
平成平成平成平成 22228888 年年年年度度度度第第第第 1111 回新南陽学校給食セ回新南陽学校給食セ回新南陽学校給食セ回新南陽学校給食センター給食協議会ンター給食協議会ンター給食協議会ンター給食協議会    

    

日 時  平成 28 年 6 月 24 日（金）14：30～15：45 

場 所  新南陽学校給食センター2 階会議室 

参加者  各学校給食主任 8 名、調理業務委託責任者 1 名、調理業務委託会社

営業所栄養士 1 名、所長、栄養士 2 名、事務 計 14 名（傍聴者なし） 

 

１ 学校給食課長あいさつ  

公務のため欠席 

 

２ 自己紹介 

 

３ 協議事項 

 

（（（（1111））））    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度 2222 学期学校給食献立（案）について学期学校給食献立（案）について学期学校給食献立（案）について学期学校給食献立（案）について    

 <栄養士より説明>  

1 学期より丸パンを多く取り入れるようにしている。 

皆さまからの意見より、丸パンの方が柔らかい、おいしい等のご意見もいただ

いているので、2 学期からも引き続き、丸パンをできるだけ取り入れていきたい。   

なお、以前メールでもお知らせしたが、丸パンに変えることによる価格、分量、

配合等の変化はないのでご理解いただきたい。 

冬の時期になると、気温の低下によりパンが固くなる可能性もあるので、日誌

等でお知らせいただきたい。 

 

9 月の献立（増野栄養士） 

A ブロック 7 日、B ブロック 8 日に「「「「沖縄の郷土料理沖縄の郷土料理沖縄の郷土料理沖縄の郷土料理」」」」。 

A ブロック 14 日、B ブロック 13 日に「お月見献立」「お月見献立」「お月見献立」「お月見献立」。デザートは業者の方に配

送をしていただく予定。 

A ブロック 21 日、B ブロック 15 日に「食欲増進献立」「食欲増進献立」「食欲増進献立」「食欲増進献立」。暑い時期が続き、食欲

がない児童・生徒が増えていると思うが、しっかり食べるご指導をお願いした

い。 

A ブロック 15 日、B ブロック 21 日に「地場産給食の日」「地場産給食の日」「地場産給食の日」「地場産給食の日」。周南市産のなすと 

にんにくを使用予定。 

A ブロック 26 日、B ブロック 30 日に「カナダの料理」「カナダの料理」「カナダの料理」「カナダの料理」を予定。    



 

10 月の献立（岩本栄養士） 

秋が深まり、秋にできる旬の野菜を取り入れていきたい。 

A ブロック 5 日、B ブロック 4 日に、他市で人気の献立「みそ納豆」。初めての

献立、豚肉を炒めて赤みそ、酒、砂糖で味付け、ネギを散らす料理。 

A ブロック 7 日、B ブロック 3 日に「「「「目の愛護デー目の愛護デー目の愛護デー目の愛護デー」」」」として、アントシアニン色

素の多い「ブルーベリーゼリー」を付ける。 

A ブロック 11 日、B ブロック 6 日に「「「「鹿児島県の郷土料理鹿児島県の郷土料理鹿児島県の郷土料理鹿児島県の郷土料理」」」」でででで「鶏飯」、奄美地

方で食べられている料理。。。。本来はご飯に、鶏肉、錦糸卵、たくあん、シイタケ

などを並べてだし汁をかけてお茶漬けのようにして食べる料理だが、給食では

ご飯の上にかけて食べるように提供する。 

A ブロック 17 日、B ブロック 14 日に、「「「「イタリアイタリアイタリアイタリアのののの料理料理料理料理」」」」。。。。 

主食にフォカッチャを出したい。ナンのように袋に入っているものになる。大

きさが２種類しかない。中学校が足りないようなら、丸パンにしたい。小学校

低学年 50g、高学年と中学校は 70ｇにする。ラビオリスープの具を多めにする。

⇒各学校給食主任の先生方はフォカッチャで了解。 

A ブロック 31 日、B ブロック 28 日のハロウィンには、乳・卵抜きの「かぼちゃ

のプリン」を付ける予定。 

 

11 月の献立（増野栄養士） 

「11 月 8 日」の「いい歯の日」にちなみ、A ブロック 1 日、B ブロック 2 日に「「「「かかかか

みかみ献立みかみ献立みかみ献立みかみ献立」」」」。。。。 

A ブロック 8 日、B ブロック 9 日「タイ料理」「タイ料理」「タイ料理」「タイ料理」。。。。 

14 日から 18 日は「「「「地場産給食週間地場産給食週間地場産給食週間地場産給食週間」」」」を予定。A ブロック 16 日、B ブロック 17

日は周南市の郷土料理である「つしま」を出す予定。子供たちに覚えてもらい、

また次の世代に伝えていってもらえたらと思う。    

A ブロック 17 日、B ブロック 16 日には「のんたこ飯」を予定。周南市産のたこ、

ひじき、しらすを使った、たこ飯の具。 

 

12 月の献立（岩本栄養士） 

A ブロック 6 日、B ブロック 1 日は「「「「地場産給食地場産給食地場産給食地場産給食」」」」、地元の野菜をたくさん使用

したいと思っている。「さばのゆずきちみそがけ」は、焼いたさばにゆずきちの

果汁とみそで作ったたれをかける。 

A ブロック 9 日、B ブロック 12 日の「焼きハンバーグのみかんソースがけ」は、

焼いたハンバーグにミカンの果汁の風味がするたれをかける予定。 

A ブロック 12 日、B ブロック 9 日は「ロシアの料理」「ロシアの料理」「ロシアの料理」「ロシアの料理」でボルシチにはビーツ、



赤い蕪を使用予定。 

A ブロック 20 日、B ブロック 15 日は、「「「「冬至の日の献立冬至の日の献立冬至の日の献立冬至の日の献立」」」」で「「「「豆とカボチャの

コロッケ」を出す。 

A ブロック 19 日、B ブロック 16 日は「「「「クリスマス献立クリスマス献立クリスマス献立クリスマス献立」」」」を実施予定。 

 

質門・回答 

 

質問 11 月の菜めしは混ぜてあるのだろうか。 

回答混ざっているものを届ける。炊き込んだ菜めし。 

・セレクト給食について・セレクト給食について・セレクト給食について・セレクト給食について    

 児童・生徒の食事に対する興味・関心を引き出し、食べる意欲を高めること

を目的としている。 

 実施日は A ブロックは 12 月 19 日、B ブロックは 12 月 16 日。 

① 基本セレクトは全学校を対象として行う。セレクト給食は、食育の一環とし

ての活動なので、全学校に参加いただきたい、と考えている。 

② 全学校に対して、デザートの資料を配布。その資料を見て、児童・生徒はど

のデザートにするか選ぶ。 

③ 各クラスごとに希望をとり、各校で集計していただき、センターに提出。（10

月から資料を配布し、11 月中旬（発注の締切り期限のため）には集計表を     

提出してもらう。先ほど、全学校に参加していただきたい旨伝えたが、どう

してもセレクト給食はできないという学校は、1 番のみを選んでいただ 

き、集計表を提出してほしい。 

 

その他質疑なし 

 

(2)(2)(2)(2)各学校からの意見について各学校からの意見について各学校からの意見について各学校からの意見について    

たくさんのご意見、要望をいただいているので、すべて回答はできないことは

了解いただきたい。 

 <栄養士より回答>  

ごはんについてごはんについてごはんについてごはんについて    

・・・・ご飯の量が多いご飯の量が多いご飯の量が多いご飯の量が多い（西小、和小、東小、富中） 

回答 量は、小 1 年生は 11 月まで通常より 10g ほど少ない設定。その他の学年

については 1 年通して増減はない。多いという意見もあるが、学校給食の摂取

基準に基づき設定しているので、ご理解いただきたい。 

 

 



おかずについておかずについておかずについておかずについて    

・・・・全体的に量が多いという意見全体的に量が多いという意見全体的に量が多いという意見全体的に量が多いという意見（西小） 

回答 野菜の状態によって、全体のできあがりの量が多くなったり少なくなっ

てしまうことがある。時期によって野菜の量を調節し、あまり変動がないよう

心がけたい。 

・・・・甘夏が食べにくかった甘夏が食べにくかった甘夏が食べにくかった甘夏が食べにくかった(西小、東小) 

  回答 甘夏は 5 月が旬であり、山口県産の食材であることから、この時期に出

せればと思っているが、まだ給食に慣れていない低学年にとっては、食べづ

らいものであるのも確かなので検討したい。 

・・・・骨の多い骨の多い骨の多い骨の多い魚について魚について魚について魚について（東小） 

回答 こちらでは、特に骨のない魚を使用するようにはしていない。一般的に

魚には骨があるものとして、子供たちには慣れてもらいたいという思いもあ

る。 

・・・・柏餅について柏餅について柏餅について柏餅について（西小） 

回答 今年度の子どもの日のデザートとしてゼリーを出したので、行事食とし

ては物足りないものとなってしまった。今後はできるだけ、行事食に合ったデ

ザートを出せればと思う。 

・・・・学期初め・終わりは食べやすいメニューに学期初め・終わりは食べやすいメニューに学期初め・終わりは食べやすいメニューに学期初め・終わりは食べやすいメニューに（南小） 

回答 できるだけ、学期初めは食べやすい献立を取り入れるように考慮はして

いきたいと思っているが、A ブロック・B ブロックで一日に 2 種類の献立を作っ

ているので、A ブロックは初日カレーで、B ブロックは違うものであったりする

こともある。できるだけ、配慮したいが、難しい場合もあることをご理解いた

だきたい。 

・・・・味付けが薄いときがあった味付けが薄いときがあった味付けが薄いときがあった味付けが薄いときがあった（南小） 

回答 基本、給食では塩分の摂り過ぎ等を考え、素材の味を生かした味付けを

心がけているが、食べづらい等のご意見があれば、その都度、、、、給食日誌にににに書い

ていただけると、参考にさせていただく。 

・・・・魚のフライのたれの配膳が難しい魚のフライのたれの配膳が難しい魚のフライのたれの配膳が難しい魚のフライのたれの配膳が難しい（南小） 

回答 低学年には配膳が難しいところもあると思うが、工程上、野菜料理を１

品つけられない場合もあり、たれの中に野菜も入れることで、ひとつの料理で

野菜も摂れると考えている。先生方にはお手数をおかけするが、配膳について

指導していただきたい。 

・・・・ドレッシングの個包装についてドレッシングの個包装についてドレッシングの個包装についてドレッシングの個包装について（南小） 

回答 ドレッシングは現在、教職員には１食用、児童・生徒にはボトルで出し

ている。その理由は、サラダの量は学年で量を変えているのに、ドレッシング

だけ同じ量というのは、栄養価としてはおかしいのでは、と考えている。ボト



ルドレッシングでも、正確な学年の量を出せているわけではないが、一応、一

人分の量を決め、人数をかけ、何ｍｌのボトルをつけるか決めている。また 1

食であればゴミの量も増えるのでご理解いただければと思う。 

・・・・使用野菜について使用野菜について使用野菜について使用野菜について（東小） 

回答 現在、新南陽学校給食センターでは 2650 食の給食を作っている。できる

だけ生の野菜を使うようにはしているが、どうしても工程上、生の物が使えな

い場合もある。生の野菜を使うということは、3 回水槽で洗って、異物等の確認

をし、時間を要してしまうこともあり、調理が間に合わなくなる。なかなか今

の現状では、使えない時もあるということをご理解いただきたいと思う。 

・・・・一食物について一食物について一食物について一食物について（福中） 

回答 アーモンドや小魚など給食では付けることはあるが、おやつ感覚で付け

ているのではなく、その１食物にその日に不足している栄養素が多く入ってい

るので、補うという点で付けていることを知ってもらえればと思う。 

 

パンについてパンについてパンについてパンについて    

・・・・ジャムをつけてほしいジャムをつけてほしいジャムをつけてほしいジャムをつけてほしい（東小、和中） 

回答 前日パンで食べづらいということもあり、なるべく付けていきたいが、

エネルギーと予算の関係で毎回付けるわけにはいかない。今、丸パンが柔らか

いと好評であるので、そちらでも対処していきたい。 

 

その他質疑なし 

 

 <所長より回答> 

・パンがおいしくな・パンがおいしくな・パンがおいしくな・パンがおいしくなったったったった。。。。パサパサ感がなくなパサパサ感がなくなパサパサ感がなくなパサパサ感がなくなったったったった。。。。丸パンの方がおいしい丸パンの方がおいしい丸パンの方がおいしい丸パンの方がおいしい。。。。    

（西小、和小、南小、東小） 

回答 気温が上がり、発酵具合の関係で今の季節は、パサパサ感が多少解消さ

れているような気がする。昨年、年度途中にパン業者が変わって、気温が低い

頃が一番パサパサと感じることが多かったので、改善策としては、発酵後、生

地をひとひねりして、水分が逃げにくい丸パンは、コッペパンよりは、しっと

り感があると思う。先程栄養士も説明したが丸パンの回数を増やしていこうと

話している。 

 

米飯について米飯について米飯について米飯について    

・パン食よりもご飯の方が食べやすい。・パン食よりもご飯の方が食べやすい。・パン食よりもご飯の方が食べやすい。・パン食よりもご飯の方が食べやすい。ご飯がおいしくなったご飯がおいしくなったご飯がおいしくなったご飯がおいしくなった。。。。（富中、南小） 

回答 ご飯がおいしく、食べやすくなり、ご飯の回数が増えると良いと思われ

ていると思うが、ご存じのとおり、新南陽学校給食センターの現在の設備では



炊飯が出来ないため、炊飯委託業者へ委託料を支払って炊飯、配送をしてもら

っている。炊飯委託料のこともあり、米飯の回数を増やすと即答できないとこ

ろで、そのような声があると学校給食課に情報を入れる。 

先日、学校より米飯の配送時間が早く 2 時間喫食は大丈夫なのだろうか、とい

う質問があった。昨年は年度途中、急きょ、米飯の炊飯をお願いした経緯もあ

ったが、そろそろ慣れてこられたかと思い、少しでも給食時間に近い時間の配

送となるよう、2 時間喫食に近づけていただけるよう、徳山西学校給食センター

と学校給食課へ相談、学校給食課長名で契約先である山口県学校給食会へお願

い文を提出済み。今のところ、回答などはない状況。 

 

玉ねぎ等大きさについて玉ねぎ等大きさについて玉ねぎ等大きさについて玉ねぎ等大きさについて    

・玉ねぎが大きい。・玉ねぎが大きい。・玉ねぎが大きい。・玉ねぎが大きい。（福中） 

回答 野菜は手切りをすることもあるが、玉ねぎはスライサーを使用している。

現在あるスライサーの刃では、今以上に小さく切れないので、新年度予算要求、

購入の方向で検討したい。 

 

給食の配送時間について給食の配送時間について給食の配送時間について給食の配送時間について    

・給食車の配送時間が・給食車の配送時間が・給食車の配送時間が・給食車の配送時間が早くなるよう検討をしてほしい。早くなるよう検討をしてほしい。早くなるよう検討をしてほしい。早くなるよう検討をしてほしい。（南小） 

回答 調理内容により手切りをするものが多い日、焼きもので機械を流れて焼

くのに時間を要するなど、その日、その日の献立内容で調理に要する時間は違

う。調理は少しでも早く配送できるよう、手を早めているが、安全に調理作業

を進めるためにも、現状で 5 分早めるのが精いっぱい。 

この 4 月から A ブロック、B ブロックの学校を見直し、配送ルート、配送時間を

変更し、昨年に比べると配送時間が遅くなっている学校がある。可能な限り、

少しでもご意見に沿えるよう考えていきたいが、今年度は、調理にしても配送

にしても、どうするのが一番良いのか何度も何度も見直し検討し、やっと落ち

着いたところであり、ご理解の程お願いしたい。 

 

玉ねぎなど野菜への火の通りについて玉ねぎなど野菜への火の通りについて玉ねぎなど野菜への火の通りについて玉ねぎなど野菜への火の通りについて    

・玉ねぎに火が通ってない日が多かった。じゃが芋や人参に火が通ってない日・玉ねぎに火が通ってない日が多かった。じゃが芋や人参に火が通ってない日・玉ねぎに火が通ってない日が多かった。じゃが芋や人参に火が通ってない日・玉ねぎに火が通ってない日が多かった。じゃが芋や人参に火が通ってない日

があった。があった。があった。があった。（和中） 

回答 大変申し訳ございませんでした。お気づきの際、お電話や毎週交換をし

ている連絡簿にご記入いただけると、もう少し早く改善できると思う。 

他の学校で、野菜に火が通っていないことがありましたか？ 

意見 時に固いことがあったが、そこまで気にならなかった。 

回答 釜の中の温度を計って基準に達しているので、衛生上は問題なし。 



温食缶は二重缶なので配缶してから、保温ジャーのように、配送、給食室にあ

る時間で、さらに熱が加わり火が通る。そのことも考えて火の通り具合を調整

しているが、今回お知らせいただいた和田中学校さんは、小さい温食缶で温食

をお届けしているが、１缶あたりの人数が少ないため、量の多い大きい食缶の

ように配缶後に火が通らないのだと思われる。もし可能であれば、温食だけ全

体で大きい食缶１缶にさせてもらえると冬場は冷めにくく、日頃は火の通り具

合が改善されることと思う。 

意見 食べる時間が学年によって違うので１缶というのは難しいかもしれない。 

回答 すぐにということではないが、ご検討いただけるとうれしい。 

 

品数について品数について品数について品数について    

・できたらもう・できたらもう・できたらもう・できたらもう１品１品１品１品あるとうれしい。あるとうれしい。あるとうれしい。あるとうれしい。（西小） 

回答 給食の予算、バット缶の数、調理時間を考えた上で検討させていただく。 

 

アレルギーのある児童・生徒についてアレルギーのある児童・生徒についてアレルギーのある児童・生徒についてアレルギーのある児童・生徒について    

・エピペンを所持している児童への給食について実施か中止かの判断基準を示・エピペンを所持している児童への給食について実施か中止かの判断基準を示・エピペンを所持している児童への給食について実施か中止かの判断基準を示・エピペンを所持している児童への給食について実施か中止かの判断基準を示

していただきたい。判断を学校任せにするのではなく、学校、学校給食課、給していただきたい。判断を学校任せにするのではなく、学校、学校給食課、給していただきたい。判断を学校任せにするのではなく、学校、学校給食課、給していただきたい。判断を学校任せにするのではなく、学校、学校給食課、給

食センターが共通理解をする必要があると強く感じてい食センターが共通理解をする必要があると強く感じてい食センターが共通理解をする必要があると強く感じてい食センターが共通理解をする必要があると強く感じているるるる。。。。（東小） 

回答 最近は、アレルギーのある子供さんが多く、給食でアレルギー除去食に

対応している市内のセンターでも除去食希望者が増加傾向にあると聞いている。

新南陽学校給食センターは、施設も古く除去食に対応できないので、毎月、詳

細献立表を希望者に配布いただくよう学校へ渡している。子供の命に関わるこ

となので、アレルギーのある子供さんの保護者は病院と相談をしながら食べる

のか、食べないのかを判断される。判断は保護者。 

ただ、詳細献立表について、より詳しい情報が必要と思われた場合はセンター

に問い合せいただきたい。 

 <栄養士より回答>  

以前、配属されていた学校給食センターでは、保護者と色々やり取りをしてい

た。子供の体調は日によって違うので、アレルゲンを含む食品が、その日の給

食で食べられるか食べられないかは、やはり親がするべきだと考える。担任の

先生が判断されるのは、危険で難しい。献立表や連絡帳などのやり取りで、保

護者と連携を取って進められると良い。もちろん、家庭とセンターの連携も必

要と思っている。例えば、牛乳が何パーセント入っているという情報は、詳細

献立表では読み取れないので、より詳しい情報が必要であれば、情報提供でき

る。食品にどのくらいの割合でアレルゲンが含まれているかが記載されている

配合表は、学校給食センターに取り寄せているので、保護者への情報提供が可



能。必要なら対応する。 

 

意見 丸パンが大きいと感じる。大きさを変えることはできないものか。 

味は丸パンの方がおいしくなったが、残菜はパンの大きさがが大きいので変わ 

らないような気がする。（富中） 

回答 粉の量は丸パンもコッペパンも同じ。発酵の加減で大きいのかもしれな 

い。粉は規定の量であり、スパゲッティのようなおかずの際には小パンとして 

いるが、通常は本来の規定の量とさせていただきたい。（栄養士） 

3 年の男子生徒でも食べられないものか。（所長） 

食べられない分は、食べる前にちぎって、食べれる生徒がもらっている。（富中） 

残飯が少しでも減るようお考えいただき、ありがたい。（所長） 

 

（（（（3333）給食時間における食に関する指導年間計画及び）給食時間における食に関する指導年間計画及び）給食時間における食に関する指導年間計画及び）給食時間における食に関する指導年間計画及び 2222 学期配送校巡回訪問につ学期配送校巡回訪問につ学期配送校巡回訪問につ学期配送校巡回訪問につ

いていていていて    

平成 28 年度給食時間における食に関する指導年間計画については、周南市学校

栄養部会で作った計画になる。巡回訪問で各校食に関する話をさせていただい

ているが、この年間指導計画に沿って話をしている。各学校の方でも、日々の

給食の中でこういったことに触れていただきたい。 

巡回訪問については、今年度も別添のとおり、各学校の給食配膳から片付けま

での様子を見せていただくために、栄養士 2 名、調理員 2 名と私の 5 名が 9 月、

10 月、11 月と各学校へ伺いたい。和田小、和田中については、配送員 2 名も含

めて 7 名となる。昨年度までは 10 月～12 月に伺っていたが、寒くなると風邪も

流行るため、今年度はひと月前倒し、9 月～11 月に伺いたい。現段階でこの月

でない方が良い、と思われる学校があれば教えていただきたい。学校で児童・

生徒が喫食する時の、温食、副食などの温度や状態、味を確かめるためにも栄

養士、調理員は児童・生徒と一緒に喫食、児童、生徒から給食に対する生の声

を聞き、今後の給食に反映できればと思う。日程や内容については、1 ヶ月前か

ら随時、メールや電話で相談しご都合を伺う。9 月の巡回訪問は、8 月が長期休

業中なので 7 月中に相談をさせていただきたい。 

 

質疑なし 

 

（（（（4444）地場産給食週間（）地場産給食週間（）地場産給食週間（）地場産給食週間（11111111 月）の給食指導について月）の給食指導について月）の給食指導について月）の給食指導について    

平成 28 年度学校給食を通して「生きる力」を育む指導実施要領について 

 周南市・下松市・光市の学校栄養士の研修組織で、栄養士が所属していない学

校の子供たちにも、小・中 9 年間で均等に食育をするにはどうすれば良いか考



え取り組んできた。その一環として、今年度は、周南市の市小研（正式名？）

で県内の産物について、勉強をする小学校 4 年生の児童を対象に、地場産物に

ついての指導を行う。詳細については実施要領に記載しているが、実施月は地

場産給食週間の 11 月、給食食材のカラー写真とその食材の説明文を指導用ファ

イルに入れて届けるので児童に写真を示し、説明文を読みあげていただきたい。 

各学校に持ち帰って 4 年生の担任に伝えてもらい、方法や資料について検討し

ていただき、ご意見があれば 7 月中に知らせてほしい。 

今年度は試行という形でお願いできたらと思う。 

意見栄養士が巡回訪問時に指導するのはどうか？（福小） 

回答栄養士がそれぞれの学校で指導できれば良いのだが、子供たちに指導をお

願いしたい食材が給食に出る日は限られているので、全部の学校を訪問するの

は不可能。食育を担任の先生と栄養士で連携して行うということをまずは試行

してみたいのでご協力をお願いしたい。（栄養士） 

意見食育は学校まかせにすると良いことにならないと思うが、今年度は試行と

いうことで話しをしてみる。（福小） 

 

（（（（5555）原材料配合表の表示について）原材料配合表の表示について）原材料配合表の表示について）原材料配合表の表示について    

平成 28 年○月分詳細献立表を添付しているが 9 月の詳細献立表配布時より 

詳細献立表の表紙として使っていただきたい。 

1、 原材料配合表には、特定原材料及び特定原材料に準ずるものを含む食品

の原材料及びアレルゲンを表示している。 

2、 学校給食で使用する海産物には生育場所や加工の関係から微小ないか

やたこ及び甲殻類等が混入していることがある。 

3、 製造工場の同一ラインで生産しているもので、微量に混入する可能性

（コンタミネーション）のあるものについては表示していないものがある。 

4、 原材料配合表の表記は、各製造業者の商品カルテの記載方法に準じて記

載しているため、同じ原材料を使用していても表示が異なる場合がある。 

5、 その他詳しい情報を確認したい場合は、学校にお問い合わせされたい。 

緊急の場合は、「給食センターへお問い合わせください」としている。基

本、コンタミネーションは表示していかない方向。 

保護者から緊急の場合はセンターへ直接お問い合わせいただいても良い。 

 

質疑なし 

 

４４４４    その他（連絡事項）その他（連絡事項）その他（連絡事項）その他（連絡事項）    

・食生活アンケートのお礼 



5 月に実施した食生活アンケート、ご協力ありがとうございました。 

県の結果が夏休み頃出るので、その後、結果を返却する。 

 

・七夕の日の行事食の日のデザートの業者配送について 

七夕の行事食の日に、㈱協食という業者が直接学校に納品される。 

時間は 8：30～10：30 で、冷蔵庫に入れてもらう。鍵の貸し出しなどの対応 

をお願いしたい。  

 

・献立変更通知について 

前月末に送付している献立変更通知を今後送付しないことにし、電話での問 

い合わせで対応させていただくことでお願いしたい。 

 

・食器、食缶、ごみの返却及びご飯の回収について 

 別添のとおり詳細を記したものを添付、年度初めにメールでこの説明書はお 

届けしていたが、ゴミの仕分けについて、燃えるごみ、容器包装プラスチッ

ク、その他プラスチックに分けて、それぞれのゴミ袋に入れてほしい。 

残菜の処理、果物の皮、個包装されたチルドの果物がビニールに入って届い

た時は、個包装ビニールは容器包装プラスチック、ストロー袋やパン袋と一

緒に。果物の皮は入ってきたビニールに入れ、バット缶、食缶のおかずの残

りは、そのまま入ってきた缶へ入れて、嘔吐皿については、学校で必ず塩素

消毒、ビニールに入れて消毒済みの嘔吐皿とわかるよう表示、職員のコンテ

ナに入れて返却いただきたい。その際、必ずセンターへ一報願います。感染

症の感染拡大防止のため、学校で、塩素の場所、処理の仕方を校内で情報共

有いただき、給食主任の先生や養護の先生が出張だったので、そのまま返却

ということにならないようお願いしたい。 

また、温食缶はクリップを留めないで、はずしたままで返却していただきた

い。 

 

・学校への配送後のコンテナ内の食器、食缶について 

 コンテナの扉を開けたら違うクラスの食器かごがあったので入れ間違いでは

という連絡をいただいたことがあるが、コンテナの扉を開けて片側に 4 クラ

ス分、反対側に 4 クラス分、8 クラス分の食器かごや食缶が入っていれば動く

ことはないが、埋っていなければ動く可能性がある。配送員が扉を開けてひ

とクラスづつ確認をする時間がないため大変申し訳ないが、クラスを間違え

て持って行くことがないよう児童・生徒にご指導いただきたい。 

 



・牛乳ストロー袋の糊について 

 昨年 9 月、牛乳がビンから紙パックになった時は、毎日、毎日、食器にスト

ローの糊が付いて戻ってきていた。 

最近は随分減ってきたが、（現物を見せながら）まだこのような状態で戻って

くることがある。食器洗いの際、食器に糊が付いていることが、水滴のよう

にも見え、発見しにくいのが現状。食器洗浄機で洗い終わった食器は、何枚

か重なって出てくるので、クラス人数分、食器かごに入れて食器消毒保管庫

で乾燥している。食器が重なっている部分に糊が付いていたら、気づかず、

翌日学校へ届いてしまう。もしも糊が付いた食器があったら、予備の食器を

使用、糊の付いた食器は別にして、糊が付いていることがわかるように返却

いただきたい。児童・生徒には、糊を食器に付けないよう、引き続きご指導

いただきたい。 

 また、最近、牛乳のストロー袋が剥がしにくい、強力な糊が紙パックに付い

ている。剥がす際に、ストロー袋片が「おかず」に飛んだり、他のセンター

管内でも、ビーズ状の糊がご飯に飛んで異物混入かと思われる事例があった。

このように異物混入の原因となるような問題が生じているので、「やまぐち県

酪」に牛乳パックとストローを別々に提供いただくことが可能なのかどうか

確認したが製造ルート上無理である、との回答だった。学校の方でも、その

ような事例があったということを情報提供いただき、児童・生徒にも気を付

けるよう、指導いただきたい。 

 

・給食一口メモについて 

 給食時間に当日の献立の紹介と一口メモを読んでいただいていると思うが、

一口メモはその月の当番栄養士が給食に関する情報を入手、苦心の一口メモ。

そのようなことは初めて知った、と子供たちも驚いていたと連絡簿に書いて

あり、うれしい思い。今後ともご活用いただきたい。 

 

・異物混入の報告時間 

 給食実施日は配膳時、喫食時に異物を発見されたら、、、、おおよそ 12：30～13：

30 の間に電話連絡いただけるものと電話を気にしている。異物混入等に気付

かれたら、少しでも早く連絡をいただきたい。調理委託責任者も配膳前に異

物混入等の電話があってはと 12：30 までは食事もせずに事務所に待機してい

る。 

 

・給食人員票（パン）の締め切りについて 

 平成 28 年度学校給食事務の手引きの 4 ページ「給食人員票」記入要領 5 の（2）



松月堂製パン(株)の金曜日のパンの変更受付期限は（土日祝日を除く）前々

日の 10 時まで。パン業者のみ違うので注意いただきたい。 

 

その他質疑なし 

 

 

          これにて閉会 15：45 終了                   


