学校の栄養士が今調べているので、少しお

時間を取らせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 ３点のうちの２点については、今の回答ということになります。 

 ほかに。加納委員。 

【加納委員】  その他のところで質問させていただこうと思っていたのです

が、今月の献立に関して、夏野菜カレーが主食だった日で、２日間同じ献立の

日がありました。今まで同じ献立が月に２回というのを見たことがなかったか

と思うので、その理由を教えていただきたい。 

 あと三中の保護者からの意見で、体育祭の代休があった日の翌日、給食が出

ないという便りは出ていたのですが、弁当を忘れた生徒がかなりいて、先生方

が対応されたと聞きました。センターがこの日をどうして休みにしているのか

保護者から質問がありましたので、ご回答いただけるとありがたいです。 

【会長】  ２つ目について。それは体育祭が雨で中止になった時の予備日に

なっているのです。それで学校から前もって給食センターに給食を止めてもら

っています。そういう事情です。 

 【栄養士】  こちらから２日間続けて同じメニューの提供はあり得ません。

メニューは２日間同じでも、同じ学校が２日間同じ給食を食べることがないよ

う、各学校の給食実施日になっていたと思います。 

 給食の提供日ですが、センターでは学校からの希望の日に提供する形になっ

ているので、学校の行事に合わせて提供をしています。 

【会長】  唐澤委員。 

【唐澤委員】  先ほどの質問の続きですが、６月分の産地についてはこれか
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らの測定ではないかという話がありましたが、６月の表の上、５月に測定に出

しているものは、あくまでも６月に使う予定のものを、前倒しで測定している

という理解を、私はしていたのですが、合っていますか。 

 なので、宮城県のサメの切り身は５月の段階で測定に出ていてほしかったの

ですが、出なかったのはなぜですかというのが先ほどの質問でした。それは中

学校の栄養士の管轄ということなのですか。 

【栄養士】  心配であれば検査すべきでしたし、検査をしていなかったとい

うことは、検査をする必要がないと判断したと思われます。 

 検査をするからには、使用日に間に合うように出しているので、検査をする

場合にはその結果が出るまでの日程を含めて、間に合うように出しています。 

【唐澤委員】  今後、一人の栄養士の判断頼みでは、放射能の検査に何を出

すかということについても、その判断基準は誰が決めるかということについて

も、センター長が一番に責任を持っていただき、ここの産地のこういった品目

は必ず出すべきだということを、知っておいていただきたいと思います。例え

ば、今回このサメの切り身は、この中で一番危ないと思います。 

 中学校の栄養士が判断しなかったので出なかったということでは困ると思う

ので、今後どういった品目を必ず出さなければならないのかということに関し

ては、栄養士、センター長も含め、皆さんで共有していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

【所長】  センターでは栄養士間でも情報共有を行っています。今後も徹底

して、私も入った形で出す品目を決めていく形で指導していきたいと思います。 

【会長】  よろしいでしょうか。 

 それでは次に進みたいと思います。議題２、平成２８年度学校給食費決算報

告について、事務局から報告をお願いします。 

【所長】  それでは、お手元の平成２８年度学校給食費決算報告書をごらん

ください。 

 １ページ目、平成２８年度学校給食費収支状況を中心に説明いたします。 

 収入の部ですが、区分の１番目、給食費は調定額２億２,４１２万９３８円に

対し、収入額は２億１,４１４万５,９０１円、未収入額８９７万９,１７０円で、

収納率は９５.５５％です。なお不能欠損額については、９９万５,８６７円で
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ございます。 

 給食費の内訳です。平成２８年度の現年度給食費は、調定額が２億１,４４９

万２,４１３円に対し、収入額は２億１,３２５万３,４８２円、未収入額は１２

３万８,９３１円で、収納率は９９.４２％です。 

 平成２７年度以前の過年度給食費は、調定額が９６２万８,５２５円に対し、

不能欠損額が９９万５,８６７円、収入額８９万２,４１９円、未収入額７７４

万２３９円で、収納率は９.２７％です。 

 ２番目の区分、前年度繰越金ですが、１,６７０万９,９００円、最後の雑入

が預金利息と廃油売却収入で、９万６,５８７円、この内訳は、利息が４８７円、

廃油代が９万６,１００円となっています。 

 収入額の合計は、２億３,０９５万２,３８８円です。 

 次に下段左の支出ですが、区分１番目の主食購入代が３,０３２万３,１７４

円、副食購入代１億３,３７２万２,２３２円、牛乳購入代４,３８３万３,３６

５円、調味料購入代９５７万８５３円で、合計額は２億１,７４４万９,６２４

円です。 

 右側の表ですが、収入合計から支出合計を差し引いた残額は１,３５０万２,

７６４円になりますが、この残額を平成２９年度に繰り越すものです。 

 続いて２ページをご覧ください。２ページ以降については１ページで説明し

た内容の補足資料となっています。２ページ、３ページについては、１ページ

で説明した現年度給食費の収入における調定額、収入額、未収入額、支出額を

それぞれ小中学校別、月別で示しています。２ページが小学校で、３ページが

中学校です。さらに喫食者数を右の欄に添えております。 

 続いて４ページをお開きください。１ページで説明した物資購入代の支出に

係る、小学校における月別内訳を示したもので、さらに主食と副食について再

分類しています。小学校における物資代金については、下から３行目の一番右

の欄、１億４,３８７万４,５８９円です。 

 続いて５ページも同様に、中学校における物資代金の月別内訳を示していま

す。 

 中学校における物資代金は、下から２行目の一番右、７,３５７万５,０３５

円で、小中学校合計ですと、その下の２億１,７４４万９,６２４円です。 
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 続いて６ページです。１ページで説明した過年度給食費の収入と、不能欠損

額の対象年度を示したものです。不能欠損については、収入がなく１０年を超

えたものは、表上の平成１８年度分の６６万４,０６６円が該当します。さらに

市外転出５年を超えたものということで、平成１９年度から平成２３年度分を

加えた９９万５,８６７円になります。 

 収入合計額の内訳としては、小学校分が５２万８,３６４円で、中学校が３６

万４,０５５円、収納率は９.２７％です。 

 続いて７ページです。不能欠損処分について説明した文書となります。この

資料にありますように、平成１８年度から２７年度までの給食費の未納額は２

７１件、８７３万６,１０６円です。これは過年度の不能欠損額と未収入額を足

したものです。 

 これまでも文書や電話による催告、個別徴収等を行ってきておりますが、連

絡が取れないなど、徴収自体が困難な状況です。これらの給食費未納者に対し

ては、平成２年の国立市立学校給食センター運営審議会の審議の結果から、納

入がなく１０年を超えたもの、及び５年を超えて市外に転出したものについて

は不能欠損処分を行うということで確認されています。この確認に基づき、３

１件、９９万５,８６７円を不能欠損処分といたしました。 

 続いて８ページです。過年度給食費未納額を小中学校及び年度別に示したも

のです。上段が人数で下段が金額です。 

 続いて９ページです。不能欠損の対象者ということで、左側の表が１０年を

経過した者、右側が５年経過で市外に転出した者の一覧です。１０年経過者は

２２名、５年経過で市外に転出した者は９名となっています。なお名前につい

ては英字に置きかえております。同じ英字のハイフォン１、２とあるのは兄弟

関係を示しているものです。 

 続いて１０ページです。平成２８年度給食費未納額内訳で、小中学校ごとの

世帯数、人数、月数、未納額を整理したものです。世帯としては５５世帯、人

数は６０名、３０７カ月相当分の１２３万８,９３１円が未納額です。 

 続いて１１ページです。それぞれの項目における前年度との比較の資料です。 

 まず調定ですが、合計額は、平成２７年度と比べて２７０万２,４９４円減の

２億４,０９２万７,４２５円です。 
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 収入ですが、合計額は平成２７年度と比べて２４２万５,０１３円減の２億３,

０９５万２,３８８円です。なお、現年度給食費収納率は９９.４２％で、平成

２７年度より０.１７％減少しました。 

 過年度給食費収納率は９.２７％で、平成２７年度より９.７２ポイント減少

しました。 

 未収入ですが、合計額は平成２７年度と比べ６４万９,３５５円減の８９７万

９,１７０円です。 

 次に支出ですが、平成２７年度と比べ７８万２,１４３円増の２億１,７４４

万９,６２４円です。 

 最後に合計ですが、差引残高は平成２７年度より３２０万７,１３６円減の１,

３５０万２,７６４円です。 

 このように、以前の審議会で指摘を受けた繰越金に関しては、徐々に減って

いる状況です。適正額は１,０００万円前後であろうという指摘を受けているの

で、引き続き努力していきたいと思います。 

 最後のページが、６月１９日に行いました監査の報告書を添付してあります。 

 報告につきましては、以上で。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

【会長】  決算報告が終わりました。ご質問等がある場合は、この後、監査

委員の監査報告を受けてから、お伺いいたします。 

 それでは、三小の竹内委員、四小の樋原委員、よろしくお願いいたします。 

【竹内委員】  監査報告をいたします。監査報告書をごらんください。 

 監査は、６月１９日月曜日午前１０時半ごろから、第一給食センター会議室

で行いました。監査の内容は、平成２８年度の学校給食費の収支書類と証拠書

類を監査したもので、監査の結果、平成２８年度学校給食費収支状況について、

帳簿及び預金通帳等を照合した結果、適正に処理されていることを認めます。 

 平成２９年６月１９日、国立市立学校給食センター運営審議会の監査員、竹

内幹 

【樋原委員】  同じく樋原多美子 

【会長】  監査員の方には、大変お忙しい中、帳簿等監査をしていただき、

ありがとうございました。 

 それではご質問、ご意見等お伺いしたいと思います。 
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 福田委員。 

【福田委員】  １１ページの給食費の前年度対比表で、未収入の現年度給食

費が、適用のところに前年度比４０.８７ポイント増になっています。これは何

か大きな理由があるのでしょうか。 

【所長】  未収入額の現年度給食費が前年度比で４０.８７％増えたというこ

とですが、平成２７年度は集中的に徴収をしていた経過があります。残業を結

構やっており、午後８時、９時以降にお宅に伺って徴収をしていた経緯があり

ます。そのぐらいの時間ですとお宅にいるので、そのぐらいの時間まで残業し

た後に、最後に徴収をしていたことで、未収入の部分がかなり減った年でした。 

 平成２８年度に関しては残業がかなり問題になっており、残業時間を減らす

ということで、我々も対応したということがあり、６時、７時ぐらいまで残業

した後に徴収しに行っても、なかなかお宅にいない方が多かったということと、

平成２７年度に徴収できやすい方は一通り回ってしまったということがありま

した。それで、なかなか会えない方が残ってしまい、未収入額が増えてしまっ

たという経緯です。 

 【会長】  ほかに、決算報告に関することでありますか。 

 特にないようですので、以上で決算報告につきましては終了させていただき

ます。 

 それでは議題（３）、平成２８年度事業総括についてを議題とします。事務局

から説明をお願いします。 

【所長】  給食センターの平成２８年度事業総括について説明いたします。

資料３をご覧ください。 

 大きな１番、食の安全安心の確保です。（１）にあるように、良好で安全な食

材の調達を目指し、生鮮食品については、基本的に国内生産のもので産地が明

らかなものを使用しました。この件に関しては、先ほどもご指摘を受けたとこ

ろですが、特に魚介類に関しては今までも国内産のものをという話があり、水

揚げに関しては外国でしかできないものもありますが、加工に関しては必ず国

内の工場ということを義務づけており、それしか入れないという経緯がありま

す。 

 また地場野菜の取り入れも推進しました。平成２８年度は１７,８４２㎏、野
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菜全体使用量の１５.１３％となっています。ＮＰＯ法人地域自給くにたちと毎

月の食材について、何が供給できるか相談した上で供給量を決めているところ

ですが、年により作付状況等に変動があって、農家の件数も限られていること

もありますが、今後も引き続き推進していきたいと考えております。 

 （２）放射能への対応です。引き続き、外部機関による放射能検査の実施、

また給食センターに設置してある放射能測定器による独自の放射能検査の実施

を行ったところです。併せて、食材の予定産地、放射能測定の結果を保護者等

に通知、公表しているところです。 

 （３）給食の充実では、旬の食材を使用して、季節を感じる給食の提供に努

めたところです。また米飯給食の拡大に努め、週３回以上の実施を目指しまし

た。平成２８年度については、小学校が週３.２５回、中学校は週３.３９回で、

いずれも目標は達成しました。 

 （４）食物アレルギーへの対応です。献立内容の詳細資料、これは給食日誌

やカルテのことですが、食材の成分関係資料の提供に努めてまいりました。ま

た、食物アレルギ一対応マニュアルに基づき、学校、保護者との情報共有を初

めとした連携体制を図っているところです。 

 裏面に移りまして、（５）衛生管理の徹底です。 

 引き続き、職員に対する衛生講習会の実施、職員の細菌検査を実施しました。 

 次に、大きな２番の食育の推進です。食に関する理解の促進については、食

材の献立メモを情報提供として出しています。また学校との連携としては、食

育関連授業も、牛乳飲用の習慣定着につながる取り組みとして、日本乳業協会

より講師を派遣し、平成２８年度は６校で出前授業を行いました。 

 次に大きな３番、円滑な運営管理の実施です。給食費徴収事務については、

引き続き未納入の給食費が多くならないよう、徴収の徹底を図ってきたところ

です。 

 （２）各種委員会の運営では、運営審議会やその他委員の皆様にご意見をい

ただき、各種委員会及び給食センターの適正かつ円滑な運営に努めたところで

す。 

 （３）安全管理の徹底について、引き続き給食の提供に支障が生じないよう、

安全管理の徹底を図るべく努めてきたところです。 
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 （４）施設設備の維持、改善です。施設整備の維持、改善に努めると同時に、

老朽化した給食センターの施設整備については、給食センター更新計画に関す

る検討部会にて検討を行い、平成２８年１１月に国立市立学校給食センター整

備基本計画を策定しました。 

 大きな４番、平成２９年度の課題としては、施設建替えに向けて、用地取得

等、引き続き進めてまいります。また再整備までの間、給食の提供に支障が生

じないよう、施設の維持と管理に取り組んでまいります。 

 説明につきましては以上です。 

【会長】  平成２８年度総括についての説明が終わりました。これに関しま

して、ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。 

 篠原委員。 

【篠原委員】  ２つあります。まず１ページ目、１の（３）給食の充実の、

④児童及び生徒が喜ぶ給食の提供はもちろんのこと、苦手な食材の克服や給食

ならではの献立にも努めました、とありますが、具体的に苦手な食材の克服、

給食ならではの献立というのはどういうものか教えてください。 

 もう１点は、２ページ目、３の（１）で、未納入給食費が発生しないよう給

食費徴収の徹底を図りましたとありますが、先程の説明にあった残業がなかな

かできない中で、どのようなことを、「徹底」できているのか教えてください。 

【所長】  １点目の（３）の④に関しては栄養士から説明いたします。 

【栄養士】  苦手な食材への取り組みですが、食べさせたい食材として豆や

小魚、海草がありますが、豆についてはペーストのものを使い、具体的には白

インゲン豆のペーストを使ってホワイトシチューのように出してみたり、大豆

については刻んだものを使い、ミートソースに入れたりドライカレーに入れた

りと見えないようにして、豆感を無くすようにしています。海草については、

量をたくさん出してしまうと黒い食材は残りがちなので、少量を色々な料理に

入れたり等の工夫をしています。 

 ピーマンなども本来であれば緑色を残したいのですが、よく炒め込んで見え

なくなってしまうような肉料理なども出しています。 

【所長】  ２点目の質問ですが、未納の方には生活が苦しい方もいるので、

電話や訪問時に、就学援助のお知らせを渡す対応などをしています。調査権が
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ないので立ち入った質問等ができませんが、あくまでもこちらから、就学援助

等受けられますが、どういたしましょうかという形で話しをしています。 

 生活保護、児童扶養手当の受給者の方に関しては、そちらから給食費を払っ

ていただく形になっています。 

 残業が少なくなっている中で、収納を上げていくのはなかなか困難なことで

す。平成２７年度に集中的に払っていただく努力をしたものですから、かなり

収納率は上がっており、平成２８年度に関しても下がりはしたのですが、ここ

１０年では平成２７年度に次ぐ第２位の収納率になっています。収納率そのも

のとしてはそれほど悪い数字ではないと思っているのですが、やはり公平性の

観点から、極力未納者を減らしていく努力をしなければいけないと思っていま

す。 

【篠原委員】  未納者の方はやはり生活が苦しいということがあるので、徴

収することも大切ですが、そういった苦しさをなくしてあげるという観点から、

給食費の未納というのがきっかけになり、福祉と連携していただきたいと思い

ます。 

【会長】  ほかに、総括について。高須委員。 

【高須委員】  米飯の給食の拡大に努めていられると思うのですが、この前

視察した学校で、残菜では何が一番目立つか聞いたら、御飯と野菜とお聞きし

ました。これは、米飯を拡大したために残菜が増えているということと関係あ

りますか。 

【栄養士】  米飯が増えたから、米飯の日の残りが多いとは言い切れないと

思います。そのときの気候や献立にもよります。ただ、お米は重いので、食べ

にくい料理については残菜の量にも響いてくるので、組み合わせによっては残

菜量にかかわることもありますが、米飯が増えたから残菜の量が一気に増えた

ということにはなっていないと思います。 

【所長】  あと魚料理とか、小骨が入っているようなフライとか、そういっ

たものは残菜が多いというところもありますが、栄養士としては少しでも栄養

価の高い、バランスのいい食事を摂らせようと思い努力しています。子供が喜

ぶものを出してあげたいというのもあるのですが、それだとバランスの問題が

あり、成長期に妨げになるというところで、ちょっと食べにくい物も出してい
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る関係で、場合によっては残菜が増えてしまうこともあります。 

【会長】  ほかにございますか。 

 なければ最後の議題のその他ですが、初めに、先ほど保留にしていた中学校

のサメの切り身について回答をお願いします。 

【栄養士】  中学校の栄養士が不在のため、調べた中で回答します。 

 サメについては昨年１１月に、広島県の郷土料理から始まっています。広島

県ではワニ料理が有名で、ワニとはサメのことを指しています。１１月のサメ

のレモン風味揚げで宮城県のサメを使っていますが、この時は検査に出してい

ます。不検出ということで、提供しました。 

 その後、１月にサメのゴマフライ、宮城県産、３月にサメのバジル焼き、こ

ちらも宮城県産、続いて今回の６月のゴマフライも宮城県産の予定で、検査に

ついては最初の１１月の献立以降出していません。同じ産地のもので入ってい

るので、時期を見計らってということで検査予定されなかったと思います。 

 物資の選定委員会が終わった後、産地の確認を野菜も含め栄養士が契約にな

った物資のチェックを行っています。野菜については共通のものなので、それ

ぞれ多くのチェックが入り、検査も複数回、同じ産地のものでもやってますが、

サメについてはこれだけの回数使用しているにもかかわらず、検査が大分前に

なってしまったのが反省点です。 

【所長】  先程指摘があったように、放射能の検査に関しては栄養士と事務

職でコンセンサスを持ち、マニュアルをつくり、この品目に関しては必ずやる

というような形で、考えていきたいと思っています。 

【唐澤委員】  私も毎月目を通しているつもりだったのですが、サメがそん

なに使われていたことに気づいていませんでした。やはりサメは個体差なので、

毎回やっていただきたいと思います。野菜は土壌なので、地方の土壌は大体一

定だと思うので、出なかったらしばらくということは考えられると思うのです

が、サメは生体濃縮もあるし個体差なので、どの辺の海を泳いでいたかという

ことによっては、前月出なかったら今月も出ないとは言えないと思います。 

 もし希望を言えるのならサメはやめてほしいのですが、サメを献立で使うの

であれば、毎回やっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【栄養士】  献立作成委員会等でもサメを使う理由を聞かれていました。サ
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メを選ぶ理由としては安価で食べやすく、そして最初に使った時の残菜の結果

なども含めて、使いやすいというところだったようです。 

 こちらの意見については、中学校の栄養士に申し送りしまして、考えていき

たいと思います。 

【会長】  竹内委員。 

【竹内委員】  サメは６月２７日火曜日に中学校の献立に出るのですね。こ

れを今から検査はできないのですか。 

【栄養士】  給食センターの測定器では間に合います。外部の検査となると

品物を取り寄せて、検査に出して、結果を待って使用というには、少し時間が

足りないように思います。 

【会長】  唐澤委員。 

【唐澤委員】  今、給食センターの測定器ならばできるということでしたが、

前日とか前々日のタイミングとしてできるのか、当日になってしまうのでしょ

うか。 

【栄養士】  この会議後、品物の手配をします。用意でき次第機械はセンタ

ーにあるのですぐに検査できます。使用日前には結果が出せます。センターの

検査機の結果でよろしいでしょうか。 

【唐澤委員】  ３ベクレルぐらいの加減値でしたよね。そうであればやって

いただく意味はあると思うので、お願いします。 

【会長】  サメの切り身の関連はこれで一回終わりにしたいと思います。 

 それでは、その他ということで、サメのこと以外のご質問ということでよろ

しいですね。堀江委員。 

【堀江委員】  前回の審議会から大分期間が空いておりますが、その間に給

食センター整備計画は何か動きはなかったのでしょうか。 

【所長】  計画に関して、条件整備として要件を満たす土地を探している状

況に関しては変わっていません。用地規模や用途地域を勘案した土地の調査や、

用地取得手法、購入か、定期借地等の賃借ということになりますが、庁内の連

携している部署の協力を得ながら検討している最中です。 

【会長】  ほかに。篠原委員。 

【篠原委員】  前回の審議会の時に、白玉だんごを喉に詰まらせたことを挙
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げさせてもらい、国立市の小中学校の教員の救命救急講習会でハイムリック法

について申し入れるように検討するという答えだったのですが、その後どうな

ったか教えてください。 

【会長】  救命救急については４月にＡＥＤの講習会とエピペンの講習会を

セットにして体育館でやっています。その時点ではもう既に計画は組まれてい

たということもあり、今年度については実施はありませんでした。 

 こういう事案があったということの話をしましたが、具体的にそれをどうや

って研修に持っていくかという議論はなされていません。 

【篠原委員】  立川市と小平市で食中毒があったことについてお伺いしたい

のですが、前回食中毒について、国立市は今まで食中毒事故を出したことがな

いということで、徹底して防止に対して取り組んでもらえるというお話だった

のですが、その後、国立市でも小学校の給食で同じ業者の海苔を使っていたと

いうことがわかったのですが、もしかしたら国立市でも食中毒が起きていたか

もしれない、給食センターが一生懸命やっていても、その業者の海苔を使って

いたらなっていたかもしれないということで、その後対策などがあったのか知

りたいのですが。 

 小平市と立川市では、既に再発防止に向けてということで情報公開していて、

共通して今回対策として加わっているのが、「（１）原材料、原産地及び加工地・

加工場、成分分析、非遺伝子組換を証する書類のほか、下記項目については書

式を統一して提出させる。①製造工程表：特に加熱殺菌の方法・温度・時間の

記録 ②微生物検査結果：一般生菌、大腸菌群、黄色ブドウ球菌等の確認がで

きるもの ③製品の納入工程図 ア）製造元から共同調理場に納入されるまで

の工程 イ）特に、製造者以外の事業者の関わりの有無や加熱処理後の充填方

法が確認できるもの。（２）加工場における従業員の衛生管理状況を確認する。

①従業員の検便実施状況 ②従業員への衛生研修の実施状況」。立川市では、「製

造工程で加熱した食材であっても、今回の刻みのりのように調理工程以外で非

加熱として使用する場合、納入事業者に対し、（１）及び（２）に加え、新たに

食材料の「ノロウイルス非感染検査証明書」を提出させる」というものがあり

ます。 

 小平市でも独自のものを出したりしているのですが、国立市でも検討された
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のでしょうか。 

【会長】  前年度の３学期、立川市と小平市で刻みのりが原因で食中毒が出

たということですが。これについて何か。 

【所長】  これに対しては、製品規格書、これは原材料を書いてあるものな

のですが、それと原産地、加工地及び加工工場が記載されたもの。製品規格書

の中には成分分析も含まれております。非遺伝子組みかえをしていないという

ことを証する書類は国立市での基準で、物資納入の基準書の中に遺伝子組みか

えを極力抑えたものという記述で、それを納入するとなっています。それから

製造工程表は、加熱殺菌の方法あるいは温度、時間の記録をしたもの。これは

加工食品を入れる際の安全確認の方法として、業者に提出してもらっているも

のです。 

 立川市、小平市では、事件後にこのような形でやっていきたいという提言書

が出されていて、なかなか厳しいところですが業者でも独自に取り組んでいる

ところもあり、国立市でも同じような事件が起こるのは避けなければいけない

ので、出入りしている業者の従業員の細菌検査結果を出していただいておりま

す。 

 一つ課題としては、立川市で業者にこれからお願いする、あるいはお願いし

つつある資料と同じことをやれるかどうかというところですが、やはり国立市

独自というよりも、東京都ないし国も考えていくべきことということもあり、

国立市だけではなかなか難しい部分もあるかと思います。提出された資料のチ

ェックをする余裕というのが、なかなかないというのも実情です。 

 立川市で実施予定の微生物検査やノロウイルスの検査ですが、陽性の結果が

出たときには、既に喫食している可能性もあろうかというところもあって、我々

の方では、そういったものを出してもらうことに関しては、検査の時間が結構

かかるので結果が出たときにはもう既に遅しということもあるかと思いまして、

ちょっと疑問を持っているところです。 

 我々は、今持っている老朽化した建物で、今まで５０年近く食中毒を一度も

出してこなかったという実績もあるので、これをさらに、手洗い、中心までの

完全なる加熱ということを職員に再徹底して、衛生講習会等も実施しています。

そこでノロウイルス等、食中毒の原因菌となるものの勉強会も独自にやってい
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ます。立川保健所にも協力を願いまして、衛生講習会をやっています。 

 事故が起きないよう、これからも徹底していきたいと思っています。 

【会長】  未然防止策ということで、立川保健所から補足をお願いします。 

【福田委員】  ２月に起きた立川市の給食事件が非常に大きな問題となり、

一つの動きとして国の方で「大量調理施設衛生管理マニュアル」の見直しを行

いました。一つは調理従事者の健康管理の見直しが行われ、先週確定して、市

の教育委員会を通じて、通知がされるので、それを受けて市でいろいろ検討さ

れると思います。 

 立川市の問題、立川保健所が対応しまして、色々な協力もあり無事解決する

ことができました。周辺の市にも注意喚起といいますか、情報提供しなくては

いけないということで、学校の夏休みを利用し、講習会、勉強会を企画してい

ます。 

【会長】  七条委員。 

【七条委員】  少し誤解があると思うのですが、ノロウイルスの感染は急性

胃腸炎を疑ったとき、迅速検査をする施設もあれば、できない施設もあるので

すが、迅速検査の感度ですね。例えばノロウイルスの検査をして陰性だったと

しても、それが偽陰性で実は感染能力があるということもあります。陽性にな

ればはっきりと言えるのですが、検査をして陰性だったら、大丈夫ですよと言

っても、実はそうではなかったということがあります。 

 ノロウイルスは、おう吐物や下痢している便、また、それが乾燥した後も空

気中に舞うとかなり感染能力があるあります。だから業者の衛生管理をしっか

りしていただくことと、迅速検査ではなかなかわからないので、ＰＣＲという

方法でやるのですけが、それは保健所に行って、それから保健所からオーダー

するので、我々開業医レベルでノロウイルスを確定するということは、実はで

きないのです。 

 ノロウイルスの場合、集団発生がとてもあります。ノロウイルスを防ぐには

まず手洗い、あと、食べる児童もきちんと給食の前には手洗いを徹底すること

が大事と思いますが。絶対に防げるかというと、なかなか難しいのではないか

というのが正直な感想です。 

【会長】  今のお二人の話で、やはりうがい、手洗い、この励行しかないの
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かなと思います。これは校内の子どもたちにも、徹底させていきたいと思って

います。 

【篠原委員】  食中毒が起きた場合のことですが、国立で万が一起きてしま

った時のこととかは確認できているのでしょうか。今回、例えば給食費とか医

療費に関しても、学校の保険が使われたとか、実際は業者の保険でまかなわれ

たとか、そういう報告が上がっているのですが、そういったことも、もし実際

に起きた時迅速に対応できるような体制にはなっているのでしょうか。 

【所長】  その辺に関しては、恐らく立川市と同じように、まずは教育委員

会で対応という形になるかと思います。最終的にあの事件は損害賠償の話にな

ったと思います。よって、業者が最終的にはどうするのかというところになる

かと思いますが、休業補償の問題もあるので、損害賠償という話になっていく

と思います。 

 立川市は今回、こういう大規模な食中毒事件が起こったときの内容、その経

緯を非常に事細かに分析していて、場長会や教育委員会を通じて、その辺は各

市も学んでいかなければならないと思っていますが、現時点でこういう形でや

ろうというような確たるものはまだ決まっていません。 

【会長】  七条委員。 

【七条委員】  結局、食中毒かどうかというのは吐いたり下痢をして医療機

関に行った時、診る医師が常に食中毒を念頭に置いておかないと難しいと思い

ます。例えば別の医療機関で同じ学校等の子供の患者が立て続けに来れば、怪

しいと考える。各医療機関が情報を共有していることと、学校、教育機関と密

にコンタクトをとる。それから、食中毒を疑ったら保健所に報告する。保健所

に報告が上がった時、保健所と医療機関、教育機関がきちんと情報共有して対

応していかないと、なかなか難しいという感じがあります。ただ、食中毒とい

うのは基本的に学校で起きればかなり大勢の人が出るということで疑っていか

ないと、なかなか診断も難しいかもしれないです。 

【会長】  短期的な対応、中長期的な対応ということになろうかと思います

が、立川市も市長の謝罪会見があった記憶があります。教育委員会だけでなく、

市全部上げて対応をされたのではないかと思います。 

 今の話しにあったように、関係機関との連携はとにかく必須になることでは
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ないかと。学校は常にそう思っています。 

【福田委員】  関係機関との連携は非常に大きなポイントです。まさに立川

市の学校給食の事件で、多摩立川保健所は管内でどうやってそのネットワーク

をつくっていくのか、連携するのかというのは大きな課題で、これから十分整

理していこうと考えているところです。 

 東京都のやり方としては、「ひまわり」というネットワークシステムが２４時

間つながっていて、ここはコールセンターのようになっているのですが、ここ

で受ければ、それが管内であれば多摩立川保健所に連絡が入るようになってい

ます。 

 今回の立川市の学校給食事件も、金曜日の１１時５０分に、私のところにひ

まわりから連絡が入り、疑わしいということで職員が集まって、１時から２時

には調査を開始しています。 

 そういったものをいかに周知していくか、個別に地域の事情に合わせて体制

整備をするかというのが課題だと認識しておりますので、今後、国立市とも連

携して進めていきたいと考えています。 

【七条委員】  ひまわりは、２４時間３６５日コールセンターをやっている

のですか。 

【福田委員】  やっています。 

【七条委員】  医療機関の紹介だけだと思っていたのですが、そういう機能

も持っているのですか。 

【福田委員】  もちろん医療関係をいろいろ扱っていますので、病院を紹介

してほしいということであれば病院の案内もしますが、食中毒が疑わしいとか、

学校給食に関して食中毒の疑いがあるなどの場合には、管内の保健所に回って

きて、このエリアであれば、私の携帯にかかってくる形になります。 

【七条委員】  では、保健所に連絡するよりもひまわりのコールセンターに

かけたほうが、スムーズにいくということですか。 

【福田委員】  保健所は、時間外は留守番電話のテープになってしまいます。

時間外で食中毒の疑いがあるのであれば、ひまわりにかけていただければと思

います。 

【会長】  こういう情報を、この会の中でも皆さんご存じないということで
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すから、どう周知していくかというのも課題かもしれないです。 

 今、その他の議事で立川、小平の食中毒の話をしていますが、よろしければ

これについてはここで打ち切りにさせていただきます。 

その他ということでもしあれば、ご質問、ご意見を伺いますが、よろしいで

しょうか。 

【栄養士】  サメの手配の報告をします。納入業者である星野商店から、本

日中に手配ができたので、３㎏用意しました。１㎏についてはこちらの検体用

で、明日測定をします。２㎏については本日中に宅配便を通して、明日着で同

位体研究所に送ります。明日着で急いで検査をしてもらう約束がとれたので、

結果が出るのをお待ちいただければと思います。 

【会長】  ２７日の献立に。 

【栄養士】  はい。間に合うように。 

【会長】  先ほどの話にちょっと戻りますが、それについてしっかりと放射

能チェックをしていただけるということでありますので、ご安心いただければ

と思います。 

 それでは、議題の４、その他についてもこれで終わらせていただきます。 

 今回が最後の会議ということになります。これをもちまして、平成２８年度

第６回給食センター運営審議会を終了いたします。１年間、大変お疲れさまで

した。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


