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Ⅰ．（仮称）門川町学校給食センター整備基本計画 

 

１．基本計画の骨子 

 

（１）門川町内の小学校・中学校全４校に完全給食を提供する。 

（２）学校給食は、給食センターにて調理し、各校に配送する。 

（３）給食センター１施設を建設する。 

   ①令和４年度完成予定（令和３年度～令和４年度建設） 

   ②最大調理能力１，７００食／日（小学校３校分・中学校１校分）とする。 

（４）献立の作成、食材の調達等行政の責任を果たしつつ、調理等の業務については、 

業務委託事業の導入を図る。 

（５）新給食センターの完成後、現調理場はコンテナの受入施設とする。 

 

 

 門川町の学校給食の現状を踏まえ、調理食数が最大１，７００食の学校給食センター

１施設を建設し、各校に配送することで、町立小中学校全校に引き続き完全給食を提供

することとします。長期財政計画等や各諸施策の進行状況等も考慮しながら、令和４年

度の完成を目指します。 

 安全で安心な学校給食の実現のため、献立の作成、食材の調達等について行政として

確実に実施するとともに、調理や配送等については民間事業者の活用による事業コスト

の削減や質の高い公共サービスの提供に努めます。 

 また、新たな施設での供用開始のために、各学校にある現調理場は、コンテナの受け

入れ施設としての改築を基本として整備します。 

 

 

２．（仮称）門川町学校給食センターの基本理念・基本方針 

（１）安全で安心な学校給食の提供 

 安全な食材を選択し、衛生管理を徹底した環境で調理した給食を提供することにより、

安心な学校給食を確保します。また、食物アレルギーを持つ児童・生徒への対応にも留

意します。そのために学校給食衛生管理基準（文部科学省制定）及び大量調理施設衛生

管理マニュアル（厚生労働省作成）に則した施設・設備の整備、運営を行います。 

 

（２）魅力的で温かくおいしい学校給食の提供 

 児童・生徒がさまざまな食材・献立を経験できるようメニューの組み合わせを工夫す

ることによって、魅力あるおいしい献立づくりを進めます。 
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（３）生きる力を身に付けるための食育の推進 

 学校・家庭・地域と連携し、学校給食を生きた教材として積極的に活用することによ

り、児童・生徒の食に関する理解を深め、自己の健康管理に必要な栄養素・食材・料理

等を選択する力を養い、「生きる力を身に付けるための食育」を推進します。 

 

（４）学校給食の安定的な提供 

 学校給食を安定的に提供するために、合理的で効率的な施設整備を行い、長期にわた

って安定した運営を目指します。 

 

（５）防災機能 

 津波浸水区域外に建設することで安全性を確保し、非常時には、町からの炊飯等委託

の可能性や、備蓄倉庫等の設置を視野に入れた施設とします。 

 

３．具体的な取り組み 

（１）安全で安心な学校給食の提供 

 安全な食材を選択し、衛生管理を徹底した環境で調理した給食を提供することにより、

安心な学校給食を確保します。また、食物アレルギーを持つ児童・生徒への対応にも留

意します。そのために学校給食衛生管理基準（文部科学省制定）及び大量調理施設衛生

管理マニュアル（厚生労働省作成）に則した施設・設備の整備、運営を行います。 

 ①食材については、国産材を中心として使用し、遺伝子組換えでない食材の選択や、

食品添加物をできるだけ抑える等、安全性の高いものを使用します。 

 ②ドライ方式・ＨＡＣＣＰ対応の施設とし、時間内に大量調理を実現する調理設備を 

整備した上で、学校給食衛生管理基準、大量調理施設衛生管理マニュアルを順守し、

衛生的な調理業務を行います。 

 ③食物アレルギー対応食については、食物アレルギー対応指針（文部科学省作成）に 

則して安全に調理できる設備を整備します。また、学校給食における食物アレル 

ギー対応の手引き（宮崎県教育委員会作成）を順守し、確実な対応をします。 

 

（２）魅力的で温かくおいしい学校給食の提供 

 児童・生徒がさまざまな食材・献立を経験でき、給食が児童・生徒にとって楽しみな

時間となるよう献立を工夫することによって、魅力あるおいしい献立づくりを進めます。 

 ①季節の食材や、行事食、郷土料理、地場産物を取り入れ、さまざまな調理方法を活

用することにより、より幅広い献立の実現を目指します。 

 ②煮干しやかつお節、鶏がらスープなど、天然の出汁を使い、加工品の使用頻度を抑

えるなど、手作りを心がけます。 

 ③炊飯設備を整備し、温かいご飯を提供します。 
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 ④保温性・保冷性がある二重食缶等を使用し、調理から配送までを効率的に実施するこ

とで、献立に合わせた適切な温度で提供します。 

 

（３）生きる力を身に付けるための食育の推進 

 学校・家庭・地域と連携し、学校給食を生きた教材として積極的に活用することによ

り、児童・生徒の食に関する理解を深め、自己の健康管理に必要な栄養素・食材・料理

等を選択する力を養い、「生きる力を身に付けるための食育」を推進します。 

 ①学校給食摂取基準に基づいた栄養価を確保し、身体の成長や健康の維持増進を図り

ます。 

 ②栄養教諭等が各学校を訪問し、学校と連携して食育授業を実施します。 

 ③地場産物を積極的に給食に取り入れ、地元食材・流通に関する理解を深め、感謝の

心や、地産地消・食品ロス削減に寄与できる力を育てます。 

 ④児童・生徒、保護者等による給食センター施設見学・試食会を積極的に受け入れます。

そのために会議室等の設備を整備します。 

 ⑤給食センターが児童・生徒にとって身近なものとなるよう、積極的に情報発信に努

めます。 

 

（４）学校給食の安定的な提供 

 学校給食を安定的に提供するために、合理的で効率的な施設整備を行い、長期にわた

って安定した運営を目指します。 

 ①施設の耐震化等、安全性を確保し、省エネルギー・省資源に配慮した施設とします。 

 ②調理員の作業動線の確保や空調設備など、作業効率のよい施設・設備を整備するこ

とで、調理員の労働環境、エネルギー効率、費用対効果の向上を目指します。 

 ③長期的な視野に立ち、設備を更新するなど、計画的な維持管理を行います。 

 ④運営に当たっては、業務委託の導入など、業務の効率化を図ります。 

 

（５）防災機能 

 津波浸水区域外に建設することで安全性を確保し、非常時には、町からの炊飯等委託

の可能性や、備蓄倉庫等の設置を視野に入れた施設とします。 

 ①場所を高台の津波浸水区域外とすることで災害時の被害を抑え、被災後でも速やか 

な調理業務の再開に努めます。 

 ②非常時における炊飯等の炊出しが可能となるよう考慮します。 

 ③備蓄倉庫等の設置が可能な施設とします。 
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４．建設地 

 津波浸水区域外の高台に位置する場所で、町有地を優先的に選定し、各校への配

送の利便性や地質調査の結果に問題がない、五十鈴小学校の西側の町有地を候補地

とします。 

 

５．スケジュール 

 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 備 考 

測量設計・地質調査        

基本計画策定        

厨房機器選定        

実施設計        

建 設       
長期財政計画
による予定 

供用開始         
完成後の 2 学
期から 

 

６．その他 

（１）配送計画 

 調理終了後から２時間以内の摂食ができるように、配送ルート・配送校の組み合わせ、

配送車の台数の工夫により効率的な配送計画を組み立てます。また、コンテナやトラッ

クの大きさについても十分に検討します。 

 

（２）厨房機器・食器等の検討   

     安全で効率的に大量調理が行える厨房機器の選定が必要です。また、その配置を事前

によく検討し、工夫することは、安全な作業動線を確保することに繋がり、衛生管理

上非常に重要です。また食器や食缶等については、学校（児童・生徒）にとっても安

全で使い易いものを選定するよう努めます。 

 

（３）費用 

     効率的な施設整備を進めるとともに、財源の検討に努める等、健全な財政運営のため

に必要な協議については適宜進めます。 

 

  

-4- 



Ⅱ．学校給食の概要 
 
１．学校給食の意義・役割（関係法令） 
 
学校給食実施の根拠となる学校給食法は昭和 29年に制定され、栄養改善を主な目的

とした学校給食が、全国各地で実施され、食糧難の時代の子どもたちの成長や健康の保
持増進に大きな役割を果たしました。しかし近年、食生活が豊かになり便利になるにつ
れ、食に関わる状況が大きく変化し、食べ過ぎや栄養バランスの偏り、不規則な食生活
による生活習慣病の増加や、朝食欠食等が社会的な問題ととらえられ、国において社会
全体で「食育」を推進していくため、平成 17年 6月、食育基本法の制定がなされまし
た。そのことを受けて、学校給食法は平成 20年 6月に改正され、それまでの栄養改善
という目的から、食育の推進を図ることへと目的を移行しました。 

 

（１）学校給食法（昭和 29年制定） 

 

学校給食の目標については、学校給食法第 2条に次のとおり規定されています。 

 

①適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

②日常生活における食事について正しい理解を深め健全な食生活を営むことができ

る判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

③学校生活を豊かにし、明るい社交性及び共同の精神を養うこと。 

④食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及

び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

⑤食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を

深め、勤労を重んずる態度を養うこと。 

⑥我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

⑦食糧の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 

 

 

（２）食育基本法（平成 17年制定） 

 

（ⅰ）法の目的 

国民が健全な心身を養い、豊かな人間性を育む食育を推進する。 

 

（ⅱ）食育の位置づけ 

生きる上での基本であり、知育、徳育、及び体育の基礎となるべきもの 

 

（ⅲ）食育基本法の理念（食育基本法第 2条～第 8条より） 

①国民の心身の健康の増進と豊かな人間関係 

②食に関する感謝の念と理解 

③食育推進運動の展開 

④子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割 

⑤食に関する体験活動と食育推進活動の実践 

⑥伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と 

食料自給率の向上への貢献 

⑦食品の安全性の確保等における幅広い食育の役割 
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２．学校給食の内容 
 
 献立作成の際には、文部科学省において決められた「学校給食摂取基準」や門川
町独自の「献立作成上の共通事項」があり、それらに基づいて実施されています。 

 

（１）学校給食摂取基準（文部科学省） 

⇒各栄養素は、子どもが１日に必要な栄養量のおよそ１／３ 

 ただし、日本人が不足しがちなカルシウム等は１日の必要量の約半分 

      家庭での摂取が過剰になりがちな塩分は１／３以下。（１食２ｇ） 

⇒タンパク質源は、肉・魚・大豆の割合が同程度となること。 

（２）献立作成上の共通事項（門川町教育委員会） 

⇒給食は、「１食分の見本となる献立」を基本に、 

門川町独自の共通事項を設定して実施しています。 

・月１回は、日本の郷土料理を取り入れる。 

 ・出汁は天然の出汁を基本とする。 

 ・できるだけ地元でとれた食材を使用する。 

 ・できるだけ二次加工品の使用頻度を抑える。 

    ・揚げ物は週１回程度とする。 

 ・食材の使用頻度の目安を設定。 （詳細は別紙資料のとおり） 

 

３．学校給食の衛生管理 
 学校給食ではＨＡＣＣＰ（危害分析・重要管理点）に 

基づいた衛生管理が行われています。材料の受け入れ 

から調理のすべての工程において、あらかじめ危害を予 

測し、その危害を防止（予防、消滅）するためのポイン 

トを継続的に監視・記録していきます。  

 また、学校給食衛生管理基準（文部科学省制定）及び 

大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省作成）も 

順守して、衛生管理の徹底を図っています。野菜は、 

３槽シンクを使い、流水による３度洗いをします。 

また、すべての材料について、85℃以上で 90秒以上 

の加熱を順守し、その都度記録するとともに、釜入れ、 

加熱、冷却のそれぞれの時間を記録します。 

 その他にも、異物混入を防ぐため、調理員は頭髪が 

全く出ない服装で、調理前にローラーをかけてほこり等 

付着物を取り除き、爪ブラシを使った手洗いをした後、給食室に入ります。健

康チェックは毎朝行い、家族に嘔吐や下痢の症状がないかどうかも確認すると

ともに、月に２回は検便による腸内細菌検査をします。 

 施設については、作業する調理台の上や床などが常に乾いた状態で調理をす

る、ドライ方式という施設が基本となっています。従来の給食室のように床が

コンクリートでできていて、調理の際も清掃時も床を水で濡らした状態でいる

ことは細菌が繁殖しやすく、学校給食衛生管理基準においても、「ドライシステ

ムを導入するよう努めること、また、ドライシステムを導入していない調理場

においてもドライ運用」を図ることとされています。 
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Ⅲ．門川町内学校給食調理場の現状と課題 

 

１．施設状況の比較                 （令和元年６月現在） 

 草川小学校 五十鈴小学校 共同調理場 

給食提供校 草川小学校 
五十鈴小学校・西門川

小学校・西門川中学校 

門川小学校 

門川中学校 

設置形態 自校方式（単独調理場） 親子方式 センター方式 

所在地 

草川小学校敷地内 

 

 

 

 

 

 

 

五十鈴小学校敷地内 

 

 

 

 

 

 

 

門川小学校敷地内 

 

 

 

 

 

 

 

学校敷地面積 9,336㎡ 14,971㎡ 11,502㎡ 

延床面積 160㎡ 186㎡ 462㎡ 

構造 
鉄骨造 

平屋 

鉄筋コンクリート造 

平屋 

鉄筋コンクリート造 

 平屋 

建築年 昭和 63年 8月 昭和 59年 2月 平成 10年 1月 

大規模改修の
有無 無 無 無 

津波浸水区域
の該当 区域内 － 区域内 

方式 
ウェット方式 

（ドライ運用） 

ウェット方式 

（ドライ運用） 
ドライ方式 

学校別・食数 約 340食 

五十鈴小 約 300食 

西門川小 約 25食 

西門川中 約 40食 

合計 約 365食 

※西門小中はＲ元年度まで 

門川小 約 470食 

門川中 約 480食 

合計 約 950食 

アレルギー者数
（うち月に複数日対応

の必要がある者の人数） 
7名（4名） 7名（5名） 15名（5名） 

クラス数 

（いずれも職員分 

1クラスを含む） 

13クラス 

（五小）12クラス 

（西小） 3クラス 

（西中） 3クラス 

（門小）16クラス 

（門中）14クラス 

調理体制 
直営  

4名 

直営  

4名 

委託  

7.5名又は 6.5名／日 
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２．１日あたりの食数の推移（過去３年間）        （単位：食） 

   年度 

学校 

Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 

児童・生徒数 職員数 児童・生徒数 職員数 児童・生徒数 職員数 

門川小 421 44 439 44 430 44 

草川小 298 29 296 30 305 29 

五十鈴小 273 24 268 22 268 28 

西門川小 23 10 19 10 14 11 

門川中 432 39 404 39 447 39 

西門川中 39 14 37 14 27 13 

小 計 1,486 160 1,463 159 1,491 164 

合 計 1,646 1,622 1,655 

 

３．１日あたりの食数の推移（推計）             （単位：食） 

  年度 

学校 

R2 R3 R4 R5 R6 

児童・生徒数 職員数 児童・生徒数 職員数 児童・生徒数 職員数 児童・生徒数 職員数 児童・生徒数 職員数 

門川小 417 44 408 44 393 43 378 43 351 43 

草川小 300 30 270 30 250 29 228 29 225 29 

五十鈴小 278 24 276 24 242 23 231 23 220 23 

門川中 489 45 482 45 462 45 468 45 463 45 

小 計 1,484 143 1,436 143 1,347 140 1,305 140 1,259 140 

合 計 1,627 1,579 1,487 1,445 1,399 

 

主な調理機器 

立体炊飯器 

フライヤー 

真空冷却機 

立体炊飯器 

フライヤー 

真空冷却機 

連続炊飯機・反転機 

ほぐし機・オーブン 

フライヤー・蒸し器 

真空冷却機 

調理場内の様子 
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 単独調理場（自校方式） 親子方式 共同調理場（センター方式） 

概要 
学校の敷地に調理場があり、そこで給食を調
理・提供する方法です。 

調理場を持つ学校（親）が、調理
場がない学校（子）の給食も一括
して調理し、配送する方法です。 

給食センターを建設して、複数の学校の給食を一括調理し、
各学校へ配送する方法です。 

利 点 

①調理から喫食までの時間が短い。 
②学校の校時程の変更等に対応しやすい。 
③児童が調理員の気配を感じられる。 
④栄養教諭・学校栄養職員が学校と連携を図り
やすい。 

①親子方式の「親」側の学校に
ついては、自校方式のメリッ
トと同じ。 

②共同調理場方式には劣るが、
自校方式と比べると調理員
の人員配置が効率的になる。 

①衛生管理、調理作業について調理員へ一括した指導ができる。 
②大量調理のため作業効率が良い。 
③調理員を一か所に集約できるので、効率的な人員配置になる。 
④センター勤務の栄養教諭・学校栄養職員が各学校と連携し
て、統一した食育活動を指導・支援することができる。 

⑤アレルギー対応について、国の基準に従って町としての統
一的な対応ができる。 

⑥町内で献立の統一化、及び、給食費の統一化ができる。 
⑦給食管理主体、及び食材費の支払事務を町で担当するの
で、学校の負担が軽減される。 

課 題 点 

①現在の衛生管理基準に適したドライ方式の
施設ではないため、修繕しながら使用するの
は衛生上のリスクがある。 

②調理員を各調理場に配置する必要があり、人
員配置が非効率的になる。 

③調理機器や調理設備を各施設において整
備・更新する必要があるため、費用がかかる。 

④栄養教諭・学校栄養職員が在籍しない調理場
では、衛生管理や緊急の対応等が難しい。 

⑤栄養教諭・学校栄養職員が在籍しない調理場
では、アレルギー対応食の提供において、か
なり慎重な対応が必要。 

⑥町内で献立の統一化、及び、給食費の統一化
が難しい。 

⑦給食管理者が校長、食材費の支払事務が学校
事務職員となるため、学校の負担が大きい。 

①栄養教諭・学校栄養職員が在
籍しない学校では、アレルギ
ー対応食の提供において、か
なり慎重な対応が必要。 

②町内で献立の統一化、及び、
給食費の統一化が難しい。 

③給食管理者が校長、食材費の
支払事務が学校事務職員と
なるため、学校の負担が大き
い。 

一般的に課題と 
されていること      

⇒ その対応策・解決策 

①児童が調理員を目にする機
会が少なくなる。 
 
②栄養教諭・学校栄養職員の
配置数が現状より少なくなる
可能性が高い。  
③食中毒や異物混入等により
給食停止が発生した場合、食
数が多いため影響が大きい。 
④調理から喫食までの時間が
長い。 
 
 
⑤学校の校時程の変更等に対
応しづらい場合がある。 

⇒積極的に見学を受け入れ
るとともに、給食感謝週間
等を利用した交流を図る。 
⇒食育等に関する充実を図
るため、学校との連携を密
にし、体制づくりをする。 
⇒ドライ方式の調理場とな
ることで食中毒や異物混入
のリスクを低減させること
ができる。 
⇒食缶やコンテナの機能が
上がっており、保温食缶・
保冷食缶等を使用すること
で解決できる。 
⇒事前に学校と協議をするこ
とで、可能な限り対応する。 

その他 
大規模な改修が必要。 
各調理場で調理機器等の更新が必要。 

どちらかの調理場を改築する必
要があるが、現在の場所では面積
が不足するため、実施は困難。 

まとまった用地確保及び建設が必要。 
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４．各調理場方式の利点・課題点の比較 



Ⅳ．本町の学校給食における関連計画等 

 
学校給食センターが関連する本町の計画等について 

 

１．第５次門川町長期総合計画 後期計画（平成 29年度～平成 32年度） 

 第３編第２節 就学前教育・義務教育の充実 

 【具体的施策】２教育環境の整備 

①校舎の改築と施設の整備近代化 

   校舎の老朽化に伴い、改築・大規模改造などの維持補修に努め、ゆとりある施設

と近代化を推進します。また、施設の改修については、非構造部材の整備、ユニバ

ーサルデザインの活用を図り、将来を見据えた機能的な施設整備を促進します。 

 

２．第二次門川町教育振興基本計画（平成 28年度～平成 32年度） 

 第２章 門川町の教育の現状と課題及び主な取組 

目標Ⅳ 教育環境の整備・充実 

 施策１ 教育施設の整備・充実 

 （３）給食共同調理場の建設 

    現在、町には給食調理場が 3箇所（門川小、草川小、五十鈴小）あります

が、内 2箇所は津波による被害が想定される所に位置しています。また、調

理機器が古くなってきていることも踏まえ、防災機能を備えた新しい共同調

理場の建設が望まれています。今後、建設に向け、調査、研究を行います。 

 

３．地域防災計画（平成 27年 3月 3日制定、平成 29年 11月 22日一部改正）  

 第２編 南海トラフ地震防災対策推進計画編 

  第１章 計画の趣旨 

   第４節 実施事業の種類と達成期間 

    （１）学校給食共同調理場の高台移設（平成 27年～37年度） 

       高台に避難所や備蓄倉庫を兼ねた施設を設置する。 
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【資料：門川町学校給食の献立作成基準】 

                  年 間 献 立 作 成 計 画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     門川町教育委員会 
Ｈ31.3.20作成 

≪献立作成上の共通事項≫ 

１．季節感をだす（旬の食材の使用、行事食） 
２．月１回は、日本の郷土料理を取り入れる。 
３．和・洋・中が混在しないようにする。 
４．出汁は天然の出汁を基本とする。（洋風・中華風 
は鶏ガラスープ等、和風は昆布やいりこ等） 

５．主食、主菜、副菜を明記する。 
（主食兼主菜と汁物等、２皿の組み合わせの場合は、 
果物又はヨーグルト等を付ける。） 

６．できるだけ二次加工品の使用頻度を抑える。 
７．揚げ物は週１回程度とする。 
８．学校給食摂取基準を満たすものとする。 

（充足率９０％～１２０％の範囲内とする。 
ただし、鉄については８０％以上とする。） 

９．適量・使用頻度を確認する。 

【適量の目安】 

 適量（ｇ） 最低ライン（ｇ） 

汁物 220～240 200 

煮物 180～200 160 

炒め物 140～160 140 

サラダ 60～85 55 

添え物 30～35 30 

【使用頻度の目安】 

  食品群名 頻度 

魚 

週１回 
きのこ 

海藻類 

種実類 

いも 
週２回 

豆腐 

小魚 
月２回 

豆 

緑黄色野菜 毎日２０ｇ以上 

淡色野菜 毎日７０ｇ以上 

果物 月１回以上 

月 行事 行事食 旬の食材料 
季節・行事を取り 

入れた献立 
月別重点目標 

郷土料理（ふるさと知事

ネットワーク） 

８・９ 

敬老の日・彼岸・運動

会・十五夜 

お月見献立 さんま・めひかり・さつま
いも・栗・里芋・なす・小
豆・なし・あおぎりみかん・
冬瓜・巨峰 

冬瓜の汁物・里芋のそ
ぼろ煮・さんまのかば
焼き・栗ごはん・めひ
かりのから揚げ 

夏の疲れをとる
食事をしよう。 

 
青森県 

山形県 
石川県 
福井県 

山梨県 
長野県 
三重県 

滋賀県 
奈良県 
鳥取県 

島根県 
高知県 
熊本県 

宮崎県 
鹿児島県 
（１５県） 

10 

運動会・秋祭 

目の愛護デ― 

目によい献立 魚（鮭・さんま・さば）・栗・
さつまいも・きのこ・みか
ん・下記・ごぼう・なし・
ブルーベリー 

大学芋・魚（鮭・さん
ま・さば）料理・きの
こ料理・栗ごはん 

秋の味覚を楽し

もう。 

11 
地産地消推進月間 郷土料理 里芋・れんこん・きのこ類・

さつまいも・りんご・梅・
みかん・大豆 

のっぺい汁・柿なま
す・きのこシチュー・
里芋の煮物 

宮﨑の食材を知

ろう。 

12 

冬至 

クリスマス 

南瓜料理 

クリスマス料理 

鮭・大根・白菜・ねぎ・か
ぶ・ほうれん草・ブロッコ
リー・ゆず・りんご・みか
ん・黒皮かぼちゃ 

チキン料理・白菜のク
リーム煮・南瓜のそぼ
ろ煮・どさんこ汁 

バランスのとれ
た食事で風邪を
予防しよう。 

１ 

七草・正月 

全国学校給食週間 

おせち料理 ぶり・ブロッコリー・カリ
フラワー・かぶ・ほうれん
草・千切大根・七草・白菜・
水菜・ぽんかん 

雑煮・紅白なます・千
切大根の炒め煮・七草
料理 

給食の歴史を知
り、感謝して食べ
よう。 

２ 

節分 節分料理 いわし・大豆・白ネギ・ほ
うれん草・レタス・大根・
小松菜・白菜・はっさく・
ぶんたん・春菊・あおさ・
ぶり・きんかん 

いわし料理・大豆料
理・すき焼きに・ブリ
大根・小松菜料理 

温かい料理を食
べて体力をつけ

よう。 

３ 

ひな祭 

卒業式 

ひな祭献立 

赤飯 

鯵・小松菜・菜の花・ひじ
き・日向夏・いちご・山菜・
にんじん・玉ねぎ・あおさ・
清美オレンジ 

菜の花料理・鯵の竜田
揚げ・赤飯・お祝い料
理 

一年間の食事を
ふりかえろう。 

４ 

入学式 カレーライス かつお・さわら・春キャベ
ツ・たけのこ・にんじん・
えんどう・新じゃがいも・
山菜・新たまねぎ・にら・
あまなつ 

たけのこ料理・新じゃ
がいもの料理・春キャ
ベツの料理・新たまね
ぎのサラダ 

学校給食につい

て知ろう。 

５ 

こどもの日 

八十八夜 

こどもの日献立 

たけのこ寿司 

えんどう・新たけのこ・ピ
ーマン・トマト・いんげん・
かつお・アスパラガス・南
瓜・きびなご・ズッキーニ・
新茶・じゃがいも・キャベ
ツ 

若竹汁・アスパラのソ
テー・じゃがいも料
理・かしわ餅 

朝食の大切さを

知ろう。 

６ 

歯と口の健康週間 

食育月間 

かみかみ献立 とうもろこし（上旬）・ごぼ
う・なす・いんげん・枝豆・
トマト・ミニトマト・すい
か・ゴーヤ・きびなご・南
瓜・ズッキーニ 

きんぴらごぼう・かみ
かみサラダ・枝豆の塩
茹で・ゴーヤ料理 

骨や歯をつくる食品を
たくさん食べよう。 

７ 
七夕 

土用丑の日 

七夕献立 なす・かぼちゃ・きゅうり・
大葉・トマト・ピーマン・
ゴーヤ・すいか・冬瓜 

ナス料理・夏野菜のカ
レー・七夕汁 

夏バテをしない
ようにしっかり
食べよう。 
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（仮称）門川町学校給食センター整備基本計画 
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