
令和２年度第１回浦安市学校給食センター運営委員会議事録（議事要旨）

１ 会議について

令和２年度第１回浦安市学校給食センター運営委員会議は、通常の会議を開催せ

ず、書面により審議及び意見交換する書面会議とした。

２ 第１回会議の流れ

内容 日程

資料送付 第１回会議資料の送付 ８月24日

委員からの提出期限 審議事項：会長への立候補・推薦者届提出 ９月４日

資料送付 審議事項：会長への立候補・推薦者結果報告 ９月25日

委員からの提出期限
①審議事項（会長選任）に対する書面表決書提出

②意見・感想提出
10月２日

資料送付

①審議事項（会長選任）結果報告

及び会長による副会長選出報告

②議事録案作成

10月15日

議事録案確認・確定 第１回会議の議事録確認・確定 10月21日

３ 出席者

（委員）

吉田委員、藤居委員、垣田委員、田中委員、森委員、松井委員、西�委員、楢崎

委員、大前委員、高梨委員、髙橋委員、難波委員、豊島委員、森委員、多田委員

４ 議事

議題については、書面会議として資料に基づき、審議及び委員から提出された意

見などに対して回答を行った。その内容は別紙のとおり。

・審議事項

(1) 会長・副会長の選出について

・報告事項

(1) 令和２年度浦安市学校給食センター事務概要について

(2) 令和２年６月から８月までの学校給食費無償化について

(3) 学校給食の食物アレルギー対応について

(4) 学校給食食材の放射性物質検査について

(5) 浦安市千鳥学校給食センター第一及び第二調理場

長期包括責任委託事業について



別紙１

令和２年度第１回浦安市学校給食センター運営委員会議 審議事項 結果報告

１ 審議事項

「浦安市学校給食センター運営委員会規則」第５条第３項の規定により、「書

面表決書」の提出(出席)が半数を超えた (回答者14名、未回答者１名) ことか

ら、書面会議にて第１回浦安市学校給食センター運営委員会議を開いた。

(1) 会長の選出について

「浦安市学校給食センター運営委員会規則」第４条第２項の規定に基づき、

委員の互選により、会長を選任した。

選任に当たっては、３名の委員から会長に吉田惠美子委員を推薦する旨の

提案があり、「書面表決書」の結果、「賛成」が半数を超えたことから、提案

のとおり吉田委員が会長として選任された。

～「書面表決書」の結果報告～

(2) 副会長の選出について

副会長の選任に当たっては、「浦安市学校給食センター運営委員会規則」

第４条第３項の規定に基づき、吉田会長が、藤居委員を副会長に選任した。

～「浦安市学校給食センター運営委員会規則」（抜粋）～

第４条第２項 会長は、委員の互選により定める。

第４条第３項 副会長は、委員の中から会長が選任する。

第５条第２項 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開く

ことができない。

第５条第３項 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。

役職 委員名 所属団体等

会長 吉田 惠美子 委員 浦安市立小中学校校長会（日の出小学校校長）

役職 委員名 所属団体等 賛成 未回答

会長 吉田 惠美子 委員
浦安市立小中学校校長会

（日の出小学校校長）
14名 1名

役職 委員名 所属団体等

副会長 藤居 宏幸 委員 浦安市立小中学校校長会（富岡中学校校長）



別紙２

令和２年度第 1回浦安市学校給食センター運営委員会議

意見・感想及び回答一覧

・審議事項

(1) 会長・副会長の選出について

・報告事項

(1) 令和２年度浦安市学校給食センター事務概要について

(2) 令和２年６月から８月までの学校給食費無償化について

(3) 学校給食の食物アレルギー対応について

(4) 学校給食食材の放射性物質検査について

(5) 浦安市千鳥学校給食センター第一及び第二調理場

長期包括責任委託事業について



1

ご意見・ご感想 回答

６月からの給食再開、配膳を配慮して

の献立内容の工夫、８月中の給食実施

と、様々なご配慮をいただき、心より感

謝申し上げます。コロナ禍での３か月の

無償化は保護者にとっても有難かった

と思います。

コロナ禍における学校給食は、密集を

避けるため、配膳する人数を減らすな

ど、感染拡大の防止策を取りながら実施

しております。

学校関係者の皆様には、この対応につ

き、ご尽力をいただき誠に感謝申し上げ

ます。

今後も、安心・安全な学校給食の運営

に努めてまいります。

学校給食の食物アレルギー対応につ

いては、児童の入学前の就学時健康診断

（入学前年度の11月頃）の時から保護者

に説明してくださっています。

保護者が安心して児童を入学させる

ことにもつながっています。対応給食の

提供も大変有難いです。

食物アレルギーへの対応は、とても重

要な取り組みであると考えています。

今年度につきましても、就学時健康診

断を実施する予定です。

初めての書面会議ではありましたが、

滞りなく会議は進行及び決議が成立し

ていると思います。

給食センターの皆様におかれまして

も、メニューの工夫や情報の発信等、コ

ロナ禍の中、努力されている事が感じら

れ、保護者としまして安心いたします。

子供達も、色々とガマンの学校生活の

中、給食は一番の楽しみでもありますの

で、これからも子供達の笑顔が増えるよ

う委員会の一員としてお役に立ちたい

と思います。

本市の学校給食運営に、ご理解いただ

きまして、誠に感謝申し上げます。

今後も、児童生徒が楽しみにしていた

だけるよう、また、保護者の皆様には安

心していただける学校給食の運営に努

めてまいりますので、今後も、引き続き、

ご協力くださいますようどうぞよろし

くお願いします。



2

ご意見・ご感想 回答

子ども達にとってあまり人気のない

献立の時にご飯が残ってしまいがちで、

先生が塩をかけてあげて、食べているよ

うです。

個包装のふりかけなどがあると、もう

少し食が進むのかなと思いました。

学校給食で大切な事の一つに、栄養バ

ランスのとれた給食の提供があり、たと

え児童生徒に人気のない献立でも、提供

することがあります。ご理解くださいま

すようお願いします。

今後、本市では、栄養バランスなどを

考えつつ、より多くの児童生徒にご飯を

食べていただけるよう、“ご飯が進む”

献立作成に努めます。

また、これまで、「ふりかけ」や「の

り」などを提供していますが、提供回数

を増やせるか検討いたします。

牛乳以外に可能であればＲ-１等の飲

むヨーグルトにしてもよいのではない

か、という保護者の方々からの意見があ

りました（毎日の提供が難しければ、週

何日かでもよいと思う）。

小学校では、過去に、牛乳以外にも、

いくつかの乳飲料製品を提供してきま

したが、「乳飲料製品でも、飲めるもの

と、飲めないもの」があり、また、配布

資料（食品材料一覧表）の見落としによ

る誤飲など、混乱を招いた経験から、現

在、提供をしていません。

なお、中学校では、これまで、ジョア

などを学校給食に提供しています。

コロナの影響で休校となり、あらた

めて給食の有難さを感じました。

給食費の無償化も、とても有難かった

です。

給食メニューもだいぶ以前に戻りつ

つあり、子供もよろこんでいます。

ご意見ありがとうございます。

今後も、児童生徒に楽しみにしていた

だける学校給食となるよう、学校給食の

運営に努めてまいります。



3

ご意見・ご感想 回答

新型コロナウイルス感染症に関連し、

児童生徒の給食費３か月分無償化、献立

の工夫等の対応をしてくださり、ありが

とうございます。

学校では机を班隊形にせず、全員前を

向き無言で食事をしています。会話をし

ながら楽しく食べるということができ

ないので、目で見て楽しめるよう、彩り

豊かな献立を考えていただけると幸い

です。

ご意見ありがとうございます。

児童生徒が楽しんでいただける献立

作成に努めてまいります。

各学校では食物アレルギーの児童生

徒が誤飲をしないよう、細心の注意を

払っています。

食物アレルギー対応で困っているこ

と等、各学校の養護教諭からの声をまと

めました。(1)から(5)のご確認とご検討

をお願いいたします。

(1) 第２調理場の献立「アーモンド

チョコタルト」（８月20日）について

・商品の表示が「チョコタルト」だった

ため、担任がうっかり、アレルギーの

児童にも配ってしまいました。本人が

気づいたため大事には至りませんで

したが「ヒヤリとした」と担当から報

告がありました。実際の表示も事前に

確認していただけると助かります。

(1) 食物アレルギーへの対応は、とても

重要な取り組みであると考えていま

す。そのため、“間違いが起こりにく

い環境づくり”に努めているところで

す。

今回、ご指摘の件についてですが、

アレルギーには、アーモンドだけでな

く、乳、卵、小麦等があり、使用した

アレルギー食材が、すべて記載された

商品名になっていないものがあります

（今回は、アーモンドが使用されてい

るが、パッケージには「チョコタルト」

と記載されている）。また、商品のパッ

ケージは、常に同じとは限らず、変更

される場合もあります。

このような状況から、本市では、確

実なアレルギー対応をする方法とし

て、事前に「食品材料一覧表」を配布

し、担任の先生及び保護者にご確認い

ただいているところです。

担任の先生には、ご負担をおかけし

ますが、毎月・毎日の食品材料一覧表

によるチェック及び保護者との事前調

整を徹底していただきますようお願い

します。



4

ご意見・ご感想 回答

(2) 以前より、ナッツの和え物等、ナッ

ツ類が混ざっている献立は避けてほ

しいと要望しています。

「アーモンド」と品名に入っています

が、できれば今後も避けてほしいです。

毎日、学級担任は細心の注意を払って

配膳していますので、少しでも負担を

減らせるよう、お願いします。

(2) “ごま”などを含むナッツ類は、栄

養バランスの確保や食材を調理する

ためには必要なものであり、使用を避

けることは難しいと考えます。

そこで、料理で使用するものだけで

はなく、小袋に入ったナッツも献立に

取り入れています。

このことから、事前に、食材に含ま

れる成分を詳細に明示した「食品材料

一覧表」を配布していますので、担当

の先生にはご負担をおかけしますが、

保護者と相談の上、給食に代えた代替

食(弁当など)の持参など、児童生徒の

安全を最優先に考えた対応をお願いし

ます。

(3) デミグラスソースについて

７月に「ハッシュドポーク」の日が

あり、食材一覧にはその日の献立に「デ

ミグラスソース」と書いてありました。

食材一覧表には、その日の食材をみる

と、「デミグラスソース」までしか書か

れていないので、別表の「デミグラス

ソース」の中身の表も見なくてはいけ

ませんでした。デミグラスソースには

小麦が入っていますが、小麦アレルギ

ーの児童の保護者が見落としてしま

い、代替食を持たせるのを忘れてしま

ったことがあります。学級担任が連絡

をし、代替食を持ってきていただきま

した。別の小学校では「揚げ出し豆腐」

「ハヤシルウ」での見落としがありま

した。見落とし防止として、下記①と

②の対応についてご検討ください。



5

ご意見・ご感想 回答

① カレールウは「カレールウ（小麦な

し）」と表記されているので、「デミグ

ラスソース（小麦あり）」というように

表記する。

② 「年間契約食材一覧表」までさかの

ぼってチェックしないといけない食品

に印がつくようになるとよい。せめて、

昨年の調査（家庭から代替食を持参し

ている児童生徒の状況調査）の結果で

出てきたアレルゲンだけでも印をして

もらえるとありがたいです。

① カレールウには、小麦の入っている

もの、入っていないものがあるので、

入っていないもののみ、「小麦なし」と

表記しています。

他製品については、アレルゲンの記

載について検討しましたが、パンや醤

油など、多岐にわたる事などから表記

をしていません。

② 年間契約食材について、印をつけて

いた事もありますが、“見にくい”、“印

の見落としがあり、かえって危険”な

どのご意見をいただき、現在の表記に

至っています。

(4) 対応食の代替について

以前も運営委員会にてお伝えしてい

ると思いますが、対応食の代替は、数

を一緒にしてほしいです（代替が小さ

い蒸しケーキ２つとかになると、対応

食をうらやましいという友達がいるた

め）。

(4) 現在、基本食が「蒸しケーキ」の際、

対応食は「マフィン（２個）」であり、

その理由は１個ではカロリーが足り

ないため、２個としています。

担任の先生には、ご負担をおかけし

ますが、ご理解くださいますようお願

いします。

(5) アレルギーの起こりやすい食材と

献立について

以前も運営委員会にてお伝えして

いると思いますが、アレルギーの多い

食材を同じ日に重ねないようお願い

します。

(5) 現在、安心・安全な学校給食の運営

をするため、アレルギー対応はとても

重要であると考えており、可能な限

り、アレルギーの多い食材を同じ日に

重ねないよう努めているところです。

しかしながら、牛乳や牛乳を使った

デザート、ヨーグルト等、アレルギー

が含まれているメニューは多いことか

ら、どうしても重なる事があります。

ご理解くださいますようお願いしま

す。



6

ご意見・ご感想 回答

新型コロナウイルス感染症による社

会生活への影響が、これだけ大きく生じ

ている中で、学校給食を提供していただ

き、これまで同様に学校生活を送れるこ

ととなっていることに、保護者として感

謝いたします。

温かいお言葉ありがとうございます。

今後も、保護者の皆様に安心していた

だける学校給食の運営に努めてまいり

ます。


