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中学校給食推進連絡調整会議設置要綱 
 

 
平成２６年２月３日教育長決裁 
２ ５ 川 教 給 第 ９ 号 

 
（趣旨） 

第１条 中学校完全給食の早期実施に伴う諸課題について連絡調整するため、中学校

給食推進連絡調整会議（以下「調整会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 
第２条 調整会議は、次の事項について連絡調整するものとする。 
（１）中学校完全給食の早期実施に伴う諸課題に関すること。 
（２）民間活力を活かした安全・安心で効率的な手法に関すること。 
（３）その他中学校完全給食の早期実施に伴う必要な事項に関すること。 
（組織） 

第３条 調整会議は、別表第１に掲げる者をもって組織する。 
２ 座長は、川崎市ＰＴＡ連絡協議会会長をもって充てる。 
３ 副座長は、教育委員会事務局中学校給食推進室長をもって充てる。 

（会議等） 
第４条 調整会議は、座長が必要に応じて召集し、その議長となる。 
２ 座長は、会務を総理する。 
３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 
４ 調整会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴く

ことができる。 
５ 委員は、会議に出席できないときは、その指名する者を代理で会議に出席させる

ことができる。 
 （作業部会） 
第５条 調整会議には、中学校完全給食の早期実施に伴う諸課題について研究を行う

ため、中学校給食推進連絡調整会議作業部会（以下「作業部会」という。）を置く。 
２ 作業部会は、別表第２に掲げる者をもって組織する。 
３ 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて召集し、その議長となる。 
４ 作業部会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴

くことができる。 
（庶務） 

第６条 調整会議の庶務は、教育委員会事務局中学校給食推進室において処理する。 
（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、座長が定める。 
  附 則（平成２６年２月３日教育長決裁 ２５川教給第９号） 
この要綱は、平成２６年２月１３日から施行する。 
  附 則（平成２６年１０月１日教育長決裁 ２６川教給第５８号） 
この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 
  附 則（平成２６年１１月２１日教育長決裁 ２６川教給第６８号） 
この要綱は、平成２６年１１月２１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日教育長決裁 ２６川教給第１３３号） 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
 
 



                   

別表第１（第３条関係） 
中学校給食推進連絡調整会議 
座長 川崎市ＰＴＡ連絡協議会会長 
副座長 教育委員会事務局中学校給食推進室長 
委 員 川崎市立小学校長会長が指名する校長 
 川崎市立中学校長会長が指名する校長 
 川崎市教職員組合執行委員長が指名する役員 

 川崎市ＰＴＡ連絡協議会会長が指名する者 

 教育委員会事務局総務部企画課長 
 教育委員会事務局職員部教職員課長 
 教育委員会事務局教育環境整備推進室〔施設マネジメント〕担当課長 
 教育委員会事務局学校教育部指導課〔指導・調整〕担当課長 
 教育委員会事務局学校教育部健康教育課〔学校給食〕担当課長 
 教育委員会事務局中学校給食推進室〔食育推進〕担当課長 

 教育委員会事務局中学校給食推進室〔計画・事業推進〕担当課長 

 教育委員会事務局中学校給食推進室〔共同調理場整備推進〕担当課長 

 
別表第２（第５条関係） 

中学校給食推進連絡調整会議作業部会 
部会長 教育委員会事務局中学校給食推進室長 
部会員 川崎市立小学校長会長が指名する教職員 
 川崎市立中学校長会長が指名する教職員 
 川崎市教職員組合執行委員長が指名する役員（専門部長を含む。） 
 教育委員会事務局学校教育部指導課〔指導・調整〕担当課長 

 教育委員会事務局学校教育部健康教育課〔学校給食〕担当課長 
 教育委員会事務局中学校給食推進室〔食育推進〕担当課長 
 教育委員会事務局中学校給食推進室〔計画・事業推進〕担当課長 

 



中学校給食推進連絡調整会議作業部会 名簿 

 
 平成２７年４月１日現在 

№ 役職 所属 氏名 

1 部会長 教育委員会事務局中学校給食推進室長 望月 明弘

2 委員 土橋小学校長 鈴木信一郎

3 委員 中野島小学校長 山崎 惠子

4 委員 宮崎中学校長 佐藤  剛

5 委員 東橘中学校長 山田 英児

6 委員 中野島中学校教頭 髙城 英一

7 委員 東橘中学校総括教諭 三宅 和行

8 委員 富士見中学校総括教諭（養護教諭） 野口真理子

9 委員 橘中学校総括教諭 甲斐 圭典

10 委員 川崎市教職員組合書記長 阿部 直樹

11 委員 川崎市教職員組合書記次長 粳間 雅史

12 委員 川崎市教職員組合栄養教職員部長 鈴木 尚子

13 委員 教育委員会事務局学校教育部指導課〔指導・調整〕担当課長 星野 泰夫

14 委員 教育委員会事務局学校教育部健康教育課〔学校給食〕担当課長 邉見るみ子

15 委員 教育委員会事務局中学校給食推進室〔食育推進〕担当課長 北村 恵子

16 委員 教育委員会事務局中学校給食推進室〔計画・事業推進〕担当課長 森  有作

 



全体行程

1. 設計建設
　　業務

2. 開業準備
　　業務

　

ＰＦＩ業務

3. 維持管理
　　運営業務

関連する主な市の業務

■川崎市学校給食センター整備等事業　実施スケジュール（平成28年 １月現在）

項目
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30-43年度

建築工事等

運営備品発注 搬入

●落札者決定

基本・実施設計

確認申請等手続

事前調査・既存杭等撤去等

近隣説明等

工事完了
▼

設計・建設業務

南部（Ｈ27.10-Ｈ29.5）

中部・北部（H27.12-H29.8）

開業準備業務

南部（Ｈ29.6-8）
中部・北部（Ｈ29.9-11）

維持管理運営

南部（Ｈ29.9-Ｈ44.3）

中部・北部（Ｈ29.12-H44.3）

施設供用開始
▼

契約議案議決

▼

●仮契約締結

施設維持管理

運 営

トレーニング

●
リ
ハ
ー
サ
ル

●
試
行
給
食

東橘中試行実施に向けた

時程（給食時間等）検討

校内給食運営詳細検討、手引き作成

長期修繕

計画策定

※ 修繕・更新業務

※ 長期修繕計画について

・事業者は維持管理運営期間（14年7箇月間）及び事業期間終了後15年

間の合計約30年間の長期修繕計画を策定する。

・事業者は長期修繕計画に基づき事業期間中の修繕・更新を実施する。

・市は事業期間終了後、長期修繕計画に基づき大規模修繕（屋上防水、外

壁塗装、設備機器更新等）を必要に応じて実施する。

運営備品仕様確認

配送計画確認

・安全かつ効率的な配送実施に向け、経路、必要時間等を確認

防災機能検討（設計内容・運営方法等確認）

・炊出し機能等事業者及び関係部署と実施方法等を調整

●完全給食実施

配膳業務検討・学校調整 トレーニング 配膳業務実施契約手続

長
期
修
繕

計
画
見
直

H41

設計モニタリング：まちづくり

局等と連携して実施
開業準備

モニタリング
維持管理運営モニタリング建設モニタリング：まちづくり局等と連携して実施

給食時間実施案を踏まえた

配送計画確認

Ｈ29 時程（給食時間等）

案策定

Ｈ29 時程

案決定

配膳業務

仕様決定

3センター間の連携・協議会開催等

想定献立に基づく検討調整
平成29年度年間献立

原案作成・決定

手引きの活用・給食実施に向けた研修、

学校給食を活用した食育指導計画策定
給食指導

実施月2箇月前毎に献立決定

給食時間運用

長期修繕計画検討

防災機能

決定

東橘中の試行を踏まえた各学校

での時程（給食時間等）検討

●手引きたたき台案作成

資料 １

想定献立作成

●手引き案作成 ●手引き決定



中学校完全給食　配膳室、自校方式、合築校方式整備スケジュール（予定）
Ｎｏ 学校名 想定給食センター 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
1 大師中学校 南部 設計 工事
2 南大師中学校 南部 設計 工事
3 川中島中学校 南部 設計 工事
4 桜本中学校 南部 設計 工事
5 臨港中学校 南部
6 田島中学校 南部 設計 工事
7 京町中学校 南部 設計 工事
8 渡田中学校 南部
9 富士見中学校 南部 設計 工事
10 川崎中学校 南部 設計 工事
11 川崎高附属中学校 南部 工事
12 南河原中学校 南部 設計 工事
13 御幸中学校 南部 設計 工事
14 塚越中学校 南部 設計 工事
15 日吉中学校 中部 設計 工事
16 南加瀬中学校 南部 設計 工事
17 平間中学校 中部 設計 工事
18 玉川中学校 中部 設計 工事
19 住吉中学校 中部 設計 工事
20 井田中学校 中部 設計 工事
21 今井中学校 中部 設計 工事
22 中原中学校 中部 設計 工事
23 宮内中学校 中部 設計 工事
24 西中原中学校 中部 設計 工事
25 東橘中学校 合築
26 橘中学校 南部 設計 工事
27 高津中学校 中部 設計 工事
28 東高津中学校 南部 設計 工事
29 西高津中学校 中部 設計 工事
30 宮崎中学校 南部 設計 工事
31 野川中学校 中部 設計 工事
32 有馬中学校 南部 設計 工事
33 宮前平中学校 南部 設計 工事
34 向丘中学校 南部 設計 工事
35 平中学校 中部 設計 工事
36 菅生中学校 南部
37 犬蔵中学校 自校
38 稲田中学校 中部 設計 工事
39 枡形中学校 北部 設計 工事
40 中野島中学校 自校
41 南菅中学校 北部 設計 工事
42 菅中学校 北部 設計 工事
43 生田中学校 北部 設計 工事
44 南生田中学校 北部 設計 工事
45 西生田中学校 北部 設計 工事
46 金程中学校 北部 設計 工事
47 長沢中学校 北部 設計 工事
48 麻生中学校 北部 設計 工事
49 柿生中学校 北部 設計 工事
50 王禅寺中央中学校 北部 設計 工事
51 白鳥中学校 北部 設計 工事
52 はるひ野中学校 合築 設計 工事

○設計、工事着手校数
H26設計着手校数 15
H27設計着手校数 26

H27工事着手校数 15
H28設計着手校数 9

H28工事着手校数 30
H29設計着手校数

H29工事着手校数 6

※Ｈ２８年度以降については現時点での予定であり、今後変更の場合があります。

資料　２

平成２８年１月２０日現在

備考

　　　　 　設計・工事　

　　　　 　設計・工事　

　　　　　　（改築工事） 改築

　　　　 　設計・工事　
設計　・　工事 給食室増築

設計　・　工事 給食室増築

※上記校数には改築工事中の東橘中は含まれていません。

給食室改修



８

(金)
●ごはん ●ゆかり ●ごはん

精白米 110 ゆかり粉 1.2 　精白米 110 　湯 140cc

●とり肉とさつま芋の 　けずり節 2.4
　　　　　　　　　　　甘辛煮

　油 0.6 　湯 180cc 　ごぼう 13
　にんじん 10 　にんじん 6 　大根 13

　湯 10cc 30 ●肉丼 　赤みそ 8

　酒 0.6 　豆腐（絞り） 10 　　油 1.3 　油揚げ 6

　みりん 0.6 　卵 4 　　豚肉（もも） 40 　里芋 18

　砂糖 1 　しょうが 0.7 　　豚肉（肩） 40 　長ねぎ 12

　しょうゆ 3 　砂糖 0.1 　　しょうが 1 　赤みそ 3

　さやいんげん(冷）　　　6 　塩 0.2 　　にんにく 0.4 　七味唐辛子 0.02

　ゆで塩 　しょうゆ 0.5 　　しょうゆ 0.9

　揚げ油 適量 　片栗粉 3 　　酒 0.6

　さつま芋 45 　大根 18 　　油 0.6

　揚げ油 適量 　白菜 24 　　つきこんにゃく 50

　とり肉（皮つき） 40 　かぶ 5 　　にんじん 13

　しょうが 0.6 　塩 1 　　たまねぎ 60

　しょうゆ 2 　こしょう 0.04 　　酒 1

　片栗粉 7 　中華スープの素 0.6 　　砂糖 3.3
●ごまきゅうり 　しょうゆ 1 　　しょうゆ 9 ●みかん 80

　きゅうり 42 　片栗粉 0.6 　　片栗粉 1.3

　酢 2.4 　水 　　水

　砂糖 0.7 　かぶの葉 1

　塩 0.5 　小松菜 6 　　ゆで塩

　白いりごま 1.2 　ゆで塩

　ごま油 0.6 ●お祝いゼリー

いちごゼリー　　 35

11 12 13 15

(月) (火) (水) (金)
●胚芽ロールパン 30 ●野菜ソテー ●ごはん ●もずくと卵のスープ ●白パン 60 ●ボイル野菜 ●五色米ごはん ●雑煮

●ロールパン 30 油 0.6 精白米 110 湯 26 　　精白米 90 湯 150cc

ベーコン 2.5 けずり節 2.6 ●ボルシチ もやし 26 　　五色米 10 けずり節 2.6

にんじん 13 とり肉（皮なし） 26 　油 0.6 ブロッコリー 26 とり肉（皮なし） 20

●ポテトグラタン ゆで塩 ●煮　　魚 にんじん 7 　ベーコン 1 ゆで塩 にんじん 13

油 0.6 ホールコーン（冷） 40 さんま（筒切1/2） 60 白菜 40 　豚肉（もも） 23 ●まぐろのたつた揚げ ごぼう 7.0

ベーコン 3 ほうれん草 25 しょうが 1.3 えのきたけ 7 　豚肉（肩） 23 　　　揚げ油 適量 里芋 26

とり肉（皮なし） 26 ゆで塩 湯 適量 塩 1 　赤ワイン 2 ●フレンチドレッシング 　　　まぐろ（角） 60 なると 6.5

たまねぎ 33 塩 0.2 酒 3 しょうゆ 1.3 　たまねぎ 33 油 1.3 　　　しょうが 0.8 塩 1

にんじん 13 こしょう 0.01 砂糖 3 片栗粉 1.3 　にんじん 20 酢 2.6 　　　しょうゆ 5 しょうゆ 4

塩 0.7 しょうゆ 5 水 　塩 1.2 しょうゆ 3 　　　片栗粉 10 白玉もち 40

こしょう 0.04 酢 1 もずく（乾） 0.7 　こしょう 0.08 洋辛子 0.2 小松菜 13

チーズ 8 ●切り干し大根の 卵 20 　じゃが芋 70 砂糖 0.2 ●大根ときゅうりの ゆで塩

油 5 　　　 　　　　　さっぱりあえ 長ねぎ 13 　湯 塩 0.04 　    　中華漬け

小麦粉 5 　湯 6.5cc 小松菜 7 　キャベツ 45 玉ねぎ 7 　　　大根 26

牛乳 70cc 　しょうゆ 4 ゆで塩 　トマトケチャップ 10 　　　きゅうり 33

塩 0.2 　砂糖 2 ●ごま塩 　トマトピューレ 6 　　　酢 2.6

じゃが芋 90 　塩 0.1 黒いりごま 2 　砂糖 0.7 ●型抜きチーズ 15 　　　砂糖 0.7

ゆで塩 　酢 2.6 塩 0.1 　油 2.6 　　　しょうゆ 5

パセリ 0.4 　きざみこんぶ 0.4 水 適量 　小麦粉 2.6 　　　白いりごま 1

粉チーズ 4.5 　切り干し大根 8 　生クリーム 8 　　　ごま油 0.65

パン粉 1 　きゅうり 13 ●はっこう乳 180cc 　パセリ 0.6 　　　ラー油 0.03

18 19 20 22

(月) (火) (水) (金)
●ごはん ●白菜スープ ●麦ごはん ●ハヤシライス ●ごはん ●春雨の中華スープ ●発芽米ごはん ●小松菜とじゃこのふりかけ ●サンドパン 60 ●白いんげん豆の

　精白米 110 　　油 0.6 精白米 95 油 0.6 　精白米 110 油 0.6 精白米 95 　油 0.4 ●ホキフライ 　　クリームシチュー

　　ベーコン 4 米粒麦 20 にんにく 0.6 とり肉（皮なし） 20 発芽玄米 15 　小松菜 20 　　　揚げ油 適量 油 0.7

●ふりかけ 　　スープの素 1.3 豚肉（もも） 33 たまねぎ 26 　ゆで塩 　　　ホキフライ 80 ベーコン 1

　けずり節 1 　　にんじん 13 豚肉（肩） 33 にんじん 13 　オイスターソース 1.3 とり肉（皮つき） 27

　白いりごま 1.5 　　湯 150cc ●ひじきのサラダ 塩 0.1 ●ハンバーグの野菜あんかけ 湯 ●とり肉と大根の煮物 　しょうゆ 0.4 ●ボイルキャベツ たまねぎ 27

　あおさ 0.3 　　白菜 65 ひじき 1 こしょう 0.01 油 適量 キャベツ 20 油 0.6 　しらす干し（ちりめん）　2 　　　湯（ゆで用） にんじん 22

　塩 0.08 　　塩 1 ホールコーン（冷）    13 赤ワイン 4 ハンバーグ 80 塩 1 しょうが 0.6 　白いりごま 2 　　　キャベツ 30 塩 1

　しょうゆ 0.3 　　こしょう 0.03 にんじん 7 たまねぎ 80 湯 10cc こしょう とり肉（皮つき） 40 こしょう 0.06

　　しょうゆ 1.3 もやし 13 にんじん 26 にんじん 6 しょうゆ 1 酒 4 ●みそ汁 ●中濃ソース 12 じゃが芋 33

　　片栗粉 1.3 キャベツ 40 湯　　　　　　　 100cc たまねぎ 14 中華スープの素 0.7 にんじん 13 　水 150cc 湯 33cc

●とり肉のから揚げ 　　水 ゆで塩 塩 1 えのきたけ 12 春雨 5 こんにゃく 20 　こんぶ 0.4 チーズ 6

　　揚げ油 適量 　　長ねぎ 13 酢 2.8 じゃが芋 40 砂糖 1 片栗粉 0.7 湯 13cc 　けずり節 2.6 白いんげん豆 13

　　とり肉（皮つき） 42 砂糖 1 トマトケチャップ 16 しょうゆ 4.2 水 大根 65 　じゃが芋 26 牛乳 55cc

　　とり肉（皮なし） 42 塩 0.2 デミグラスソース 6 みりん 2 チンゲン菜 7 砂糖 1.3 　豆腐 33 米粉 3.3

　　塩 0.6 ●りんご しょうゆ 5 ウスターソース 4 片栗粉 0.6 ごま油 0.6 みりん 2.6 　赤みそ 9 パセリ 0.6
　　こしょう 0.07 りんご（1/4） 53 油 1 しょうゆ 2 水 しょうゆ 5.2 　白みそ 3

　　しょうゆ 1.2 塩水 白いりごま 1.3 砂糖 0.1 さやいんげん（冷） 4 　長ねぎ 7

　　片栗粉 13 油 6 ゆで塩 ●いちご 50 ゆで塩 　生わかめ 4 ●ミニりんごゼリー　　  30
小麦粉 6

生クリーム 4 ●みかん 80

25 26 27 29

(月) (火) (水) (金)
●ごはん ●ロールパン 30 ●麦ごはん ●きな粉パン

　精白米 110 ●黒丸パン 30 精白米 95 ●ポークカレー 90 　油 適量

　 ベーコン 2.6 米粒麦 20 油 0.6 湯 180cc 60 油 0.6
●とり肉のケチャップ炒め　 　 湯 150cc にんにく 0.4 けずり節 2.4 3.6 とり肉(皮つき) 36

●ひじきのごま風味 ●さけの塩焼き 油 1 　 にんじん 14 しょうが 0.2 ●ごま塩 12 6 たまねぎ 30

0.5  　油 適量 23 　 たまねぎ 14 ●白菜とじゃこの炒め煮 30 白いりごま 2 12 　　塩 0.04 にんじん 24

2  　塩ざけ（切身） 50 23 　 キャベツ 46  ごま油 0.4 30 　塩 0.1 酒 1.2 塩 1

　酒 1 塩 0.2 　 塩 0.8 塩 0.1 　水 適量 ごぼう 8 じゃが芋 60

1 こしょう　　　　　　 0.03 　 こしょう 0.03 ごま油 1 こしょう 0.01 にんじん 8 ●中華風サラダ 湯 50ｃｃ

　砂糖 0.5 0.7 白ワイン 2 　 スープの素 1.3 白菜 90 湯 100cc 大根 24 　　ホールコーン（冷） 　20 チーズ 6

　しょうゆ 2 　とり肉（皮なし）　　　　20 たまねぎ 50 　 うずら卵（水煮） 33 にんじん 7 たまねぎ 78 ●五目豆 里芋 18 　　にんじん 7 カレー粉 0.5

　白いりごま 1.5 13 にんじん 13 ゆで塩 にんじん 40 油 0.6 みりん 1.2 　　もやし 50 油 2.4

13 トマトケチャップ 10 塩 0.2 塩 1.6 とり肉（皮つき） 20 塩 1 　　キャベツ 12 小麦粉 2.4

●切り干し大根の炒め煮 　こんにゃく 26 トマト水煮（缶） 13 しょうゆ 1.2 ウスターソース 4 にんじん 13 しょうゆ 3.6 　　ゆで塩 牛乳 50ｃｃ

　油 　　　 0.4 　湯　　　 　　 　 　　150cc 塩 0.2 じゃが芋 65 ひじき 1 さつま揚げ 12 　　　酢 2 ほうれん草（冷） 6

　にんじん 6 　けずり節 2.6 ウスターソース 0.7 ●ヨーグルト 100 カレー粉 1 こんにゃく 20 ゆでうどん（冷） 60 　　　砂糖 1 ゆで塩

　切り干し大根 7 　じゃが芋 40 砂糖 0.4 油 6 大豆 16 長ねぎ 12 　　　しょうゆ 5

　焼きちくわ 12 　塩 1 油 1.8 小麦粉 6 砂糖 2.6 　　　ごま油 2

　湯 適量 　豆腐 40 小麦粉 1.8 しょうゆ 5.2 　　　ラー油 0.03 ●ミニフィッシュ 5

　砂糖 1.2 　しょうゆ 4 ペンネマカロニ 14 ●みかん 80 　　　白いりごま 2

　しょうゆ 2.8 　長ねぎ 13 ゆで塩

　なども持参して

  http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000037906.html

　みりん

21

(木)

28

(木)

ごはん　 ひじきのごま風味  牛乳
さけの塩焼き
切り干し大根の炒め煮　　　けんちん汁

ロールパン　黒丸パン　牛乳
とり肉のケチャップ炒め
コンソメスープ　　ヨーグルト

麦ごはん　　　牛乳
ポークカレー　白菜とじゃこの炒め煮

 しらす干し（ちりめん） 5

豚肉（もも）

　精白米

　ひじき とり肉（皮つき）

とり肉（皮なし）

ごはん　ごま塩　　　牛乳
しっぽくうどん　五目豆　　みかん

豚肉（もも）

豚肉（肩）

７

(木)

14

(木)

エネルギー842kcal　　　　たんぱく質33.0ｇ エネルギー777kcal　　　　たんぱく質33.4ｇ

ごはん　　ゆかり　　　牛乳
とり肉とさつま芋の甘辛煮　ごまきゅうり
冬野菜と豆腐団子のスープ
お祝いゼリー

　 豚ひき肉(もも)

150cc

発芽米ごはん　　小松菜とじゃこのふりかけ
牛乳　　　とり肉と大根の煮物
みそ汁　　みかん

ホールコーン（冷）

肉丼（ごはん）　　　　牛乳
さつま汁　　みかん

胚芽ロールパン　　　ロールパン　　　　牛乳
ポテトグラタン　　　　　野菜ソテー

ごはん　　　ごま塩　　　　　煮魚
切り干し大根のさっぱりあえ
もずくと卵のスープ　　　はっこう乳

白パン　　牛乳　　　　ボルシチ
ボイル野菜　　フレンチドレッシング
型抜きチーズ

五色米ごはん　　　　　牛乳
まぐろのたつた揚げ　　　雑煮
大根ときゅうりの中華漬け

アレルギーの原因物質を含む加工食品の表示について

平成２８年１月
（２０１６年1月）

献立表
給食回数１６回

川崎市立東橘中学校

●さつま汁

豆腐団子のスープ

●冬野菜と

　ご家庭で活用できるよう、献立ごとに食材
と調味料を分量（ｇ）とともに記入していま
す。（表中の分量は1～3年生1人分です）。

エネルギー891kcal　　　　たんぱく質31.6ｇ エネルギー875kcal　　　　たんぱく質38.5ｇ

　　さやいんげん（冷）    8

150cc

0.03

さやいんげん（冷）      4

エネルギー812kcal　　　　たんぱく質31.6ｇ

100ｃｃ

ください。

●ごはん

エネルギー816kcal　　　　たんぱく質35.6ｇ エネルギー812kcal　　　　たんぱく質35.6ｇ エネルギー873kcal　　　　たんぱく質31.4ｇ エネルギー815kcal　　　　たんぱく質32.0ｇ エネルギー825kcal　　　　たんぱく質33.2ｇ

　コッペパン

　砂糖

　きな粉

●カレーシチュー

●けんちん汁

　ごぼう

豚肉（肩）

●しっぽくうどん●コンソメスープ

　油

　油

　にんじん

きな粉パン　　　　牛乳
カレーシチュー　　中華風サラダ
ミニフィッシュ

中学校給食では、除去対応するアレルギー品目は、卵、乳、小麦、落花生、えび、かに、
そばの7品目です。7品目のアレルギー食品がある献立には、
を記載しています。

　とり肉（皮なし） 　     18

エネルギー818kcal　　　　たんぱく質37.7ｇ

エネルギー833kcal　　　　たんぱく質32.7ｇ エネルギー911kcal　　　　たんぱく質32.1ｇ エネルギー796kcal　　　　たんぱく質30.8ｇ エネルギー785kcal　　　　たんぱく質28.6ｇ エネルギー910kcal　　　　たんぱく質37.8ｇ

フィッシュサンド（サンドパン） 中濃ソース
ホキフライ　ボイルキャベツ　　牛乳
白いんげん豆のクリームシチュー
ミニりんごゼリー

ごはん　　ふりかけ　　牛乳
とり肉のから揚げ　　白菜スープ
りんご

ハヤシライス（麦ごはん）　　　牛乳
ひじきのサラダ

ごはん　　　　牛乳
ハンバーグの野菜あんかけ
春雨の中華スープ　　　いちご

「給食週間」

の行事食

「かながわ産品

学校給食デー」

※裏面

川崎市教育委員会 川崎市の学校給食

 強化磁器食器の取扱いには注意をお願いします

 ワゴンで食器を運搬するときは、ゆっくりと押し、曲り角に注意しましょう。

 食器かごをワゴンから配膳台に置くときには、ていねいに置きましょう。

 かごから食器を出すとき、入れるときは、ていねいにあつかいましょう。

成人の日

中学校では、強化磁器食器（飯わ

ん、角仕切皿）とＰＥＮ樹脂製の

食器（汁わん、深皿）を使います。

卵 乳 小麦 落花生 えび かに

ハンバーグの野菜あんかけ ハンバーグ ○

フィッシュサンド ホキフライ ○

ハヤシライス デミグラスソース ○

冬野菜と豆腐団子のスープ 中華スープの素 ○

春雨の中華スープ 中華スープの素 ○

しっぽくうどん ゆでうどん ○

はっこう乳 はっこう乳 ○

型抜きチーズ プロセスチーズ ○

ヨーグルト ヨーグルト ○

○ ○

※そばは使用しません。上記のアレルギー原因物質以外に給食で使う食品の中で、とり肉・豚肉・さけ・りんご・ごまも
アレルギーの原因となることがあります。
＊しらす干し（ちりめん）は、えび・かにが混ざる漁法で採取しています。
＊こんぶ・生わかめ・もずく・あおさは、えび・かにが生息する場所で採取しています。
＊五色米【黒米・赤米・緑米・もち精白米・焙煎した玄米】は、落花生・カシューナッツ・大豆・りんご・バナナ・オレンジ・
キウイフルーツを含む商品と同一工場で製造しています。
＊ミニフィッシュ【かたくちいわし・砂糖・還元麦芽糖水飴・食塩】は、落花生・小麦・ごま・カシューナッツ・大豆・えび・か
にを含む商品と同一工場で製造しています。

献立名 加工食品

各種パン

アレルギーの原因物質

※ごはんは精白米、パンは小麦粉の

量で示しています。

※飲用牛乳は全学年200ccです。

1月7日は川崎市立中学校で、初めての給食となりますので、東

橘中学校の栄養士が、地元の食材や旬の食材を取り入れて、生徒

の皆さんに喜んでもらえる献立を作りました。

7日の献立

ごはん、ゆかり、牛乳

とり肉とさつま芋の甘辛煮、ごまきゅうり

冬野菜と豆腐団子のスープ、お祝いゼリー

1月7日は『人日』の節句です。お正月最後のこの日は、七草粥

を食べて1年の豊作と無病息災を願います。

春の七草は、「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノ

ザ・スズナ・スズシロ」です。スズナはかぶ、スズシロは大根の

ことを言います。冬野菜と豆腐団子のスープには、「スズナ」と

「スズシロ」が入っています。

小乳卵
乳 乳

乳 乳 乳 乳

乳乳乳乳乳

乳 乳 乳 乳 乳

小 小

小 小 小

小 小 小 小

卵

卵

卵

落 え か

じんじつ

小

資
料

３
－

１



発行：川崎市教育委員会

◇ ◇ ◇ 県内産食材について ◇ ◇ ◇

米 ： 品種は、キヌヒカリ・さとじまんの予定です。平塚市・伊勢原市・

秦野市・藤沢市・厚木市・海老名市・小田原市などが主な産地です。

牛 乳： 主に相模原市・伊勢原市・秦野市・平塚市産の生乳を優先的に使用し

ています。他に千葉県・栃木県・群馬県・宮城県・山形県・岩手県・

青森県・北海道・新潟県・秋田県産のものを使用する場合があります。

大 根： 平成２５年の生産量は全国６位で、県内全域で栽培されています。

特に、一大産地として三浦半島が有名です。県内の他の主な産地は、

横浜市・藤沢市・横須賀市です。

小松菜 平成２５年の生産量は全国７位で、市内でも生産されています。

※県内産の考え方 主な原料の産地が県内であるものとしています。

※天候の都合により、県内産のものが納入できない場合もあります。

※給食の物資の産地及び放射能濃度検査結果については、教育委員会のホームペー

ジに掲載しています。（川崎市ホームページのトップページ⇒ピックアップ情報

（お知らせの一覧を見る）の「川崎市の学校給食（市立小学校・中学校・支援学

校・ろう学校の献立表・給食物資の産地・放射能検査結果）」）

毎年１月24日から３０日までの１週間は、全国学校給食週間です。各都道府県においては、給食の歴史をはじめ、「地域に根差

した給食」、「日本の伝統的な食文化」などの理解を深める学習を行っています。

学校給食のあゆみ

日本における学校給食は、明治22年10月に、

山形県鶴岡町（現鶴岡市）の私立忠愛小学校で、

始められ、教育の中に給食を取り入れた先駆けと

されています。その後、第2次世界大戦が始まる

と食糧不足になり中止となりました。

【明治時代の給食】

おにぎり、塩鮭、菜の漬物

全国学校給食会連合会HPより

給食を毎日作る調理業者の

スタッフさんから

皆さんへ、一言メッセージ

食育だよりNo１

東橘中学校では、１月25日（月）に「給食週間」の行事食を実施します。
※ メニューの「けんちん汁」の語源は、神奈川県鎌倉市の建長寺の修行僧が崩れてしまった豆腐を野菜と煮込んで作った汁物に由来

し、「建長汁」がなまって「けんちん汁」になったという説もあります。

給食週間の行事食（１月25日）

ごはん、ひじきのごま風味、牛乳 、さけの塩焼き、切干し大根の炒め煮、けんちん汁

安全で安心な美味しい給

食を提供できるよう従業員

一同頑張りますので、よろ

しくお願いいたします。

得意な給食は、とり肉の

ケチャップ炒めです。

川崎市で初の中学校給食とい

うことで、これを機に、食に対

する興味を持っていただけたら

と思っております。

保護者の皆様方へのお願い

本市では、食材費だけを「給食費」として保

護者の皆様にご負担いただいています。人件

費・光熱水費などは含まれていません。

子どもたちへ、おいしく、バラエティに

富んだ給食を提供するために、期日まで

の給食費のお支払いにご協力ください。

学校給食は保護者の皆様から納めていた

だく給食費で支えられています。

川崎市の学校給食では、

地産地消に取組んでいます。

戦後、栄養不足の子どもたちを救うために、アメリカから脱脂粉乳

や小麦粉・缶詰などの援助物資が送られ、昭和21年12月24日から

東京・神奈川・千葉の子どもたちに、学校給食が再開されました。

その後、学校給食は全国に広がって、今では、ほとんどの小・中学

生が給食を食べています。この12月24日は「学校給食記念日」とさ

れています。

※ なお、この12月24日は多くの地域で冬休み期間にあたるため、学校給食記念日の1か

月後の1月24日からの1週間を「全国学校給食週間」としています。

東橘中学校では、平成28年１月より、川崎市立中学校全５２校に先駆けて、完全給食の試行実施が始まります。

本市の学校給食は、成長期にある子どもたちの心身の健全な発達のため、学校給食摂取基準等に基づく栄養バランスのとれた食事を

学校給食として提供することにより、健康の増進、体位の向上を図るとともに、給食の準備や後片付け等の実践活動を通して、計画

的・継続的な指導を行うことにより、望ましい食習慣と食に関する実践力を身に付けることを目的としています。

また、給食を生きた教材として活用することにより、食に関する指導を効果的に進めていきます。

※１月１５日（金）は「かながわ産品学校給食デー」です

東橘中学校では、１月15日（金）に「かながわ産品学校給食

デー」として、神奈川県内産の食材を多く使用した献立により給

食を実施します。今回は、県内産の食材として、米・牛乳・大

根・小松菜を使用します。
《１月15日の献立》

五色米ご飯、牛乳、まぐろのたつた揚げ、大根ときゅうりの中華漬け、雑煮
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■東橘中学校１日の時程について 

 

給食実施前 給食実施後（平成 28 年 1 月 7 日～） 

朝学活 8:35 ～ 8:45 朝学活 8:25 ～ 8:35 

１校時 8:50 ～ 9:40 １校時 8:40 ～ 9:30 

２校時 9:50 ～ 10:40 ２校時 9:40 ～ 10:30 

３校時 10:50 ～ 11:40 ３校時 10:40 ～ 11:30 

４校時 11:50 ～ 12:40 ４校時 11:40 ～ 12:30 

昼食 12:40 ～ 13:00 給食 12:30 ～ 13:05 

昼休み 13:00 ～ 13:20 昼休み 13:05 ～ 13:25 

５校時 13:25 ～ 14:15 ５校時 13:30 ～ 14:20 

６校時 14:25 ～ 15:15 ６校時 14:30 ～ 15:20 

清掃 15:20 ～ 15:30 清掃 15:25 ～ 15:35 

学活 15:30 ～ 15:40 学活 15:35 ～ 15:45 

学級優先時間 15:40 ～ 16:10 学級優先時間 15:45 ～ 16:15 

 

 



平成 28 年 月  日 
教育委員会事務局 
中学校給食推進室 

 
中学校完全給食試行実施に関するアンケートの実施について（案） 

 
１ 目 的 

東橘中学校完全給食の試行実施において取組課題の把握など実態調査を行い、

東橘中学校試行給食の質的向上及び今後の円滑な全校本格実施に資することを

目的とする。 

 
２ 調査対象 

東橘中学校に在籍する生徒及びその保護者並びに同校教職員 
生徒数   １学年 325 名 

２学年 328 名 
３学年 330 名、計 983 名（平成 27 年５月１日現在） 

   保護者数  上記在校生徒の世帯数による 
教職員数  60 名 

 
３ 調査項目 
  ・食育・給食内容について 
  ・食器、箸、給食衣などについて 
  ・給食時間について 
  ・家庭での食事の状況 
  ・その他 
  ※ 生徒・保護者・教職員別にアンケート用紙を作成する。 

 
４ 調査期間 

平成 28 年  月  日（ ）～同年  月  日（ ） 
※ 学校行事等を踏まえ、適切な期間を学校調整により設定する。 

 
５ 調査方法 

無記名回答方式 

 
６ その他 

教育委員会事務局において集計を行い、その結果については、教育委員会会議

へ報告するとともに、本市ＨＰ等において公表する。 

資料４



平成２８年１月２２日（金）第 6 回中学校給食推進連絡調整会議作業部会 

 
 

川崎市立中学校完全給食実施の手引き 
（内部検討案 280122ver） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

平成 27 年 月 日（ ） 

川崎市教育委員会 



 
 

第１章 中学校給食の目的・目標 

 

第２章 中学校給食の運営と組織 

 

第３章 中学校給食を活用した食育の推進 

  

第４章 中学校給食における栄養管理 

 

第５章 中学校給食における食物アレルギー対応 

 

第６章 中学校給食における衛生管理 

 

第７章 中学校給食における危機管理 

           

第８章 中学校給食における会計事務          

 

第９章 中学校給食における物資管理    

 

第 10 章 中学校給食における配膳員の業務 

 

 

    

 


