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令和元年度第２回恵那市学校給食運営委員会会議録 

1. 開 催 日 時  令和２年２月２７日（木） 午後３時００分より 

2. 開 催 場 所  恵那文化センター 多目的研修室 

3. 出 席 委 員 
 大畑雅幸、鎌田基予子、加藤秀生、大木三恵、柘植久裕、蜂谷明子 

柘植 中 以上７名 

4. 欠 席 委 員  田口雅徳、久保田芳則、林 照男 以上３名 

5. 事 務 局 職 員 
 加藤真治、成瀬浩司、市川新祐、安藤英幸、阿部聖二、後藤美波、大島侑子 

渡邊友子、杉山知聡、伊藤綾子 以上１0名 

6. 提 出 資 料 
 「令和元年度 第２回 恵那市学校給食運営委員会」 

「資料集」の２種類 

7. 議     題 

 1)  食物アレルギー対応申請の決定について 

2)  乳糖不耐症等による代替対応申請の決定について 

3)  食物アレルゲンの決定について 

4) 令和２．３年度恵那市学校給食用食物物資納入業者登録の承認について 

5) 恵那南地区学校給食センターの統廃合について 

6) その他 

 

会議の経過 

事務局  定刻になりましたので、只今より開会いたします。 

本日の欠席は、会長の田口様、恵那保健所の久保田様、調理師協会会長の

林様、岩村学校給食センターの安藤所長の４名となっておりますのでよろし

くお願いします。 

初に副会長のあいさつをお願いします。 

副会長  皆様こんにちは。副会長を務めさせて頂いております○○○○と申しま

す。会長の○○○○が諸事情により出席出来ませんので、私が会長代理を務

めさせていただきますので、よろしくお願いします。この会に先立ちまして、

先ほど食物アレルギー対応検討委員会を開催しました。私がその会の委員長

を務めさせていただいておりますが、非常に勉強させていただいています。

アレルギーに関しては現場で見てもなかなか詳しいことは分からなくて、恵

那市の申請の様式であったり、子どもを中心にした保護者を含めた対応であ

ったりとそのようなことを含めて、令和３年度に向けたアレルギーの対応を

していくということを勉強させていただきました。子供たちにとっても命に

係わる大事なことですので、引き続きいろいろ教えていただきながら進めて

まいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

事務局  ありがとうございました。続いて教育長のあいさつをお願いします。 

教育長    先ほどの食物アレルギー対応検討委員会に引き続いて、メンバーが大半

同じでございますので、ご苦労様です。先ほどの話題では、恵那市学校給食
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センターの食物アレルギーの代替給食は、令和４年度から試行しながらスタ

ートし、令和５年度から本格的に行うということですが、何年も前から保護

者からいつアレルギー給食を始めるのかという意見があり、今準備していま

すのでもう少しお待ちくださいと返答してきました。４年度から試行、５年

度本格スタートできるよう準備をしっかりやっていかなければいけないと

思っております。今日もそのことが話題になるかと思いますが、よろしくお

願いします。 

事務局  ありがとうございました。 次に恵那市学校給食運営委員会条例第３条の

２項の規定による役職の異動による委員の交代がありましたので、新委員の

○○○○様に教育長より辞令の授与をお願いします。 （教育長渡す） 

事務局   ありがとうございました。ではこれより議題に移ります。 

恵那市学校給食運営委員会条例第４条第２項及び第３項の規定により会

長代理の副会長に会議の議長をお願いします。 

議長  では早速議題の方に移らさせて頂きます。 初に（１）食物アレルギー

対応申請の決定ついてと（２）乳糖不耐症による代替対応申請については 

関連がありますので、併せて議題と致します。事務局の説明をお願いしま

す。 

事務局  （１）食物アレルギー対応申請の決定ついてと（２）乳糖不耐症による代

替対応申請の決定についてですが、この委員会の前に「令和２年度 恵那市

学校給食食物アレルギー対応検討委員会」を開催しました。 その中で各委

員の方々に慎重審議して頂き、決定しましたので対応検討委員会の会長の方

からその報告して頂きますので、よろしくお願いします。 

対応検討委員会 

会長 

 
資料６ページ、「令和２年度食物アレルギー対応申請状況」により説明 

議長  事務局、恵那市学校給食対応検討委員会長の報告が終わりましたので、こ

の件について質問、意見はありませんか。 

議長   特に無いようですので食物アレルギー対応申請と、乳糖不耐症による代替

対応申請を決定いたします。 

次の議題に移ります。（３）食物アレルゲンの統一についてを議題といたし

ます。事務局の説明をお願いします。 

事務局  資料の７ページをご覧ください。 恵那市対応アレルゲンの統一について

は、この会議の前に開かれた恵那市学校給食食物アレルギー対応検討委員会

で、「卵」「乳」「落花生」「ごま」「えび」「かに」「いか」「カシューナッツ」

「アーモンド」「くるみ」の１０品目とすることで決定しました。なお、ア

レルギー給食対応年度としては恵那市学校給食センターはアレルギー対応

調理室の工事完成に合わせ、令和４年度から試験的にモデル校を決めて開始

し、４年度中に全校まで広げ、令和５年度から正式に開始ということになり

ます。恵南３センターは、引き続き実施していくということにしたいと思い
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ますのでよろしくお願いします。 

各センターの食物アレルギー対応方法については、資料の８ページをご覧

ください。各学校給食センターで配食している令和元年５月１日現在の食物

アレルギーを持つ子どもの数は、恵那センターで１６１人、岩村センターで

１３人、山岡センターで５人、明智センターで１６人確認しています。この

ようなことから、恵那センターでは安全性を考慮して「除去方式」、恵南３

センターは人数も少なく、現在も行っていることから、当分の間「除去・代

替え方式」としたいと思いますので、よろしくお願いします。 以上でござ

います。 

議長  事務局の説明が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。 

委員  資料７ページの串原小学校のその他に４が有りますが、これは何ですか。

事務局  串原の４につきましては、山菜、たけのこ、きゅうりが有ります。この数

字は人数ですので、山菜、たけのこが３で、きゅうりが１です。 

議長   よろしいですか。 

事務局  先ほどの説明が不足しておりました。前回の会議の時に品目が各センター

でバラバラであったということで、それらを統一したものが８ページの表に

なります。基本先ほどの１０品目と魚類、肉類、果物、その他の４つに分け

ました。今後このような表で表現していきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

議長  よろしいですか。無いようですので、次の議題に移ります。（４）令和２・

３年度恵那市学校給食用物資納入業者登録の承認についてを議題といたし

ます。事務局の説明をお願いします。 

事務局  （４）令和２・３年度恵那市学校給食用物資納入業者登録の承認についてを

ご説明いたします。 学校給食用賄材料の納入業者の登録は、２年ごとに更

新し、現在は平成 30・令和元年度で登録した業者から購入しています。 登

録につきましては、広報えな２月号に掲載、又は恵那市のホームページで広

く募集し、２月２６日までに申請された業者が一覧表に掲載しています。

選定基準は、資料の１１ページに記載してあるとおり、 

 １．給食物資は、学校給食の主旨を理解し、誠実な納品が出来ること。 

 ２．給食用物資の取り扱いについては、保険衛生上の責任を持ち、材料、

倉庫、製品置き場、冷凍冷蔵庫設置、包装、輸送能力等管理と施設が完

全で、保健所等監督官庁の検査が良好であること。 

 ３．納入物資については、発注に対し必要な輸送能力を有し、指定の日時

及び包装で必ず納入出来ること。 

 ４．納税義務が履行されていること。 

 ５．腸内細菌検査を毎月実施されていること。 

としており、この５項目が満たされていれば納入業者として登録出来ます。

登録されますと、恵那市の栄養教諭５人で組織する「学校給食研究会」で立

てる献立表に合わせて登録された業者から項目ごとに条件を提示して見積
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りを提出していただき、業者を決定するという流れになります。 

 登録業者一覧表をご覧下さい。現在４８業者が登録予定となっておりま

す。 また、地産地消を推進するためにも随時受け付けをしています。 

以上でございます。 

議長  事務局の説明が終わりました。ご意見、ご質問はありませんか。 

教育長  地産地消に力を入れているわけですが、納入業者の選定の段階か、どのあ

たりで食材の地産地消の推進をしているのか、そのあたりを教えて下さい。

事務局  今回の登録の中にはまだありませんが、普通の農家の方の登録がこれから

出てきます。また、市内の八百屋さんが農家さんから仕入れて納入してもら

ったり、栗、ゆず、こんにゃくは、ほぼ市内産の物です。中野方の○○、三

郷の○○、明智の○○などは農家さんから直接仕入れて納入してもらってい

ます。 

委員  恵那にはパンを納入できるだけの業者さんは無いのですか。 

事務局  今恵那市センターは○○で、恵南３センターは○○が納品しています。市

内のパン屋は菓子パンしかないので、ちょっと無理です。 

議長  他によろしいですか。 無いようですので次の議題に移ります。 （５）

恵那南地区学校給食センターの統廃合について、事務局の説明をお願いしま

す。 

事務局  平成 30 年度に子どもが減っていき、また学校給食センターも古くなって

いくという背景がございまして、この１年間をかけて検討してまいりまし

た。令和元年度にその方針が決定し、その管理地域への保護者の皆様に説明、

あるいは関係地区への説明を行ってまいりました。その実績が１２ページの

表となっております。７月１１日の第１回学校給食運営委員会の時に、今後

地域の皆様に説明をさせていただきますということで、６月２７日の岩村自

治区協議会から始まり、１０月１０日の岩邑小学校 PTA 役員会まで９回に

渡り説明してまいりましたので、報告をさせていただきます。特段この中で

反対という意見はございませんでした。 

議長   事務局の説明が終わりました。何かご意見はありませんか。 

委員  運ぶ時間が長くなるということで、子どもの食事の時間が短くならないよ

うにお願いしたいです。 

事務局  子どもの給食の時間は変わらないです。配送の時間を少し早めるというこ

とで対応します。 

議長   他にありませんか。 無いようですので、その他に移りますが、事務局の

方でなにかあればお願いします。 

事務局   事務局からは特にございません。 

議長   では、せっかくの機会ですので、委員の方で何かありましたらお願いしま

す。 



 

5 
 

委員   以前旧恵那市では、卒業バイキング給食が行われていましたが、それが無

くなっています。今は通常の給食ですが、恵南の方はまだそれが行われてい

るということがありまして、子どもたちが恵南に行き来があり、うらやまし

がっているということがあります。同じ恵那市ということで、またやっても

らえるといいなと思います。 

事務局   中学校はありますが、小学校がなくなりました。 

委員   卒業の時だけでなくて、セレクト給食も無い？ 

事務局   旧恵那はありませんが、恵南にはあります。 

栄養教諭   センターごとでそれぞれ違います。これでセンターが統廃合されますと、

今３人の栄養教諭がいますが２人になりますので、難しくなってきます。 

議長   私たちは学校現場にいて、栄養教諭は調理場で調理員と給食を作ってい

て、学校側は要望はするけど現場のことが分からないことが多いです。安全

を確保しながらやっていくことが大変で、栄養教諭の方からも意見を言って

もらわないと負担が多くなってしまうので、そういうこともこの会で言って

もらいながら進めていきたいと思います。 

委員   昨年秋にえないっぱい給食ということで、明智小へ行って頂いてきまし

た。ただ残念だったのが、放送では今日の給食について紹介されていたので

すが、子どもたちは日ごろと変わらない給食風景であった感じでした。ＰＲ

とかプロデュース面で実際やられた手ごたえとか、何かそういったものをご

紹介いただけたらと思います。 

事務局   えないっぱい給食は３回行われまして、その中で子どもの喜ぶものをとい

うことで、デザートを新たに開発してメニューに加えました。１回目が○○

のゆずはちみつ寒天ゼリー、２回目が○○の栗きんとん、３回目が○○のさ

つまいものプチシューを出しました。子どもの感想としては大変おいしかっ

たと聞いています。その中で、食材に恵那市産の物をたくさん使ったとＰＲ

したのですが、実際給食を見ますと、そういうものは野菜なんですね。あま

り目立たないということで、普通の給食に見えてしまいます。今回のえない

っぱい給食はこういうものを入れましたということで、毎回チラシを作って

各家庭にも届けておりますし、広報にも載せましたし、マスコミの取材にも

来ていただきました。事務局としては一生懸命ＰＲしているつもりですが、

なかなかうまくはいきませんでした。令和２年度も３回予定していますの

で、いろいろなことを考えてＰＲしていきたいと思います。 

委員   質問いいですか。残食を廃棄していますね。それはお金を払っていますよ

ね。 

事務局   恵那の場合は、給食センターで乾燥肥料にしているものとエコセンターに

運んでいるものとがあります。 

委員   ああそうなんですか。お金は使っていないんですね。 
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事務局   はい。乾燥肥料は学校から要望があれば配ったり、給食フェアの時に来場

者にお土産として小さな袋に入れて渡しました。 

委員   あとお礼を言わなければいけません。前の委員会の時にお願いしたのです

が、通常入っているイカを除いたイカ無し焼きそばが出たことがありまし

た。イカアレルギーの子がみんなと食べる焼きそばを夢見ていたということ

で非常に喜んでおられました。もう一つは不登校の子が学校に行くきっかけ

が給食のメニューなんですね。この日はこれが出るので、頑張ってみようみ

たいなきっかけになります。給食のメニューで学校に行く子が非常に多いの

で、ありがたいと思っております。 

委員   学校給食の衛生管理ということで、薬剤師も関わっていかなければいけな

いということになっていまして、年３回学校の方に訪問させていただいてお

ります。全部の学校に行ったわけではありませんが、今後もよろしくお願い

します。 

委員   私は西中と長島小に給食を楽しく食べさせてもらっている子どもたちが

います。献立表も楽しみにしています。 私はこども園でボランティアをし

ていまして、今年上矢作で給食を食べる機会がありまして、とってもおいし

かったです。大井こども園にも行って食べています。それが楽しみで活動し

ています。 

議長  他にありませんか。無いようですのでこれにて第２回学校給食運営委員会

を終了させて頂きます。ありがとうございました。 

    

   

   

   

   

令和 2 年 3 月 16 日調整 


