
 平成２５年度第５回 

国立市立学校給食センター運営審議会次第 

 

                     日時 ：平成２６年２月２０日（木）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）事業報告について（資料１） 

 

  （２）学校給食費収支状況について（資料２） 

 

  （３）残菜について（資料３） 

 

  （４）平成２６年度事業計画について（資料４） 

 

  （５）その他 

 

３．閉 会 
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資料１ 

 

平成２５年度事業報告（平成２５年１１月２８日から２月２０日まで） 

 

年月日等 事業内容 

１１月 ２８日（木） 平成２５年度第３回運営審議会 

１２月  ３日（火） 献立作成委員会（１１月分の意見と１月分の審議） 

１０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（第７回） 

立川市：①アレルギー対応について 

１２日（木） 地場野菜打合せ（１月分） 

１３日（金） 
センター見学（国立第六小学校３年生） 

物資納入登録業者選定委員会（第三学期分、１月分） 

２４日（火） 
第二学期給食終了（小、中学校） 

平成２５年国立市教育委員会第１２回定例会 

平成２６年 

１月 
 ７日（火） 

配膳員安全衛生講習会 

献立作成委員会（１２月分の意見と２月分の審議） 

 ８日（水） 調理員安全衛生講習会 

 ９日（木） 第三学期給食開始（小、中学校） 

１４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（第８回） 

稲城市：試食、施設見学、稲城市における食育について 

地場野菜打合せ（２月分） 

１７日（金） 物資納入登録業者選定委員会（２月分） 

２３日（木） 
平成２５年度第４回運営審議会（視察） 

立川市学校給食共同調理場 

２８日（火） 平成２６年国立市教育委員会第１回定例会 

２月  ３日（月） 出前授業（国立第五小学校５年生）バランス良く何でも食べよう 

 ４日（火） 献立作成委員会（１月分の意見と３月分の審議） 

１２日（水） 地場野菜打合せ（３月分） 

１３日（木） 学校給食費収支状況監査（１２月３１日現在） 

１４日（金） 

物資納入登録業者選定委員会（新規登録審査、３月分） 

多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会場長会（第３回） 

小平市：平成２６年度役員について、情報交換①給食費の改定②生

活保護世帯給食費の代理納付③児童手当からの給食費納入④段

ボールの売り払い④デザート類の保管 

１７日（月） 給食主任会 

２０日（木） 
出前授業（国立第三小学校３年生）牛乳（酪農）について 

平成２５年度第５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  
 

 第19回検査結果（測定日１１月２９日） 

品目 産 地 
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）
11 月 13 日飲用牛乳 群馬県 ND(<0.7) ND(<0.9) ND(<1.0) 

11 月 27 日飲用牛乳 群馬県 ND(<0.6) ND(<0.9) ND(<1.0) 

さ つ ま い も 千葉県 ND(<0.8) ND(<0.9) 1.5(0.9) 

ほ う れ ん 草 茨城県 ND(<1.0) ND(<0.8) ND(<0.9) 

だ し 昆 布 北海道 ND(<0.8) ND(<0.9) ND(<1.0) 

  千葉県産のさつま芋は使用を控え、１２月６日の小学校のくろまめさつま芋ご飯のさつま芋は徳島県

産のさつま芋を使用した。 

 第20回検査結果（測定日１２月１２日） 

品目 産 地 
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）
12 月 11 日飲用牛乳 群馬県 ND(<0.7) ND(<0.9) ND(<0.9) 

調 理 用 牛 乳 千葉県 ND(<0.9) ND(<0.8) ND(<1.0) 

生 若 布 三 陸 ND(<0.8) ND(<0.7) ND(<1.0) 

 第21回検査結果（測定日１２月１９日） 

品目 産 地 
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）
12 月 18 日飲用牛乳 群馬県 ND(<0.8) ND(<1.0) ND(<0.8) 

特 別 栽 培 米 宮城県 ND(<0.7) ND(<1.0) ND(<1.0) 

精 白 米 栃木県 ND(<0.7) ND(<1.0) ND(<0.8) 

 第22回検査結果（測定日１２月２６日） 

品目 産 地 
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）
こ ん に ゃ く 群馬県 ND(<0.7) ND(<0.8) ND(<1.0) 

 第23回検査結果（測定日１月１６日） 

品目 産 地 
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）
1 月 1 5 日飲用牛乳 群馬県 ND(<0.7) ND(<0.9) ND(<1.0) 

1 月 15 日小学校提供給食  ND(<0.9) ND(<0.9) ND(<1.0) 

1月15日中学校提供給食  ND(<0.8) ND(<0.9) ND(<0.9) 

 第24回検査結果（測定日１月３１日） 

品目 産 地 
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）
1 月 2 9 日飲用牛乳 群馬県 ND(<0.9) ND(<0.9) ND(<1.0) 

煮 干 し 千葉県 ND(<0.9) ND(<0.8) ND(<1.0) 

黄 桃 缶 詰 山県県 ND(<0.7) ND(<0.8) ND(<1.0) 

 ※ND：定量下限値にて不検出 

 給食センターでの検査 
 

  測 定 日：平成２５年１１月２１日から１２月２４日までと１月９日から２月１３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㏃/㎏） 



平成２５年１２月５日 
 
 
 保護者の皆様 
 
 
 
                           国立市立学校給食センター 
                            所長  村 山  幸 浩 
                                 （公印省略） 
 
 
 

学校給食食材等の放射性物質の測定検査について（お知らせ） 
 
 

 日頃、学校給食へのご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 
 さて、給食センターにおけるNaIシンチレーション検出器内蔵ガンマ線放射能モニターによる測

定、１１月２９日に株式会社同位体研究所による学校給食食材等の放射性物質の検査を実施いたし

ましたのでお知らせします。 
 
１．給食センターでの放射性物質の測定結果について（１１月１３日から１２月３日まで） 

 

  検査食材は、飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食の３品目とし、毎日、給食を提供す

る前に放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、137）を測定しています。提供給食は、

飲用牛乳を除いた給食まるごとをフードプロセッサーにかけたものです。 

  検査の結果、１１月１３日から１２月３日までの飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食

については、放射性物質は検出されませんでした。なお、検出限界値は、放射性ヨウ素131 が約

2.4Bq/kg、放射性セシウム134が約3.2Bq/kg、放射性セシウム137が約3.3Bq/kg です。詳しく

は、ホームページをご覧ください。 

 

２．株式会社同位体研究所による放射性物資の測定結果について 

品目 産 地 測定日 
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 基準値 実測値 基準値 実測値 

11 月 13 日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業） 

11月29日 ND（＜0.7） 50 ND（＜0.9） 50 ND（＜1.0）

11 月 27 日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業） 

11月29日 ND（＜0.6） 50 ND（＜0.9） 50 ND（＜1.0）

さつま芋 千葉県 11月29日 ND（＜0.8） 100 ND（＜0.9） 100 1.5（0.9）

ほうれん草 茨城県 11月29日 ND（＜1.0） 100 ND（＜0.8） 100 ND（＜0.9）

だし昆布 北海道 11月29日 ND（＜0.8） 100 ND（＜0.9） 100 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。 

 

  検査の結果、千葉県産のさつま芋については、微量のセシウムが検出されましたが、食品衛生

法の基準値を大幅に下回っています。 

  なお、千葉県産のさつま芋の使用は控え、１２月６日の小学校のくろまめさつま芋ご飯のさつ

ま芋は、徳島県産を使用します。 



平成２５年１２月１８日 
 
 
 保護者の皆様 
 
 
 
 
                           国立市立学校給食センター 
                            所長  村 山  幸 浩 
                                 （公印省略） 
 
 
 

学校給食食材等の放射性物質の測定検査について（お知らせ） 
 
 
 

 日頃、学校給食へのご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 さて、給食センターにおけるNaIシンチレーション検出器内蔵ガンマ線放射能モニターによる測

定、１２月１２日に株式会社同位体研究所による学校給食食材等の放射性物質の検査を実施いたし

ましたのでお知らせします。 
 
１．給食センターでの放射性物質の測定結果について（１２月４日から１２月１６日まで） 

 

  検査食材は、飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食の３品目とし、毎日、給食を提供す

る前に放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、137）を測定しています。提供給食は、

飲用牛乳を除いた給食まるごとをフードプロセッサーにかけたものです。 

  検査の結果、１２月４日から１２月１６日までの飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食

については、放射性物質は検出されませんでした。なお、検出限界値は、放射性ヨウ素131 が約

2.4Bq/kg、放射性セシウム134が約3.2Bq/kg、放射性セシウム137が約3.3Bq/kg です。詳しく

は、ホームページをご覧ください。 

 

２．株式会社同位体研究所による放射性物資の測定結果について 

 

品目 産 地 測定日 
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 基準値 実測値 基準値 実測値 

12 月 11 日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業） 

12月12日 ND（＜0.7） 50 ND（＜0.9） 50 ND（＜0.9）

調理用牛乳 

千葉県 
原乳：北海道、
 岩手、茨城、
 千葉県  

12月12日 ND（＜0.9） 50 ND（＜0.8） 50 ND（＜1.0）

生 若 布 三陸 12月12日 ND（＜0.8） 100 ND（＜0.7） 100 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。 

 



平成２６年２月１０日 
 
 
 保護者の皆様 
 
 
                           国立市立学校給食センター 
                            所長  村 山  幸 浩 
                                 （公印省略） 
 
 

学校給食食材等の放射性物質の測定検査について（お知らせ） 
 
 

 日頃、学校給食へのご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 さて、給食センターにおけるNaIシンチレーション検出器内蔵ガンマ線放射能モニターによる測

定、平成２５年１２月１９日及び２６日、１月１６日及び３１日に株式会社同位体研究所による学

校給食食材等の放射性物質の検査を実施いたしましたのでお知らせします。 
 
１．給食センターでの放射性物質の測定結果について 

 （平成２５年１２月１７日から１２月２４日まで、１月９日から２月３日まで） 
 

  検査食材は、飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食の３品目とし、毎日、給食を提供す

る前に放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、137）を測定しています。提供給食は、

飲用牛乳を除いた給食まるごとをフードプロセッサーにかけたものです。 

  検査の結果、１２月１７日から１２月２４日まで、１月９日から２月３日までの飲用牛乳、小

学校提供給食、中学校提供給食については、放射性物質は検出されませんでした。なお、検出限

界値は、放射性ヨウ素 131 が約 2.4Bq/kg、放射性セシウム 134 が約 3.2Bq/kg、放射性セシウム

137が約3.3Bq/kgです。詳しくは、ホームページをご覧ください。 
 

２．株式会社同位体研究所による放射性物資の測定結果について 
 

品目 産 地 測定日 
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 基準値 実測値 基準値 実測値 

12月18日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業） 

12月19日 ND（＜0.8） 50 ND（＜1.0） 50 ND（＜0.8）

特別栽培米 
ひとめぼれ 

宮城県 12月19日 ND（＜0.7） 100 ND（＜1.0） 100 ND（＜1.0）

精白米 
あさひの夢 

栃木県 12月19日 ND（＜0.7） 100 ND（＜1.0） 100 ND（＜0.8）

こんにゃく 群馬県 12月26日 ND（＜0.7） 100 ND（＜0.8） 100 ND（＜1.0）
1月15日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業） 

1月16日 ND（＜0.7） 50 ND（＜0.9） 50 ND（＜1.0）

1月15日 
小学校提供給食 

 － 1月16日 ND（＜0.9） 100 ND（＜0.9） 100 ND（＜1.0）

1月15日 
中学校提供給食 

 － 1月16日 ND（＜0.8） 100 ND（＜0.9） 100 ND（＜0.9）

1月29日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業） 

1月31日 ND（＜0.9） 50 ND（＜0.9） 50 ND（＜1.0）

煮干し 千葉県 1月31日 ND（＜0.9） 100 ND（＜0.8） 100 ND（＜1.0）
黄桃缶詰 山形県 1月31日 ND（＜0.7） 100 ND（＜0.8） 100 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。 



給食物資（１月使用予定分）の産地について 
 
 学校給食に使用する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、放射性物資の測定検査を実施している自治体のホームページから主に１１月以降の情報を中心に引用し、種類に

よっては、検出下限値等は個々にありますがまとめて表示しています。なお、種類の字体が太いものは学期契約等の物資です。 

 

 ○お米（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 

山形県 6/4、11/7（３種）国立市による検査（セシウム 134 定量下限値 0.8～0.9 未満、セシウム 137 定量下限値 1.0 未満 ） 

宮城県 特別栽培米：12/19国立市による検査（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）

栃木県 精白米：12/19国立市による検査（セシウム134定量下限値1.0未満、セシウム137定量下限値0.8未満） 

玄米 長野県 精白米：11/7国立市による検査（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） 

もち米 岩手県  

○牛乳・乳製品（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 

11/13、27、12/11、19国立市による検査（セシウム134定量下限値0.9～1.0未満、セシウム137
定量下限値0.8～1.0未満） 

調理用牛乳 
群馬県 
東毛酪農業協同組合 

 

バター 北海道 6/27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）

生クリーム 北海道 6/27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）

チーズ 
北海道、オーストラリア、 
ニュージーランド、オランダ 

 

○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） 

えのき茸 長野県 
11/25、12/9中野市、11/30茅野市、富士見町、11/30、12/1原村（セシウム134・137合計定量下限値25未満）
6/27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1.0未満） 

エリンギ 長野県 
9/24上田市（セシウム134・137合計定量下限値25未満） 
8/21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） 

かぶ 
埼玉県 

11/18、19所沢市、東松山市、川島町、11/25、26毛呂山町、小川町、11/29～12/3横瀬町、12/9、10白岡市 
（セシウム134検出限界値3.99～5.7未満、セシウム137検出限界値4.3～5.8未満） 

千葉県  

キャベツ 
神奈川県 11/11横須賀市、藤沢市（セシウム134検出限界値4.63～4.73未満、セシウム137検出限界値4.84～5.51未満）
愛知県  

きゅうり 
千葉県 10/29鎌ヶ谷市、11/26匝瑳市、12/3印西市（セシウム 134 検出限界値 4.3～6.1 未満、セシウム 137 検出限界値 4.7～5.6 未満 ）
宮崎県  

ごぼう 青森県 
9/10五戸町、9/18六戸町、9/19つがる市、9/25十和田市、三沢市、六ヶ所村、10/15東北町 
（セシウム134測定下限値15未満、セシウム137測定下限値10未満） 

小松菜 
埼玉県 

11/25、26川越市、11/29～12/3熊谷市、12/9、10飯能市、和光市、新座市 
（セシウム134検出限界値4.04～5.49未満、セシウム137検出限界値4.81～6.01未満） 

東京都 
11/11足立区、葛飾区、江戸川区、狛江市、11/18府中市、多摩市、稲城市、日野市、11/25日の出町 
（セシウム134検出限界値5未満、セシウム137検出限界値5～7未満） 

里芋 
東京都 9/29檜原村（セシウム134検出限界値5未満、セシウム137検出限界値5未満） 
神奈川県 10/11座間市（セシウム134検出限界値3.88未満、セシウム137検出限界値4.61未満） 

春菊 千葉県 
11/5館山市、旭市、11/12流山市、11/19香取市、12/3鎌ヶ谷市、東庄町 
（セシウム134検出限界値4.5～5.1未満、セシウム137検出限界値4.7～5.7未満） 

大根 

茨城県 10/15牛久市（セシウム134検出下限値12未満、セシウム137検出下限値10未満） 

千葉県 
11/5館山市、旭市、11/6習志野市、11/26長南町、12/3南房総市、香取市、御宿町 
（セシウム134検出限界値4.0～5.5未満、セシウム137検出限界値4.4～5.9未満） 

神奈川県 10/31中井町、11/18、12/2三浦市（セシウム 134 検出限界値 4.90～5.50 未満、セシウム 137 検出限界値 4.39～5.86 未満）

チンゲン菜 
群馬県 9/22、24太田市、10/27、28前橋市（セシウム 134 検出限界値 3.6～5.9 未満、セシウム 137 検出限界値 4.6～5.6 未満） 
茨城県 10/28下妻市（セシウム134検出下限値9未満、セシウム137検出下限値8未満） 

長ねぎ 
青森県 9/2東北町、七戸町、9/5青森市、10/9八戸市（セシウム 134 測定下限値 15 未満、セシウム 137 測定下限値 10 未満 ） 

茨城県 
10/28結城市、11/11下妻市、11/11、12/9常総市、11/18稲敷市、坂東市、11/26阿見町（セシウム134検出下限
値9～10未満、セシウム137検出下限値8～10未満） 

生なめこ 長野県 
11/13飯山市、11/25、12/6、9中野市（セシウム134・137合計定量下限値25未満） 
11/7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1.0未満） 

にら 
群馬県 9/22、24伊勢崎市、11/14～18前橋市（セシウム 134 検出限界値 3.9～4.3 未満、セシウム 137 検出限界値 5.1～5.4 未満）
千葉県  
静岡県  

人参 千葉県 
11/5勝浦市、八街市、佐倉市、11/12酒々井町、長柄町、11/19四街道市、白井市、12/3旭市、南房総市 
（セシウム134検出限界値4.4～6.7未満、セシウム137検出限界値4.5～6.3未満） 

にんにく 青森県 7/23藤崎町、8/7三沢市、8/29新郷村（セシウム134測定下限値15未満、セシウム137測定下限値10未満） 
根みつば 茨城県  

白菜 茨城県 
10/28下妻市、坂東市、11/11八千代町、11/18常総市、11/25古河市 
（セシウム134検出下限値11～12未満、セシウム137検出下限値9～13未満） 

葉ねぎ 
埼玉県  
千葉県 11/12佐倉市（セシウム134検出限界値4.8未満、セシウム137検出限界値6.2未満） 



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

ピーマン 茨城県 
10/1神栖市（セシウム134検出下限値9未満、セシウム137検出下限値9未満） 
5/17国立市による検査（セシウム134定量下限値1.0未満、セシウム137定量下限値0.7未満） 

ぶなしめじ 長野県 
12/9中野市、12/16飯田市、松川町、高森町、阿南町、下條村、天龍村（セシウム 134・137 合計定量下限値 25 未満） 
6/27国立市による検査（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） 

ほうれん草 
茨城県 11/29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） 

埼玉県 
11/29～12/3狭山市、志木市、小川町、美里町、12/9、10越生町、川島町、小鹿野町、東秩父村 
（セシウム134検出限界値3.8～5.9未満、セシウム137検出限界値4.88～6.9未満） 

まいたけ 長野県 8/21国立市による検査（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） 

もやし(大豆) 埼玉県 6/13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） 

りんご 青森県 

11/1黒石市、鯵ヶ沢町、11/5つがる市、板柳町、11/6青森市、平川市、11/7、12弘前市、11/7西目屋村、11/11
藤崎町、田舎館村、11/12大鰐町、11/18五所川原市、八戸市、十和田市、七戸町、11/19五戸町、11/20鶴田町、
11/21三戸町、田子町、11/22南部町（セシウム134測定下限値15未満、セシウム137測定下限値10未満） 
りんごピューレ：8/21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1.0未満） 

 
種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 

あずき 北海道 ささげ 岡山県 セロリー 静岡県、愛知県 マッシュルーム 岡山県 

赤ピーマン 高知県 さつまいも 鹿児島県、徳島県 せり 茨城県 みかん 愛媛県 

かぼちゃ 北海道 じゃがいも 北海道 玉ねぎ 北海道 パセリ 千葉県 

カリフラワー 神奈川県 生姜 熊本県 プチヴェール 静岡県 レタス 兵庫県、香川県 

○野菜・果物（加工品） 

種  類 産 地 備  考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

青大豆 山形県 
大豆：10/9酒田市、10/15鶴岡市、10/21新庄市、10/23長井市、山形市、10/24川西町、10/29村山市、
10/31河北町（セシウム 134 測定下限値 3.1～5.2 未満、セシウム 137 測定下限値 4.2～6.6 未満） 

干し椎茸 大分県、愛媛県 8/21国立市による検査（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） 
ミックスド 
フルーツ 

山形県 
黄桃：山形県、白桃：山形県、青森県、みかん：神奈川県、りんご：青森県、山形県 
10/3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0.9未満） 

わらび 
（水煮） 

青森県 
5/30平内町、5/31七戸町、6/4弘前市、6/20田子町 
（セシウム134測定下限値15未満、セシウム137測定下限値10未満） 

秋田県  
 

種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 
かんぴょう 栃木県 大豆 北海道、愛媛県 ホールコーン 北海道 

各種ゼリー 

りんご： 
 青森県、山形県
青りんご：長野県
みかん：国産、
いよかん：愛媛県
パイン：沖縄県

切干大根 宮崎県 納豆 大豆：北海道 パイン缶 パイン：沖縄県 

果汁 
レモン：和歌山県
ゆず：福岡県 

筍(水煮等) 
大分県、福岡県、
鹿児島県、熊本県

ホールトマト 
北海道、山形県、
愛知県、岐阜県 

ぜんまい（水煮） 
徳島県、高知県、
新潟県、青森県 

○野菜・果物（地場野菜） 

種  類 使   用   日 種  類 使   用   日 

キャベツ 17日、20日、21日、28日、29日、31日 大根 9日、10日、14日 

ほうれん草 14日、21日、27日、28日、30日 さといも 10日、23日 

白菜 15日、21日、23日、27日、30日   

○魚介・海藻類（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 
種 類 産 地             備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界を示す） 

さけ 北海道 
10/3、19、11/12渡島沖、10/4、11北海道・青森県沖太平洋、10/5宗谷沖、10/15、11/6オホーツク沖、10/15
石狩沖、10/22根室沖（セシウム 134 検出限界値 0.318～0.476 未満、セシウム 137 検出限界値 0.304～0.683 未満） 

コンブ 北海道 だし昆布：11/29国立市による検査（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）

ホタテ 青森県 
11/5、18、27、12/9野辺地町、11/9、12/5むつ市、12/10外ヶ浜町（セシウム134測定下限値15未満、セシ
ウム137測定下限値10未満） 

ワカメ 三陸 12/12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） 
  

種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 
アジ タイ しらす干し 和歌山県 ニギス 石川県 メヒカリ 愛知県 
あさり インド、パキスタン タイ 愛媛県 煮干し 九州、鳥取県 芽ひじき 長崎、山口、熊本、広島県

甘エビ 北欧 タラ ロシア ブリ 鹿児島県 メルルーサ アルゼンチン 

イカ 南太平洋、ペルー ツナ キハダマグロ：ベトナム むきエビ マレーシア もずく 沖縄 

サワラ 中国 トビウオ 八丈島 ムロアジ 八丈島   

○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、鶏もも肉 
山梨県 

鶏むね肉 
9/12国立市による検査（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）

長野県  
静岡県  

豚肩肉、豚バラ肉 群馬県 
11/27沼田市、桐生市、12/18富岡市、玉村町（セシウム 134 測定下限値 9.7～9.9 未満、セシウム 137 測定下限値 7.9～8.7 未満 ）
9/12国立市による検査（セシウム134定量下限値1.0未満、セシウム137定量下限値0.8未満）

豚肩肉、ポークハム、 
ウインナー 

茨城県 
豚肉：11/13茨城町、12/11行方市（セシウム 134 検出下限値 9未満、セシウム 137 検出下限値 8未満 ） 
7/18国立市による検査（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）

ソーセージ 埼玉県 
豚肉：11/13熊谷市、鴻巣市（セシウム134・137合計検出限界値25未満） 
ポークハム：6/13国立市による検査（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）



給食物資（２月使用予定分）の産地について 
 
 学校給食に使用する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、放射性物資の測定検査を実施している自治体のホームページから主に１２月以降の情報を中心に引用し、種類に

よっては、検出下限値等は個々にありますがまとめて表示しています。なお、種類の字体が太いものは学期契約等の物資です。 

 

 ○お米（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 

山形県 H25.6/4、11/7（３種）国立市による検査（セシウム 134 定量下限値 0.8～0.9 未満、セシウム 137 定量下限値 1.0 未満 ）

宮城県 特別栽培米：H25.12/19国立市による検査（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 ） 

栃木県 精白米：H25.12/19国立市による検査（セシウム134定量下限値1.0未満、セシウム137定量下限値0.8未満）

玄米 長野県 精白米：H25.11/7国立市による検査（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）

もち米 岩手県  

 
○牛乳・乳製品（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 

H25.12/11、18、1/15国立市による検査 
（セシウム134定量下限値0.7～0.9未満、セシウム137定量下限値0.9～1.0未満） 

調理用牛乳 
群馬県 
東毛酪農業協同組合 

 

バター 北海道 H25.6/27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）

生クリーム 北海道 H25.6/27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）

チーズ 
北海道、オーストラリア、 
ニュージーランド、オランダ 

 

 
○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） 

えのき茸 長野県 
1/8飯山市、栄村、1/14長野市、1/20上田市、中野市、長和町（セシウム134・137合計定量下限値25未満） 
H25.6/27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1.0未満） 

エリンギ 長野県 
1/20青木村（セシウム134・137合計定量下限値25未満） 
H25.8/21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） 

かぶ 
茨城県  

埼玉県 
H25.12/9、10白岡市、12/13～17秩父市、新座市、三郷市、宮代町 
（セシウム134検出限界値3.85～6.17未満、セシウム137検出限界値4.60～5.96未満） 

カリフラワー 
茨城県  
埼玉県 H25.11/25、26吉川市、上里町（セシウム 134 検出限界値 4.63～5.58 未満、セシウム 137 検出限界値 4.72～5.51 未満 ） 

キャベツ 
千葉県 H25.12/3長南町、栄町、1/7南房総市、1/14勝浦市（セシウム 134 検出限界値 3.7～6.3 未満、セシウム 137 検出限界値 5.2～6.0 未満 ）
愛知県  

きゅうり 
埼玉県 1/20、21吉見町（セシウム134検出限界値4.72未満、セシウム137検出限界値4.82未満） 
山梨県  

ごぼう 
青森県 H25.9/25十和田市、三沢市、六ヶ所村、10/15東北町（セシウム 134 測定下限値 15 未満、セシウム 137 測定下限値 10 未満 ）

埼玉県 H25.11/18、19東松山市、11/25、26、上里町（セシウム 134 検出限界値 3.95～5.3 未満、セシウム 137 検出限界値 4.70～5.2 未満 ）

小松菜 
埼玉県 

H25.11/25、26川越市、11/29～12/3熊谷市、12/9、10飯能市、和光市、新座市 
（セシウム134検出限界値4.04～5.49未満、セシウム137検出限界値4.81～6.01未満） 

東京都 
H25.11/18府中市、多摩市、稲城市、日野市、11/25日の出町、1/20足立区、葛飾区、江戸川区 
（セシウム134検出限界値5～6未満、セシウム137検出限界値5～7未満） 

里芋 埼玉県 
H25.11/25、26川越市、杉戸町、12/13～17毛呂山町 
（セシウム134検出限界値3.99～5.44未満、セシウム137検出限界値4.66～5.95未満） 

春菊 千葉県 H25.12/3鎌ヶ谷市、東庄町（セシウム134検出限界値4.5未満、セシウム137検出限界値5.4未満） 

大根 
千葉県 H25.12/3南房総市、香取市、御宿町、1/7睦沢町（セシウム 134 検出限界値 3.7～5.5 未満、セシウム 137 検出限界値 4.6～5.9 未満 ）
神奈川県 H25.11/18、12/2三浦市（セシウム134検出限界値5.19～5.50未満、セシウム137検出限界値4.39～5.06未満）

チンゲン菜 
茨城県 1/20坂東市（セシウム134検出下限値9未満、セシウム137検出下限値9未満） 
埼玉県 H25.11/29～12/3狭山市（セシウム134検出限界値5.62未満、セシウム137検出限界値6.15未満） 

長ねぎ 
埼玉県 

H25.12/13～17朝霞市、志木市、桶川市、北本市、三郷市、伊奈町、12/24川口市 
（セシウム134検出限界値3.97～6.14未満、セシウム137検出限界値4.57～6.76未満） 

千葉県 
H25.12/3四街道市、印西市、東庄町、12/9南房総市、1/7白井市、長生村 
（セシウム134検出限界値3.9～5.2未満、セシウム137検出限界値4.8～6.0未満） 

菜の花 千葉県 H25.12/10館山市、12/16鴨川市（セシウム 134 検出限界値 5.0～5.2 未満、セシウム 137 検出限界値 5.4～5.6 未満） 

にら 
群馬県 1/15～20伊勢崎市（セシウム134検出限界値5.2未満、セシウム137検出限界値4.8未満） 
茨城県 H25.11/11筑西市（セシウム134検出下限値9未満、セシウム137検出下限値9未満） 

人参 
茨城県  
千葉県 H25.11/19四街道市、白井市、12/3旭市、南房総市（セシウム 134 検出限界値 5.1～5.8 未満、セシウム 137 検出限界値 4.5～5.2 未満）

にんにく 青森県 H25.7/23藤崎町、8/7三沢市、8/29新郷村（セシウム134測定下限値15未満、セシウム137測定下限値10未満）

根みつば 
千葉県 みつば：H25.11/19君津市（セシウム134検出限界値4.3未満、セシウム137検出限界値6.0未満） 
静岡県  

白菜 茨城県 H25.12/16下妻市、H25.12/16、1/20常総市（セシウム 134 検出下限値 9～12 未満、セシウム 137 検出下限値 8～11 未満）

葉ねぎ 
埼玉県 コネギ：1/6、7本庄市（セシウム134検出限界値5.0未満、セシウム137検出限界値4.9未満） 
千葉県 H25.11/12佐倉市（セシウム134検出限界値4.8未満、セシウム137検出限界値6.2未満） 



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

ピーマン 
茨城県 

H25.10/1神栖市（セシウム134検出下限値9未満、セシウム137検出下限値9未満） 
H25.5/17国立市による検査（セシウム134定量下限値1.0未満、セシウム137定量下限値0.7未満） 

宮崎県  

ぶなしめじ 長野県 
1/8飯山市、小布施町、栄村、1/8、20中野市、1/14長野市、1/20上田市（セシウム 134・137 合計定量下限値 25 未満）
H25.6/27国立市による検査（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） 

ブロッコリー 埼玉県 
H25.12/9、10白岡市、12/13～17嵐山町、吉見町 
（セシウム134検出限界値3.95～5.10未満、セシウム137検出限界値4.69～5.97未満） 

ほうれん草 
茨城県 

H25.12/16、1/14常総市、1/6桜川市（セシウム134検出下限値10未満、セシウム137検出下限値9～10未満）
H25.11/29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） 

東京都 H25.11/11国分寺市、立川市、国立市、12/1あきる野市（セシウム 134 検出限界値 4～6 未満、セシウム 137 検出限界値 6～7 未満）

水菜 
茨城県 H25.12/16下妻市（セシウム134検出下限値9未満、セシウム137検出下限値9未満） 
埼玉県 H25.11/29～12/3美里町（セシウム134検出限界値4.70未満、セシウム137検出限界値5.59未満） 

もやし(大豆) 埼玉県 H25.6/13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） 

りんご 
青森県 

H25.11/1黒石市、鯵ヶ沢町、11/5つがる市、板柳町、11/6青森市、平川市、11/7、12弘前市、11/7西目屋村、
11/11 藤崎町、田舎館村、11/12 大鰐町、11/18 五所川原市、八戸市、十和田市、七戸町、11/19 五戸町、11/20
鶴田町、11/21三戸町、田子町、11/22南部町（セシウム 134 測定下限値 15 未満、セシウム 137 測定下限値 10 未満 ） 
りんごピューレ：H25.8/21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1.0未満）

りんご 
長野県 

H25.10/8伊那市、10/15中野市、小布施町、10/22山ノ内町、10/28長野市 
（セシウム134検出下限値3.7～4.7未満、セシウム137検出下限値4.4～5.6未満） 

 
種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 

青しそ 愛知県 じゃがいも 北海道 玉ねぎ 北海道 雪の下 北海道 

赤ピーマン 高知県 生姜 高知県 ぽんかん 愛媛県 レタス 兵庫県、香川県 

かぼちゃ 鹿児島県、宮崎県 セロリー 静岡県、愛知県 マッシュルーム 岡山県 れんこん 佐賀県 

さつまいも 鹿児島県       
 
○野菜・果物（加工品） 

種  類 産 地 備  考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

かんぴょう 栃木県 H25.10/15矢坂市、10/29芳賀町、11/12市貝町（セシウム 134 検出限界値 2.4～5.7 未満、セシウム 137 検出限界値 2.9～3.8 未満）
干し椎茸 大分県、愛媛県 H25.8/21国立市による検査（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） 
山菜ミックス 青森県、秋田県 H25.5/17国立市による検査（セシウム134定量下限値0.6未満、セシウム137定量下限値1.0未満） 

 
種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 

黄桃缶 山形県 大豆 北海道、愛媛県 ホールコーン 北海道 
各種 
ゼリー、 
プリン 

青りんご：長野県
いよかん：愛媛県
お茶：静岡県 
シークヮーサー：沖縄県
みかん：国産 

切干大根 宮崎県 納豆 大豆：北海道 湯葉 愛知県 

ぜんまい（水煮） 
徳島県、高知県、
新潟県、青森県 

筍(水煮等) 
大分県、福岡県、
鹿児島県、熊本県

ホールトマト 
北海道、山形県、
愛知県、岐阜県 

 
○野菜・果物（地場野菜） 

種  類 使   用   日 種  類 使   用   日 

キャベツ 4日、5日、10日、14日、20日 玉ねぎ 6日 

さといも 7日、18日、26日   
 
○魚介・海藻類（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 

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

さけ 北海道 
H25.10/3、19、11/12渡島沖、10/4、11北海道・青森県沖太平洋、10/5宗谷沖、10/15、11/6オホーツク沖、
10/15石狩沖、10/22根室沖（セシウム 134 検出限界値 0.318～0.476 未満、セシウム 137 検出限界値 0.304～0.683 未満）

コンブ 北海道 だし昆布：H25.11/29国立市による検査（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 ） 

煮干し 千葉県 H25.10/31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1.0未満） 

ホタテ 青森県 
H25.12/5むつ市、12/9、24、1/6、15、20野辺地町、12/10外ヶ浜町 
（セシウム134測定下限値15未満、セシウム137測定下限値10未満） 

ワカメ 三陸 H25.12/12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） 
  

種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 
あさり インド、パキスタン サバ ノルウェー ちりめんじゃこ 宮崎県 むきエビ ミャンマー 
甘エビ ベトナム サワラ 韓国、中国 ツナ キハダマグロ：ベトナム 芽ひじき 長崎、山口、熊本、広島県

イカ 南太平洋、ペルー タラ アラスカ 煮干し 九州、鳥取県 メルルーサ アルゼンチン 
根菜入りいわしハンバーグ れんこん：徳島県、いわし：長崎県、スケトウ鱈：北海道 

 
○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、鶏もも肉 山梨県 
鶏むね肉 
H25.9/12国立市による検査（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 ） 

豚肩肉、豚バラ肉、 
豚ロース 群馬県 

H25.12/18富岡市、玉村町（セシウム 134 測定下限値 9.7～9.8 未満、セシウム 137 測定下限値 7.9～8.7 未満）
H25.9/12国立市による検査（セシウム 134 定量下限値 1.0 未満、セシウム 137 定量下限値 0.8 未満 ） 

豚肩肉、ポークハム、 
フランクフルト、ウインナー 

茨城県 
豚肉：H25.12/11、1/8行方市（セシウム 134 検出下限値 9～10 未満、セシウム 137 検出下限値 8～10 未満 ）
H25.7/18国立市による検査（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 ） 

焼豚、ベーコン 埼玉県 
豚肉：H25.11/13熊谷市、鴻巣市（セシウム134・137合計検出限界値25未満） 
ポークハム：H25.6/13国立市による検査（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 ）

















資料３ 

残菜について（第二学期）  

 

１．小学校残菜率 

   供給量：153,320㎏ 

   残菜量： 18,621㎏（残菜率：12.15％）※１学期残菜率：13.32％ 
 

 （１）学校、品目別 
    上段：２学期、下段：１学期                          単位：％ 

 一小 二小 三小 四小 五小 六小 七小 八小 平均 

牛  乳 
4.4 
4.9 

5.3 
6.0 

14.6 
13.9 

4.7 
3.3 

7.7 
6.3 

4.1 
4.5 

8.2 
7.7 

5.4 
6.3 

6.8 
6.6 

主  食 
(ご飯） 

11.8 
15.3 

11.0 
13.6 

14.8 
16.6 

12.3 
12.3 

12.6 
14.5 

14.9 
18.1 

12.0 
12.6 

12.0 
13.8 

12.7 
14.6 

主  食 
（パン） 

6.2 
6.3 

5.2 
4.8 

6.9 
5.1 

7.1 
4.4 

8.0 
6.1 

6.4 
5.2 

5.8 
4.1 

4.6 
3.7 

6.3 
5.0 

主  食 
（麺） 

4.9 
9.0 

12.9 
10.4 

14.0 
8.9 

11.4 
8.9 

13.8 
10.6 

15.0 
8.7 

12.3 
5.7 

11.1 
8.5 

11.9 
8.8 

副  食 
12.7 
15.1 

15.5 
16.4 

20.8 
21.5 

14.0 
12.7 

17.3 
17.7 

15.1 
15.4 

15.4 
14.9 

14.7 
15.5 

15.7 
16.2 

サ ラ ダ 
18.2 
26.7 

23.1 
33.2 

28.5 
38.0 

15.5 
20.2 

20.1 
28.0 

21.1 
27.8 

18.1 
24.4 

24.7 
32.7 

21.2 
28.9 

デザート 
1.8 
1.9 

1.9 
1.9 

2.7 
2.5 

2.1 
1.9 

2.6 
2.3 

2.5 
1.7 

2.8 
1.6 

2.4 
1.5 

2.4 
1.9 

 

２．中学校残菜率 

   供給量：73,474㎏ 

   残菜量：10,209㎏（残菜率：13.89％）※１学期残菜率：14.83％ 
 

 （１）学校、品目別 
    上段：２学期、下段：１学期                          単位：％ 

 一中 二中 三中 平均 

牛  乳 
4.9 
3.4 

10.4 
5.0 

9.3 
10.9 

8.2 
6.4 

主  食 
(ご飯） 

13.6 
15.1 

11.4 
13.3 

13.1 
20.1 

12.7 
16.2 

主  食 
（パン） 

9.8 
10.3 

9.7 
11.2 

11.2 
14.2 

10.2 
11.9 

主  食 
（麺） 

9.2 
13.8 

8.7 
13.4 

8.8 
18.3 

8.9 
15.2 

副  食 
16.0 
16.5 

15.2 
15.8 

17.3 
21.7 

16.2 
18.0 

サ ラ ダ 
29.3 
27.4 

23.7 
23.8 

26.2 
27.0 

26.4 
26.1 

デザート 
3.0 
2.1 

2.7 
0.9 

3.5 
2.5 

3.1 
1.8 

 

３．背景 

 （１）嗜好 

 （２）食べ慣れていないもの 

 （３）気候的なこと 

 （４）給食前の授業  など 
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資料４ 

当日差替 

平成２６年度事業計画 

 

Ⅰ 平成 26 年度給食センター主要施策 
 

１．食の安全安心の確保 

 （１）良好、安全な食材の調達 

    食品衛生法、日本農林規格に関する法律等の諸規制に適合し、基本的に国

内産原料または国内生産のもので、食品添加物、遺伝子組換及び農薬の使用

を極力抑えたものの調達に努めます。 

    また、地場野菜の取入れを推進し、農薬等の細菌検査を実施し、良好で安 

全な食材の調達に努めます。 

 （２）放射能への対応 

    放射能検査を実施するとともに、調理においては汚染の低減が期待できる

丁寧な洗浄に努めます。 

 （３）給食の充実 

    次の事項に配慮し給食の充実に努めます。 

    ①適切な栄養摂取 

    ②旬の食材の使用 

    ③米飯給食の拡大 

    ④児童及び生徒の嗜好にあった献立 

    ⑤苦手な食材や給食ならではの献立 

 （４）食物アレルギーへの対応 

    食物アレルギーによる事故を防止するために、学校と連携を図り、保護者

に対してはアレルギー物質の包含や含量が把握できる資料の提供に努めます。 

 （５）衛生管理の徹底 

    食中毒による事故を防止するために、学校給食法の学校給食衛生管理基準

に基づく施設及び設備、調理の過程等、衛生管理体制に係る衛生管理、日常

及び臨時の衛生検査の徹底に努めます。 
 

２．食育の推進 

 （１）食に関する理解の促進 

    小学校には毎月定例的に、中学校には必要に応じて送付している旬の野菜

や特別な献立内容の紹介、食による健康管理などを記した献立メモの内容の

充実を図り食に関する理解の推進に努めます。 
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 （２）学校との連携 

    平成25年度は東京都小学校食育研究会の発表地区に指定されたことに伴い、

小学校６校で食育に関する出前授業を実施したので、さらなる継続的な実施

に努めます。 
 

３．円滑な運営管理の実施 

 （１）給食費徴収事務 

    給食費の未納は、食材の購入や献立内容にも影響し結果的に児童生徒に影

響が及ぶとともに、給食費を納めていただいている他の保護者との間に不公

平が生じることとなるので、給食費の徴収の徹底に努めます。 

    なお、給食費については、平成 17 年４月１日の瓶牛乳継続に伴う改正以降

実施していませんが、学習指導要領による学習内容の増加に対応するために基

準日及び給食費を改正している自治体も多く、また、消費税率が平成 26 年４

月に８％、平成 27 年度に 10％に引き上げられる予定のため、給食費の改正に

ついての検討を進めます。 

 （２）各種委員会の運営 

    学校給食の管理運営の充実のために各種委員会の円滑な運営に努めます。 

    ①学校給食センター運営審議会：６回開催予定 

    ②学校給食献立作成委員会：１１回開催予定 

    ③学校給食用物資納入登録業者選定委員会：１１回開催予定 

    ③給食主任会：２回開催予定 

 （３）安全管理の徹底 

    国立市立学校給食センター衛生委員会活動を中心に災害の防止に努め、調

理場内における危険個所の改善などに努めます。 

 （４）施設設備の維持、改善 

    ①施設設備の不具合により給食の提供に支障が生じないように施設の維持、

改善に努めます。 

    ②第二給食センター給湯設備取替工事（新規事業 5,363 千円） 

     計画では、平成８年度に設置したボイラーの取替を予定していましたが、

平成２年度に設置した給湯施設の能力が著しく低下してきているので、平

成 27 年度に予定していた給湯設備の取り換えを前倒しして実施します。 
 

Ⅱ 平成 26 年度の課題 
 

１．未納給食費の徴収 

   過年度にわたる未納の給食費の徴収に努めます。 
 

２．施設改修の検討 

  武蔵村山市が平成 22 年度、立川市が平成 25 年４月から新給食センターの稼

働、府中市、東大和市、あきる野市が平成 28 年度予定、福生市が平成２９年度

予定と他市においても老朽化した給食センターの建て替えが進んでいる状況に

あります。今後、国立市公共施設マネジメント基本方針に基づき他市の事例等

を参考に施設改修についての検討を進めます。 


