
第１回学校給食関係業者衛生管理講習会を実施しました

◆目　　的

◆会　　場
◆参 加 者
◆講義内容

◆感　　想

　学校給食が安全・安心であるために、食材及び食品の提供に関
わる関係者の食中毒の根絶と衛生面の徹底に向けた意識の高揚
を目指す。
石川県地場産業振興センター
59名（パン19名、米飯16名、牛乳８名、一般物資16名）
演　題：「HACCPの対応について」
　　　　　～誰にでもできるHACCPの誤解とメリットについて～
講　師：新蔵　登喜男 氏
　　　 （㈱アルプ「食の安全研究所」客員研究員）
・事業者別のグループになったのですごく話し合いしやすかった。
・他の店の問題点や取組、今後の課題に対しての対策などが分　
　かっ。
・HACCPは当たり前の事を確実に行う事です。
・既に取り組んでいる事を書類に残すことから始める。
・ちょっとした工夫や改善することで、よりよい環境での製造がで
　きる事が分かった。
・HACCPによる衛生管理の考え方を社内で伝える。

理事会・評議員会を開催しました

平成29年度　石川県学校給食会の「第４回理事会」を５月30日㈫、「定時評議員会」を６月16日㈮に開催されま
した。両会において、平成28年度事業報告及び会計決算報告について審議・承認されました。また、「定時評議員
会」では、任期満了に伴う役員・評議員の改選についても承認されました。
今年度の役員（理事・監事）・評議員は、次の方々です。
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給食会だより

新蔵先生の講義

第４回理事会▶

グループ討議と意見交換

石川県教育委員会教育長
石川県教育委員会保健体育課長
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本会委託工場の衛生調査の実施

◆パン及び炊飯加工工場の衛生管理調査
・対　　象：本会委託加工工場全部　パンは９工場、炊飯は６工場
・実施期間：１回目４月～５月（実施）、２回目９月～10月（予定）　
・委 託 先：㈱アルプ　食品環境部　
・調査項目：環境付着検査（拭き取り法）… 一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌

サニテーションチェック… 施設管理（30項目）、従事員（30項目）、原料・製品（18項目）、
　　　　　　　　　　　　　　　　  設備・備品、製造工程、品質管理（22項目）
　調査結果は、パン組合と米飯組合を通じて各工場に送付し、改善に取り組みます。

◆パン委託加工工場衛生状況調査
・対　　象：パン委託加工工場（９工場）
・実施期間：１回目５月～６月（実施）、２回目10月～11月（予定）　
・調査方法：本会職員と田川調査員もしくは薮野調査員とともに調査。
・調査項目：「衛生管理調査」のサニテーションチェックと連携した42項目とＡＴＰ拭き取り調査を実施
・評　　価：各工場、整理整頓に対しては意欲が見られた。また、衛生管理調査による指摘事項の改善について
　　　　　　努力をしている様子が多く見られた。
・課　　題：① 作業用の清潔な服装を着用し、正しい身支度をする。（鏡の前で服装チェック）

② ローラー掛けの実施と記録を付ける。
③ 工場内の整理整頓と作業後徹底した清掃を実施する。（隅々の清掃を徹底）
④ 正しい手洗いの徹底と作業毎に洗浄する。（石鹸、消毒液、爪ブラシ等の設置）
⑤ 正しい使い捨て手袋の使用法を指導する。（数読みの時は必ず使用）
⑥ 正しい原材料の取扱いと徹底した管理（保管）を行う。（湿気、温度管理）
⑦ 工場内は専用の履物を使用する。（出入口は常に閉める意識を）
⑧ いろいろな施設のドアノブの洗浄・消毒をする。（基本はアルコール消毒）
⑨ パン箱の内部・取っ手・接合部の洗浄・消毒の徹底を図る。（丁寧な洗浄、消毒）
⑩ 焼き型、天板、ラックの炭化物の除去作業を実施する。（長期休業中を活用）

本会では、委託加工工場における衛生面や安全面について、「衛生管理調査」と「パン・炊飯委託加工工場衛生
状況調査」を連携し行っており、衛生安全の徹底を図っています。

《工場での調査の様子》
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第１回学校給食用パン品質審査会の結果

◆会　　場
◆審 査 員
◆審査項目と配点

◆判定基準

◆審査結果

◆審査員からの講評

金沢製粉株式会社　研究室
今寺　幸雄　氏（金沢製粉株式会社　開発部次長）
　　　コッペパン　外観（30点　焼き色、形均整、皮質、）食パンは（焼上均等）が加わる。
　　　内観（70点　すだち、色相、触感、香り、味）

７月14日㈮

本会ではパン組合との共催で、学校給食用パンの品質向上を図るため、年に２回、各委託加工工場のパンを指定
した学校・共同調理場に対し、無作為に抽出したパンを審査します。
第１回目は下記のように実施し、その結果をお知らせします。

審査の結果については、パン組合を通して各委託加工工場
へ、パンを提供して頂いた学校や共同調理場及び当該教育委
員会へは、本会から送付してあります。
２回目の審査は10月中旬頃に予定をしています。

80.0～85.0
優

75.0～79.9
良

70.0～74.9
可

69.9 以下
不可

あづま屋
安宅小
優
８０.７

工場名
学校名
判　定
合計点

小西製パン
御幸中
優
８２.５

ブロス
鞍月共調
優
８７.３

タカマツパン
森本共調
優
８５.０

佐野屋
七尾東部中
良
７６.３

細畑屋
町野共調
優
８１.０

ブロス
小木共調
優
８２.９

コ ッ ペ パ ン

川岸ベーカリー
山代小
優
８４.１

工場名
学校名
判　定
合計点

サンキョウパン
かほく市第2C
優
８３.０

ト部製パン
羽咋共調
良
７８.３

食 パ ン
・全体の印象としては、出来栄えがいい。
・異物付着物はなかった。これは、パン工場の意識の向上と
　捉えたい。
・給食パンの評価としては、しっかり焼きこんで、でん粉が十
　分にα化したものを評価するものであるが、昨今の消費者は、
　柔らかいパンを評価する方向にあり、整合性を図る必要があ
　るように思う。

平成29年度　栄養教諭・学校栄養職員技術講習会

毎年、夏期長期休業期間の初め頃に、石川県学校給食会、石川県栄養教諭・学校栄
養職員研究会が主催し、石川県教育委員会の共催のもと、食育の推進に向けて、学校
給食及び食に関する指導の充実や栄養教諭・学校栄養職員の資質向上を図ることを趣
旨として、本講習会を行っています。今年度も多くの関係者の参加のもと有意義な講習会
になりました。今後は、ここで習得したことをそれぞれの現場で活用して頂きたいと思っ
ています。

７月21日㈮
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第56回石川県学校給食調理コンクール

学校給食の食事内容の充実向上と多様化及び調理技術の高度化を図るため、石川県教育委員会と本会が主催
し、第56回学校給食調理コンクールを石川県立金沢西高等学校で行いました。今年度の参加は、次の８チームでし
た。
○加賀市　　○小松市　　○野々市市　　○金沢市　　
○志賀町　　○七尾市　　○輪島市　　　○珠洲市
午前には「自由献立の部」、午後には「課題献立の部」で、日頃の調理技術を競いました。

８月10日㈭

《製作の様子》

《水引コサージュ》

※午後　
 「Ａ講座」…… 43名参加
　調理実習：「ひと手間省いて、美味しい給食」
　講　　師：梶　　太郎　氏（「梶助」店主）
　献 立 名：小松菜の煮浸し、若芽胡瓜の酢の物、鰆の甘酢餡かけ、
　　　　　  鶏肉の蒸し煮胡麻酢かけ

【参加者からの感想】
・和食の基本であるだしを使った料理について、とても分かりやすく学ぶ
　事が出来ました。味も大変おいしく、給食でもこのような料理を出せた
　たらいいなと思いました。
・学校給食にご理解ある講師の先生でとても良かった。

 「Ｂ講座」…… 63名参加
　講義と演習：「心を込めて結ぶ水引　～食育環境の充実～」
　講　　　師：廣瀬　由利子　氏（株式会社　自遊花人　代表）

【参加者からの感想】
・心を込めて物作りをすることが大切だという事を学び、自分たちの仕事にも生かして
　いこうと思った。
・伝統工芸の水引に挑戦することで、郷土への理解を深めることができて良かったです。
・不器用なので、できるかと心配していましたが、グループ内で教え合い作る事が出来ま
　した。
・先生方がとても丁寧に教えて下さって完成させる事が出来ました。

◆内　　容
◎開会式　竹中会長の挨拶の後、湯ノ上先生より８月に開催される全国大会に向け
　　　　　て激励の言葉を頂きました。
※午前　〔ＡＢ共通講義〕…… 106名参加
　講義題：「『接遇』ブラッシュアップセミナー　～より良いチームづくりのために～」
　講　師：中村　清美　氏（株式会社ハートデザイン 代表）

【参加者からの感想】
・笑顔は普段から心掛けているが､子どもたちと接する時だけでなく「人」と接する時
　は笑顔でと思った。
・今まで「相手のために」「喜んでもらう」という視点から笑顔をつくるというのを意
　識したことがなかったので、相手のためということを意識してみようと思いました。
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◆審査結果

◆閉会式での山岸審査員からの講評から

最優秀賞
輪島市チーム
志賀町チーム

部　　　　門
課題献立の部
自由献立の部

優秀賞
七尾市チーム
金沢市チーム

・審査中、調理員の方々は色 な々事を考えながら、美味しいものを、と調理する姿を見て、皆さんの調理員としての
　誇りを感じ、日頃の業務に感謝します。
・給食は「第２の家庭の味」「手作りの味」と言われ、給食の力で色々な事を学ぶ事が出来ます。これからも子ど
　もたちに安全で安心出来る美味しい給食を調理して下さい。

全ての自由献立の作品は、献立表や作り方も
含めて、本会のホームページにアップしてありま
すので、ご覧下さい。

《課題献立・輪島市》 《自由献立・志賀町》

第66回石川県学校給食研究大会

「健康について実践する力を育む「食」
に関する指導」を研究主題として、学校
給食関係者の資質向上を図るために、石
川県教育委員会と本会が主催し、「第66
回石川県学校給食研究大会」を石川県
文教会館で開催しました。

開会式、表彰式の後、髙木　慎一朗　
氏（日本料理　銭屋代表取締役）による
「世界の名物　日本料理」と題して講演して頂きました。
髙木氏は、現在、農林水産省の「日本食普及の親善大使」として、海外での

様 な々イベントやホテル・レストランに招聘され料理を披露するなど幅広く活躍
されています。
また、県内の小学校や県内公立高校等において調理授業を通して、食育の推進に尽力して頂いています。
さらに今年度の金沢市文化活動賞を受賞しておられます。

８月２１日㈪

《開会式・近岡課長挨拶》

《髙木慎一朗氏の講演》

《自由献立の調理の様子》 《課題献立の調理の様子》 《審査の様子》
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「第58回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会」において

全国から栄養教諭・学校栄養職員及び学校給食関係者及び役員約950人の参加のもと標記大会が、１日目
は石川県立音楽堂で開会式と全体会及び企業の展示、２日目は石川県地場産業振興センターにおいて８つの
分科会及び「いしかわの食育活動」と題して県内関係者による食育活動の展示が行われました。
その展示場において本給食会もブースを設けて郷土料理である「じぶ煮・はす蒸し・いしる鍋」のレプリカ
による紹介と過去４年分の「石川県学校給食調理コンクール出品作品集」を紹介しました。特に作品集には
多くの人が興味関心を示し、瞬く間になくなりました。
これら、郷土料理のレプリカの貸出申込み方法や作品集
は、本会のホームページからダウンロードが出来ますので、ご
活用下さい。

《食育活動の取り組み展示》 《本会の展示ブース》

トピックス

平成29年度　石川県学校給食優秀学校等・功労者の表彰

石川県学校給食優秀学校等・功労者表彰は、本会の振興に寄与した、功績の顕著な団体・個人を表彰するもの
です。前記の「第66回学校給食研究大会」で表彰式が行われました。
受賞された団体・個人は以下（敬称略）のとおりです。おめでとうございます。今後も本県の学校給食の発展にご
尽力をお願いします。

◆学校給食優秀学校

◆学校給食優秀共同調理場

◆栄養教諭・学校栄養職員功労者（敬称略）

　國雲　弘子（白嶺小）　　 田中　靖枝（鞍月小）　　 波木砂代栄（七尾特別支援）

◆調理従事員及び共同調理場従事員功労者（敬称略）

　西村　昌子（符津小）　　　角　　郁代（安宅中）　　　橋詰　和美（中海小）　　　

　山本　美穂（根上中）　　　土田　美樹（根上中）　　　石田　朋子（辰口給食C）　  

　犬塚加代子（辰口給食C）　 中居めぐみ（千代野小）　　角屋　美樹（松南小）　　　

　松尾　紫保（広陽小）　　　堂端みどり（旭丘小）　　　中村　節子（湊　小）

　嶋田　絵美（野々市小給食C）　上松　典子（野々市中給食C）　石上　裕之（金沢市中央共調）

　泉　　真弓（大徳小）　　　岸　　昭恵（金沢市森本共調）　 北田　義雄（金沢市西南部共調）　

　中田　悦子（かほく市第２給食C）　 道村奈緒美（内灘町共調）　江上　将美（津幡中）　　

　南谷　晴恵（宝達中）　　　中野　美智（宇出津小）　　細川　七栄（小松特別支援）

金沢市立泉野小学校

野々市市中学校給食センター
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