
（財）大阪府スポーツ・教育振興財団
理事長 中

政

吉

と密接な関係にある学校給食に関しては、同基本法第20

去る６月25日付けで、当財団理事長を拝命いたしまし
た。國村

出

条に「学校等における食育の推進」が規定されていますが、

健前理事長と同様の暖かいご指導、ご支援を

これまでの取り組みとの整合性や改善充実すべきことは

賜りますようお願いいたします。
さて、「飽食の時代」といわれるようになってから既

何かなど、行政機関の指導内容や方針を十分に把握する

に20年以上経ちますが、外食の増加や栄養の偏りなど、

とともに、専門家のご意見も踏まえながら取り組んでい

日本人の食生活に問題ありと言われる状況が続いていま

く必要があるのではないかと考えております。

す。また、朝食を抜く児童や好き嫌いの激しい子供が増

今後とも、伝統と歴史ある当財団の運営を通じて、府

えるなどの食習慣の乱れが社会問題化し、そして、食の

民の方々、とりわけ明日の社会を支える子供たちの健康

安全性を脅かすような事件も続発しています。

の保持増進に貢献できるように全力を上げて取り組んで
まいりますので、よろしくお願い申し上げます。

このような中で、家庭や学校での食生活を改善し国民
の健康増進を目指す「食育基本法」が本年６月に成立し
て、７月15日に施行されましたことは、誠に時宜を得た



喜ばしい措置であると存じます。ただ、あくまで基本法
の制度であり、法が掲げる大切な理念を具体化していく
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のはこれからであります。
食育に関する関係者の役割、国・地方公共団体の施策
の策定や実施の責務、教育関係者等の食育の推進に関す
る努力義務なども示されています。特に、私どもの事業
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豊中市教育委員会
平成17年６月28日（火）から６月30日（木）の
３日間、四条畷市において開催された、学校給食
衛生管理講習会（中日本）に参加しました。
約30名と少人数で、文部科学省の田中調査官の
講義を直接聞くことができ、班ごとに研究テーマ
を協議し発表を行いました。その協議に基づい
て拭き取り検査を実施し、日本スポーツ振興セン
ターの職員の方から細菌検査の結果の見方や、細
菌検査の結果から見る調理場の様子を教えてい
ただきました。
また、実際にドライシステムの給食センターを
見学し、充実した３日間を過ごすことができ、こ
のような研修をさらに多くの栄養士が受けるこ
とができれば良いと感じました。

学校保健給食課

学校給食事務所
植 村 昭 子

巡回先の市町村で、施設設備の改善がされず、ド
ライ運用がされていない施設がある。ドライ運用を
しないということは、
「衛生管理の基準」を守ってな
いということである。本市でもドライ以前に建設さ
れた調理場で、なかなかドライ運用が進まない実態
に、早急な取り組みを考えていかなければと実感し
ました。

○平成１７年度にむけて、事例を挙げて以下の
ように説明がありました。
・衛生管理に配慮した施設設備の整備をする
施設をドライシステムにする。ドライ運用の徹
底を行う。
・従事者の健康管理を徹底する
学校栄養職員は、調理員の火傷や手荒れを確認
しておくこと。
・作業工程表、作業動線図など諸帳簿の整備と確実
な記録を行なう
・消毒方法を正しく理解する
・献立作成委員会、物資選定委員会の整備について
生きた教材である献立に反映される物資の購入
は大切なので、調理を委託しても物資の購入委
託はせず、設置者が責任を持って、物資選定委
員会で行うこと。

（１）田中調査官の講義より
○食中毒と感染症の違いを健康観察から判断
する。
・食中毒−ある日突然欠席児童が増える。
・感染症−欠席児童が徐々に増えていった。
以上の事から、①児童の健康観察をする。②給
食当番の健康観察をする。など常に児童の様子を
知る事が大切である。
最近は、ノロウイルスによる食中毒が増えてお
り、学校での事例が多いので、プライバシーの保
護といって健康観察を行っていない学校も、健康
観察をするべきである。

○設置者が責任（市町村）をもって行うこと
・衛生管理体制を整備すること
①ドライシステムを推進する
②施設設備の整備を行う
③ウエットシステムのドライ運用を図ること
汚染区域と非汚染区域の区分をすること。
古い・狭い・お金が無いとあきらめず、シンク・
ざる・作業台・野菜切栽機の工夫で、床をぬら
さないよう考えてみる。
・衛生管理体制とは…
学校栄養職員が配置されている施設の場合、

○作業工程表、作業動線図、加熱の記録など
諸帳簿の整備を行うこと。
諸帳簿が整備されていないということは、学校栄
養職員の意識の問題と言われ、厳しい話に耳が痛い
思いでした。

○平成１６年度の巡回指導の報告より
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センター職員の方の考察から
ａ キャベツを置いていたラックと、冷凍食品の
袋の拭き取り結果は陰性であったが、段ボー
ルに接していることから扱いは注意すること。
肉の袋は６班の検査では陰性であったが、汚
染されていると考えること。
ｂ キャベツの洗浄は、シンクの大きさに合った
適量を入れて丁寧に洗っていたので、２・３
槽目では汚れはかなり落ちていた。
１槽目
２槽目
３槽目

衛生管理責任者は学校栄養職員として、全職員
に分かるように明確にしておくこと。
また、衛生管理責任者のもと、整理作業部門、
検収部門、衛生管理部門とし各部門に調理員を
配置する。

○ドライ運用の要点
①場内を高温多湿にしないこと。熱湯もまかない。
②床を水浸しにしないこと。水が落ちると食材も落
としやすいので気をつけること。
③ドライ運用によりゴムエプロン、長靴をやめて、
軽くて快適な作業着に変更できる。
まとめとして、今年度より栄養教諭制度ができ、
今まで以上に食育に取り組むことになるが、衛生管
理も栄養教諭の大切な職務である。
・例えば、動線図などの諸帳簿を整備する。
・また、見た目がよく、子どもが喜ぶような献立の
工夫が大切なので、市町村の枠を越えて献立の共
有化をする。
・調理技術を向上させる。
おいしい給食は、温度計ばかりでなく、味覚・
触覚に頼ることも大切である。
野菜の廃棄などの調理技術は、学校栄養職員が
調理員を指導すること。

ｃ 角ザルの持ち手が汚染されていた。キャベ
ツの細菌が時間の経過と共に出てきた可能
性や、2次汚染が考えられる。

ｄ ぬれていた床はかなりの菌が検出された。
水を介して靴底を汚染し、人の移動で汚染が
広範囲に広がることが分かった。水分を拭
き取った後の床の拭き取り結果は、菌数が
減っていたことから「水はこぼさない」「こ
ぼしたらすぐに拭き取ること」が言える。

生きた教材としての学校給食であるが、おいし
く安全でないといけない。

キャベツを切栽していた床 ピーラー付近のぬれていた床

（2）班ごとに分かれて取り組んだ研究協議と細菌検査について
○私が所属した６班では、発表テーマを「作業
区域による汚染度を知り、いかに衛生的に作
業を行うかを考える」に決定し、大腸菌群の
拭き取り箇所を決めました。

上記の細菌検査の結果から、原材料の汚れはき
れいに落とす。手洗いをこまめにする意識づけと、
手洗い環境を整備することが必要であること、床
を水でぬらさない、ぬれたら直ぐに拭き取り、ド
ライ環境を維持することの大切さを実感しました。
以上簡単ですが、田中調査官のお話で印象に
残ったことと、検査結果の考察をまとめました。
最後になりましたが、給食実施中に３０数名もの
人を受け入れて頂いた、四条畷市の給食センター
の皆様どうもありがとう
ご ざ い ま し た。四 条 畷 市
の給食センターで工夫さ
れていたことを伝達講習
して、栄養士・調理員の意
識を高めたいと思います。

①「キャベツのソテー」の献立を追跡しながら、
原材料から献立が出来上がる工程で必要なこと、
日々の業務で気になることを調べました。
②主な調査箇所
ａ 段ボールと接していた部分の原材料は汚染
されているのか。
ｂ ３槽目のキャベツの洗浄水の菌の減り方は
どうか。
ｃ 切栽後のキャベツを入れている角ザルの持
ち手は汚染されていないか。
ｄ キャベツを切栽していた床や、ピーラー付近
の床がぬれていたが汚染はどうか。
③拭き取り検査の結果および、日本スポーツ振興
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寝屋川市立東小学校
栄養職員 辰 巳 住

子

はじめに
東小学校は、寝屋川市駅の東方に位置し、静かな住
宅街の落ち着いた環境にあります。創立135年を迎え
る歴史のある学校です。学校教育目標を受けて「食育」
を通して「生きる力」の育成を目指しています。「食」に
関する年間指導計画を作成し、「自分の健康を自分で
考え、実行できる子」の育成に努めています。
学校前のＪＡを通じて地元の野菜や米を使って給食
を実施しています。生産者の方に指導を受け、児童が
作った野菜を朝市に出荷しています。

様々な苦労や収穫の喜び、労働の尊さを実感させる
心豊かに感性豊かに育てる
主体的に考え・判断し、自主的に行動できる子の育成

学校給食だより／第6号
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メニュー
押し寿司・白和え・煮物・みそ汁・
しそゼリー
平成17年9月1日
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学校給食表彰受賞団体・受賞者
第５９回大阪府学校給食大会（７月２
７日（水）於エル・おおさか）において、下記の
学校・団体・個人の功労者の皆さんが理事長表彰を受けられました。
長年、学校給食の発展、充実に尽くしていただいたご苦労に対し感謝申し上げます。
なお、当日は、大阪府立大学総合リハビリテーション学部、学部長 小松龍史教授
により「学校給食と食育」という演題でご講演いただきました。
学校教職員・教育委員会事務局関係職員
及び学校給食関係業者(１０名)

優良学校(１１学校)
地区名

所

属

学校長名

地区名

所

属

氏

名

学校給食調理員(１４名)
地区名

所

属

氏

名

大阪市 大阪市立大宮小学校

冨島

雅子

大阪市 大阪市立平尾小学校

佐伯

恭子

大阪市 大阪市立大隅東小学校

林田

清子

大阪市 大阪市立榎並小学校

小林

恵子

大阪市 大阪市立敷津小学校

江見

薫

大阪市 大阪市立淡路小学校

福山

益子

大阪市 大阪市立鶴浜小学校

広川

吉男

大阪市 大阪市立日東小学校

永井

淳子

大阪市 大阪市立川辺小学校

高井

洋子

豊

能 池田市立北豊島小学校

来 馬 健二郎

大阪市 大阪市立玉出小学校

梅 川 佳代子

大阪市 大阪市立梅南中学校

西 島 冨美子

三

島 高槻市立西大冠小学校

勝浦

良明

豊能

箕面市立西南小学校

中 間 麻由美

大阪市 大阪市立築港小学校

藤田

洋子

三

島 茨木市立耳原小学校

木村

重希

三島

吹田市立山手小学校

河 合 キヨミ

豊能

豊中市立原田学校給食センター

奥山

一美

北河内 守口市立金田小学校

奥村

孝二

北河内 枚方市立五常小学校

垣 百合子

三島

高槻市立西大冠小学校

中田

訓子

中河内 八尾市立曙川小学校

磯島

秀樹

中河内 東大阪市立高井田東小学校

梅川

幸子

三島

高槻市立赤大路小学校

志摩

曙美

南河内 大阪狭山市立第三中学校

山崎

貢

南河内 藤井寺市立藤井寺小学校

平井

芳子

中河内 藤井寺市柏原市第１学校給食センター

松田

義光

財団法人大阪府スポー
ツ・教育振興財団

竹内

功

南河内 (有)はびきのエル・エス

壺井

勇次

南河内 (有)はびきのエル・エス

阪西

末好
笑子

泉

北 和泉市立北松尾小学校

花岡

義宏

泉

南 泉佐野市立大木小学校

鳥居

吉一

明治パン株式会社

泉北

泉大津市立戎小学校

藤本

泉北

泉大津市立楠小学校

畑中 茂子

泉北

泉大津市立楠小学校

阿部

浩子

平成17年度第１回パン品質審査会開催について
平成１７年７月１日（金）エル・おおさかにおいて開催しました。
基本配合パンの品質・技術の向上を図ることを目的とし、市町村学校給食担当栄養士や専門家、パン製造業者代
表、ＰＴＡ代表、行政など総勢33名の審査員により、府内32工場の基本配合コッペパンの審査、検討を行いました。
「今回は全体的に平均より良い出来映えで、このようなパンを食べている大阪の子どもは幸せですね」とパン製
造専門家の講評を受けました。
なお、成績上位は以下のとおりです。
最優秀工場：西田製パン・タマヤ
優 秀 工 場：東大阪木村家・吉田パン・朝日製パン

審査風景

審査風景
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パン・米飯展示会開催について
平成１７年７月１９日（火）ホテルアウィーナ大阪においてパン・米飯展示試食会を開催しました。
今回、パンは「体にやさしいパン」米飯は「季節を感じる米飯給食」といったテーマを持った新作製品を展示
しました。
参加者は、総勢250名で大好評でした。
特にパン部門においては、献立の中で摂取しにくい食物繊維や鉄などの栄養素をパンから補うことを提案した
新作パンが多数展示され、参加された学校給食関係者の方は、熱心に質問をパン業者にされている姿があちらこ
ちらで見られました。
展示会アンケート集計（抜粋）
Ｑ．今回の展示試食会に参加して

Ｑ．食物繊維や栄養素をパンから補うことについて

Ｑ．新作中で採用したいパンは？

Ｑ．炊き込みご飯の中で採用したい銘柄は？

Ｑ．給食で麦ご飯を採用したいと思いまいしたか？

平成17年9月1日
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学校給食と地産地消

河南町立学校給食センター
栄養職員

この春に転勤してきた私を、前任者の吉田栄養士が
一番最初に案内してくれたのが、道の駅〝かなん〟です。
｢何で〝道の駅〟？ ｣と思ったのですが、地場の野菜や
味噌を入荷してくれるのが〝道の駅〟を運営している
〝農事組合法人かなん〟で、駅長の阪上勝彦さんが窓
口になってくれているからでした。
その地場産の野菜で驚いたのは、地元の農家の方が
軽トラックに積んできた〝ナス〟（給食センターの裏
の畑で採れたナスだったよ
うです）を見たときでした。
洗うとき、少しでも油断する
とヘタの刺が指に刺さって、
ケガをしてしまいそうなく
ら い 新 鮮 な ナ ス で し た。
（ミートグラタンにしたら、
残菜は0.5%）その他、葉が水々しく、茎のしっかりし
た〝小松菜〟。青々とした〝ほうれん草〟。朝掘りた
ての、土のついた〝じゃがいも〟。

睦

そして〝たまねぎ〟〝きゅ
うり〟〝えんどう豆〟〝そ
ら 豆 〟 な ど な ど。新 鮮 な も
の ば か り で し た。市 場 に 出
すともっと高く売れる野菜
を、｢孫が食べるから｣と安価
で提供していただける生産
者の方には、頭が下がる思いです。
センターの窓から見える畑を見ながら、｢なんで、こ
の野菜をウチのセンターで使えないのだろう？なんで、
わざわざ遠くで作った野菜を使っているのだろう？ ｣
と、毎日考えている栄養士がいました。一方で｢ウチ
の子（孫？）に、安全で美味しいものを食べさせたい
なぁ ｣と考えている、生産者がいました。この二人の
思いがあって、その野菜を調理する調理員がいて、初
めて地場産の野菜を使った河南町の学校給食が出来た
のではないでしょうか。
顧みると、生産者の方も調理員・配膳員も、ほとん
どが児童の保護者か保護者のOBだったのです。みん
なの｢河南町の子どものために｣と思う気持ちと汗で作
られている給食を、これからも大事にしていきたいと
思います。

児童が提案した献立

今 日 の 献 立

小笠原

ごはん・クリームコロッケ・ポテトサラダ・
味噌汁・ミルメーク・牛乳
地場産：なす・赤みそ・白みそ・きゅうり

★本日の栄養価

▼

▼

食育講座

エネルギー 741
鉄

分

ビタミンC



蛋白質

6.91 ビタミンA
57

食物繊維

22.9

脂

質

22.3 カルシウム 426

619 ビタミンB1 0.48 ビタミンB2 0.74
2.9

亜

鉛

1.37 マグネシウム 37.8

ベタベタした生地が、焼くことによりふっくらと柔らかいパンに
なるのはなぜでしょう。
小麦粉の主成分は澱粉です。小麦粉の中に約70％、パンの中には
約40％も含まれています。水と混ぜ合わせて加熱すると、澱粉粒が
水を吸い上げて膨張してきます。
加熱によるパン生地中のデンプン粒の変化
生澱粉の状態を保つ

水和・膨潤
デンプン粒の水和、膨潤が始まる
引き続きデンプン粒が水和、膨潤する



糊化
デンプンの糊化が激しくなり、ペース
ト状となる







第５号の３ページ、東大阪市立玉串共同調理場
の 洗浄室の整備については、当調理場に該当し
ません。訂正して、お詫び申し上げます。今後共、
皆さまからのご投稿をよろしくお願いします。
まだまだ、食中毒の多発期です。皆さん、それぞ
れの職場で十分注意しましょう。

固化
糊化したデンプンがさらに加熱され、
水分の蒸発が始まり、デンプン粒が固
化して固体となる
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