
令和４年度第１回朝霞市学校給食運営審議会 次第 

 

日時 令和４年７月２１日（木） 

午後２時から 

会場 溝沼学校給食センター 会議室 

 

 

１ 開 会 

  

 

２ あいさつ 

 

 

３ 仮議長の選出 

 

 

４ 議 題 

  （１）正副会長の選出について 

 

 ５ 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 

 

６ その他 

 

 

７ 閉 会 



令和４年度 朝霞市学校給食事業計画 

 

 朝霞市教育振興基本計画基本目標である「朝霞の次代を担う人材の育成」の基盤になる健康の保持増進につ

いて、『心身の健全な発達を担うまごころこめた学校給食』を目指し、事業を計画します。 

 

１ 学校給食の充実 

（１） 衛生、安全管理の充実及び環境の整備 

① 衛生管理の徹底 ・ドライ運用の推進 

・食器、食缶、器具等の消毒の確認 

・食器、食缶、器具等の洗浄の確認（残留でんぷん、脂質の検査） 

・衛生作業マニュアルの見直し、更新 

② 職員の資質の向上 ・衛生管理研修会の開催 

・労働安全衛生研修会の開催 

・各研修会への出席 

③ 環境整備 ・施設の整備 

・ドライ運用の充実  

・栄町学校給食センター解体工事 

④ 食品の安全管理 ・食品細菌検査及び空中浮遊菌検査の実施 

・食品添加物検査の実施 

・残留農薬検出検査の実施 

・簡易細菌検査の実施（DDチェッカー等の自主検査） 

⑤ 学校の配膳室の安全管理 ・牛乳保冷庫、受け入れ室、配膳室の状況確認 

・配膳室の清掃状況の確認 

 

（２） 栄養管理 

① 献立の充実 ・学校給食摂取基準に基づいた献立作成 

・作業工程を考慮した安全な献立作成 

・旬の食材、行事を取り入れる 

・各地の郷土料理を取り入れる 

・多文化の料理を取り入れる 

・学校行事を考慮する 

・地産地消の推進 

・手作り献立の推進 

・嗜好調査の実施 

・７大アレルゲン食材不使用の献立を定期的に実施する 

② 栄養報告 ・残菜調査の実施（６月、１１月） 

資料 報１ 



③ 栄養管理 ・栄養コンピューターの活用 

・食品マスター、料理マスター、献立マスターの充実 

 

（３）食に関する指導の充実 

① 食に関する授業 ・ＴＴ（チームティーチング）による授業 

② 給食訪問 ・給食訪問の実施 

③ 給食主任研修会への参加 ・年２回 

・給食主任と連携した指導計画への参画 

④ 食育推進委員会への参加 ・食に関する指導への参画 

⑤ 自己管理能力を育てる 

給食計画 

・小学６年生を対象としたセレクト給食の実施 

・中学３年生を対象とした卒業祝い給食の実施 

⑥ ３つの達成目標（「学力」

「規律ある態度」「体力」）

の推進 

・学力、体力向上に向けて朝食の役割について広める 

 

（４）学校、家庭、地域との連携の推進 

① 食育の推進 ・児童生徒及びその保護者を対象とする親子料理教室の実施 

・市民を対象とする学校給食広報活動の実施 

・地場産野菜の取り入れ 

・自校給食の特色を生かした取り組みの推進 

② 食に関する情報提供 ・給食だより、学校給食予定献立表、盛り付け表の発行 

 およびホームページへの掲載 

・アレルギーのある児童生徒のための献立表等の資料提供 

・学校が開催する試食会や家庭教育学級への協力 

・あさか学習おとどけ講座への協力 

 



資料　報２　　　　　

令和４年度　献立及び指導計画

月 献立作成の【テーマ】とポイント 季節の行事 学校行事等 季節の料理（例） 旬の食材 地元の食材 給食だより
給食目標

（もりつけ表）
給食時間の指導内容（案）

4

【春野菜を食べよう】
・春が感じられる食品と献立
・新入生が食べやすい
                      調理の工夫

入学・
　　進級祝い

入学・進級
ならし給食
（小学１年生）
地域訪問（小）

春野菜のシチュー
春野菜とファルファーレ
のスープ
春野菜の炊き合わせ
たけのこごはん

春キャベツ・かぶ・ふき
さやえんどう・たけのこ
わかめ・セミノール
ジューシーオレンジ・
甘夏みかん

ほうれんそう
生しいたけ

関東地方

深川どんぶり
あじのさんが団子汁
けんちん汁
かんぴょうのみそ汁
ナポリタン

≪給食紹介≫
(給食ができるま
で）

給食の決まりを
守って楽しい食
事をしよう

・学級のきまりを作り、協力し合い楽しい
　給食時間にする
・安全で能率的な運搬や配膳・片付けの
　仕方を工夫する。

5
【初夏を味わおう】
・旬の食材を使った献立の
                              作成

こどもの日
八十八夜

地域訪問（小）
こころの劇場
（小）体育祭（中）

若竹煮　　土佐煮
肉じゃが
じゃがいもとたけのこの
カレー炒め
笹かまぼこの抹茶揚げ
ココア揚げパン

かつお・きびなご・さやえん
どう・そら豆・たけのこ・アス
パラガス・新じゃがいも
ジューシーオレンジ・メロン
甘夏みかん・新茶

ほうれんそう
大根

四国地方

せんざんぎ　ふしめん汁
土佐煮　　ぐる煮
おでんぶ
しっぽくうどん
いもたき　すだちゼリー

食事のマナーを
身につけよう

・感謝の気持ちをもち、食前・食後の挨拶
　ができる
・話題や雰囲気作りなどに気を付け、
　協力して楽しく食事をする
・栄養やマナーについて考える。

6
【よくかんで食べよう】
・かむことを意識した食材を
　使った献立の作成

歯と口の健康
週間

　
食育月間　プール
球技大会（５年）
学総地区大会（中）

かみかみ和え　きんぴら
冬瓜の煮物
ココア揚げパン

あじ・にじます・梅
新たまねぎ・ごぼう・冬瓜
かぼちゃ・さくらんぼ
小玉すいか・メロン
ジューシーオレンジ

大根
じゃがいも
ほうれんそう

近畿地方

吉野煮　信田汁　のっぺ
なすのそうめん汁
関西風うどん　たいたん
かしわのじゅんじゅん
僧兵汁　ばち汁

≪食育月間≫
衛生に気をつけ
て食事をしよう

・正しい手洗いの仕方を知る。
・食中毒予防の基本を知る。
・清潔な身支度で活動し、衛生的な食事
　環境の整備に努める。
・かむことの大切さを知る。

7
【夏野菜を食べよう】
・食欲をそそる工夫

七夕
土用の丑の日

プール
七夕汁
夏野菜のカレー
蒸しとうもろこし

すずき・オクラ・トマト・冬瓜
さやいんげん・ピーマン
ズッキーニ・なす・ゴーヤ
きゅうり・枝豆・かぼちゃ
とうもろこし・小玉すいか

じゃがいも
たまねぎ

沖縄

ゴーヤチャンプルー
クーブイリチー　タコライス
イナムドゥチ　マース煮
もずく汁　んぶしー
人参しりしり　紅芋団子

食生活と栄養に
ついて考えよう

・自分の食生活を見直し、より健康的な
　ものになるよう改善する。
・夏休みの望ましい食生活について理解
　する。

9
【骨を丈夫にしよう】
・残暑を乗り切り、初秋を感じ
 られる献立の作成

十五夜 運動会（小）
なすの田舎汁
芋煮会汁・月見汁
ココア揚げパン

さんま・なす・とうもろこし
かぼちゃ・ピーマン・トマト
ぶどう・梨

じゃがいも 中国地方
けんちょう　　大平
だんご汁　八寸
レモンゼリー

≪料理教室報告・
給食メニュー紹介≫

健康な体作りと
給食の役割に
ついて考えよう

・健康な体作りのため、給食をできるだけ
　残さず食べるように努力する。

10
【秋の味覚を楽しもう】
・秋が感じられる食品と献立

目の愛護デー
十三夜

陸上大会（６年）
新人地区大会
（中）

大学芋
里芋のそぼろ煮
森のシチュー
さんまのかば焼き
ココア揚げパン

さんま・鮭・里芋・さつま芋
きのこ・栗・りんご

ほうれんそう
生しいたけ

東北地方

芋煮　せんべい汁
きりたんぽ汁　こづゆ
けの汁　　　洋梨
だまこ汁　引き菜もち
仙台麩入りみそ汁
笹かまぼこの天ぷら

和やかな食事を
心がけよう

・落ち着いた雰囲気の中で、楽しく食事を
　する
・楽しい食事になるには、どのようなことに
　気を付けたらいいのか考える
・自分の食事のマナーを振り返り、さらに
　和やかで楽しい会食ができるようにする。

11

【埼玉県でできる食材を
                             知ろう】
・地元（埼玉県）の食材を
  取り入れる
・郷土食の良さを認識させる

七五三

彩の国ふるさと
学校給食月間
就学時健診
学校公開
音楽会（小・中）

煮ぼうとう
ほうれん草のカレー
大学芋
ココア揚げパン

鮭・さんま・里芋・さつま芋
きのこ・りんご・みかん
ほうれんそう・大根
ブロッコリー・菊花

ほうれんそう
大根
生しいたけ

埼玉県

かてめし　ねぎ塩まんじゅう
鴨ねぎうどん　ゆずゼリー
煮ぼうとう　　まゆ玉汁
おっきりこみ　つみっこ
ゼリーフライ　狭山茶フライ
しゃくし菜　蓮田焼きスパ
にんじんポタージュ

　≪彩の国ふるさと
学校給食月間≫

埼玉県の食材に
ついて知ろう

・彩の国ふるさと学校給食月間により、
　埼玉県の郷土食、朝霞地区の郷土食、
　地元の食材について考える。

12

【冬野菜を食べよう】
・風邪を予防する食事の工夫
・冬野菜を多く取り入れる

冬至（ゆず・
かぼちゃ料理）
クリスマス

卒業祝い（中）
鍋もの・おでん
にんじんポタージュ
大根のそぼろ煮
ココア揚げパン

たら・ぶり・さば・ほっけ
にんじん・大根・白菜
ほうれんそう・小松菜
れんこん・ブロッコリー
みかん・りんご・ゆず

ほうれんそう
大根・さつまいも
にんじん・長ねぎ
生しいたけ
白菜

北陸地方

鮭の焼きづけ　ソースかつ
のっぺ汁　 ぜんまいの油
炒め　打ち豆汁　めった汁
ぶりの照り焼き　とり汁
スキー汁　長岡風ラーメン
いとこ煮　ブリカツ　治部煮
小松塩焼きそば

食べ物や栄養に
関心を持とう

・料理の名前や由来、食べ物の栄養に
　ついて知る。

1

【学校給食の歴史を知ろう】
・感謝の気持ちを育てる工夫
・地元の野菜を多く取り
　入れる

　
正月
七草
鏡開き

　
学校給食週間
高校受験（中）
卒業祝い（中）

雑煮
すいとん
にんじんのかきあげ

たら・ぶり・さば・ほっけ
わかさぎ・大根・白菜
ほうれんそう・小松菜
れんこん・ブロッコリー
ネーブル・いちご・ぽんかん
みかん・りんご・デコポン
いよかん・はっさく

ほうれんそう
大根・白菜
にんじん・長ねぎ
小松菜
生しいたけ

中部地方

みそカツ　　みそおでん
かしわのひきずり
みそ煮込みうどん
黒はんぺん
おにまん　僧兵汁
しょうけ飯の具
富士宮焼きそば

≪学校給食週間・
　衛生に気をつけよ
う　（ノロウイルス）≫

学校給食の意義
を知ろう

・全国学校給食週間にあわせて、学校
　給食の歴史やねらいを理解する。
・給食集会や給食時間の放送などに
　より、給食に対する意識を高める。

2
【根菜類を食べよう】
・体を温める食材・料理を取り
  入れる

節分
高校受験（中）
卒業祝い（中）
セレクト（小）

呉汁
いわし料理

たら・ぶり・さば・ほっけ・大根
白菜・ほうれんそう・ネーブル
ブロッコリー・れんこん・いちご
ぽんかん・なばな・せとか・り
んご

大根・白菜
にんじん
長ねぎ
生しいたけ
さつまいも

北海道

ザンギ　石狩汁　豚丼
いもだんご汁　スープカレー
どさんこラーメン
鮭のチャンチャン焼き
函館塩ラーメン

かぜに負けない
体を作ろう

・かぜを予防するための栄養摂取に
　ついて、理解する。

3
【春野菜を食べよう】
・春が感じられる食品と献立 ひな祭り

卒業・進級祝い
セレクト（小）

菜の花汁
なばなのごま和え
五目寿司

さやえんどう・菜の花・なばな
山菜・かき菜・あさり・セロリー
いちご・はっさく・清見オレンジ
デコポン・甘夏みかん
きびなご・かぶ

じゃがいも
にんじん
長ねぎ
生しいたけ

九州地方

長崎ちゃんぽん　とり天
チャーメン　さつま汁
とり肉のゆずこしょう焼き
がめ煮＝筑前煮　太平燕
がね　だぶ　浦上そぼろ
とんこつラーメン　だご汁

給食に携わる
人々に感謝
しよう

・給食を作ったり、運んだりしてくれる人々
　の苦労を知り、感謝の気持ちをもつ。
・１年間の給食活動の反省をし、来年度
　の給食に役立てる。

＊揚げパンは各校１回ずつ実施する。 ＊多文化の料理は、適宜入れる。

郷土食（例）



 資料 報３  

学校給食費の状況について 

令和３年度決算報告書 

収入 

調定額（単位：円） ※「調定額」とは、保護者の皆さまからお預かりする給食費の総額です。給食

費は、すべて給食の材料費として支出されております。なお、この他の光熱

水費、人件費、施設運営費等は、公費により賄われております。 
530,243,945 

支出 

購入物資の種類 金額 （単位：円） 材料代に占める割合 

基本物資 

米飯・パン・麺・牛乳 
215,582,411 39.34％ 

一般物資 

食肉・魚介類・調味料・乾物・缶詰

冷凍食品・野菜・果物など 

332,475,079 60.66％ 

合 計 548,057,490 100.00％ 

主な基本物資（主食、牛乳）及び副食用物資（おかず）の価格推移 

【小学校】                                      （単位：円／１食、税込） 

品 目 H29 H30 R1 R2 R3 対 R2 年度差額 

主食の平均額 47.27 48.89 50.14 51.24 52.27 +1.03 

牛乳（200CC） 51.89 52.27 53.12 53.21 53.13 -0.08 

基本物資 計 99.16 101.16 103.26 104.45 105.40 +0.95 

副食用物資 149.84 147.84 145.74 144.55 143.60 △0.95 

１食単価 249 249 249 249 249 ― 

１食あたり副食費充当率（％） 60.18 59.37 58.53 58.05 57.67 △0.38 

 

【中学校】                                  （単位：円／１食、税込） 

品 目 H29 H30 R1 R2 R3 対 R2 年度差額 

主食の平均額  58.23 60.13 61.86 62.74 64.65 +0.91 

牛乳 
(200CC) 51.89 52.27 53.12 53.21 53.13 -0.08 

(250CC) 64.86 65.34 66.27 66.52 66.42 -0.10 

基本物資 計 
牛乳 200の場合 110.12 112.40 114.98 115.95 117.78 +1.83 

牛乳 250の場合 123.09 125.47 128.13 129.26 131.07 +1.81 

副食用物資 
牛乳 200の場合 174.88 172.60 170.02 169.05 167.22 △1.83 

牛乳 250の場合 161.91 159.53 156.87 155.74 153.93 △1.81 

１食単価 285 285 285 285 285 ― 

１食あたり 

副食費充当率（％） 

牛乳 200の場合 61.36 60.56 59.66 59.32 58.67 △0.65 

牛乳 250の場合 57.10 55.98 55.04 54.65 54.01 △0.64 

＜考察＞令和３年度は、溝沼学校給食センター職員の新型コロナウィルスの感染により６月から７月の１５日間簡易給食等で対 

応した。その間の給食費は徴収しなかったため、学校給食費受入金に対し、給食賄材料費が大幅に上回った。給食単価は基本物資 

の価格が年々増加し、その分副食に充てられる金額が減っている。令和４年度は物価上昇によりさらに厳しい状況が見込まれる。 



資料 報４

単位：人

小学校 中学校 合　計

令和２年度 ２９ ２ ３１

令和３年度 ３４ ４ ３８

令和４年度 ３６ ３ ３９

増　　減
令和３年度：令和４年度

+２ △１ +１

単位：人・円

小学校 中学校 合　計 還付額

令和２年度 ７４ ９ ８３ １２８，９０５円

令和３年度 ９０ １３ １０３ １８０，２１７円

令和４年度 ８６ １９ １０５
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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 

 

１ はじめに 

 令和３年３月に朝霞市立朝霞第五小学校（以下「朝霞第五小学校」という。）において発

生した２件の給食事故を受け、二度と同じ過ちを起こさないために教育委員会では、それぞ

れの事故について事故報告書を作成し、その中で再発防止策を提示した。 

 報告書作成後、学校給食課において取組状況を逐一確認してきたが、その実効性が失われ

ることがないよう事故から１年が経過した今、改めて実施状況を確認し、その効果や実効性

等について検証を行った。 

 

２ 事故の概要と原因 

 （１）賞味期限切れドーナツの提供による給食事故 

  令和３年３月１０日（水）に朝霞第五小学校で発生した賞味期限切れドーナツの提供に

よる給食事故は、当時の６年生の１クラスを対象としたリクエスト給食（卒業祝いのため

の特別給食）で提供したドーナツ２５個のうち５個の賞味期限が切れており、２名の児童

が喫食したもの。 

  事故報告書では、発生の原因を食品の納入事業者である公益財団法人埼玉県学校給食会

（以下「学校給食会」という。）と検収作業等の調理業務を委託しているハーベストネク

スト株式会社（以下「委託事業者」という。）における食品管理の適切を欠いた取扱いが

重なったことで発生した事故と位置付けている。 

（２）皿うどん喫食による給食事故 

  令和３年３月１１日（木）に朝霞第五小学校で発生した皿うどん喫食による給食事故は、

提供した皿うどんを喫食した児童・教師４８名の歯が欠けるなどしたもの。 

  事故報告書では直接的な原因は、麺を低温で長時間揚げたことによるものとしながらも、

そこに至るまでに献立内容の調理員への負担や事前打ち合わせの不徹底など様々な要因

が関係していたこと、また、その背景に教育委員会としての自校給食室との関わりの不十

分さがあったことを挙げ、事故の原因としている。 

 

３ 再発防止策と検証結果 

 上記事故の発生原因を踏まえ、作成した再発防止策の実施状況等について、学校給食会・

委託事業者・朝霞第五小学校への聞取りや現地調査を行うとともに、教育委員会で実施する

べき事項については、実施状況を見直し、その効果や実効性等について検証を行った。 

 再発防止策とそれぞれの検証結果については次のとおり。 
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（１）賞味期限切れドーナツの提供による給食事故

①主に学校給食会が行っている再発防止策

・品揃えの際に２名（ダブルチェック）による賞味期限等の確認

→事故を受けて、学校給食会ではすぐに品揃えの際に２名で確認するチェック体制

を整えた。体制の整備後チェック漏れ等の事案は発生していない。今後においても

２名でのチェック体制を継続していくことで再発防止に努めてもらう。

なお、令和３年５月１２日（水）に学校給食課職員が現場を視察しており、実施

状況を確認している。

・納品時に配送担当者と検収担当者と相互での賞味期限等の確認

→事故後から相互確認を実施している。確認を各々で行うのではなく双方で一緒に

確認を行うことで、体制整備後、確認漏れなどは発生していない。今後も双方で

の確認を徹底し、作業が形骸化しないよう定期的に納入事業者、委託事業者の責

任者等から担当者への指導を依頼していく。

・取扱食材とサンプル食材の区分管理の明確化

→取扱食材とサンプル食材の保管エリアを明確にするとともに、サンプル品棚には

「サンプル置き場」というプレートを設置し、明確な区別を行った。【参考資料１

参照】また、このエリアにはサンプル食材を取り扱う課の職員以外は立入できない

ようにしている。

なお、令和３年５月１２日（水）に学校給食課職員が現場を視察しており、実施

状況を確認している。

・担当職員による月一回の賞味期限確認とその際の担当外職員の立ち会い

→事故以前には学期ごとに行っていた食材の棚卸のほかに月１回、品揃え担当者に

よる賞味期限の確認を実施。令和３年３月から給食実施のなかった８月を除いて毎

月実施しており、確実な食材管理を行っている。【参考資料２参照】また、その際

には、ISO22000 食品安全チーム職員が確実に立ち会っていることを確認している。

・不適合食材の廃棄処分の際の責任者による点検・確認

→不適合食材を管理するための管理棚を新たに定め、その他の食材とエリアを明確

に区分した。令和３年度の不適合食材最終処分を令和３年８月５日（木）に実施し、

その際に食材課長が責任者として処分漏れがないか最終確認を行っている。

【参考資料３参照】

・事故の未然防止のための関係自治体との連絡体制の見直し

→事故や不測の事態が発生した際の社内連絡体制を見直しした。見直し後に他の市

町村に影響を及ぼすような事故は起きていないが、形骸化しないよう定期的に連絡

体制の見直し等を図ってもらう。
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②主に委託事業者が行っている再発防止策

・検収方法を市の基準に合わせた確実な実施

→市の定める衛生管理マニュアルの内容を再確認してもらい、その後マニュアルに

則した確実な検収を実施している。指示書と異なる納品状況の際には、栄養士に

確認を取ることで早期に情報共有を図る体制ができている。

今後についても衛生管理マニュアルの確認を定期的に実施してもらうことで、確

実な実施を確保していく。

・納品チェックリストへの記入方法等について指導の実施

→令和３年４月中に委託事業者内で職員向けに検収方法の指導を実施している。そ

の中で、納品チェックリストの記入の仕方についても再確認した。指導後、担当

者がチェックリストに必要な情報を正しく記録し、記載内容について給食実施日

ごとに業務責任者が確認を行っている。基本的には漏れ等はないが、後でまとめ

て記入することがあるので、その場その場で確実な記入を徹底すること、また、

業務責任者の最終確認を徹底してもらうことで、実効性を確保していく。

③主に朝霞第五小学校が行っている再発防止策

・担当者が分かるよう納品チェックリストに記名欄を設ける

→納品時の確認担当者が分かるようチェックリストの様式を変更。【参考資料４参

照】検収担当者のチェック後、業務責任者による最終確認を経て栄養士への報告

を行うことで、チェックミス、確認漏れなどが防げている。

・検収室へのカレンダーの掲示

→事故報告書作成後、すぐにカレンダーを掲示。文字の大きい壁掛けカレンダーの

掲示も考えたが、検収室は頻繁にドアを開け閉めすることから、風の影響が大き

く現在では卓上カレンダーを設置している。その際、西暦と和暦が併記されてい

るものを選んで設置し、必要に応じて確認をして事故防止に役立てている。

【参考資料５参照】

④主に教育委員会（学校給食課）が行っている再発防止策

・検収に関わるすべての職員に対する検収方法の再周知及び検収の具体的手順の

再検討

→事故を受け、令和３年４月６日付けで検収方法の確認及び徹底について通知【参

考資料６参照】を行い、検収時に注意するべき事項を再確認している。また、令

和３年８月２６日に実施した第２回学校給食衛生委員会において「学校給食衛生

管理・作業マニュアルの見直しについて」を議題とし、検収方法の見直しについ

て話し合った。消費期限等の確認の欄に「正箱（ケース）と端数（個別包装の袋・

箱に賞味期限が記載されている場合を含む）についても確認する。」を追加すると

ともにこの変更を調理員に周知した。【参考資料７参照】
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（２）皿うどん喫食による給食事故

①献立作成のルール作り【主体：学校（栄養士）・教育委員会（学校給食課）】

・安全な給食の提供を重視した献立作成のルールを定める

→令和３年６月に自校給食室献立作成申合せ事項を作成。【参考資料８参照】その

中で、給食実施月の３か月前に実施している献立会議に自校給食室の献立につい

ても確認することとした。また、給食センターと自校給食室の格差を是正するた

めに給食センターとの統一献立を基本として、一部についてアレンジを可とした。

アレンジとして手作りメニューを取り入れる際には組み合わせに注意（手のかか

るオール手作りは不可）することなどについても定めた。

また、食材発注の前には委託事業者に献立内容を確認してもらい、対応が難しい

場合には、栄養士と相談をして献立を一部変更するなどしている。

②事前打ち合わせの見直し【主体：学校・委託事業者・教育委員会（学校給食課）】

・調理指示書の記載内容の見直し

→栄養士と調理員の認識の差が生じないよう、指示書を調理方法など詳細に記載で

きる様式に改めた。【参考資料９参照】さらに事前打ち合わせの際に不明点等を確

認することで、認識の差がなくなるよう慎重に意識共有を図っている。

・不明点を残さないよう十分な時間を取って行うとともに記録を取ることで透明性を

確保する

→令和３年４月９日実施の事前打ち合わせ（令和３年度１学期第１回打ち合わせ）

から調理員に加えてマネージャーまたは指導員が同席し実施している。現場以外

の職員が同席することで、確認漏れを防ぐことができ、当日再度確認することが

少なくなった。また、学校給食課職員も可能な限り同席して、より多角的に打ち

合わせ内容を確認している。

打ち合わせ記録を作成できていない回もあるので、確実な作成について委託事

業者に依頼していくことで、事前打ち合わせの透明性・実効性を確保していく。

③栄養士等との連絡相談体制の見直し【主体：学校・委託事業者】

・栄養士による調理現場の適宜の確認の徹底

→調理実施時には基本的に調理場を確認できる給食室内の事務室にいて適宜調理

場の確認を行い、不測の事態に備えている。

・栄養士が事務所不在の際の連絡相談体制の再確認

→栄養士が給食室内の事務室を離席する際には携帯電話を持ち歩くとともに居場

所が分かるよう事務室の入り口にプレートを掲示するようにしている。連絡相談

体制の構築には、栄養士と調理員の良好な関係が重要であることから、必要に応

じて双方の間に学校給食課職員が入り、良好な関係性の構築の手助けをしていく。

また、栄養士が不在の場合など、必要に応じて校長先生等の学校職員と調整し

てもらう必要が生じることから、学校との良好な関係性も重要である。後述する

３者打ち合わせなどを活用し、良好な関係づくりを支援していく。
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・調理指示書や作業工程表等の記録・蓄積・標準化の徹底

→指示書や作業工程表等の書類は、学校と委託事業者でそれぞれ保存しており、以

前調理したことのある献立の場合には、前回の作業情報を基に作業工程を改善す

るなどして役立てている。また、作業工程表と作業動線図については、調理員と

栄養士で打ち合わせを重ねて事故のリスクを意識した様式に改良を行った。【参

考資料 10 参照】今後においても記録の蓄積等については無理のない範囲で進め

てもらい、また、必要に応じて作業工程表を改良するなど柔軟な対応を求めるこ

とでより安全性の高い書類にしていく。

④検食及び栄養士、調理員による味見のルールの厳格化【主体：学校（管理職員、栄養

士）・委託事業者】

・検食における国等の定めるルールの厳守

→令和３年度１学期に実施した３者（学校・委託事業者・学校給食課）打ち合わせ

の際に検食のルールを確認し、問題があった場合に提供中止の判断をしてもらう

こと、その際代替え給食の準備をしていることについて説明をして理解を得た。

・栄養士、調理員による出来上がったメニューのその都度ごとの味見の実施

→栄養士、調理員の味見を確実に実施しており、双方で確認することで味の微調整

などについてスムーズなやり取りが行えている。事故の未然防止のために重要な

事項なので確実な実施を継続していく。

⑤教育委員会職員による定期的な巡回の実施【主体：教育委員会（学校給食課）・委託

事業者・学校（栄養士）】

・自校給食室点検表に基づいた定期的な現場確認

→４月から学校給食課所属の調理主任による巡回点検を実施している。その際、点

検表を用いてチェックするべき事項について確実に確認している。【参考資料

11 参照】チェック事項以外についても機器の取り扱いや調理方法などについて質

問などに答えることもあり、情報共有の手段としても有効であると考えられるの

で引き続き実施していく。※コロナウイス感染症の流行期においては中止。

⑥確実な研修実施の確保【主体：教育委員会（学校給食課）・委託事業者】

・軽微なものも含めた研修報告の実施

→仕様書に則り確実な研修を実施している。今年度は新型コロナウイルス感染症の

感染拡大もあり、調理員が一堂に集まっての研修実施は難しかったためオンデマ

ンドを活用するなど、感染対策を行いながらも確実に実施している。また、研修

内容についてはこちらの意見を取り入れてもらうなどの柔軟な対応もしてもら

っている。

報告については、実施後期間が空いてしまっているものもあったため、実施後速

やかな報告を依頼していく。また、研修内容をすべての職員が確実に実施できて

いるかを研修後に確認をしてもらうことで実効性を高めてもらうよう併せて依

頼していく。【参考資料 12 参照】
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⑦学校・委託事業者・教育委員会による協議の場の設置【主体：学校・委託事業者・教

育委員会（学校給食課）】

・定期的な協議の場の設置

→学期ごとに打ち合わせを実施しこれまでに各校２回ずつ実施した。内容としては、

１学期の打ち合わせでは、事故報告書の内容や再発防止策を確認したほか、コロ

ナウイルスの感染拡大防止に関する取組の確認など行った。２学期の打ち合わせ

では、給食施設や調理機器の不具合などの課題の共有やアレルギー対応について

意見をもらうなどしている。学校・委託事業者・教育委員会（学校給食課）が顔

を合わせる機会は貴重であり、事故の未然防止のための意識の共有にも有効と考

えられるので、来年度も継続して実施していく。【参考資料 13 参照】

４ 給食センター及び他の自校給食室での取組

朝霞第五小学校における２件の給食事故は、本市の学校給食運営の全体に関わる事故と捉

えており、事故報告書の中でも再発防止策を本市の学校給食を担う全ての職員で共有し、一

丸となって再発防止に努めることとしている。

具体的には、給食センターにおいては、調理員の協力を仰ぎ共に検収に関するルール作り

を進め、検収に携わるすべての職員で共有をしたほか、巡回点検をセンター間でも実施し、

事故防止の取組などについて共有するなどしている。

第五小学校以外の自校給食室においても、学校及び委託事業者との協議の場において事故

報告書の内容を確認してもらい、特に再発防止策については、出来ていない事項がある場合

には早急に取り組んでもらうよう依頼している。

また、今回の検証結果についても共有することで確実な実施を確保していく。

５ 関係機関からの評価

（１）朝霞第五小学校長

（２）朝霞第五小学校栄養士
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６ まとめ

今回、検証を行い多くの再発防止策について事故後から体制を整備するなどして確実に実

施している状況を確認できた。現在実施できているものについては、作業が形骸化しないよ

う作業の持つ意味合いなどを確認する機会を持つことで、実効性を確保していく。

実施状況が不十分なものや追加で行うべき事項（太字で表示）については、関係者に内容

をよく確認してもらい、確実な実施を依頼していく。

また、今後においても事故の再発防止策だけでなく、すべての業務が適正に履行されるよ

う適宜現地調査を行うなどし、委託事業者・学校・教育委員会が協力し、安全・安心な給食

の提供を継続することで、信頼回復に努めていく。



参考資料１ 

サンプル品置き場写真 

①サンプル品置き場全景 

②サンプル品管理状況 



実施日時 令和４年１月１３日（木）午後３時から
実施者 給食会：中島、横山、吉形、鈴木、西田

実施状況

①冷凍倉庫仕分け室1

参考資料２

冷凍倉庫賞味期限確認

②冷凍仕分け室1 (4Fの商品を前室に出し確認)



参考資料３

実施日 令和３年８月５日（木）

不適合食材（冷凍）の立会い確認の様子

1



参考資料３

不適合食材（乾物）の立会い確認の様子

2



参考資料３

不適合食材のトラックへの積み込みの様子

商品については、段ボールと分別し、中身を焼却処分にする。

積み込み後は、スプレーで不適合食材を染色（転売等防止のため）

3



参考資料３

不適合食材ラック写真

常温倉庫 低温倉庫

前室 仕分け室

自動倉庫 自動倉庫

4



参考資料４

納品日：2022年3月1日 （火）

令和4年3月1日作成

献立日 納入時間 産地・メーカー名 規格 ロットNo・生産者 賞味期限

1 東新畜産株式会社
3/1(火)

4 株式会社日南
3/1(火)

3/1(火)

3/1(火)

15 （公財）埼玉県学校給食
会 3/2(水)

3/2(水)

3/2(水)

16 関東食品株式会社埼玉支
店 3/2(水)

3/2(水)

17 株式会社海幸水産
3/2(水)

3/2(水)

3/2(水)

24 有限会社山重青果
3/1(火)

3/1(火)

3/1(火)

3/1(火)

25 株式会社八百松
3/1(火)

28 有限会社イケ
3/1(火)

33 朝霞市農産物直売組合
3/1(火)

35 岩槻工場（基本物資）
3/1(火)

3/1(火)

3/1(火)

3/1(火)

所長 栄養士 検収係

調理場：溝沼学校給食センター

発注先 食品名 温度
品質
異物

包装
状況

検食 検収

ベーコン（短冊）

豚かた肉（こま切れ）

鶏ひなもも肉皮付き（焼き
物用）４０ｇ

鶏ひなもも肉皮付き（焼き
物用）６０ｇ

冷凍玄米だんご

油揚げ（冷凍）５００ｇ袋

チキンブイヨン（冷凍）

さつま揚げ

米粉えびフライ３０ｇ

ホキのカリカリフライ４０
ｇ

ホキのカリカリフライ６０
ｇ

スイートコーン（冷凍）

じゃがいも

さやえんどう

にんにく（皮むき）

たまねぎ

パセリ

春キャベツ

にんじん（地場産）

ツイストパン　６０ｇ

ツイストパン　６０ｇ

ツイストパン　７０ｇ

ツイストパン　７０ｇ

納 品 チ ェ ッ ク リ ス ト

確認ミスが起きないよう西暦と和暦を併記

検収担当者が分かるよう欄を追加



参考資料５ 

検収室へのカレンダー設置状況 



 参考資料６  

事 務 連 絡 

令和３年４月６日 

 

栄養士・調理員・調理補助員 各位 

学校給食課長 

 

 

検収方法の確認および徹底について（通知） 

 

 

 給食食品の検収について、再度検収方法を確認し、確実な検収作業を徹底する

ようお願いいたします。 

納入された食品の安全性を確認するために、検収は欠かせない業務です。衛生

管理面から品質を確認する場合には、主として次のような点に注意します。 

 

 

１ 鮮度は良いか。 

２ 品温は適切か。 

３ 変色、異臭、ぬめり等はないか。 

４ 異物（虫、金属類等）が混入していないか。 

５ 原産地表示はあるか。 

６ 病害痕、くされ、カビ等はないか。 

７ 包装が破れていないか。 

８ 大きさ、重さ、形はそろっているか。 

９ よく乾燥しているか。（乾物類） 

１０ ダンボールや包装内部に霜が付いていないか。（冷凍品） 

１１ 消費期限または賞味期限、製造年月日の表示があるか。 



朝霞市学校給食衛生管理作業マニュアル（抜粋）        参考資料７  

第３章 食品の検収・保管マニュアル 
 

 １．検収 

  事故防止の第一歩は、食品の受け入れ時に食材料として不適当なものを調理場に入れ

ないことから始まる。 

  ※検収の基本：目でよく見る。 

         匂いをかいでみる。 

         手で触れてみる。 

  ①検収責任者（調理員）は、食品の納入に立会い検収を確実に実施する。 

  ②生鮮食品（食肉類及び加工品、魚介類及び加工品、卵、牛乳）は、当日の搬入とす

る。 

  ③検収室において食品の受け渡しを行い、チェックリストに基づき十分に点検し記録

する。 

   ・発注量と合っているか。※正箱（ケース）と端数は数える。 

   ・納品日、納品時間の確認。 

   ・納入業者の確認。 

   ・製造年月日、消費期限又は賞味期限の確認。 

    ※正箱（ケース）と端数（個別包装の袋・箱に賞味期限が記載されている場合を

含む）についても確認する。 

   ・品質、鮮度、異物、産地（例：JA○○、（株）○○）、品温などの状態の確認。 

   ・包装、容器は清潔か。 

   ・納入業者の運搬車の衛生状態、適切な温度管理をしているかの確認。 

・保存食の採取は、５０ｇ以上で産地ごとにとる。 

・納品チェックリストは毎日担当者が押印し、事務所に提出する。 

② 問題のある物資については、返品等の措置をとり対応を記録する。 

③ 物資は、検収室において専用の容器に移し替え、調味庫、下処理室、調理場にダ

ンボール・発泡スチロール・業者の容器などを持ち込まない。 

  ⑥納品時に食品を直接床に置くことの無いように床から６０cm 以上の高さの置き台

を設ける。 

  ⑦納入業者は基本的に検収室には入れない。もし入る場合は専用の履物を使用させる。 

  ⑧納入業者に食品の移し替えを任せたりしない。 

  ⑨ダンボールは折りたたみ所定の場所に持っていく。 

  ⑩下処理室の作業進行状況により、下処理作業を行う。（果物コーナーでの作業を手伝

う。） 

  ⑪検収室、プラットホーム、搬入用車庫、廃棄庫の清掃を行なう。 

   ・常に清潔に保つ。 

   ・グレーチングを上げ、ゴミを取る。 

   ・検収室内にある保管庫、機械、シンクなどを洗浄し、翌日の作業に備える。 

   ・検収室内の保管庫は曜日を決めて拭き掃除する。 

   ・清掃終了後は、下処理室全体の担当者に報告する。 

 

 ２．保管 

   食品の保管場所は、食品が安全に保管されるように適切な温度及び湿度管理に十分

注意する。 

  ①別紙２の「学校給食用食材の原材料・製品等の保存基準」に従い、棚、冷蔵、冷凍

設備に保管し、食肉類、魚介類、野菜類等食品の分類ごとに区分して専用の容器で

保管し、食品の相互汚染が生じないように十分注意する。 

  ・肉類、魚介類は専用のふた付バットに入れ、冷蔵庫で保管する。 
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  ・開封した食品は開封日を記入し、衛生害虫からの汚染や湿気によるダニ、カビ対策

としてビン、缶などの密閉できる容器で保管する。 

  ・期限表示、入荷日で比較し、先入れ先出しを徹底する。 

  ・外装に期限表示があるが、小分けなどにより不明になる場合は小分けした袋等に表

示して保管する。 

②冷蔵庫内、冷凍庫内、食品庫内にダンボールや発泡スチロールに入れたまま保管し

ない。 

③冷蔵庫内、冷凍庫内の温度食品庫内は、常に整理整頓に心がけ、適切な温度管理（冷

蔵庫５℃以下、冷凍庫－１８℃以下）を行い、毎日記録する。 

④食品庫は、十分な換気を行い、高温多湿を避ける。 

⑤食品庫の中に、薬剤類や洗浄剤などを一緒に保管しない。 

 

３．調味庫 

  ①帳票に納入・使用・在庫を記入する。 

  ②調理に使用する調味料、乾物を計量して調理室に出庫する。 

   ・調理室に出庫するものはアルコール消毒する。 

   ・追加する可能性のある調味料はあらかじめカウンターに用意しておく。 

   ・袋の開封時は、切れ端を切り離さないようにする。 

   ・調味料を入れる際は、容器から直接ではなく、一度ボウルなどに移し替えてから

入れる。 

  ③調味料、乾物を調理室に出庫したら下処理作業や調理室での作業に移る。  

 ・調味料の計量、分割 

 ・配食 

 ・ザル、ラック、台車などの後片づけ 

 ・食缶出し 

・調理室の清掃 

  ④調味料等の在庫が少ないときは早めに栄養士に申し出る。 

  ⑤調味庫の清掃をする。 

   ・常に整理整頓し、在庫を把握しておく。 

   ・清掃終了後は、下処理室全体の担当者に報告する。 

   

 
納品時に温度確認が必要なもの 

肉・魚、ハム（肉加工品）・かまぼこ類（練り製品） 

冷凍食品 

牛乳・生クリーム・ヨーグルト、バター・チーズ 

果汁、ゼリー（デザート類）・納豆（学校直送品） 

もやし 

かぼちゃ角切り・れんこん揚げもの用（あえもの用） 

スティックごぼう・ささがきごぼう・カットさつまいも 

（カット野菜） 

にんにく・そら豆・栗・皮むきじゃがいも 

さやいんげん・さやえんどう 

なめこ・マッシュルーム 

ごぼう・こんにゃく 

中華めん（焼きそば用） 

ゆでうどん（煮込み用） 

トウバンジャン・テンメンジャン（冷蔵納品のもの） 
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別 紙 ２ 

 

学校給食用食材の原材料、製品等の保存基準 

食     品     名 保存温度 

牛乳 １０℃以下 

固形油脂 １０℃以下 

種実類 １５℃以下 

豆腐 冷  蔵 

魚 

介 

類 

鮮魚介 ５℃以下 

魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこ １０℃以下 

冷凍魚肉ねり製品 －１５℃以下 

食 

肉 

類 

食肉 １０℃以下 

冷凍食肉(細切した食肉を凍結させたもので容器包装に入れたもの)  －１５℃以下 

食肉製品 １０℃以下 

冷凍食肉製品 －１５℃以下 

卵 

類 

殻付卵 １０℃以下 

液卵 ８℃以下 

凍結卵 －１５℃以下 

乳 

製 

品 

類 

バター １０℃以下 

チーズ １５℃以下 

クリーム １０℃以下 

生鮮果実・野菜類 １０℃前後 

冷凍食品 －１５℃以下 

 

 

 

 



朝霞市学校給食　自校給食室献立作成申合せ事項　【令和３年度作成】

スケジュール　　　自校給食室の献立作成は、下記のスケジュールで行い、事前に献立会議に諮ること。

前々月 前月 実施月

例 ９月 １０月 １１月

作業 見積書作成 発注

内容
献立会議の内容を反映さ
せて見積書を作成する

発注書作成

業者別明細書作成
給食実施

○自校給食室の献立作成上のルール

基本 　給食センターとの統一献立を基本とし、一部アレンジ可

理由 ①給食事故の防止…第五小学校給食事故の再発防止

②発注作業の煩雑化…見積もれ、見積書・発注書・契約書の提出期限に間に合っていない

③給食センターとの格差調整

アレンジの範囲

　・設備上の問題で、組み合わせや調理法の変更は可能とする。

　・行事や食育指導上、手作りのメニューを取り入れる場合は、組み合わせに注意すること。（手のかかるオール手作りは不可）

　・曜日の入れ替えも学校の実情に合わせて可能とする。

　　　例えば、アレルギー対応のため月の初めに麺・パンは入れない、行事や授業の都合で早出しの対応など

　・混ぜご飯のカウントは主食＋副菜とする。ただし、わかめご飯、茶飯等は主食とする。

実施月の３か月前

７月

献立会議に諮る

物資選定委員会後に実施

＜メンバー＞
センター長
調理主任３名

自校給食室栄養士３名
センター栄養士４名

＜目的＞
献立内容と作業工程の確認

参考資料８



●その他のルール

　・新メニューの時は事業者と一緒に必ず試作をすること。（材料費は予算を確保している　　55,000円/年）

　・小学１年のならし給食は、センター・自校統一献立とする。

　・委託事業者の力量に合わせた献立作成（手作りの多用、組み合わせなどに注意する）

　・主食の曜日は給食センターのルールに合わせる。　＜基本＞　月・水・金はご飯　火はパン　木は麺

　・地場産野菜を使用できる時期は、回数を多く取り入れる。（献立計画参照）

　　　直売組合へは、３か月前までに使用量を提示できるよう献立を作成する。

　・角切りの魚、骨付き肉は、汁物への使用不可とする。（例：石狩汁、ソーキ汁）

　・週報月（６月・１１月）には毎年同じ献立（使用食材・使用量も合わせる）を取り入れる。　（給食費改定、一品還付金額等のデータとする）

　　　ごはん：ほうれん草入りチキンカレー、焼きウインナー、果物（６月：冷凍みかん、１１月：りんご）

　　　パン：ツイストパン、ポタージュ（６月：枝豆、１１月：にんじん）、鶏肉のトマトソースがけ、ツナとキャベツのソテー・サラダ

　　　うどん：肉うどん、ポテトコロッケ、野菜のごま炒め・ごま和え

　　　ラーメン：和風みそラーメン、ポークしゅうまい、フルーツミックス

　・だしやスープはかつお節・煮干し・鶏ガラ・豚骨・チキンブイヨン等からとることを基本とする。

●衛生面からのルール

　・鶏卵（ＰＥ卵）を使用する日は、献立の組み合わせを考慮する。鶏卵は温度管理を徹底し、冷凍液卵の使用も考慮する。

　・レバー（冷凍）は、気温が高いとだれるので、冬場のみ使用可とする。

　・カット野菜の使用は、月曜日（休日明け）を避ける。

　・和え物・サラダは卵入りのマヨネーズを使用しない。（６～９月）

●作業面からのルール

　・和え物・サラダは自校給食室と中学校のみ調理可とする。給食センター小学校は、中学校の献立と似た材料で調理できる副菜にする。

　・和え物・サラダは月２回程度入れる。

　・揚げ物（フライヤー）と焼き物・蒸し物（スチコン）の組み合わせは不可。（給食センター共通）

　・冷凍食品の使用量・種類は、冷凍庫の容量を考慮する。

　・スパゲッティ・煮込みうどん・焼きそば・ラーメン・おでんの日は、釜で調理する副菜は不可。（溝沼のみ）

　・うどんの汁・ポタージュ・シチュー・カレーの日は、中学校は和え物・サラダは調理可。（溝沼のみ）

●アレルギー面からのルール

　・７大アレルゲンが複数のおかずに重複しないように配慮する。（主食・飲用牛乳を除く）

　・そば・落花生・びわ・キウィフルーツは使用しない。

　・月初は７大アレルゲンを使用しない。（主食・飲用牛乳を除く）

　・主食のパンは卵抜きのものを使用する。



参考資料９

校長

調理指示書（委託）

献立名

業者 食品名 純使用量 処理方法 アレルギー

森乳業（基本） 牛乳２００ｍｌ 206 1061 本

海幸水産 丸パンスライス４０ｇ（乳・卵不使用） 341 個

海幸水産 丸パンスライス５０ｇ（乳・卵不使用） 50 319 個

海幸水産 丸パンスライス６０ｇ（乳・卵不使用） 365 個

日南 鶏ひなむね肉（１ｃｍ角） 15 16 kg

山重青果 たまねぎ 20 23 kg 短冊

山重青果 こまつな（生） 4 5 kg ２㎝　ボイル

協同食品 スイートコーン缶　ホール（固形量２ｋｇ） 8 4 缶 せん

海幸水産 米粉マカロニ（星型） 7 7 袋

海幸水産 冷凍ガラ　チキン　２kg 10 5 袋

関東食品 こしょう（白） 0.02 20 g

関東食品 粗塩 0.9 900 g

× 水分 120 128 ㍑

日南 豚ひき肉 55 58 kg

ふくしま 炒め玉ねぎ（スライス） 40 43 kg みじん

関東食品 粗塩 0.3 300 g

関東食品 こしょう（白） 0.02 20 g

関東食品 ナツメグ 0.02 20 g 在庫

森乳業（調理） 調理用牛乳 3 3 ㍑

協同食品 パン粉（ドライ）２kg 6 3 袋 様子みて

協同食品 トマトケチャップ（１ｋｇ袋） 4 4 個

海幸水産 中濃ソース（１．８㍑） 1 1 kg

協同食品 三温糖 0.5 0.5 袋

イケ キャベツ 30 38 kg 千切り　ボイル　冷却

山重青果 にんじん 4 4 kg 細千切り　ボイル　冷却

山重青果 ブロッコリー（生） 8 13 kg 小房に分ける、　ボイル　冷却

三浦屋 ツナ（油漬け・フレーク） 5 5 袋

海幸水産 こめ油　（１．３５ｋｇ） 1 1 kg

ふくしま りんご酢（１０００ｍｌ） 1.2 1 kg

協同食品 上白糖 0.08 0.1 袋

関東食品 こしょう（白） 0.01 10 g

関東食品 精製塩 0.15 150 g

栄養士

令和4年2月1日(火)

牛乳２００ｍｌ 丸パン（乳・卵不使用） マカロニスープ ハンバーグ
のケチャップソース ツナとブロッコリーのサラダ（キャベツ）

行事等

総使用量 作り方・注意事項
保冷剤なし

★米飯代替

★数間違いのないように
★担任用には丸シールを貼る

１人　１８０ｇ

★ガラスープをとる
・沸騰した湯に凍ったままのガラパックを入
れる
・再沸騰直前に火を弱める
・野菜の切れ端を入れる
・泡が出る状態に火を加減し、４５分から１
時間煮る
１．鶏肉をゆでる
２．その他の具材を加える
★マカロニは、ゆですぎ注意
３．調味する

★除去食　パン粉・牛乳

１．パン粉に牛乳を加え湿らせる
★除去食分は、水で湿らせておく
２．ひき肉に玉ねぎ、パン粉、調味料を加え
粘り気が出るまで混ぜ合わせる
３．成型する
★必要以上に種を常温放置しない
★成型したものも常温放置しない
（スチコン用冷蔵庫の活用）
４．配缶後ソースをかける（１人５ｇ目安）
★まんべんなくソースがかかるように
（４０人クラスは、特に注意）

コンビ　６０％　220℃　１０分～20分程度

1．野菜をボイル・冷却する
２．ツナは洗浄・開封後は冷蔵保管
３．ドレッシングは、加熱後、粗熱をとり和え
室冷蔵庫へ保管する
４．和える

1
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令和３年度研修実施実績

〇朝霞第四小学校委託事業者

１回目 内 容 衛生管理、危機管理、体調管理について

期 間 令和３年８月１日から３１日まで（オンデマンド受講）

参加者 全員受講

２回目 内 容 衛生管理、モチベーション管理、脱炭素

期 間 令和３年１２月２８日

参加者 全員受講

〇朝霞第五小学校委託事業者

１回目 内 容 事故報告書（再発防止策）について

期 間 令和３年５月２８日

参加者 全員受講

２回目 内 容 食中毒予防、衛生管理について

期 間 令和３年８月１日から３１日まで（オンデマンド受講）

参加者 全員受講

３回目 内 容 給食を作るやりがい

参加者 社員３名、パート社員６名受講

※社員１名、パート社員３名は体調不良等で欠席

〇朝霞第八小学校委託事業者

１回目 内 容 食中毒予防、洗浄や殺菌の最適化

期 間 令和３年４月１２日

参加者 全員受講

２回目 内 容 安全・安心な学校給食を提供するために

期 間 令和３年６月７日から７月９日まで（オンデマンド）

参加者 全員受講

３回目 内 容 異物混入の予防

期 間 令和３年７月１５日から８月６日まで（オンデマンド）

参加者 全員受講

４回目 内 容 衛生管理と HACCP システム、事故トラブル防止

期 間 令和３年８月１日から８月３１日まで（オンデマンド）

参加者 全員受講

５回目 内 容 感染症予防（新型コロナ、ノロウイルス）

期 間 令和３年１２月１６日から令和４年１月１５日まで

（オンデマンド）

参加者 全員受講

６回目 内 容 危機管理、ビジネスマナー、衛生の基本【社員対象研修】

期 間 令和３年１２月２３日、２７日、２８日

参加者 社員全員受講

参考資料１２



参考資料１３

３者打ち合わせ記録（令和３年度第１回 朝霞第四小学校）

１ 日 時 令和３年５月２０日（木）午後２時３０分から午後３時３５分まで

２ 場 所 朝霞第四小学校 会議室

３ 出席者 〇朝霞第四小学校 ２名

粟飯原校長先生、菊池栄養士

〇東京ケータリング株式会社 ３名

久保マネージャー、冨澤チーフ、廣瀬サブチーフ

〇教育委員会（学校給食課） ３名

杉西課長、吉田調理主任、大貫管理係長

４ 内 容

（１）第五小学校学校給食に関する事故報告書について

杉西課長より賞味期限切れドーナツ提供及び皿うどん喫食による事故報告書の内

容について説明。

〇確認事項・意見等

・栄養士が事務室に不在の場合の連絡体制について→栄養士が電話を携帯

・検食について衛生管理基準を全員で確認

・研修について、休みなどで漏れが出ないよう改めて依頼

・校長先生から

検食の重要性を認識しこれまでも実施しているが、今回の事故を受けて、検

食だけでは補いきれない部分があることを感じている。

他市では、自校給食の栄養士が献立を持って集まる機会があった。作成した

ものに他の人の目を入れることが重要。

事故が起こった際に、どのように対応をするのかを示した危機管理マニュア

ルがあるといい。

学校には給食主任という役職があるので、打ち合わせに参加してもらった

方が良いのではないか、といった意見があった。

・委託事業者から、皿うどんの日のメニューは客観的に無理があると感じた。献立

の内容について、栄養士と調理員で話し合いを持つことが必要との意見があった。

（２）給食運営に係る課題等について

・コロナ対策について確認→作業中はマスクを着用しており、食事の際は、社員と

パート従業員で分かれて摂っている。パーテーションの設置について提案したと

ころ、休憩室のスペースもあるので、再度検討してもらうこととした。

・お箸の提供について校長先生から依頼あり。他のセンターとの兼ね合いもあるた

め、引き続きの検討事項とした。



３者打ち合わせ記録（令和３年度第１回 朝霞第五小学校）

１ 日 時 令和３年５月１８日（火）午後３時３０分から午後５時まで

２ 場 所 朝霞第五小学校 ランチルーム

３ 出席者 〇朝霞第五小学校 ３名

三好校長先生、市川教頭先生、岡田栄養士

〇ハーベストネクスト株式会社 ５名

伊東部長、友井マネージャー、柳澤マネージャー、

松田チーフ、室田サブチーフ

〇教育委員会（学校給食課） ３名

杉西課長、吉田調理主任、大貫管理係長

４ 内 容

杉西課長より賞味期限切れドーナツ提供及び皿うどん喫食による事故報告書の内

容について教育委員会での取組について説明。

〇取組・改善状況の確認

◆ドーナツ

５小 ・納品チェックリストの記名欄は５月から設けた。４月分は、欄外に記名

をしてもらうことで対応。※確認済

・カレンダー設置済。※設置状況確認済

ハーベスト

・検収方法の見直し、市の基準を順守。箱以外で納品された端数について

も賞味期限を確認。

・従業員には個別に指導を実施。

◆皿うどん

５小 ・調理指示書の内容変更。

・なるべく事務室にいるようにするとともに、事務室を離席する場合には、

携帯を所持するようにしている。

ハーベスト

・事前打ち合わせに指導員もしくはマネージャーが同席。

・打ち合わせの内容について掲示物により情報共有を実施。

・事前打ち合わせの後に衛生管理や作業方法などについての打ち合わせも

実施。

・事故後の３月から報連相の重要性について、パートを含めた従業員に対

して個別に研修を実施。今年度の研修については、夏期と冬期の長期休み

中に実施の予定。夏期については、内容未定。冬期については、例年感染

症予防について研修を実施。

・栄養士とハーベスト双方による連絡ノートの作成。



・定期的な巡回の実施。４月は１５日に安全衛生の専門職員による巡回を

実施。５月には業務責任者の経験者による巡回を下旬に予定。今後も月１

回の頻度で実施予定。

〇課題や今後の取り組みについて

・今回の事故を受けた改善策等について、パートを含めた全ての従業員を対象とした

研修を行っておらず、個別に対応しているとのことだったため、学校給食課から実

施を要望。（学校給食課 → ハーベスト）

・連絡ノートについて、岡田栄養士からの確認事項のみが積み重なっている状況だっ

たため、連絡ノートのルールや在り方について双方で再確認する。

→５月２８日（金）に実施予定

・事前打ち合わせの際に、指導員やマネージャーが遅刻することがあったので、その

様なことがないよう依頼。また、指示書を事前に確認してきていないことがあるの

で、事前に確認をしてきてもらうよう依頼。（栄養士 → ハーベスト）

・掲示物の内容等に栄養士から確認があった際に、連絡なく修正をするのではなく、

いきさつ等を報告したうえで修正する。（５小 → ハーベスト）

・感染症予防の徹底について学校から再度依頼。（５小 → ハーベスト）

・調理指示書にメニュー名が記載されていないので記載してほしい。（ハーベスト →

栄養士、学校給食課）

・納品予定の食材が納品されなかったり、調味料が不足したりすることがあるので、

管理をお願いしたい。（ハーベスト → 栄養士）

→調味料の残量が栄養士の把握している量と異なっているため、受払簿を提出し

てもらい確認することとする。

・調理中に栄養士から長時間話しかけられることがあり、調理に影響が出るので控え

て欲しい。（ハーベスト → 栄養士）

・給食が安全であることをＰＲするため、保護者を対象とした試食会を実施したい。

想定としては、１回２０名程度で１週間続けて実施したい。（５小 → ハーベスト）

〇その他

・検食のルールについて、衛生管理基準を確認。



３者打ち合わせ記録（令和３年度第１回 朝霞第八小学校）

１ 日 時 令和３年５月２５日（火）午後３時３０分から午後４時４０分まで

２ 場 所 朝霞第八小学校 ランチルーム

３ 出席者 〇朝霞第八小学校 ３名

唐松校長先生、高木教頭先生、中栄養士

〇一冨士フードサービス株式会社 ３名

田中部長、横山チーフ、大沼サブチーフ

〇教育委員会（学校給食課） ３名

杉西課長、吉田調理主任、大貫管理係長

４ 内 容

（１）第五小学校学校給食に関する事故報告書について

杉西課長より賞味期限切れドーナツ提供及び皿うどん喫食による事故報告書の内

容について説明。

〇確認事項・意見等

・（校長先生から）検食について３０分前までに実施となっているが、遅れた場合

には給食の提供を遅らせる必要があるのか。→あくまで基準なので、少し遅れた

ことで提供自体を遅らせる必要はないと考える。むしろあまり早く検食すると、

児童が食べる時と状態が変わってしまう可能性があるので、それの方が問題だと

考える。

・（学校給食課長から）栄養士が事務室に不在の場合の連絡手段について確認。→

電話を携帯して連絡が取れるようにしている。

（２）給食運営に係る課題等について

・（調理主任から）調理場のリフトとスロープの作りが悪く、配膳に時間がかかり

苦慮している。→現在の作りになった経緯を説明。

・（栄養士から）現在、社員６名の内調理を任せられる方が３名のみと感じている。

これまでは、指導員がフォローに入ってもらっていて助かっているが、１学期ま

でと聞いて、２学期以降に不安を感じている。→２学期以降の人員の見直しを考

えている。不安を与えることがないよう考えていきたい。

・（校長先生から）人が変わる時に事故が起こりやすいので、注意してほしい。

・（学校給食課長から）センターでは、パート職員にも調理を任せている部分があ

るが、８小ではパート職員の作業を調理補助のみに限っているか。→現在のとこ

ろ調理補助に限っているのが、今後は活用を考えていく。

・（調理副主任から）検収室と洗浄室にある洗浄機の蒸気がこもってしまい、エレ

ベータにも水滴が付く状態。気温も上がるので、どうにかできないか。→後日、

工事担当課に同行してもらい現場を確認する。（6/1 実施予定）

・（調理副主任から）検収室のエアカーテンが機能していない。虫やごみが入って



きてしまう。→後日、工事担当課に同行してもらい現場を確認する。（6/1 実施予

定）

・（教頭先生から）度々漏水の警報が出ている。→随時、財産管理課に連絡をして

もらい、様子を見てもらう。

・（校長先生から）大雨になって調理場内に浸水した場合、給食を停止する必要が

あるのか。→浸水の程度による。水をかいて、すぐに消毒ができる程度ならば停

止までは至らないと考えるが、停止する必要がある場合には、備蓄品があるので、

そちらで対応することになる。

・（校長先生から）学校の駐車場が不足しているので、納品口のあるスペースに教

師の車を止めることはできないか。→駐車スペースの話は教育総務課と調整して

ほしい。学校給食課としては、納品が遅れるようなことがないようにしてほしい。



３者打ち合わせ記録（令和３年度第２回 朝霞第四小学校）

１ 日 時 令和３年１１月１２日（金）午後２時３０分から午後３時２０分まで

２ 場 所 朝霞第四小学校 ランチルーム

３ 出席者 〇朝霞第四小学校 ２名

粟飯原校長先生、菊池栄養士

〇東京ケータリング株式会社 ３名

久保マネージャー、冨澤チーフ、廣瀬サブチーフ

〇教育委員会（学校給食課） ３名

長谷課長、坂本浜崎学校給食センター所長、大貫管理係長

４ 内 容

（１）朝霞第四小学校給食調理等業務委託検証報告書（案）について

検証報告書の内容について説明

異物混入や清掃の行き届いていない箇所があることについて、より良くするために

悪い部分もあえて記載している旨説明。

（２）給食運営に係る課題等について

〇学校給食課からの報告

・食材細菌・浮遊菌検査について良好な結果だった。

・教育委員会調理主任の巡回について、清掃が行き届いていない部分があったが、

その後改善されている。新型コロナウイルス感染症の影響で７月から中止してい

たが、１２月から再開したい。

・ネズミ・害虫生息調査自主点検表について、様式が古いもので提出してもらって

いたので、今後新しい様式で提出を依頼。

・献立作成のルールについて確認。食材の発注前に調理員との献立内容の確認が現

在出来ていないとのことだったため、今後実施してもらうよう依頼。

〇アレルギー対応について

【学校から】

・アレルギー対応が煩雑になってきている。事故にならないよう、よく確認をして

いるが、担任が不在の場合などイレギュラーな対応はいつも以上に気を付けなけ

ればならない。（校長先生）

・新入生については入学前に面談等を行い把握しているが、途中でアレルギーが発

生した場合、保護者に病院で検査してもらい学校で把握する必要があるが、難し

い場合がある。学校給食課からもそうした対応が必要である旨周知してほしい。

（校長先生）

・調理員が色々と気を遣って対応してくれているので安心しているが、常に緊張感

を持って対応することが必要と感じている。また、全てに対応するのは難しいの

で、親切すぎるのも良くないと感じている。（栄養士）



・自校給食室を持つ学校で統一的なアレルギー対応になっているが、実情が異なる

ので学校ごとに対応を考えてもいいのではないか。（校長先生）

【委託事業者から】

・除去食にも限界があると感じている。食数で７００食を超えると代替食で対応す

る学校が増えてくる。ただ、食数だけでなくアレルギーの種類などにもよるので

一概には言えない。（マネージャー）

・除去食はリスクがつきものであると捉えて対応する必要がある。アレルギーの種

類によって除去と代替と分ける考えもできるが、なるべく煩雑にしなことが事故

を起こさないために必要だと考える。（マネージャー）

【学校給食課から】

・除去食は、センターでは対応できないため自校給食室を持つ学校のひとつの魅力

になっている。当課でもそのように捉えていることから、リスクとのバランスを

考えて慎重に判断する必要がある。今後の課題としたい。

〇その他

【委託事業者から】

・回転窯のコーティングがはがれてきていて焦げ付きやすくなっている。そのため、

回転窯で作りたいメニューも別の対応が必要になっている。（チーフ）→見積や工

期を確認する。

・給食室の鍵について確認。（マネージャー）→委託事業者に預けている他には学

校で管理している鍵のみ。学校において不審なものが置かれていないかなどチェ

ックは常に行っている。

・労務管理に関する監視の目が厳しくなっている。６時３０分ごろには野菜の納品

があり、それに合わせて社員が出勤する必要がある。残業にならないよう早番・

遅番など担当を決めて対応をしている。（マネージャー）



３者打ち合わせ記録（令和３年度第２回 朝霞第五小学校）

１ 日 時 令和３年１２月１８日（水）午後３時から午後４時まで

２ 場 所 朝霞第五小学校 ランチルーム

３ 出席者 〇朝霞第五小学校 ２名

三好校長、岡田栄養士

〇ハーベストネクスト株式会社 ４名

岡本副部長、友井マネージャー、土屋指導員、澤野チーフ

〇教育委員会（学校給食課） ３名

長谷課長、坂本浜崎学校給食センター所長、大貫管理係長

４ 内 容

（１）事故再発防止策の取組状況について

３月の給食事故を受け作成した、事故報告書にまとめた再発防止策の取組状況につ

いて検証を行いたい。令和４年１月いっぱいで取組状況を確認し、２月でまとめて３

月に教育長に報告する予定。状況の確認に協力を依頼。

献立作成のルールについて確認。 → 食材の発注前に調理員の意見を聞いて、修

正等に応じられるようになっている。

（２）給食運営に係る課題等について

【学校給食課から報告等】

・食材等の細菌検査の結果、少量ではあるが細菌と大腸菌群が確認されている。作

業の見直し等を依頼 → 原因となるような箇所の清掃が行き届いていなかったと

認識している。また、保健所のふき取り検査においても高い数値が出ており、これ

についてはハーベストネクストで後日独自の検査を実施し、改善されていることを

確認。今後は、月に一度の衛生巡回で定期的に確認していく。

また、なるべく岡田栄養士の立ち会いのもと行えるよう、衛生巡回の日程が決ま

ったら早めに岡田栄養士に連絡を入れてもらうよう依頼。

・教育委員会調理主任の巡回について、１１月から再開しており、今後も月一で実

施する予定。課題など共有するように依頼。

・消毒作業を１２月２５日に実施。立ち会いを依頼。

・汁食缶が古くなっているものがあるので、定期的な買替等の要望を依頼。

・エアコンの吹き出し口にカビが見えるので定期的に清掃を依頼。 → 月に１度

エアコンのフィルターを清掃しているのでその際に併せて周囲も清掃する。

・保管庫の緩衝材が外れているものがあるので付け替えを依頼。 → 現在付けて

いるものがウレタンのため劣化してボロボロになってしまい異物混入になりかねな

い。シリコン素材であれば良いのではないか。シールはがしを含めて材料は浜崎学

校給食センターで準備し、ハーベストネクストで張替を行う。

・調理用かご等に劣化が見られる。 → 指摘の物はすでに買替済。



【課題等の共有】

（第五小学校 三好校長）

・調理の遅れによって給食提供が遅れることも仕方ないと思っている。事故がない

よう焦らず業務を行ってほしい。

・食の細い児童が多いので、たくさん食べられるよう工夫してほしい。

・前回の打ち合わせの際に調味料の受払簿が合わないという話があったが、現状は

どうか。 → 大幅にずれることは無くなってきている。

・ノートで連絡を取り合うという話があったが、現状はどうか。 → 基本的に直

接やり取りをするようにしている。栄養士の出張の予定などについてはノートを使

って連絡している。

（ハーベストネクスト 岡本副部長）

・１１月から体制を大幅に変えて運営を開始している。慣れるまで時間がかかる部

分もあるが、毎日のように指導員を配置するなどいい方向に向かうよう進めている。

何かあれば言ってほしい。

（ハーベストネクスト 澤野チーフ）

・配膳用ワゴン４台が故障している。故障しているものは担外等で使っているが、

早めに修理してほしい。 → 浜崎学校給食センターで冬休みの修理を手配済。当

初３台で調整しており、４台一緒に修理に出せるか調整する。

・炊飯器の調子が悪い。以前からたびたび上手く米が炊けないことがあったが、こ

このところ顕著になっている。 → 浜崎学校給食センターで業者を手配する。

・フードプロセッサーが古くなっており、買替してほしい。 → フードカッター

を他の給食室で使っていないものがあるかもしれず、それを移管してもらえれば小

さなフードプロセッサーで事足りる。岡田栄養士が使用状況を確認して購入が必要

なものについては浜崎で検討する。

（岡田栄養士）

・報告書の提出期限について。事象発生から３週間程度しないと報告書が提出され

ない。もっと早く提出してほしい。 → 基本１週間で提出する。

・職員に研修を実施する際に、手袋の使い方について研修をしてほしい。

・友井マネージャーは今後どれくらいの頻度で調理室に入るのか確認したい。

→ 週に１回入れるように調整する。

・ヘルプで入る職員が工程表に反映されておらず、把握が難しい。急遽は仕方がな

いにしても事前に分かっているものは、実態に即したものに適宜修正をしてほしい。

【アレルギー対応について】

朝霞第四小学校で３者打ち合わせを行った際、アレルギー対応が難しくなってきて

いるとの意見があった。５小の現状を確認。

（岡田栄養士）

・パンや麺の日に米飯代替を行ったうえで、別のメニューで除去がある場合には対



応が大変なので、献立作成の際に考えて組む必要がある。

（澤野チーフ）

・米飯代替のお米の炊飯は、通常のメニューの工程とは別で考える必要があるため、

対応に苦慮している。



３者打ち合わせ記録（令和３年度第２回 朝霞第八小学校）

１ 日 時 令和３年１１月１６日（火）午後３時から午後３時５０分まで

２ 場 所 朝霞第八小学校 ランチルーム

３ 出席者 〇朝霞第八小学校 ２名

唐松校長先生、中栄養士

〇一冨士フードサービス株式会社 ４名

田中部長、雨宮マネージャー、横山チーフ、大沼サブチーフ

〇教育委員会（学校給食課） ３名

長谷課長、坂本浜崎学校給食センター所長、大貫管理係長

４ 内 容

（１）給食運営に係る課題等について

〇学校給食課からの報告

・献立作成のルールについて確認。

・委託事業の検証を来年度実施するため、アンケート実施を依頼。やり方や設問内

容については、基本は学校にお任せするが、給食課でも事前に確認をさせてほし

い旨依頼。

・食材細菌・浮遊菌検査について多少ながら細菌や大腸菌群が検出されていた。問

題となる数値ではないが、体制の見直しなどお願いしたい。→原因はすぐには分

からない。本社の保健衛生部門の担当者に場内を確認してもらう。

・教育委員会調理主任の巡回について、これまで結果は良好だった。新型コロナウ

イルス感染症の影響で７月から中止していたが、１２月から再開したい。

〇確認事項・意見等

・（校長先生）分散登校の際、一冨士さんによく協力してもらい対応することがで

きた。教育委員会での決定がギリギリになることが多く、対応に苦慮することが

ある。教育委員会が決定する前に学校・委託事業者・学校給食課で打ち合わせを

行い、給食提供に係る課題などを担当課に伝えてほしい。

・（栄養士）屋上ファンのフィルター清掃の件について、対応後改善したが、今後

定期的な対応が必要になると思う。→財産管理課で見積を取っている。実際の対

応は今後検討する。

・（チーフ）換気が悪く梅雨時など湿気の多い時期、朝来ると床面にカビが生えて

いることがある。朝から清掃の必要があり対応に苦慮している。特に和え物室の

換気が悪い。また、スチームコンベクションオーブンの蒸気をダクトで吸気しき

れていないため水滴が落ちてくることがある。→担当課に伝えて対応を検討する。

・（チーフ）グリストラップ清掃が委託仕様の中に入っているが、底が深く清掃が

難しい。→打ち合わせ後、現場を確認。業者に汚泥引抜きが可能か確認。金額等

も確認して対応を検討する。



・漏水警報について、夏休み以降発報したのは１回のみ。財産管理課で原因を調査

している。

・（学校給食課）エアカーテンについて、設計業者と一緒に現場確認済。当初の予

定よりも出力の弱い機械が設置されていることを設計業者も認めており、対応を

調整中。

・（浜崎センター所長）消毒を１２月２５日に実施する。立ち合いを依頼。

〇アレルギー対応について

・（学校給食課）４小で同様の打ち合わせを行った際、アレルギー対応が難しくな

ってきているとの意見があった。８小の現状を確認したい。

・（栄養士）把握している児童が２５人程度。ほとんどが乳・卵だが、種類が増え

ると対応が難しくなる。米飯代替事業について、同一人物でも食べるパンと食べ

ないパンなど対応が複雑なため負担が大きい。

・（校長先生）担任が出張する際など特に気を付けて対応する必要がある場面があ

る。他市ではアレルギーをパッケージ対応している。アレルギー対応は大きな事

故になる危険性があることを認識して、対応が複雑にならないようにする必要が

ある。



 資料 報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 

 

１ 概要 

令和４年８月からの朝霞第五小学校における学校給食調理等の業務委託を開始するた

め、事業候補者の選定を実施 

 

２ 履行期間 

 令和４年８月１日から令和７年７月３１日まで（３年間） 

 

３ 業務委託内容について 

 業務委託については、給食調理、洗浄作業等の作業的な部分のみを民間に委託するも

ので、献立の作成、食材の選定、購入等の根幹業務や調理指示書の作成、検食等につい

てはこれまでどおり学校や教育委員会で行い、安心安全な学校給食の提供を継続する。 

  

４ 民間委託による効果について 

 民間企業の持つ専門的な知識・技術の活用、また、調理スタッフの流動的な配置によ

る、柔軟な勤務形態などにより業務効率の向上を図ることができる。 

また配膳時等において当該校の児童と調理員との間で挨拶が交わされるなど、日常の

生活においてふれあいや交流を図ることができ、教育活動の一環を担うなどの効果があ

る。 

 

５ 受託業者の選考について 

 本業務は、学校給食がもつ特性により高い専門性や安全性の確保など質の高いサービ

スの提供が求められることから、事業者の選定は、公募型プロポーザルにより実施。 

 

６ スケジュール等 

 （１）申請期限 ※９者応募              令和４年５月１０日（火） 

（２）第一次選定（書類審査）               ５月３０日（月） 

    ※９者中４者通過 

（３）第二次選定（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ審査）        ７月 １日（金） 

    ※事業候補者の決定 

（５）契約締結                ７月下旬 

（６）試食会の実施               ８月中旬～下旬（予定） 

 

７ 事業候補者概要 

 （１）事業者名 一冨士フードサービス株式会社 

 （２）所  在 東京都千代田区神田錦町３－２０ 



〇栄町学校給食センター解体工事

仮囲い・養生・足場

煙突石綿撤去

外構・付帯設備解体 1

内装解体工事

躯体解体工事

基礎・地下解体工事

杭抜き

山留打設・引抜 1 1

整地

６週間

８週間

２週間

資料　 報７

４週間

３週間

２週間

６週間

６週間
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