
 平成２７年度第２回 

国立市立学校給食センター運営審議会次第 

 

                     日時 ：平成２７年９月２５日（金）午後２時 

                   場所 ：国立市立学校第一給食センター会議室 

  

 

１．開 会 

 

２．議 題 

 （１）会長選出 

 （２）事業報告について （資料１） 

 （３）学校給食費の収支状況について（８月３１日）（資料２） 

 （４）給食センター更新について（資料３） 

 （５）会議録について 

（６）その他 

 

 ３．閉 会 
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資料１ 

 

平成２７年度事業報告（７月２３日から９月２５日まで） 

 

年月日等 事業内容 

平成２７年 

７月 
２３日（木） 

平成２７年度第１回運営審議会 

多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会献立研究部会 

講演会 給食は栄養士からのメッセージ 

「食教育の教材としての献立作り」 

３０日（木） 食品衛生推進員講習会 食品衛生に関する知見 

８月  ３日（月） 物資納入登録業者選定委員会（第二学期分、８・９月分） 

 ４日（火） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会献立研究部会 

実習：東京ガス業務用厨房ショールーム 

 ７日（金） 

多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会職員合同研修会 

多摩立川保健所「食中毒予防について」及び公益財団法人東京都学

校給食会による研修会 

１１日（火） 地場野菜打合せ（８・９月分） 

２５日（火） 平成２７年国立市教育委員会第８回定例会 

２６日（水） 中学校配膳員安全衛生講習会 

２７日（木） 中学校調理員安全衛生講習会 

２８日（金） 二学期給食開始（中学校）、第5回衛生委員会 

３１日（月） 小学校配膳員安全衛生講習会 

９月 
 １日（火） 

小学校調理員安全衛生講習会 

献立作成委員会（７月分の意見と１０月分の審議） 

 ２日（水） 二学期給食開始（小学校） 

７日（月） 地場野菜打合せ（１０月分） 

８日（火） 栄養連絡会（国立市） 

１１日（金） 物資納入登録業者選定委員会（１０月分） 

１５日（火） 衛生委員会 

１７日（木） 学校給食費収支状況監査（８月３１日現在） 

２５日（金） 平成２６年度第２回運営審議会 
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○放射性物質の測定について 

 

 外部検査機関（株式会社同位体研究所）での検査  
 

品目 産 地 
測定結果 
報 告 日 

放射性物質の濃度（㏃/㎏） 
ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137） 

実測値 実測値 実測値 

6月3日飲用牛乳 
群馬県太田市 
（東毛酪農業）

6月 4日 ND（＜0.8） ND（＜0.8） ND（＜1.0） 

生クリーム 北海道 6月 4日 ND（＜0.8） ND（＜0.7） ND（＜1.0） 

バター 北海道 6月 4日 ND（＜0.8） ND（＜0.8） ND（＜0.9） 

6月3日小学校給
食 

― 6月 4日 ND（＜0.8） ND（＜0.5） ND（＜1.0） 

6月3日中学校給
食 

― 6月 4日 ND（＜0.8） ND（＜0.8） ND（＜1.0） 

キャベツ 茨城県 6月 4日 ND（＜0.8） ND（＜0.7） ND（＜0.8） 

人参 
千葉県 
市川市 

6月 5日 ND（＜0.8） ND（＜0.7） ND（＜1.0） 

人参 
千葉県 
銚子市 

6月 11日 ND（＜0.8） ND（＜0.7） ND（＜1.0） 

6月17日飲用牛
乳 

群馬県太田市 
（東毛酪農業）

6月 18日 ND（＜0.7） ND（＜0.7） ND（＜0.8） 

あゆ 山口県 6月 18日 ND（＜0.9） ND（＜0.8） ND（＜1.0） 

冷）いか耳そうめ
ん 

岩手県 
青森県 
北海道 

6月 18日 ND（＜0.8） ND（＜0.8） ND（＜1.0） 

水菜 茨城県 6月 18日 ND（＜0.9） ND（＜1.0） ND（＜1.0） 

����������������������������������������������������������������������������������������とうもろこし 埼玉県 6月29日 ND（＜0.8） ND（＜0.9） ND（＜1.0） 

うなぎの蒲焼
刻み 

愛知県 6月29日 ND（＜0.9） ND（＜0.7） ND（＜1.0） 

7月1日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

7月 2日 ND（＜0.9） ND（＜0.8） ND（＜1.0） 

さやいんげん 千葉県 7月 2日 ND（＜1.0） ND（＜0.9） ND（＜1.0） 

冷凍ミックス
ビーンズ 

北海道 
秋田県 
山形県 

7月 2日 ND（＜0.8） ND（＜0.7） ND（＜1.0） 

えのき茸 長野県 7月 2日 ND（＜0.8） ND（＜0.8） ND（＜1.0） 

ぶなしめじ 長野県 7月 2日 ND（＜0.9） ND（＜0.7） ND（＜1.0） 

エリンギ 長野県 7月 2日 ND（＜1.0） ND（＜0.8） ND（＜1.0） 

�����������������������������������������������������������������������������������������7月15日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

7月16日 ND（＜0.8） ND（＜0.8） ND（＜1.0） 

干ししいたけ
スライス 

大分県 7月16日 ND（＜0.8） ND（＜0.9） ND（＜1.0） 

コショー 
マレーシア 
インドネシア

等 
7月16日 ND（＜0.9） ND（＜0.9） ND（＜1.0） 



- 3 - 

 

7月15日 
小学校給食 

― 7月16日 ND（＜0.8） ND（＜0.8） ND（＜1.0） 

7月15日 
中学校給食 

― 7月16日 ND（＜0.8） ND（＜0.9） ND（＜1.0） 

れんこん 茨城県 8月21日 ND（＜0.7） ND（＜0.5） ND（＜0.7） 

さつまいも 千葉県 8月21日 ND（＜1.0） ND（＜0.9） ND（＜0.9） 

レトルト 
大豆 

茨城県 8月21日 ND（＜1.0） ND（＜0.9） ND（＜1.0） 

さんま 
甘露煮 

千葉県 
北海道 

8月21日 ND（＜0.9） ND（＜1.0） ND（＜0.9） 

生なめこ 長野県 8月21日 ND（＜0.8） ND（＜0.8） ND（＜1.0） 

生せん切り 
ごぼう 

茨城県 8月21日 ND（＜1.0） ND（＜1.0） ND（＜1.0） 

調理用 
牛乳 

千葉県 
岩手県 
北海道他 

8月21日 ND（＜0.9） ND（＜0.7） ND（＜1.0） 

※括弧内の数値は定量下限値で、NDは定量下限値にて不検出を意味します。 

放射性セシウム基準値 牛乳：50Bq/kg、一般食品：100 Bq/kg 
 
 

給食センターでの検査 

 

  測 定 日：平成２７年６月１日から７月１６日、８月２８日から９月２５日までの給食実施日 

  検   体：飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食（提供給食は飲用牛乳を除く） 

  検査結果：検出限界値にて不検出 

  検出限界値：ヨウ素（約2.4㏃/㎏）、セシウム134（約3.2㏃/㎏）、セシウム137（約3.3㏃/㎏） 
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給食物資（７月使用分）の産地について 
 

  学校給食に使用する主な食材の産地は次のとおりです。なお、市場の供給量によっては変更になる場合もありますが、
出荷制限となったものは使用いたしません。備考は自治体のホームページ等、国立市による過去の検査から情報収集し
たものを参考として記載しています。なお、字体が太いものは学期契約等の物資です。使用予定物資も含まれています。 

 ○お米等（放射性セシウム暫定規制値： 100㏃/㎏） 

種 類 産 地                 備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

精白米 

長野県 Ｈ26.10/17外部検査機関による測定（セシウム134検出限界値0.6、セシウム137検出限界値0.8未満） 

栃木県 Ｈ26.10/17外部検査機関による測定（セシウム134検出限界値0.8、セシウム137検出限界値1.0未満） 

秋田県 Ｈ26.9/25湯沢市（セシウム134検出限界値1.9、セシウム137検出限界値1.4未満） 

七分搗米 秋田県  

赤味噌（長野県、北海道）、白味噌（北海道、長野県） 

菜種油 オーストラリア 

ごま油 ナイジェリア・タンザニア 

ＡＢＣマカロニ カナダ 

温麺 アメリカ、カナダ 

ひとくちいももち 北海道 

もち玄米 佐賀県、北海道 

精白米、キャベツメンチ 国立産 

○牛乳・乳製品等（放射性セシウム基準値： 50㏃/㎏（牛乳）、100㏃/㎏（乳製品）） 

種  類 産 地               備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

牛 乳 
群馬県 

東毛酪農業協同組合 

2/26東毛酪農業協同組合測定（セシウム134、セシウム137不検出） 

調理用牛乳 
群馬県 

東毛酪農業協同組合 

2/26東毛酪農業協同組合測定（セシウム134、セシウム137不検出） 

バター 北海道 6/3国立市による検査（セシウム134定量下限値0.8未満、セシウム137定量下限値0.9未満） 

生クリーム 北海道 6/3国立市による検査（セシウム134定量下限値0.7未満、セシウム137定量下限値1.0未満） 

コーヒミルク 群馬県  

厚焼卵 新潟県、富山県 

  ＊牛乳の備考欄日付は牛乳飲用した日です。 
  (注)産地の表記について、豪州＝オーストラリア。 
○野菜・果物（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 

種  類 産 地               備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

ごぼう 
青森県 
群馬県 

Ｈ26.9/22三沢市（セシウム134定量下限値15.0未満、セシウム137定量下限値10.0未満） 
6/4太田市（セシウム134定量下限値4.1未満、セシウム137定量下限値4.4未満） 

キャベツ 茨城県 6/11日立市（セシウム134定量下限値11未満、セシウム137定量下限値10未満） 

小松菜 
埼玉県 
東京都 

6/29.30狭山市（セシウム134定量下限値5.0未満、セシウム137定量下限値4.2未満） 
6/25府中市（セシウム134定量下限値6未満、セシウム137定量下限値5未満） 

大根 
岩手県 
青森県 
千葉県 

6/10山田町（セシウム134検出限界値6.33未満、セシウム137検出限界値5.81未満） 

6/17六ヶ所村（セシウム134検出限界値15.0未満、セシウム137検出限界値10.0未満） 

Ｈ26.10/21成田市（セシウム134検出限界値6.0未満、セシウム137検出限界値5.5未満） 

長ねぎ 
茨城県 
千葉県 

6/8結城市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値9未満） 

4/27横芝光町（セシウム134検出限界値4.1未満、セシウム137検出限界値6.0未満） 

えのき茸 長野県 
Ｈ26.9/8外部検査機関による測定（セシウム134検出限界値0.8、セシウム137検出限界値0.9

未満） 

エリンギ 長野県  

ぶなしめじ 長野県 2/26外部検査機関による測定（セシウム134検出限界値0.7、セシウム137検出限界値1.0未満） 

ほうれん草 
東京都 
群馬県 

5/26大田区内（セシウム134検出限界値5未満、セシウム137検出限界値6未満） 
5/14沼田市（セシウム134検出限界値4.4、セシウム137検出限界値4.4） 

さやいんげん 
千葉県 
茨城県 

6/9野田市（セシウム134検出限界値5.7未満、セシウム137検出限界値4.3未満） 
6/8桜川市（セシウム134検出限界値11未満、、セシウム137検出限界値8未満） 

ピーマン 茨城県 2014.6/9鹿嶋市（セシウム134検出限界値11、セシウム137検出限界値9未満） 

チンゲン菜 茨城県 4/20下妻市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値9未満） 

水菜 茨城県 4/20下妻市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値9未満） 

とうもろこし 群馬県、埼玉県 

なす 神奈川県、栃木県 

セロリ― 長野県 Ｈ26.5/29松本市（セシウム134検出限界値5.3未満、セシウム137検出限界値4.6未満） 

トマト 

神奈川県 

千葉県 

栃木県 

3/16藤沢市（セシウム134検出限界値4.2未満、セシウム137検出限界値5.0未満） 

5/26匝瑳市（セシウム134検出限界値4.4未満、セシウム137検出限界値5.8未満） 

 

パセリ 長野県 

冬瓜 神奈川県、愛知県 
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じゃがいも 長崎県、千葉県、茨城県 6/9山武市（セシウム134検出限界値5.4未満、セシウム137検出限界値5.7未満） 

生姜 高知県、千葉県 Ｈ26.9/30山武市（セシウム134検出限界値6.3未満、セシウム137検出限界値5.3未満） 

にら 茨城県 11/25筑西市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値8未満） 

きゅうり 神奈川県 3/23平塚市（セシウム134検出限界値4.1未満、セシウム137検出限界値4.2未満） 

ズッキーニ 
長野県、千
葉県 

5/22山武市（セシウム134検出限界値4.8未満、セシウム137検出限界値5.0未満） 

にがうり 
宮崎県 
茨城県 

6/22古河市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値9未満） 

人参 
青森県 

北海道 
6/8おいらせ町（セシウム134検出限界値15.0未満、セシウム137検出限界値10.0未満） 

玉ねぎ 

兵庫県 

群馬県 

愛知県 

4/30安中市（セシウム134検出限界値3.7未満、セシウム137検出限界値4.7未満） 

(注)備考欄の*については、国のホームページの情報を掲載しています。 

種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 

白菜 長野県 赤ピーマン 

岩手県

高知県 

千葉県 

オクラ 鹿児島県 
にんに

く 
香川県 

グリーンアスパラ 長野県 国産はちみつ 
東京都

立川市 
葉ねぎ 高知県   

○野菜・果物（加工品） 

種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 

ハスカップ

ゼリー 
北海道 レモン果汁 和歌山県 

シークワーサー

ゼリー 
沖縄県 キラキラ餅 和歌山県 

河内晩柑シ
ャーベット 

愛知県 

高知県 
七夕ゼリー（もも） 

山梨県、長野県、山

形県、新潟県、青森

県、秋田県 

冷凍りんご 青森県 切干大根 宮崎県 

長芋スティ
ック 

青森県 
おからこんにゃく

ミンチ 

北海道、愛知県、岐

阜県 
梅肉ペースト 紀州 

冷凍ミックス

ビーンズ 

北海道、秋田

県、山形県 

 
○野菜・果物（地場野菜） 

種  類 使  用  予  定  日 

ピーマン 7/8 

たまねぎ 7/2、3、8、9 

なす 7/3、8 

にんじん 7/1、2、3、6、8、10、13、14、15、 

じゃがいも 7/3、8、9、10、 

はちみつ 7/8 

きゅうり 7/8 

トマト 7/2、8 

精白米 7/8 

 
○魚介・海藻類（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏）  

種 類 産 地 種 類 産 地 

ちりめんじゃこ 宮崎県 あゆ 山口県 

○魚介（加工品） 

種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 

いか切身 ペルー、 メルルーサ切身 アルゼンチン さけ切身 北海道 

いか耳そうめん 岩手県、青森県、北海道 笹かまぼこ アメリカ 星ちらし蒲鉾 アメリカ、北海道 

星型なると巻き アメリカ、タイ 極細かまぼこ アメリカ ソイ切身 アメリカ 

冷凍もずく 沖縄県 うなぎ蒲焼刻み 愛知県 炊き込みわかめ 三陸 

○肉・肉加工品（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 

種  類 産地         備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

鶏むね肉、 
山梨県、長野県、
静岡県 

Ｈ26，7/4国立市による検査（山梨県 セシウム134定量下限値0.9未満、セシウム137定量下限値

1.0未満） 

豚肩肉 群馬県、茨城県 5/26前橋市（セシウム134測定下限値8.3未満、セシウム137測定下限値9.8未満） 

ショルダーベーコン 埼玉県  

ぎょうざ 群馬県  

カットウインナー 茨城県  

星型ハンバーグ 佐賀県  

粗挽きフランクフルト 埼玉県  
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給食物資（8・9月使用分）の産地について 
 

  学校給食に使用する主な食材の産地は次のとおりです。なお、市場の供給量によっては変更になる場合もありますが、
出荷制限となったものは使用いたしません。備考は自治体のホームページ等や国立市による過去の検査から情報収集し
たものを参考として記載しています。なお、字体が太いものは学期契約等の物資です。使用予定物資も含まれています。 

 ○お米等（放射性セシウム暫定規制値： 100㏃/㎏） 

種 類 産 地                 備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

精白米 
長野県 Ｈ26.10/17外部検査機関による測定（セシウム134検出限界値0.6、セシウム137検出限界値0.8未満） 

栃木県 Ｈ26.10/17外部検査機関による測定（セシウム134検出限界値0.8、セシウム137検出限界値1.0未満） 

七分搗米 秋田県  

白味噌（北海道、長野県、徳島県） 

ごま油 ナイジェリア・タンザニア・ブルキナファソ 

おはぎ（ぼたもち） 北海道 

冷凍うどん 国産 

月見だんご 栃木県他 

白玉団子、チョコレート蒸しパン、蒸し中華麺 アメリカ 

トッポギ 富山県 

 
○牛乳・乳製品等（放射性セシウム基準値： 50㏃/㎏（牛乳）、100㏃/㎏（乳製品）） 

種  類 産 地               備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

牛 乳 
群馬県 

東毛酪農業協同組合 

6/25東毛酪農業協同組合測定（セシウム134、セシウム137不検出） 

バター 北海道 6/3国立市による検査（セシウム134定量下限値0.8未満、セシウム137定量下限値0.9未満） 

生クリーム 北海道 6/3国立市による検査（セシウム134定量下限値0.7未満、セシウム137定量下限値1.0未満） 

プレーンオムレツ 新潟県、富山県 

豆乳マヨネーズ オーストラリア 

厚焼卵 群馬県、栃木県、新潟県 

国産はちみつ 東京都 

  ＊牛乳の備考欄日付は牛乳飲用した日です。 
○野菜・果物（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 

種  類 産 地               備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

ごぼう 群馬県 6/4太田市（セシウム134定量下限値4.1未満、セシウム137定量下限値4.4未満） 

キャベツ 

北海道 
東京都 
群馬県 
茨城県 
青森県 

 
6/5西東京市（セシウム134定量下限値5未満、セシウム137定量下限値5未満） 
7/6沼田市（セシウム134定量下限値5.6未満、セシウム137定量下限値5.1未満） 
6/11日立市（セシウム134定量下限値11未満、セシウム137定量下限値10未満） 

小松菜 東京都 6/25府中市（セシウム134定量下限値6未満、セシウム137定量下限値5未満） 

長ねぎ 
青森県 
岩手県 

7/30五戸町（セシウム134定量下限値15未満、セシウム137定量下限値10未満） 
8/3雫石町（セシウム134定量下限値9.36未満、セシウム137定量下限値8.12未満） 

えのき茸 長野県 7/2外部検査機関による測定（セシウム134検出限界値0.8、セシウム137検出限界値1.0未満） 

エリンギ 長野県 7/2外部検査機関による測定（セシウム134検出限界値0.8、セシウム137検出限界値1.0未満） 

ぶなしめじ 長野県 7/2外部検査機関による測定（セシウム134検出限界値0.7、セシウム137検出限界値1.0未満） 

白ぶなしめじ 長野県 ぶなしめじ7/2外部検査機関による測定（セシウム134検出限界値0.7、セシウム137検出限界値1.0未満） 

生なめこ 長野県 8/21外部検査機関による測定（セシウム134検出限界値0.8、セシウム137検出限界値1.0未満） 

ほうれん草 
栃木県 
群馬県 
岩手県 

6/23茂木町（セシウム134検出限界値4.3、セシウム137検出限界値3.7） 
5/14沼田市（セシウム134検出限界値4.4、セシウム137検出限界値4.4） 
7/7一関市（セシウム134検出限界値7.68、セシウム137検出限界値7.57） 

ピーマン 

茨城県 

岩手県 

青森県 

2014.6/19神栖市（セシウム134検出限界値11、セシウム137検出限界値8未満） 
7/22岩手町（セシウム134検出限界値9.44、セシウム137検出限界値10.2） 
7/15青森市（セシウム134検出限界値15.0、セシウム137検出限界値10.0） 

赤ピーマン 
高知県 

千葉県 

 
ピーマン7/7四街道市（セシウム134検出限界値5.2、セシウム137検出限界値5.4） 

さつまいも 千葉県 8/4香取市（セシウム134検出限界値6.2、セシウム137検出限界値6.3） 

チンゲン菜 
茨城県 

静岡県 

4/20下妻市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値9未満） 

水菜 茨城県 4/20下妻市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値9未満） 

なす 
群馬県、 

茨城県 

6/24沼田市（セシウム134検出限界値5.4未満、セシウム137検出限界値5.2未満） 

7/6古河市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値8未満） 

セロリ― 長野県 Ｈ26.5/29松本市（セシウム134検出限界値5.3未満、セシウム137検出限界値4.6未満） 

パセリ 茨城県 Ｈ24.9/18行方市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値11未満） 

きゅうり 群馬県 7/6安中市（セシウム134検出限界値5.0未満、セシウム137検出限界値5.0未満） 

玉ねぎ 北海道  
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里芋 
鹿児島県 

千葉県 Ｈ26.12/2香取市（セシウム134検出限界値5.3未満、セシウム137検出限界値4.5未満） 

かぶ 青森県 こかぶ、6/8野辺地町（セシウム134検出限界値15.0未満、セシウム137検出限界値10.0未満） 

レタス 
長野県 

茨城県 

リーフレタス、7/8東御市（セシウム134検出限界値5.0未満、セシウム137検出限界値4.3未満） 

3/16古河市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値9未満） 

にら 
栃木県 

茨城県 

7/28那須町（セシウム134検出限界値3.6未満、セシウム137検出限界値3.1未満） 

Ｈ26.11/25筑西市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値8未満） 

にんにく 青森県  

白菜 長野県 Ｈ26.6/10小海町（セシウム134検出限界値4.1未満、セシウム137検出限界値4.7未満） 

チンゲン菜 
茨城県 

静岡県 

4/20下妻市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値9未満） 

れんこん 茨城県 6/24土浦市（セシウム134検出限界値11未満、セシウム137検出限界値8未満） 

(注)備考欄の*については、国のホームページの情報を掲載しています。 

種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 

とうもろこし 北海道 かぼちゃ 北海道 にがうり 宮崎県 生むき栗 国産 人参 北海道 

じゃがいも 北海道 生姜 高知県 大根 北海道 葉ねぎ 福岡県 巨峰 山梨県、長野県 

ブロッコリー 北海道、長野県 

○野菜・果物（加工品） 

種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 

冷凍ミック

スビーンズ 
国産 

みかん１号缶 

ホール 
国産 

冷凍カットじゃ

がいも 
国産 きなこ 北海道 

カップ納豆 北海道 蒸し黒豆 北海道 冷凍金時豆 北海道 冷凍むき枝豆 宮崎県 

カットゼリ
ー（りんご） 

山形県 
おからこんにゃく

ミンチ 

北海道、愛知県、岐

阜県 
冷凍カット里芋 大分県 

たくあん千切

り 

埼玉県、群馬

県、茨城県 

冷凍石垣島
生パイン 

沖縄県 野菜コロッケ 北海道 
じゃが持ちボー

ル 
国産 

りんごシロッ

プ漬け 
青森県 

メロンゼリー 北海道 すだちゼリー 徳島県 
豆腐ひじきハン

バーグ 

栃木県 

青森県 

岩手県 

カリカリ梅 紀州 

りんごパイ 

カナダ 

アメリカ 

青森県 

豆乳かぼちゃプリ

ン 

国立産かぼちゃ 

国産豆乳使用 
安納焼き芋 鹿児島県 切干大根 宮崎県 

○野菜・果物（地場野菜） 

種  類 使  用  予  定  

日 

じゃがいも 8/28、9/3、10、14、17 

なす 9/2 

はちみつ 9/24 

○魚介・海藻類（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏）  

種 類 産 地 種 類 産 地 種類 産地 

ちりめんじゃこ 愛知県 青のり 徳島県 たらこ アラスカ 

○魚介（加工品） 

種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 

ホキ切身 ニュージーランド いかボール ペルー沖 さけ切身 北海道 

いかナゲット ペルー沖 ところてん 式根島 あじフィレ ベトナム 

いわしフィレ 青森県 あじのさんが焼き 長野県、北海道 もみじ蒲鉾、月見ちらし蒲鉾 アメリカ、北海道 

冷凍もずく 沖縄県 極細かまぼこ アメリカ 八丈ムロメンチ 八丈島 

さば切身 ノルウエー 笹かまぼこ アラスカベーリング海 いわしさつま揚げ 駿河湾、北海道 

いかてんぷら ペルー さんま甘露煮 千葉県、北海道 
8/21外部検査機関による検査（セシウム134定量下限値
1.0未満、セシウム137定量下限値0.9未満） 

○肉・肉加工品（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 

種  類 産地         備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

鶏むね肉、 
山梨県、長野
県、静岡県 

Ｈ26，7/4外部検査機関による測定（山梨県 セシウム134定量下限値0.9未満、セシウム137定量下

限値1.0未満） 

鶏むね肉ひき肉・もも肉 山梨県 Ｈ26，7/4外部検査機関による測定（セシウム134定量下限値0.9未満、セシウム137定量下限値1.0未満） 

豚肩肉・バラ肉 群馬県 Ｈ26，7/4外部検査機関による検査（セシウム134定量下限値0.9未満、セシウム137定量下限値1.0未満） 

春巻 愛知県、鹿児島県 

ショルダーベーコン、ポークハム、カットウインナー 埼玉県 

豚肩肉短冊 茨城県 4/9外部検査機関による検査（セシウム134定量下限値1.0未満、セシウム137定量下限値1.0未満） 

ポークミートボール、ぎょうざ 群馬県 
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国立市立学校給食センターについて 

 
 
＜給食センターの沿革＞ 
昭和 41 年 9 月に学校給食の

早期実現を望む 19,000 名に及
ぶ署名請願が町議会に出され、

各校方式かセンター方式かの

議論の末、昭和 42年 11月に小、
中学校同時にセンター方式で

学校給食を実施することが決

定された。 
翌昭和 43 年 1 月に給食セン

ター建設に着手、9月 9日に小
中学校 7校(当時小学校 5校、中
学校 2校)5,400食を対象に完全
給食が実施された。児童生徒の増加により隣接地に第二給食センターを建設し昭和 51年 1
月 12日から 3校(三小、七小、一中)2,616食を対象に給食を実施した。  
 昭和 52年 9月に児童と生徒の栄養基準量の違いから、第一給食センターを小学生、第二
給食センターを中学生対象とし、現在に至っている。 
 
＜学校給食施設更新の検討経過＞ 
１．国立市立学校給食センター運営審議会答申（Ｈ18.6） 

【骨子】 

 ・早急に新たな施設を設ける必要がある状態 

 ・自校方式が優れるが財政的な裏付けが必要 

 ・運営形態の如何に関わらず市が責任を持って安全性に配慮し、運営するべき 

 

２．給食センター施設・整備性能診断調査結果（Ｈ19.4） 

【概要】 

・実際に建物、設備及び調理状況を現地調査した結果、ドライ運用がなされていない点、

また施設全体が狭隘であり、十分な機器配置、作業空間が確保できない状態や、明確

な衛生区画が確保されていない現状からして、「安心・安全」な学校給食を目指すため

には早急な対策が必要 

・「防鼠防虫措置」「結露対策」「床下ピット浸水対策」などは緊急な課題 
・中長期的な視点では、「改修」「建替え(現在地)」「新設(別途敷地)」を検討する必要 

資料３ 



2 
 

・「改修」については、コストを掛けても満足のいく結果にはならないこと、「建替え」

については法規制の問題や給食の長期間停止などクリアすべき課題が大きいこと、「新

設」についてはより良いものを作れる可能性は高いが、新しい土地の確保や予算措置

が必要 
・設計・建設に最短でも2から3年を要するため、早期の判断が必要となる。 

 

３．学校給食センター施設整備検討委員会（Ｈ19.9） 

【報告概要】 

・現在地での建て替え、改修は、法的規制のクリアーや、敷地に余裕がないため提供食

数に対する施設規模が不十分 
・文部科学省の基準はもとより、衛生管理上有効な施設とはなりえないと判断 
・給食の停止期間の長期化も考慮し、別途土地を確保して、新築する方向  
・運営形態等、事業コストの削減や、より質の高い学校給食サービスの提供を目指す 
・保護者等の理解を得ながら、事業推進のため、コンサルタントを起用し公共施設等の

建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した新しい事

業手法(PFI手法等)も選択肢として検討 

 
４．給食センター運営審議会の意見書（Ｈ21.6） 
【概要】 
 ・現給食センターの老朽化は極めて緊急度の高い課題であり、新たな土地を求めての給

食センターの建て替えは、市の事業の中でも最優先して早期に実現すべき施策である 
 
 
＜現在想定される課題＞ 
１．施設・設備等の老朽化 
・建築後 30年以上が経過しており、学校給食センターが最も重視すべき衛生面において
高いレベルで維持する事を考慮すると、新給食提供施設整備の必要性が高い。 

  

(注釈)ドライシステム（運用）とは 
床に水が落ちない構造の施設・設備、機械・器具を使用し、床が乾いた状態で作業するシ

ステムです。 
ドライ運用とは、ウエットシステムの調理場においてもドライシステムと同様、床を 
乾かした状態で使うことです。このことで床に有機物や水分を落とさないため細菌の繁 
殖を防止できるとともに、床からの跳ね水による食品の汚染も防止できます。また、ド 
ライ使用・ドライ運用は、長いゴム前掛や長靴の必要がないため、調理従事者の身体の 
負担軽減にもなります。 
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(注釈)ＨＡＣＣＰとは  
 1995年に改正された食品衛生法の中に「総合衛生管理製造過程」の承認制度が導入さ
れる。食品の品質、安全を管理するための規格で、「危害分析」「重要管理点の分析」や「記

録及び各種文書の保管」などを基本的な原則としている。あらかじめ、HACCPプランと
いわれるマニュアルを作成し、日常の衛生管理を機械的に行うことにより、原菌の汚染や

増殖を防止して、食中毒などの食品による事故を予防する。 

２．安全・衛生の確保 
・学校給食衛生管理基準や HACCPへ対応（非汚染区域の分離、一方通行の動線確保
等）した施設整備が必要である。 

 
３．食育への取り組み 
・試食会や給食提供施設見学の機会を利用した給食への理解の促進を図る必要がある。 
・食農教育を含む更なる地産地消の推進が必要である。 
・施設整備に伴い、アレルギー除去食または代替食の提供等について検討する必要が

ある。 
 
４．公共施設としての役割 
・将来の児童・生徒数の動向に見合った給食サービスの提供が必要である。 
・公共施設として、環境負荷への対応、災害時の対応、バリアフリー、地域貢献など

を検討する必要性が存在するとが考えられる。 
 
５．立地状況 
・H19調査において、給食センターの①改修、②改築（同一敷地内での建替え）、③新
築（別途敷地）の判断を行うことが課題と示されている。 

・現敷地は第二種住居地域であり、法的にクリアすべき課題が多い。 
  

給食センターは、建築基準法上その構造等から工場に分類されるため、市街化区

域内に建設する場合、建設可能な用途地域は、工業専用地域か準工業地域となる。 
ただし、その他の用途地域に建設する場合は、建築基準法第 48 条ただし書き「特
定行政庁が住居の環境を害する恐れがないと認め、又は公益上やむを得ないと認め

て許可した場合においては、この限りではない」の適用が必要。 
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＜今後の検討に関する方向性（予定）＞ 
給食施設整備に関する整備基本計画策定にあたっては下記項目について検討を進める予定 
 
１． 基本的な考え方及び前提条件の整理 

今後の国立市の学校給食のありかたを検討するにあたり、まず、国立市における

学校給食を取り巻く環境や財政状況、過去の検討経過や課題、将来の食数の推計、

周辺自治体の状況等を整理 
 
２．給食提供手法の検討 

給食を提供する手法としては、主に、自校方式、親子方式、センター方式、デリ

バリー方式の 4つが存在。 
「国立市立学校給食センター運営審議会答申（Ｈ18.6）」等の過去の検討結果

を最大限尊重したうえで、各手法の特徴や全国の動向等を把握するとともに、多面

的に比較・評価し、国立市にもっとも適した提供手法を検討 
 
３．給食提供に係る事業手法の検討 

給食を提供する事業手法としては、現在の公設公営方式の他に、公設民営方式、

PFI手法等、民間事業者の知見・アイディアを活用する手法も存在 
今後の国立市の給食提供にあたり、より質の高い給食を提供でき、かつ財政負担

を削減できる事業手法を、定量的および定性的に検討 
 
４．基本計画案の策定 

上記検討を踏まえ、今後の国立市の学校給食のあるべき姿を示した理念を策定す

るとともに、今後の施設整備に向けた基本的な方針・計画である方向性を示した「国

立市学校給食施設整備基本計画（仮称）」を策定 


