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今月のトピックス

いま、学校給食調理受託業界は？

学校給食ニュース2004年５月号で「学校給食調理の

受託企業ホームページ調査」を実施しました。その時と

同じように公益社団法人日本給食サービス協会に所属

しており、学校給食調理事業やデリバリー給食を実施し

ているとみられ、かつ、ウエブサイト（ホームページ）を持

っている企業について、実際にウエブサイトを確認し、中

での記述を紹介します。

注：

１）事業内容に「学校給食」があり、かつ、詳細な記述がな

い場合は企業名、ウエブサイト、本社所在地のみを掲載し

ています。ＵＲＬの後の（）内は本社所在地です。

２）公立小中学校の学校給食を手がけていない企業も一部

含まれている可能性があります。事業内容に「学校給食」と

あっても実際には、調理受託等ではない、私立の食堂など

の例があるためです。逆に、ウエブサイト上での記述を見

つけられず、リストから漏れている企業もあることをご承知

おきください。

３）パン、米飯提供や食材供給等を専門にしている場合、学

校給食に関わっていてもリストからははずしています。

４）このリストは、特定の企業を応援したり、否定するための

ものではありません。学校給食調理委託事業者の傾向や

情報発信等についての参考資料としてまとめたものです。

５）掲載順番は、公益社団法人日本給食サービス協会の公

開リストに沿っています。同協会に加盟していない学校給

食調理受託等の事業者もあります。

６）引用はすべて「」をつけており、引用文中の「」と二重にな

りますが、ご了承ください。

調査雑感：

10年間で法人対象事業者でもウエブサイトの整備はか

なり進んでおり、大手事業者だけでなく、中小の多くの事

業者がウエブサイトをもって発信をしています。その中に

は、調理委託までの流れやコンサルティングお問い合わ

せ窓口なども掲載されていました。

目にとまったのは、このリストからははずれています

が、保育所や幼稚園の委託給食や弁当配食サービスは

やっていても学校給食の調理はやっていない事業者が

意外と多いことです。事業スタイルとして、学校給食の調

理委託は幼保とは違うことを事業者自身が受け止めて

いるのかもしれません。

事業者の傾向として、調理委託業務専門企業は少数

です。もともとが弁当製造等の企業等と、病院・福祉等

から業務拡大した例がもっとも多いようです。そのほかで

目にとまるのが、ビルメンテナンス、清掃、総合サービス

等から派生した例です。人材派遣業を営む例も多く、こ

れらの事業者は、人材管理の面や衛生管理の面から調

理受託に参入したと考えられます。

情報発信を積極的にしている事業者は、学校給食に

ついて「保護者向け」の説明をしています。また、入札時

に総合入札などを勘案し、自社の衛生管理や労務管

理、食育、児童生徒への対応の考え方、環境問題（食物

残さ等）について記述を深めているところも多く見られま

す。総合入札等の場合、記述部分で、これらの要素を入

札時の評価点として加点するためではないかと思います

が、決して悪いことではなく、長年調理委託を行っている

ことで、事業者の学校給食についての理解が深まってい

るとも考えられます。

学校給食の調理委託およびデリバリー給食が増えて

いることで、事業者の新規参入や競争は激しくなってい
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るようです。東京都特別区の一部で学校栄養士業務の

委託を行うなどの動きもあり、事業者としては、献立から

食材供給まで一貫して学校給食を引き受け、売上と利

益率を上げたいと考えることは間違いありません。

生きた教材として、食育の要としての学校給食のあり

方は、施設設備、調理のあり方抜きに考えることはでき

ません。献立、食材、調理は本来一体的に取り組む必要

があり、教育的な視点からは、直営での献立、食材調

達、調理の体制が望ましいものです。実際には調理の

みが民間事業者に委託されています。あらためて、委託

調理について考えてください。

●公益社団法人日本給食サービス協会

http://www.jcfs.or.jp/

「食の安全・安心、健康等に係る適切な情報提供、②品

質管理、衛生管理等に係る適切なマニュアルの作成・普

及、③給食サービス従事者に係る適切な人材育成、等

に尽力すると共に、公益法人化を契機として今年度から

新たに取り組んでいる、小学校高学年を対象とする「心

に残る給食の思い出」作文コンクールや、日本給食経営

管理学会との共同研究にも力を入れてまいります」「当協

会の会員は、安全・安心、健康に配慮した食事を１日当

たり873万食（平成24年６月現在）提供」（2013年８月の紹

介パンフより）

2012年６月現在で、会員企業による年間売上は学校

給食948億円、保育所給食199億円ですが、病院給食3,

780億円、事業所給食4,547億円に比べれば、教育関係

給食の比率は低いことが分かります。１日あたりの提供食

数では、学校給食297万食、保育所給食24万食に対し、

病院給食229万食、事業所給食323万食で、学校給食は

食数では病院給食や事業所給食に匹敵しています。年

間売上が低い理由は、食材費、献立等の部分が自治体

直営になっていることによるものと見られます。

事業所数は、学校給食4,400カ所、保育所給食1,800

カ所に対し、病院給食10,900カ所、事業所給食21,600カ

所となり、学校給食の提供食数から考えれば、学校給食

は１日の提供食数がとても多いことも読み取れます。

協会会員企業の従業員構成は、正社員が56,000人、

その他が220,000人と、非正規・パート等によって維持さ

れている業界であることが分かります。

●株式会社メルク

http://www.melc.jp/（盛岡市）

●株式会社紅谷

http://www.beniya-sendai.com/（仙台市）

●株式会社日総

http://www.nisso.gr.jp/（札幌市）

「学校給食は今、アウトソーシングの方向へと大きくシフト

しています。食材仕入れや人件費、福利厚生費などのコ

スト、調理を受け持つスタッフの確保、施設内外の清掃

や衛生管理など学校給食を取り巻く諸問題を『日総』の

学校給食サービスが解決いたします。

また学校給食だけでなく保育園の給食にも力を入れ食

育指導も行っております」

「私たちは学校給食を通して、将来を担う子どもたちの

｢心｣と「体」を育てるためにお手伝いが出来るということに

対して、大きな喜びを持っています。子どもたちの「おい

しい」が聞きたいから、安全で安心・まごころのこもった食

育給食・思い出に残る給食を提供いたします」

●エイムカイワ株式会社

http://www.aimkaiwa.com/（山形市）

●三八五フーズ株式会社

http://www.miyago.co.jp/foods/（青森県八戸市）

運輸系の事業者の関連会社。

「子供達の健やかな成長を願って、各市町村給食センタ

ーにおいて、「食」の安全・安心・信頼のある給食を提供

しております」

●株式会社ベスト

http://best-ryoushoku.jp/（山形県鶴岡市）

「地産地消と食育を推進しています。成長期にある児童・

生徒の栄養バランスを考えて調理します」

●株式会社レパスト

http://www.repast.co.jp/（東京都中央区）

「「おいしい！」その一言が聞きたくて…学校で一番大好

きな時間は？と子供たちに質問すると一番が「給食！」で

はないでしょうか。子供たちに安全でおいしい給食を提

供することに加え、おいしい給食でもっともっと「大好きな

時間」をプレゼントしていきたいと思っています」

「どの子にも「おいしい」と言ってもらえること…学校や保
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育園での日常給食やイベント食のサンプルです。小さな

子には見た目も可愛らしく、成長期の子には栄養バラン

スだけではなく、バリエーションの楽しさも学んでもらって

います。また、食物アレルギーを持っている子どもたちに

も皆と一緒に美味しく味わってもらいたい。そのために、

レパストでは食物アレルギーの除去食（代替食）でその子

に合った個別の対応をしています」

「食物アレルギーの除去食の配膳…小さな穴が目印…ア

レルギー代替食

おいしいケーキが焼きあがりました。みんなが大好きなベ

イクドチーズケーキです。食物アレルギーだけど皆と同じ

ものが食べたい！…そんな子供たちの思いを込めて焼き

上げたケーキです。配膳するときにまちがえないように焼

き上がりにフォークで印をつけました」

「おいしい給食ができるまで…レパストでは、学校や保育

園で子供たちの給食を作るにあたり、おいしくはもちろん

の事、安全・衛生面にも充分注意して日々作業をしてお

ります。 また、加工された物の使用は極力抑えて（基準

は各学校により異なります）手作りでおいしい給食を子供

たちに届けたいと思っております」

「給食の準備をご覧になった事がありますか？…野菜や

肉の下ごしらえから調理・配缶（各教室に配るための専用

容器配分）の準備・教室への運搬・そして清掃まで、 手

づくりにこだわる私たちレパストの調理工程（45工程以

上）をPDFにしました。是非ご覧ください。

「おいしい」給食ができるまで…生徒数約800人の公立小

学校給食調理担当：レパスト社員5名パート5名計10名」

●株式会社レクトン

https://www.recton.jp/（東京都中央区）

「昭和60年に東京都定時制高校、昭和61年に小中学校

の給食民間委託をスタートして以来、私たちは「子ども達

が笑顔になってくれること」を思い浮かべて心を込めて調

理しています。安全で安心な給食を提供するため、マニ

ュアルを遵守はもちろん、調理技術、食育推進などにも

力を入れて運営しています」

「基本理念…安全・安心」「おいしい給食」「楽しい給食」

「思い出に残る給食」を提供する／まごころ込めて（親の

気持ちで）給食調理業務にあたる／安全で安心な給食

を継続して提供していく／優しさと思いやり、愛情を持っ

て子供たちと接する」

「衛生管理…学校給食を「安全・安心」に提供するには衛

生管理の徹底が最も重要です。文部科学省が施行する

学校給食法・学校給食調理作業業務作業基準、小中学

校調理業務委託仕様書等に基づいて、ドライ運用・衛生

的な手洗い・施設器具の点検・調理過程における重要管

理事項について繰り返し研修・指導し、全従業員の衛生

知識・意識向上を図っています」

「食育…学校給食は「生きた教材」であり、食の大切さに

関心を深め、将来にわたり自分自身の健康作りを始める

大切な第一歩です。特に学校行事(行事食)は児童生徒

の大きな楽しみであり、食に興味を持つ大切な機会で

す。行事によるふれあい給食、お弁当給食、バイキング

給食、セレクト給食、スーパー給食、給食室探検等を通じ

て「おいしい食事」「楽しい食事」「思い出に残る食事」作

りに取り組んでいます」

「アレルギー対応…当社が受託している学校の殆どがア

レルギー除去食を対応しています。調理・提供に当たっ

ては各受託校と綿密に協議し、誤食・誤配防止に努めて

います。調理には専任の担当者を決め、「調理・盛り付け

・配膳」工程をそれぞれＷチェック（2人以上）で確認し、

提供確認記録表への記入など、アレルギー食提供マニ

ュアルに基づいた作業を行っています」

「人材教育…学校給食調理業務には充分な経験が必要

となります。当社は長年の受託実績により学校給食調理

経験者が多数在籍している他、衛生講習会や調理講習

会、給食特殊調理（専門調理師）・主任研修など教育に

力を入れています。『通常給食に付加価値をプラスアル

ファしよう！』を合言葉に「愛情」「手間」を惜しまず、チー

ムワーク良く・楽しく仕事ができるよう人材教育・育成に励

んでいます」

●株式会社ニッコクトラスト

http://www.nikkokutrust.com/（東京都中央区）

「子ども達の健康のため、厳格な衛生管理とスムーズな

連携を強化…成長段階の子ども達に提供する給食は、

特に厳格な衛生管理が求められます。そのため、HACC

Pに基づいた衛生管理と学校給食衛生管理基準を始め

とするマニュアルを遵守しています。増加傾向にあるアレ

ルギーにも対応するため、連携を強化して調理提供して

います」

「「安全・安心」「おいしい」「楽しい」給食をめざし、豊かな
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学校生活や望ましい食習慣の育成を推進しています。児

童・生徒の食育活動に貢献できるよう、学校や地域ととも

に取り組みます」

「健康と成長を見据え、残さずおいしく食べられるメニュ

ー…子ども達は、家庭生活とともに保育園や学校での食

体験をとおして健やかな心身の成長を図っています。近

年、食育に対する意識の高まりもあり、ニーズも多様化。

子ども達が残さずおいしく食べられるメニューを提供する

のはもちろん、地産地消の取り組みやイベント食でも楽し

く豊かな給食にしていきます」

「食育活動…給食を食を通じた総合学習の場と認識し、

楽しい時間を提供しています。食育活動の支援・協力に

取り組み、健やかな成長をサポートします」

「イベント給食…イベント給食時にはセレクト給食やバイ

キング給食を実施しています。従業員も参加し、児童・生

徒や学校職員とコミュニケーションを図ります」

「地産地消…地域でとれた食材や特産品を使用し、地産

地消に協力しています。季節感を深め、各地の食文化を

尊重し、郷土料理も積極的に取り入れています」

●シダックスフードサービス株式会社（グループ）

http://www.shidax.co.jp/（東京都渋谷区）

「給食業務の受託運営を、さまざまなご希望にお応えし

ながら行っています。例えば、小中学校親子方式の給食

システム。小学校の既存設備を給食センターとして機能

させ、中学校にサテライトキッチンを設置します。こうする

ことでコストを抑え、現在給食が実施されていない学校で

給食を進めることが可能になります。また、学食方式を取

入れれば、手作り弁当の生徒がともに食事をとることがで

き、コミュニケーション育成の効果も期待できます。食材

や献立の管理等を含む全面的な民間委託への受け入

れ体制も完備。調理職員の労務派遣、委託はもちろん、

PFIの導入やフルサポートによる給食の導入も可能です。

給食以外にも、スクールバスや用務等、シダックスグルー

プのノウハウを活かしたトータルアウトソーシングサービス

でお手伝いいたします」

●フジ産業株式会社

http://www.fujisg.co.jp/（東京都港区）

「万全のバックアップ体制で子供たちの健康と成長を応

援します。豊富な受託実績が信頼の証し。公立校約150

校を受託先とする当社では、10年以上前から給食の専

門部門を営業・管理・衛生に分けた専門管理体制を確立

しています。給食を、食事を通しての子どもへの大切な

教育の一環と位置付けて、望ましい食習慣の形成と健康

的な体格の向上を目標とした取り組みを学校と共同で実

施。子どもたちの健康と成長を応援しています。

厳しい衛生チェックと子どもを飽きさせないご提案で、い

きいきした給食時間を演出します。子どもたちに対する細

心の衛生管理が求められる学校給食。安全でおいしい

食事をお届けするため、当社では専門の管理担当者が

毎月定期的に学校を訪問。厳しい点検内容で年に2～3

回、衛生管理室スタッフの抜き打ちチェックを実施するな

ど、衛生管理のフォローアップや調理指導をきめ細かく

行っています。一方で、子どもたちが楽しく食事ができる

よう、バイキングやセレクトメニュー、行事食といった、いき

いきした食事タイムの演出をご提案しています。また、親

子給食や交流給食、ふれあい給食などを通して家庭や

地域との交流の場も広げています」

●メリックス株式会社

http://www.meryx.co.jp/（東京都千代田区）

「学校給食は、「児童や生徒の健康教育の増進を図り、

栄養バランスのとれた食事を提供すると共に望ましい食

習慣を養う」という学校給食の意義をよく理解し、家庭や

地域と連携し、給食を通して次世代を担う子供達が健康

で豊かな心を育むお手伝いをさせて頂いています。

また様々なアレルギー食対応やISO9001-2008に基づい

た品質管理や衛生管理の下で万全の教育・監視体制を

整え、食中毒や感染症防止の対策を実施しています」

●株式会社グリーンハウス

http://www.greenhouse.co.jp/（東京都新宿区）

●株式会社エム・ティー・フード

http://www.mtfoods.jp/（東京都港区）

「学校給食を通じての食育教育に様々なお手伝いをして

おります」

●ハーベスト株式会社

http://www.harvest-corp.co.jp/（横浜市）

「民設民営の学校給食センターをご提案します！21世紀

に相応しい教育環境整備が求められる現在、子どもたち

の健全な心と身体を培う、行政サービスとしての学校給

食の役割がますます高まっています。当社は、学校給食



5学校給食ニュースvol.178

サービスやお弁当製造の豊富な実績のもと、自ら専用の

給食センターを建設し、調理から各学校への配送までを

トータルにサポートする「民設民営」方式による学校給食

サービスを自治体の皆様にご提案しています」

「徹底した衛生管理…①建築設計段階より、HACCPの

概念を取り入れた調理施設及び設備を導入。②運営計

画では、永続的な品質向上を目的とした「PDCA」サイク

ルを基本としたISOマネジメントシステムによる運用によ

り、衛生管理・業務の計画や記録の管理を徹底的に行い

ます。※当社が手掛けた東村山中学校給食では「ISO90

01」の認証を取得しています」「低コスト運用を実現…従

来の官設官営や官設民営、PFI事業等の手法と比較し

て、約30％のコスト低減を実現。①減価償却費用②リー

ス費用③水道光熱費等の費用すべてを、単年ごとにご

負担いただくことが可能です。また、落札から導入までが

１年半と短工期による業務委託を実現するノウハウを備え

ています」

「豊富な実績とオーダーメードのサービス…当社は、自

治体様の要望や地産地消などの地域のニーズに合わせ

た献立づくり等、給食をさまざまなカタチによりご提供しま

す。たとえば、生徒の事前予約により教育委員会から調

理委託および食材提供を受け、お弁当形式で提供する

「スクールランチ方式」。あるいは給食実施校には「食缶

方式」による提供。さらに、自校調理で給食を実施してい

る学校についても、自校委託方式による委託給食を提供

します」

「お客様の様々な問題・悩み

Ｑ：現在、給食が未実施で時間的(給食時間)に困難…

Ａ：給食実施校には食缶方式を、未実施校には盛付済

みお弁当・配膳式の給食を提供しますので配膳時間が

かかりません。各自治体に合わせて各種提供方式でお

応えします。

Ｑ：学校給食を数校分まとめて実施したいが予算的に…

Ａ：自校委託方式で学校給食を新たに導入した場合、建

築をはじめ各費用が高額となりますので新規運営に踏み

切れないのが実情です。当社のスクールランチ方式をは

じめとする新委託センター方式で悩みは解消します。

Ｑ：衛生面が心配…

Ａ：衛生面はハード・ソフト両面が充実して初めて衛生的

な作業が行えます。建物の構造・設備・備品はＨＡＣＣＰ

対応の完全ドライ方式によるセントラルキッチン。ＩＳＯ900

1を取得し明確なＰＤＣサイクル運営と、従事者個人の衛

生管理能力を各種マニュアルの充実などでより深める教

育を行っています。専用車(冷蔵車)での配送など、衛生

的で円滑な運営を行えます。

Ｑ：献立のバリエーションを増やしたいが…

Ａ：当社のスクールランチ方式では、生徒さんが基本の

主菜２種類から選択、副菜３種類、合計５品目(付合せ・

デザート除く)を日々手作り調理しています。自治体の要

望に合わせサービスを提供いたします。当社は、各自治

体間の「食のコーディネーター」を目指しています」

●株式会社東京天竜

http://www.tokyo-tenryu.co.jp/（東京都文京区）

「愛情を込めた給食を通じて子供達の健やかな成長を見

守る…当社では、心と体の成長期にある子どもたちに愛

情を込めた給食をお届けしています。また、アレルギー

食についても個別に対応。ひとりひとりに合わせた給食

が楽しい思い出になるような取り組みを行っています。

子どもたちに笑顔で「ごちそうさま」「おいしかった」と言っ

てもらう。その喜びのために私たちは最大限の努力をし

ています」

「安心・安全な給食を通じて楽しい学びの場を演出。

給食は、健康な心と体をつくるのに大切なのはもちろん

ですが、食生活を正しく理解するための「教科書」でもあ

ります。当社では、“今日の食事が明日の自分をつくる”

をコンセプトに、給食をつうじて食育を行っています。野

菜の生産者と会話したり、児童生徒が収穫した野菜で給

食をつくったり、給食を作る所をのぞいてもらったりと、楽

しみながら食べ物に関する知識を身につけてもらえるよう

な取り組みを行っています」

●株式会社馬渕商事

http://www.mabuchi-net.co.jp/（東京都中央区）

「当社は、昭和33年の創業以来、食事作りを通じてお客

様に最高の満足をお届けする事業に取り組んでいます。

半世紀にわたり、 "あたたかい手作りの食事"を提供し続

ける一方で、喫食者の嗜好や食習慣の変化により、 世

界に誇れる日本の食文化が失われつつある課題にも向

き合っています。これまで培ってきた "食"に関する様々

な経験や知識を、次代を担う子供たちに給食を通じて伝

え、健全な食生活を実践することができる人間を育てるこ

と。それが、学校給食調理業務を知り尽くした私たちの一
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番の喜びです」

「当社が"手作り"にこだわる理由。それは、新鮮な食材を

おいしく食べてもらいたい、そして、心も体も健やかに育

ってほしい…の思いに尽きます。大人になっても楽しい

記憶として残る給食は、学校に通う楽しみのひとつでもあ

りました。未来の大人にとっても、給食が楽しい記憶とな

るよう、わたくしどもは手作りを基本とする、バラエティ豊

かな日替わりメニューの提供に尽力したいと考えます。何

より、"手作り"の食事を通して子どもたちは食べる楽しさ

を知ることになり、ひいては、子どもたちの成長の面から

の社会貢献につながると、わたくしどもは考えます」

「同じ校内にいても、児童・生徒と調理員が触れあう機会

は少ないため、当社では、ランチルーム給食や縦割班給

食に調理員を招いていただき、食事をともにする機会を

多く持つよう心がけています。こうした取り組みは、子ども

たちの声を聞くまたとないチャンスであり、調理員自身も

給食の大切さを再確認し、食育活動への意欲を高める

効果もあります。当社では、こうした児童・生徒との触れあ

いのほか、学校の先生、職員の方はもとより、保護者や地

域の方々を招いた試食会やふれあい給食も多数実施し

ており、こうした場には、当社社員や調理スタッフも積極

的に参加しています」

「抵抗力の弱い児童・生徒に対して安全・安心な食事を

提供することが大前提の学校給食。その従事者には、衛

生的な作業で調理に努め、異物混入などの危険を回避

する責任が課せられています。調理者自身の管理能力

も不可欠。個々における日常生活からの衛生・体調管理

なくして、衛生・安全・安心が共存する給食の提供も実現

しません。さらに、労働衛生規則に基づく年3回の定期診

断（全従業員）に加え、月2回の細菌検査、ノロウイルス等

の感染性疾患対策を実施するなど、常に全スタッフが "

万が一"を想定しながら、おいしい給食の提供に努めて

います」

「学校給食の運営には、膨大な知識と豊富な経験が必要

です。当社では、春・夏・冬の講習に加え、入社前・全体

・個別・巡回衛生管理といった、様々なファクターに準じ

た講習を実施しています。さらに、「学んだ知識を実践で

きているか」の定期考査、高水準でスキルの平準化を図

るための継続指導（当社指導員が月2回以上実施）など、

給食従事者の資質向上に注力。加えて、PDCAサイクル

（計画Plan→実施Do→評価Check→改善Act）に基づく

「衛生管理システム」を学校給食従事者に徹底していま

す。このように当社では、経験、キャリア、職種、社員、パ

ートの区分なく、それぞれの立場や経験年数に沿った当

社独自の指導・管理環境の下、衛生、食中毒、異物混入

等に対する危機管理を身につけた、学校給食のプロフェ

ッショナルを育成しています」

●日本給食サービス株式会社

http://www.seiyofood.co.jp/（東京都千代田区）

「次の時代を担う小学校・中学校の児童・生徒に対する

バランスのとれた給食や、各種養護学校などの給食も受

託しています」

●富士産業株式会社

http://www.fuji-i.com/（東京都港区）

「医療・福祉分野で培われた高度な衛生・栄養管理ノウ

ハウと、地域密着型の事業体制で、育ち盛りなお子様達

の「食」を力強くバックアップします。

富士産業の学校給食サービスとは？

その1高いレベルの衛生管理、栄養管理で対応…長年、

医療・福祉分野で食事サービスを提供してきた経験を活

かした衛生管理や、アレルギー食への対応など、きめ細

やかな栄養管理にも対応しています。

その2地域の食材を導入でき、食育に有効…仕入れ先を

地場に限定するなど、お客様のご要望に添う形で地域の

食材を導入した給食サービスが可能です。地域密着企

業として、食育の効果もあわせてご提供できます。

その3外部委託によるメリット…高品質な給食の提供、煩

雑な労務管理からの解放といったことが、ローコストで可

能になります」

●株式会社メフォス

http://www.mefos.co.jp/（東京都港区）

「メフォスは、1970年代から学校給食サービスの実績を積

み重ねてきました。現在は、全国300ヶ所を超える運営実

績があり、長年現場を経験したスタッフが多数在籍。セン

ター式から自校式まで豊富なノウハウをもっています。ま

た、地方自治体などが民間の資金や技術能力・技術力

を活用し、公共施設の建設・維持管理・運営を行うPFI事

業にも参画しています」

「地産地消は、単に地場産品の消費拡大ということでな

く、地域農業の理解や生産者との交流、健康的な食生活
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の実現、伝統的な食文化の継承、環境保全など、さまざ

まな教育的意義をもっており、子どもたちにとっては「生き

た教材」そのものとなります。メフォスでは、各自治体様と

一体となり、地産地消に対する取組みに積極的に協力し

ています。また、地産地消給食のおいしさや栄養価を競

う「全国学校給食甲子園」（主催：特定非営利活動法人2

1世紀構想研究会）でも、当社が給食を受託している給

食センターが入賞を果たしています」

「地域の食材を使い調理するだけでなく、バイキング給食

やリクエスト給食、全国各地の郷土食、さらには世界の料

理などの行事食料理まで、各自治体様の方針に沿って

食育活動をバックアップします。また、児童・生徒・学校

職員様と積極的にコミュニケーションを図ることで、身近

な給食調理員として食育のお手伝いをしています」「学校

給食は、当然「美味しい」と「安全」が並び立つものです。

メフォスは、学校給食衛生管理基準を遵守し、給食専門

会社としての豊富なノウハウに基づいた教育研修を行う

ことで、学校給食において給食運営受託開始から４０年

間食中毒ゼロを継続しています」

「メフォスは、子どもたちが好き嫌いなく食べ残しをしない

ように味付けや食缶への入れ方を工夫するなど、“残菜

ゼロ”を推進しています。また、給食を残すことに対して

「食材をムダにしてしまった」「もったいない」という気持ち

をもってもらえるよう、実際の残食写真を残食の計量デー

タとともに学校側へ提供し、食育の教材として使っていた

だいています」

●協立給食株式会社

http://www.kyoritsu-f.co.jp/（東京都渋谷区）

「学校給食は食育を通じて正しい食生活を身につけ身体

と心を育てる重要な役割をもっています。

衛生面に配慮した安全安心で期待される給食を提供

するとともに給食を楽しみにしてほしいという調理員たち

の気持ちを一つにして栄養士と連携をとり発育期の児童

生徒さんに配慮した思い出に残る給食をお届けします」

事業概要の中には、給食の受託運営の他、「学校栄養

士業務の受託運営」も含まれています。

●株式会社藤江

http://www.fujinoe.com/（東京都墨田区）

「現在、小・中学校から高校まで、数多くの学校の給食室

をお預かりして、食べ盛り、伸び盛りの児童・生徒の皆様

の成長の一端を見守らせていただいています。

私たちは"手作りのおいしさ"にこだわり、将来を担う児童

・生徒たちの食育に携わり、健康増進のお役に立ちたい

と願っています」

「小・中学校給食栄養士業務委託…平成２４年度より始ま

りました。公立学校給食栄養士民間委託第一号業者に

選んで頂きました。この栄養士受託は、社内のノウハウを

生かせる最高の機会であると考えております。学校給食

は食育という教育の根幹ます。一旦ついた食習慣を大人

になってから変えることは困難です。

小学校・中学校の時代は食習慣等、本能的な行動の望

ましい形を刷り込みやすい時期と言われております。学

校給食を通して児童生徒の健康面のみならず、豊かな

社会性・人間性を育て日常生活における食事について

正しい理解と望ましい習慣を身につけ、将来に渡り食に

対する自己管理力を養っていく手助けとなる｢生きた教

材｣として常に大切な役割を担っているという認識を持っ

ております。よりよい栄養士を配属し皆様に安心していた

だける、栄養士受託に取り組んでまいります」

●長谷川フードサービス株式会社

http://www.h-food-service.com/（東京都豊島区）

「子どもたちの健やかな成長をサポートします…食べるこ

とは、命を育むこと。「食」に関する正しい知識を学び、栄

養バランスのとれた望ましい食習慣を身につけることは、

健やかな成長の基本となります。学校給食は、教育の一

貫としてその大切さを学び、児童・生徒の健康に寄与す

る、まさに生きた教材です。私たちは「食の安全・安心」を

徹底し、学校給食を通じて「食育」に貢献することをめざ

して、小・中学校をはじめとする各種学校、幼稚園、保育

園等に、おいしく、楽しい給食の提供を行っています」

「徹底した衛生管理で、「安全・安心」な給食を…学校給

食は、確かな衛生管理で「安全・安心」な食事を提供する

ことが最も重要です。当社では、衛生意識の向上に向け

た巡回指導・講習会、衛生チェック体制の強化、定期的

な検査等を実施し、衛生管理、衛生教育の徹底に努め

ています」

「細やかな対応で、「食」の楽しさ・安心をお届けします…

子どもたちに「食べる」ことの楽しさ、喜びを感じてもらえる

よう、ご要望に応じて、見た目にも楽しいさまざまなイベン
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トメニューを提供しています。また、食物アレルギーや障

害（咀嚼・嚥下障害等）を持つ子どもたちに対し、個々の

アレルギーに対応した除去食、飲み込みやすい食事等

を提供。細やかな対応で、より多くの子どもが、安心して

食事を楽しめるようサポートしています。行事食の例…お

月見、ひな祭り、子どもの日、七夕、餅つき、入園・卒園、

お誕生日会など。食事だけでなく、手作りのランチョンマ

ットを使用するなどの演出も」

●東都給食株式会社

http://www.touto-kyusyoku.jp/（東京都墨田区）

「設立当初は社員食堂の運営を中心に事業を展開して

おりましたが、昭和60年から東京都立定時制高等学校の

給食を、平成6年より公立中学校の給食を受託させてい

ただいてから現在では、東京・千葉・神奈川・埼玉の公立

小中学校の給食受託を中心に事業を展開させていただ

いております」

●富士食品商事株式会社

http://www.office-web.jp/fujishokuhinshoji/（埼玉県ふじみ野市）

●株式会社NECライベックス

http://www.neclivex.co.jp/（東京都港区）

ＮＥＣグループ会社、学校・保育園給食で60ほどの受託

（2015年４月現在）。

●栄養食株式会社

http://www.eiyo.co.jp/（東京都品川区）

主に私立を対象とみられる。

●株式会社ニックス

http://www.nicks-net.co.jp/（埼玉県狭山市）

「学校給食の調理では子供たちの成長を願い、心をこめ

て調理に携わっています。食事はおなかを満たすだけで

なく、人間性を育む大切な時間、健康な心と身体をつくる

大切なもの。そして安心して口に入れられる食事は、安

全な食材と調理作業・環境から生まれます。私たちは最

高のレベルで提供できるよう全力を尽くしています」

●葉隠勇進株式会社

http://www.hagakure.co.jp/（東京都渋谷区）

「スクールランチサービス（学校給食）…子どもたちの「お

いしい」が聞きたいから、安全で真心のこもった「食育給

食」を提供します。学校給食の役割は、食事を通して子

供たちのカラダとこころを育てること。「食育」という視点

で、健全で安全な食生活を提供するとともに、食べること

で季節や文化伝統に触れ、食べることの大切さを教える

ことが私たちの使命だと考えます。「学校に行く1番の楽し

みは給食」といわれております。「安全でおいしい給食」

にプラスして「思い出に残る給食」の提供を目指します」

「子供達の健康な「体」と「心」を育成する「食」の重要性

…私たちは、学校給食を通して、将来の社会をになう子

供達の健全な「体」と「心」を育てるお手伝いができること

に大きな喜びと誇りを持っています。安全で、私たちの真

心をこめた給食をお届けいたします」

「基本は「人を創る」ことにあると考えます…学校給食の

調理師にふさわしい人材の育成に力を入れ、年間12回

の研修会を実施しています。子供たちに慕われ、信頼さ

れるためには、調理師である前に教育の現場にたずさわ

る人格者でなければならないと考えるからです」

「ISO9001品質マネジメントシステム認証取得…「安全で

美味しい食事の提供」をより確実な形でお客様に約束で

きる手法として、業界に先駆けて学校給食へのISO9001

品質マネジメントシステムの導入を全社を上げて取り組

み、平成13年11月30日に認証取得致しました」

●株式会社東洋食品

http://www.toyo-foods.com/（東京都台東区）

「東洋食品は学校給食のトップサプライヤーです」

「自校方式…学校給食のもつすばらしさを明日に発展さ

せ、つなげていくために…合理化と効率化は、新しい学

校給食を生むためのステップです」

「食育の一環として、学校給食への期待はますます高ま

ると共に、一方で合理化も求められています。

調理業務を民間企業へ委託することにより、時代のニー

ズに対応した事業運営を行い、これまでと同様に安全で

おいしい給食を提供することが可能となります」

「受託実績は自校調理方式229校以上、センター方式12

0箇所以上、併せて1日66万食以上と我が国最大の実績

を有しています。(6/1現在)」

「センター方式…質の高い学校給食をつくるノウハウと、

学校給食の多様化する要求を満たす長年蓄積された東

洋食品の実績」

「自治体の学校給食現場で抱える問題や課題は様々で

す。東洋食品はそれぞれの学校給食に応じたシステムを
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提案し、問題・課題解決を図ります」

「現在、東洋食品が運営する学校給食は少人数の自校

調理方式から1万食以上の学校給食センター方式まで多

数あります。様々な学校給食運営から数多くのことを学び

ました」

「ＰＦＩ事業…東洋食品は国内初の学校給食センターPFI

事業である“千葉市大宮学校給食センター整備事業”を

受託し、次いで国内2件目となる“浦安市千鳥学校給食

センター整備運営事業”を受託。以来、東洋食品は学校

給食センター運営受託によって培った給食調理のノウハ

ウに加え、PFI事業の運営ノウハウをいち早く確立しまし

た。2013年5月現在の学校給食センターPFI事業の受託

件数実績は15件（代表企業実績12件）。

国内トップとなっております。

調理能力22,000食/日を誇る国内最大規模の“山形市学

校給食センター整備運営事業”の運営も受託しており、

弊社は20,000食/日超の大規模PFI事業にも対応が可能

です」

●三菱電機ライフサービス株式会社

http://www.mdlife.co.jp/（東京都港区）

「学校給食・学生食堂…小学校・中学校における給食調

理・提供、大学などでの学生食堂の運営を行っていま

す。児童・生徒・学生に健全な食生活を知ってもらうた

め、食育活動も積極的に取り組んでいます。

小学校・中学校給食…美味しい食事を提供するのはもち

ろん、文部科学省「学校給食衛生管理マニュアル」に遵

守した運営に努め、児童・生徒の皆さんが安全で安心し

ていただける食事を提供できる運営を行います」

●株式会社総合フードサービス

http://www.sogo-food.com/（新潟市）

「平成15年11月、旧新潟市内の26校で中学校給食を開

始したスクールランチは、亀田中、亀田西中、を含めた28

校で実施しています。これは文部科学省の栄養基準、衛

生基準に則った「完全給食」で、「複数メニューから選択

して予約」、「家庭からの弁当併用」、「民間に調理委

託」、「ランチルームの設置」という4つの特色があります。

H21年度からは高志中等教育学校の給食も複数メニュー

から選択する全員給食で、スクールランチと同じメニュー

で実施しています」

●真栄総業株式会社

http://www.shineisogyo.com/（栃木県那須町）

主に福祉介護医療関係食事提供だが、学校給食も手が

けているとみられる。

●足利東都給食株式会社

http://www.asito.co.jp/（栃木県足利市）

主に弁当配食サービス。デリバリー方式等を行っていると

みられる。

●ジャパンコントラクトフード株式会社

http://www.japancf.com/（東京都千代田区）

「学校栄養士指導の下、安全で美味しい食事を調理提

供いたします」

●株式会社一冨士

http://www.ichifuji.co.jp/（東京都千代田区）

●エコーライフ株式会社

http://www.echolife.co.jp/（横浜市）

●株式会社サンユー

http://www.sanyu-fs.co.jp/（神奈川県平塚市）

「「生きた教材としての給食」…思い出に残る給食は、子

ども達の心と身体を健やかに育てます。私たちは、毎日

のおいしい給食で、食事の楽しさ、喜びを子ども達に感

じてもらいたいと思っています。思い出に残る給食は、子

ども達の心と身体を健やかに育てます。給食は、子ども

達にとって楽しみな時間であり、同時に大切な食育の場

でもあります。みんなで食べる給食で、食事、配膳のマナ

ーを身につけ、食物への理解を深めてほしい。そんな願

いをこめて、一食一食を、大切に作ります」

「おいしく、楽しい給食をお約束します…万全な運営管

理と、当社独自のきめ細かい衛生管理、衛生教育で安

心、安全な給食を、そして、調理業務管理、調理業務教

育でおいしく、楽しい給食をお約束します。バイキング給

食やセレクト給食、親子給食やふれあい給食などを積極

的にご提案し、お客様と一体となって取り組みます」

●株式会社日本フードリンク

http://www.j-foodrink.co.jp/（新潟市）

「学校給食は食育の生きた教材…おいしさはもちろん、

成長期の生徒の皆さんが安心して食べられるよう、衛生

管理においてドライシステムやＨＡＣＣＰの考え方を取り
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入れ、安全で安心な食事を提供しています」

「学校給食への取り組み…学校給食は、子供たちの体の

栄養だけでなく、心の栄養等も育む大切な時間です。

食文化を継承し、地域への理解を深める「食育」の生きた

教材となる学校給食の充実を図るため、地場産食材を積

極的に取り入れ、「地産地消」に取り組んでいます。また、

素材の良さを生かした調理を心がけています」

「セントラルキッチンの取り組み…セントラルキッチンで

は、新潟市中学校スクールランチを調理しています。衛

生面では、ドライシステムやHACCPの考え方を取り入

れ、徹底した管理を行っています。成長期の子供たちの

豊かな身体づくりのために、おいしさはもちろん、安全で

安心な食事を提供しています。また、提携する農業生産

法人で採れた、旬の新鮮な食材を使用することにより、積

極的に地場産物を取り入れています」

●株式会社日京クリエイト

http://www.nikkyo-create.co.jp/（東京都品川区）

「学校給食…当社は学校給食法に基づき、児童・生徒の

方々の大切な成長期に配慮し、適切な栄養を摂取できる

ようメニューをご提供します。食育や地産地消について

も、ご要望に合わせ、対応します」

●東京フードサービス株式会社

http://www.tokyofood.co.jp（東京都世田谷区）

●西洋フード・コンパスグループ株式会社

http://www.seiyofood.co.jp/（東京都豊島区）

「豊富な受託実績…西洋フード・コンパスグループは、お

よそ150ヵ所の教育関連施設での給食を受託運営してい

ます。厳しい衛生管理と細やかな教育的配慮で安全で

おいしく、そして楽しい給食をお届けします」

「食育への貢献…公立学校等において給食の民間委託

に対する規制が緩和されるなか、保護者の方々からのご

意見やご要望も積極的に取り入れ、管理栄養士と調理

師が一丸となって、心をこめた「手作り給食」を実践して

います。学校規定の食材取り扱い、調理、衛生管理方法

等を遵守することはもちろん、子供たちの情緒の発達に

貢献する「おいしさ」や「楽しさ」も追求しています」

●石本商事株式会社

http://www.isimotoshouji.co.jp/（新潟市）

「学校給食は、食育を通じ子供たちの心身の発達に重要

な役割を担っているといえます。児童の健康増進と地域

社会の食改善へお役に立ちたいと思っております。当社

では、給食のシステムが自校方式、センター方式のいず

れのケースについても給食委託を行っています。

学校栄養職員との連携／アレルギー食の対応／衛生管

理の徹底」

●株式会社アスモフードサービス

http://www.asmo-foodservice.co.jp/（東京都新宿区）

主に福祉医療系給食サービスだが、学校給食等も。

●恵産業株式会社

http://www.meg-corp.com/（宇都宮市）

「学校給食を委託することによって、HACCPに基づく万

全なる衛生対策の整備、大量調理に練達した調理員に

よる業務の合理化等、発育過程にある児童生徒の健康

維持増進に役立つほか、直営と比較して大幅な人件費

の節約合理化が図れます。

「栃木学校給食サービス協会」の設定に伴い、理事として

活動しております…日本全国の学校給食業務の合理化

・アウトソーシングに寄与するため、給食サービス業界に

おいて新メニューの調理研究やHACCPに基づく衛生環

境対策などの研鑽を重ね、より質の高いサービスをご提

供する事を目的に、各都道府県の関係業界各位のご参

加を頂いて学校給食サービス協会が設立されました。栃

木県におきましても「栃木学校給食サービス協会」が設

立され当社は理事として活動しております」

●株式会社アモールトーワ

http://www.amorutowa.co.jp/（東京都足立区）

「小学校・中学校の給食調理業務（都内小中学校）

学校の思い出話…給食の話題に華が咲きませんか…友

と語り合いながら食べる給食の時間は、笑顔と笑い声の

中のやすらぎのひととき。私たちは心に残る給食を真心

込めて、子供達の成長を願い、食の大切さを心と身体で

知ってもらうために給食を提供しています」

●株式会社ジェービーエム事業本部

http://www.jbm-72.co.jp/（埼玉県鶴ヶ島市）

●株式会社寿食品

http://www.kotobuki-gr.co.jp/（相模原市）

「子供たちの「安全」と「安心」を第一に食育を考えた「美
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味しい給食」を提供します。子供たちにとって、一日で一

番楽しみにしていることは、やっぱり「給食の時間」です。

寿食品は、その期待を裏切らないよう「安全・安心・笑顔」

をキーワードに「美味しい給食」を提供することを大きなテ

ーマにしています。子供たちの記憶にずっと残るような

「美味しい給食」をつくり続けて行きます」

●全国農協食品株式会社

http://www.zfc.co.jp/（東京都渋谷区）

「「食」の楽しみをテーマに…。未来を担う子供たちのた

めに。ともに学び、遊び、人との関わりを体得する学校生

活の中で、隣の友人とともにとる食事の楽しさも知っても

らいたい…。そんな願いをこめて、学校給食事業を展開

し、米飯給食を推進してまいりました。近代的な設備と徹

底した衛生管理のもと「食」の文化を大切に、栄養バラン

スの優れた給食作りをおこなっています。

季節の味わいを守ります…四季折々の味に重点をおい

た毎日のメニューづくりを大切にしています。子供たちに

も日本の旬を感じ、味わい、知ってもらえるよう努めてい

ます。給食の時間が笑顔あふれる楽しいひとときとなるこ

とが私たちの願いです。

食文化を体験できるメニュー…地方に伝わる伝統的な郷

土料理や世界の食文化を体験できるメニューのほか、地

元で穫れた米や野菜を使う「地産地消」も実践します。ま

た、環境に配慮した残滓のコンポスト化にも取り組み、有

機質肥料を学校の花壇や近隣農家に還元しています」

●株式会社天柳

http://www.tenryu-group.co.jp/（神奈川県座間市）

主体は高齢者向け食事、学校給食も。

●株式会社安田物産

http://www.yasuda-bussan.co.jp/（神奈川県座間市）

「当社は単独校方式・センター方式・スクールランチ方式

にて約40ヶ所の小学校・中学校・支援学校に給食を提供

しております」

「運営方針…当社は昭和55年に学校給食の受託をして

以来30年以上に亘り子供達に給食を提供しております。

安全安心を第一に心掛け業務を行う様に指導しており、

指導の一環として本社所属の管理栄養士による巡回指

導や衛生講習を実施し、従業員一人一人が「教育の現

場で仕事をしている」事や「子供達の為に給食を提供し

ている」事を自覚して子供達から「美味しかった」と言って

頂ける様な給食を提供する様に努めております」

「能力向上のために…社員の能力向上を図る為に本社

テストキッチンやクッキングセンター（自社工場）にて研修

を実施しております。また、調理する際も子供達に喜んで

いただく為に、調理員一人一人が調理技術に対する「こ

だわり」を持ち、より美味しい給食を提供する事をモットー

にしております」

「明るい職場作り…給食を提供する事において従業員同

士のチームワーク（信頼関係）が重要であると考え、笑顔

が見られる職場作りをモットーにしております。また、夏休

み期間中には各学校給食スタッフの交流等を実施し、従

業員同士のコミュニケーションの充実等も図っておりま

す」

「人事方針…ベテランから若手までが業務責任者として

従事しております。調理能力はもちろんコミュニケーショ

ン能力を重視し登用している事から、積極的に仕事を覚

えているスタッフは数年で責任者に成っております。意欲

があるスタッフには働き甲斐がある職場だと思います。異

動についても当社は事業所が県内のみであることもあり、

仕事と生活の両立が図れる様に配慮しております」

「衛生管理…当社では質の高い食の安全安心を第一と

考え、社長直轄の栄養衛生管理室が主管して衛生管理

体制を築いております」

●株式会社セイビ埼玉

http://www.seibi-saitama.com/（埼玉県川口市）

「学校給食調理子供たちの成長とともに…「今日もおいし

い給食だったよ。ごちそうさまでした～」 子供たちの元

気な声が、私達の力になります。「温かいものは温かく、

冷たいものは冷たく」当たり前のことを大事にしています。

私たちセイビ埼玉は、川口市およびさいたま市内で昭和

４３年から、学校給食をご提供してきました。小中学校、

定時制高校まで幅広く学びの場所を「食」で支えていま

す。今日も調理現場では、楽しく安全な給食を提供する

ために、日々研鑽を重ねています」

●東京割烹株式会社

http://tokyo-kappou.co.jp/（東京都中野区）

「小中学校給食は高い衛生知識と調理のタイムスケジュ

ール管理を必要とします、当社では独自の学校給食マニ
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ュアルにて衛生教育研修・調理教育研修を行っておりま

す」

●株式会社トウショク

http://www.toshoku.net/（東京都江東区）

●日本国民食株式会社

http://n-kokuminshoku.com/（東京都中央区）

「当社は、学校給食事業に携わって３０年の歴史をもつ

学校給食の専門企業です。「安全・安心」「おいしい」「た

のしい」をモットーにお客様が理想とする給食を目指しま

す」

「業界のパイオニア…昭和60年に学校給食の受託を開

始した業界のパイオニアです。長年培ってきた経験・ノウ

ハウを活かし、最適な運営と学校給食に求められる人材

を育成し、未来を担う子どもたちの健やかな成長をサポ

ートします」

「安全衛生safe and secure…安全・安心への取り組み

「安心・安全」な給食提供するためのは、徹底した衛生管

理を行うことが重要と考えています。 HACCPの概念の

基づき、調理過程における重要管理事項を定め、それを

基に衛生巡回指導や検査を行います」

「食育Food Education…「食」を通じて学び・育む「食育

活動」へ積極的に取り組みます…給食時に学級訪問をさ

せていただくなど、提供した給食について従業員と子ど

もたちがコミュニケーションを通じ食への興味を養いま

す。そして子どもたちが正しい食習慣を身につけ健康の

増進や残食のない給食を目指します。また地産地消へ

の支援に取り組み、地元食材を使用した献立に対応して

います」

学校給食センター等のＰＦＩ事業も行う。

●鹿島都市開発株式会社

http://www.ektk.jp/（茨城県神栖市）

不動産、施設管理等の企業だが、学校給食センターの

運営調理も行う。

●株式会社T・A TRUST

http://www.ta-trust.co.jp/（千葉県山武市）

医療福祉関係給食が主だが、学校給食調理受託も。

●株式会社三和商会

http://www.sanwa-shokai.co.jp/（長野県諏訪市）

ビルメンテ等が主だが、学校給食調理も。

●株式会社日本環境ビルテック

http://www.nihonkankyou.com/（東京都豊島区）

ビルメンテ等が主だが、学校給食調理も。

●株式会社安全給食サービス

http://www.anzen.info/（新潟県長岡市）

「給食業務の受託、管理 ※長岡市内小中学校12カ所」

「安全給食の実践…学校給食は子どもたちの「生命をお

預かりする職業」であることを常に認識し、長岡市衛生管

理マニュアルを基本とした当社独自の衛生基準を設定

し、調理員一人一人にいたるまで、日々の衛生的な給食

作業に努めています。

異物混入及びウイルス性食中毒などによる事故の防止

対策として、給食室内での細菌拭き取り検査や巡回指導

を行なっております。設備管理から食材の取扱いにいた

るまで、日々システムの検討・改善を行い、安全・安心・

衛生面を重視した学校給食を提供しております」

「ニーズに応えた給食の提供…食物アレルギー体質の

児童生徒に対する個別メニューの対応や、各配膳室で

直接手渡すことで安全でゆとりある給食の実現など、時

代の要請に応じた、多彩な学校給食の提供を推進しま

す。

食生活の多様化とともに、学校給食に求められる質の高

さも重要な要素となっており、手作り献立はもちろんのこ

と、メニューを選べるセレクト給食や、バイキング給食の提

供も積極的に対応します」

「ニーズに応えた給食の提供…食育は知育・体育・徳育

の基礎となるものであり、学校における給食は教育の一

環であります。学校給食業務に携わることで、食教育によ

る子どもたちの健全な成長を積極的にサポートします。

地球環境の保全をはかるうえからも、生ゴミの減量化や、

残菜の再利用など、学校給食をとおした家庭や学校の

環境対策を、子どもたちや地域と共に推進して行きます。

現代のファーストフード化された食事を見直し、郷土食を

始め、学校や地元で収穫された野菜や食材などを使用

するスローフード運動を、子どもたちや地域の人と共に推

進して行きます」

●株式会社藤給食センター

http://www.fujikyushoku.com/（東京都江東区）
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「お子様により楽しく、魅力ある給食をお届けするため

に、従事者のきめ細やかな注意力、知識、日々の努力に

慈愛の心を加え、安全で美味しい給食をご提供していま

す。

・弊社は、昭和60年度より学校給食を受託している草分

け企業として、安全・衛生面を徹底し、創業以来無事故

を続けております。

・学校給食に精通した調理師が、衛生管理を徹底して、

安全でおいしく召し上がっていただける給食をご提供し

ております」

●メーキュー株式会社

http://www.me-kyu.com/（名古屋市）

「国の宝の「心」と「体」を育てます。学校給食受託管理士

よる調理体制と衛生管理」

「食育への取り組み…将来を担う発育過程にある子ども

たちにおいしくて安全・安心・健康に配慮した給食をご提

供することにより、学校給食の食育の一環としての重要な

役割をお手伝いしています」

「信頼される実績・経験…1993年より受託業務を開始し、

現在では愛知県内に１日10,000食を超える給食センター

の運営を含め、保育・幼稚園24園、小学校64校、中学校

52校で約６万４千人の子どもたちに、給食をご提供してい

ます。弊社では一定の知識や経験を満たしたスタッフに

対し、（公社）日本給食サービス協会が主催する学校給

食の意義・役割や栄養管理・衛生管理と法律・制度等の

習得を目的とした「学校給食受託管理士」の資格取得に

積極的に取り組んでいます。（平成23年12月現在 学校

給食受託管理士数＝34名）毎年増員しています。また各

事業所で年間教育表を作成し、食育・衛生・調理技術の

向上に努めています」

「衛生管理について…衛生管理について関係法令、各

自治体の学校給食管理マニュアルおよび弊社の衛生管

理マニュアルを併用し、安全衛生教育に努めています。

また毎回事前に作業工程表や作業動線図を作成し、朝

礼、昼礼で安全・安心を確認しておいしい給食をご提供

しています」

●日本ゼネラルフード株式会社

http://www.ngf-penguin.co.jp/（名古屋市）

「学校給食は、大切な食育の場。子どもたちの食への関

心を高めること。バランス良く、好き嫌いなく食べ、食を通

じたコミュニケーション能力を養う事ができる場の手伝い

をすることを目指しています。安全安心な心をこめた「手

作り給食」を実践しています」

「楽しく、おいしく、バランスよく…私たちは、各学校の設

置者様と連携し、安心・安全な健康に配慮した学校給食

を提供しています。セレクトメニューや児童・生徒の皆様

のリクエストメニュー、行事に合わせた特別メニューも多

彩にご用意。児童・生徒の皆様を飽きさせることなく楽し

んで召し上がっていただけるよう配慮しています」

●株式会社ミツオ

http://www.mituo.com（名古屋市）

「スクールケータリング事業…管理栄養士が立案、作成し

たメニューを、技術力のある調理師が調理して、子供たち

の食育を、「おいしさ」「たのしさ」「安全」という思いのも

と、様々なプランをご提案しています」

●株式会社トモ（トモグループ）

http://www.tomogroup.co.jp/（三重県四日市市）

「成長過程でも大切な食事をサポート 美味しくて安全

な給食は、快適な調理環境から…まごころ込めて調理

し、子供たちの健やかな健康をサポートしてまいります」

「ご当地メニューのご紹介…学校給食発祥の「津餃子」の

ように地域に合わせた学校給食をご提供しております」

株式会社三重給食センター（三重県桑名市）もグループ

企業で給食調理受託。

●株式会社松浦商店

http://www.obento-matsuura.co.jp/（名古屋市）

弁当等が主力だが、中学校スクールランチを受託。

●大一食品株式会社

http://www.daiichi-f.co.jp/（名古屋市）

●栄屋食品株式会社

http://sky-f.jp/（愛知県あま市）

●日本海給食株式会社

http://www.e-takata.co.jp/（富山市）

●ナフス株式会社（ナニワフードグループ）

http://www.naniwa-food.co.jp（大阪市）

「安全で安心な食事の提供のために…当社では、平成

15年にはじめてHACCPの概念を盛り込んだ内容にてIS
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O14001をナフス本社にて取得致しました。そして毎年様

々な目標を設定し、業務改善を図っております。また当

社独自の各種マニュアル、各研修会、各チェック体制の

もと、安全で安心な給食の提供に取り組んでおります。当

社では、従業員の内およそ三分の一が有資格者（管理

栄養士・栄養士・調理師）であるため様々な状況に対して

も対応可能です」

「食育について…受託会社である当社では、直接児童へ

の指導は出来ませんが従業員へ挨拶・マナーの教育を

行い、学校職員の一員であるという認識をもたせ、常に

児童たちの模範となるよう行動させております。また当社

では「食育プロジェクトチーム」を設立し、様々な活動のご

提案をさせて頂いております」

「これまでの学校給食おける実績…学校給食において当

社では、平成元年より業務受託を行っており、小学校給

食におきましては大阪府にて初めて業務委託が始まっ

た、平成９年より行わせて頂いております。現在では、各

市町村様で自校式、またはセンター方式におきましても、

給食調理業務を行わせて頂いております。これまで培っ

てきた実績と経験を活かし、今後もより良い学校給食の

提供をし続けて参ります。また、アレルギー対応、学校行

事にも積極的に協力しております」

●一冨士フードサービス株式会社

http://www.ifsco-group.com/（大阪市）

学校給食のケーススタディーとして、千葉県木更津市学

校給食センターを特集。

●株式会社魚国総本社

http://www.uokuni-s.co.jp/（大阪市）

「おいしくて変化のある給食は学校生活の大切な一部で

あるとともに、心身の健全な発達を促す「教育」の一環。

当社では教育委員会との密な連携のもと、メニューやサ

ービスを提供。もちろん、HACCP準拠の安全衛生管理

で安心。食育サポートも行っています」

「学校給食センター事業…当社の学校給食は、永年、自

校式、センター式の運営をおこなっており、各自治体様

のニーズにお応えするきめ細やかなノウハウを構築して

います。

近年ではPFI事業の代表企業として学校給食センター事

業にも取り組み、どのような方式にもご提案が可能です」

●ウオクニ株式会社

http://www.uokuni.co.jp/（神戸市）

「学校給食とは、｢食教育｣を目的としていることを従業員

一人ひとりが充分に理解し教育委員会様、貴職員様、保

護者、地域と一体となって、組織的な活動を行い、給食

の充実を図るとともに地域に根ざした運営を行います」

●株式会社日米クック

http://www.nichibei.jp/（大阪市）

「厳格な基準を守った調理から、食育をサポートする活動

まで実施しています。

小・中学校の給食から高校、大学の学生食堂まで、教育

現場における食事サービスをご提供しています。公立の

小・中学校の給食においては教育委員会との連携によ

り、定められた調理基準を遵守しながら調理」

「信頼に応える、安全な調理とオペレーション…指定され

たメニューに沿って、調理を行っています。また自校方式

（単独調理）、デリバリーランチ方式、センター方式、親子

方式など、施設環境に応じた様々なプランをご用意して

います」

「食育をサポートするセミナー、活動を実施…栄養士、調

理師が食に関する情報をまとめたプリントなどを学校内で

配布したり、食育セミナーを行うなど、子供たちが食に関

する興味や理解を深められる活動を実施しています。ま

た、全国で初めて弁当給食を導入した広島県内の小学

校において、子供たちが考えた「アイデア弁当」を調理・

提供するなど、楽しい活動を応援しています」

●株式会社テスティパル（グループ）

http://www.tastipalg.co.jp/（大阪市）

「学生達の楽しい交流の場として、流行や味覚に敏感な

若者のフレッシュな感覚を取り入れた快適な食環境を提

供いたします。栄養のバランスに質と量を兼ね備えた満

足いくおいしさをお楽しみいただけます。「いつまでも心

に残る青春の思い出づくり」がテーマです」

●株式会社東紅給食

http://www.toubeni.co.jp/（大阪市）

「学校給食は、学校生活を豊かにし、教育上重要な役割

を果たすものと考えます。小学校の給食においては、定

められた調理基準を遵守し、児童の皆様に喜んで食べ

て頂けるよう安全でおいしい給食を提供いたします」
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●中央フードサービス株式会社

http://www.cfs.co.jp/（大阪市）

「学校給食は子どもたちが単に栄養を摂るためだけでな

く、食育としての役割も担っています。食育とはさまざまな

経験を通じて「食」に関する正しい知識と望ましい食習慣

を身につけ、心身のすこやかな成長をねらった取り組み

です。弊社では給食管理マニュアルに基づき確実な作

業と心を込めた調理をおこない、安心・安全な食を提供

することで食育をサポートしています」

●高槻給食株式会社

http://takafood.co.jp/（大阪府高槻市）

●株式会社第一食品

http://www.dfcn.co.jp/（大阪市）

●株式会社ニチダン

http://www.nichidan-inc.co.jp/（大阪市）

「スクールランチ（学校給食）子供たちの健康と成長を願

って…。大切な子供たちの心と体を健やかに育むため

に、安心でおいしい食事を食べさせたい。そんな母心を

持って、ニチダンは食事の品質を追求し続けています。

学校給食のプロとして、栄養管理・衛生管理はもちろん、

食品アレルギーへの対応といった細やかな気配りも忘れ

ない私たちに、ぜひお任せください」

「学校給食業界初のISO9000シリーズ認証取得－ニチダ

ンは給食の品質を追求します…O-157による集団食中

毒事件以降、学校給食の安全性がクローズアップされて

います。そんな中、ニチダンは、学校給食における品質・

安全管理保証を実現すべく、平成12年8月、小学校給食

部門では業界初のISO9000シリーズの認証取得を果たし

ました。日々、食材の受け入れ・調理工程・配膳の各工

程で検査・試験を実施し、記録に残して管理することで､

安全でおいしい食事の提供をお約束します。また、内部

監査、外部監査を定期的に実施し、品質管理システムが

常に有効に機能しているか確認をするとともに、さらなる

改善に努めています」

「学校・保護者の皆様との連携－地域社会との一体化を

目指して…教育委員会、学校、保護者の皆様と連携し、

ご意見を反映して、より良い食事の提供に努めていま

す。単に食事を提供するだけでなく、学校の行事への積

極的な参加も心掛けています」

「食を通じて子供たちが学べるように －「食」は身近な

教材です…学校給食法では、「食事について、正しい理

解と望ましい習慣を養う」などを学校給食の目標としてい

ます。食事を楽しく食べながら学ぶことができるように「食

育」の場と捉え、子供たちの食に対する理解を促すよう努

めています」

●淀川食品株式会社

http://www.yodogawa-foods.co.jp/（大阪市）

「心身の健全な発育のための、愛情こめて栄養豊富なお

いしい給食をお届けします。学校給食において「安全で

安心な食事の提供｣は必要不可欠なことです。またその

上で、児童の「食」に関する理解や関心を高め、食生活

を改善し、豊かな人間形成のために必要な「食育」の場

である事を常に考えて食を届けております」

「食育について…当社は、食育の重要性を認識し、未来

の日本を託すお子様方に、安全で美味しい「心を育てる

食事(食育)」をご提供致します。幼児期・学童期は、子供

の成長・発達にかかわる非常に重要な時期であります。

お子様の「食生活」「食の環境」に十分配慮することは、

健全育成にとって必要不可欠であると考えます」

「食に「ありがとう」の気持ちをもってもらう…「カルシウムは

丈夫な骨を作る」ということを先生に教わることも食育の一

環です。多くの食品を使用し、内容豊かな食事をとるよ

う、また多くの食品に親しむ機会となるよう献立を考えま

す。「いつも食べている食事は、お母さんやお父さん、い

ろんな方が一生懸命作ってくれた」ということを知ることも

大切な食育だと考えます」

●大王フードサービス株式会社

http://www.daiou.co.jp/（大阪市）

「「安全」で「安心」このことが学食における一番大切なこ

とではないかと我々、大王フードサービスは考えます。

これからの人生において心身の成長に大きな役割を担う

学生時代の食事の大切さを知っています。この時期の良

い食事、良い食習慣は心のゆとり・余裕を形作ります。

ただ単に安さや手軽さを求めるあまりファストフードやコン

ビニ弁当を毎日育ち盛りの子供たちが食べる今の食生

活に疑問を持ちます。出来るだけ防腐剤や添加物が少

なく、手作りの料理で迎えてあげる。ご父兄の方が自分

の子供たちに食べさせたい食事とは何かを考え、その為

にはどうあるべきかを常に考え続けます」
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「提案からご成約まで…提案からご成約まで過去約50年

にわたる実績から生まれた豊富な資料に基づいて、規模

・内容に応じたマスタープランをお出しします。この計画

段階が最も重要で、綿密な計画を提案いたします。

新設・既設の食堂ホール並に厨房設備を改装する場合

には食堂スペースを最大限に生かす動線の設定を含め

基本設計も企画立案致します。大規模の給食から小規

模の給食まで私たちのノウハウを駆使して、なんなく実現

してご覧にいれます。 運営計画については遠慮なくご

相談ください」

●南陽食品株式会社

http://www.nanyo-shokuhin.jp/（和歌山市）

「学校給食は、家庭での食生活の乱れがちな現在「食

育」の場として重要な役割を担っています。大切な子ども

たちの心と体を育むため、安心して食べていただけるよ

う、栄養管理や衛生管理はもちろんのこと、食品アレルギ

ーへの対応など個々人に合わせた食事サービスを実施

しています。また、「食」を通じて正しい食習慣や食文化

を伝える給食やイベントを教育委員会、学校、保護者の

皆様と連携し実施しています。南陽食品では、子ども達

に「たのしく食べる」「おいしく食べる」「みんなで食べる」こ

との大切さを給食を通じて学んでいただけるお手伝いを

しています」

●名阪食品株式会社

http://www.meihan-shokuhin.co.jp/（奈良県桜井市）

「給食も教育の一環…学校給食は、教育の一環として、

児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、国民の食生

活の改善に寄与する事が目的です。学校という教育の場

で「ただ食べる」だけでなく、栄養のあるものを美味しく、

楽しく、みんなでそろって食べることにより、健康な体作り

と共に、望ましい食習慣の形成、好ましい人間関係の育

成など、教育上の意義あるものとして給食は重要だと考

えています」

「食育の推進…地域、学校の実情に応じ、保護者、教職

員、栄養士、調理師、を含んだ地域全体が、密接なコミュ

ニケーションを持ち、創意工夫をこらすことが大切と考え

ます」

「食育の推進…給食委員会への参加 四者協議会（学

校、保護者、教育委員会、当社）、アレルギー食への対

応、学校行事への積極的な参加運動会、学園祭、卒業

式など）」

「徹底した衛生管理…安全・安心な給食を目指し、名阪

食品では衛生管理専門の部署としてC&SS室を設置し、

衛生管理の情報発信を強化し、「万が一にも食中毒を出

さない衛生管理教育の徹底」を行っております。衛生管

理の基本である「手洗いの徹底」、食中毒予防の三原則

である「清潔・迅速・加熱または冷却」の徹底、細菌検査

の定期実施、ドライ運用の推進」

●株式会社トージツフーズ

http://www.nikkokusoft.co.jp/（大阪市）

「子供たちの健全な心と身体を育てるために～「食育」と

いう視点から、食べることで季節や伝統文化に触れ、食

べることの大切さ、楽しさを安全・安心な給食かつおいし

く楽しく満足できる給食の提供に取り組んでいます。

安全・安心を届けるために調理従事者に対しては厳重な

健康管理を行うとともに、研修・講習会等の実施を通し

て、プロとしての自覚を持ち衛生・安全管理の徹底を図

っています」

●ナンブフードサービス株式会社

http://www.nanbufood.co.jp/（堺市）

「栄養のバランスのとれたおいしい給食を提供します…

子どもたちにとって、学校給食はバランスよく栄養を摂取

するために欠かせないものです。健康と安全面に配慮し

つつ、きっちりとした食習慣を培い、望ましい人間関係を

育む。学校給食はそんな教育的役割も担っています。こ

うした観点から当社では、子どもたちの味覚に合わせた

調理法や味付けを工夫。旬の食材や行事食・郷土食も

豊富に盛り込んでいます。また、大量の食事づくりに迅速

に対応。できたてのおいしさをお届けしています」

「小中学校から高校、大学、専門学校まで…当社は早く

から数々の大学や専門学校の学生食堂の運営を手がけ

てきました。低価格でデザート類もそろえた多彩なメニュ

ーは学生たちに好評です。こうした実績をもとに、民営化

が進む小・中学校の給食事業にも参入。各校に調理室

をもつ直営方式、数校の給食を一括して手がけるセンタ

ー方式などに柔軟に対応します。また、ご要望に応じて

バイキング方式やランチルームの導入、アトピーなど病気

を患っている子どもたちの食事づくりにも取り組みます」
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●双葉給食株式会社

http://www.futaba21.co.jp/（大阪府高槻市）

「小学校給食委託…お子様の「〇〇が美味しかった」「ご

ちそうさまでした」という元気な声を聞きながら徹底した衛

生管理のもと、日々「美味しくて安全な食事」の追求に努

めています」

●朝日給食株式会社

http://asahikyuusyoku.co.jp/（堺市）

株式会社ジェイ・エス・エイも同グループで両社とも学校

給食調理事業を実施。

●コック食品株式会社

http://www.cook-foods.jp/（大阪府大東市）

「お子様の食育を第一に考えて…コック食品では学校給

食の委託業務を行っています。

子供たちに安心安全な給食を提供し、健やかな心身の

発達を促すことは日本の社会の最優先事項のひとつで

あると考え、 食育というテーマのもと学校給食に携わると

いうことは利益の追求ではなく、社会のために貢献するこ

とであるという理念のもと、 全社をあげて全力で取り組ん

でいます」

●サニーディッシュ株式会社

http://www.sunnydish.com/（大阪府大東市）

「お子様の健やかなる成長を第一に考えて！…サニー

ディッシュでは学校給食の委託業務を行っています。

日本の未来をになう子供たちに安心安全な給食を提供

し、健やかな心身の発達を促すこと、またそれをお手伝

いできることは「食を通して社会に貢献する」という弊社の

理念そのものであり誇りでもあります。

・対象施設 幼稚園・小学校・中学校・高校等の教育関

連施設」

●株式会社紀和味善

http://www.kiwamizen.com/（和歌山市）

●株式会社お弁当の浜乃家

http://www.hamano-ya.co.jp/（大阪府松原市）

「“お子様に安全においしく”を第一に考え、お子様の大

事な成長期に重要な栄養価の高いメニューはもちろんで

すが、「食」を通じての教育、「食育」をバックアップしま

す」

●学校法人中村学園事業部

http://www.nakamura-jigyobu.jp/（福岡市）

「おいしい笑顔を守りたい。学校給食には、発育・発達期

にある子どもたちに、おいしくて栄養面でもバランスがと

れた食事を提供するという大切な役割があります。そして

さらに、正しい食生活習慣や栄養の知識を教える「食に

関する教育の場」、つまり「食育」を行なう場でもあると私

たちは考えています。この考えを実践するため、私たち

は学校給食が心の教育、食生活習慣の教育、栄養の教

育の「生きた教材」として活用できるよう、積極的に学校

行事へ参加したり、給食時間に教室を訪問したりしてい

ます。子どもたちの健康と健全な成長を担う責任をしっか

りと意識し、これからも作り手の顔が見えるコミュニケーシ

ョンを大切にすると同時に、給食という「教育の場」を盛り

上げるお手伝いをしていきます」

「特徴…学校法人の立場として、「食育」を考えた学校給

食を提供／学校栄養職員様の指示のもと、栄養面でバ

ランスのとれた美味しい給食を提供／給食室には、教育

の場にふさわしい人材を配置し、給食提供時には、子ど

もたちへの声かけを通して、給食時間の雰囲気づくりに

貢献／学校行事・給食時間の教室訪問を積極的に行

い、食材・調理・栄養について子どもたちと対話するな

ど、学校教育の一助になる取り組みを推進」

●株式会社サンマーチ

http://www.sunmarch.jp/（長崎県佐世保市）

「成長期の子供たちを支える大切な食事。私たちは母親

の目線で提供いたします」

●株式会社日本ユニテック

http://www.yuniteku.jp/（沖縄県浦添市）

「学校給食（保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校・大学

・専門学校）…食育の一環として、衛生的で栄養バランス

のとれた給食を提供いたします！

学校給食は、成長期にある児童・生徒の心身ともに健全

な発達を促すとともに学校給食を通して、食に関する知

識を教えるだけでなく、豊かな心や望ましい人間関係を

育成する上からも、大切な役割 を果たすものであると考

えております。

学校給食で提供される食事は、特に品質・栄養・衛生面

に優れた給食を児童生徒に安心・安全に提供 するもの

であり、かつ満足を得られる事が必要です。
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そこで、弊社は給食の作り手として、栄養バランスのとれ

た豊かな学校給食の提供はもちろんのこと、『生きた教

材』である学校給食を通して長年にわたる、多様な給食

受託業務の実績により培った、知識 と経験を活かして、

安心・安全で高品質な給食の提供を行います。

そして、心をこめて給食の調理を行い、栄養バランスとお

いしさを確保してまいります」

●株式会社糧配

http://www.komekure.or.jp/（広島県呉市）

「学校食堂の運営をトータルに管理。幼稚園・小学校・中

学校における食事サービスは、発達段階にある子ども達

を対象にしています。ここでは、栄養価を満たすだけでな

く、喜んで食べていただく食事サービスが重要だと考え

ています。永年にわたる多分野での食事サービスの経験

を生かし、美味しく・楽しい・栄養バランスの取れた食事を

提供して参ります。

○保育園・幼稚園の給食（運営委託）

○小学校（業務委託）・中学校の給食

○高等学校・大学の学食（運営委託）

○特別支援学校の給食（運営委託）」

「アレルギー疾患について…特に保育園・幼稚園、小学

校の給食ではアレルギー疾患に対する食事の対応が問

題になってきました。保護者の方にとってはとても心配な

事であり、預かる園や学校としても細心の注意を払ってい

ます。食事をつくる我々は、保護者との面談をお願いし、

かかりつけの医師からの処方を十分理解した上で代替食

や除去食を一人ずつ厳重な注意のもとでつくっていま

す」

●栄食メディックス株式会社

http://www.seiyofood.co.jp/（福岡市）

「栄食メディックス株式会社は、食のエキスパートとして、

平成3年に西日本で初めて、福岡県内での学校給食調

理業務の委託指名を受けて以来、徳島県、広島県、山

口県、佐賀県で指名業者にさせていただいています。

市町村教育委員会、保護者の皆様の意見や意向を反映

しながら､給食を「安全」「おいしく」「楽しく」食べて頂きた

いという思いから、心を込めた温かい手作り給食を実践し

ています。

給食サービスのプロとして、基本衛生の徹底や調理技術

の革新、新たな経営手法などを導入しており､公民の連

携によって、行財政の流れをスムーズにすることができる

画期的なシステムとして自負しています。

給食調理業務委託によるメリット

・民営化による労務管理合理化の実現

・調理技術のレベルアップの実現

・衛生検査・各種の教育研修による予防対策の実現」

●株式会社九州フードサプライセンター

http://www.kumamotokfs.com/（熊本市）

●株式会社千鳥

http://www.chidori.gr.jp/（広島市）

●株式会社セントラルフーズ

http://www.centralfoods.jp/（岡山市）

「子供たちが、いただきます・ごちそうさまがきちんと言え

る感謝力することの出来る大人になって欲しいと願ってい

ます。

岡山市の小中学校が民間給食と移行し始めて約10年が

経とうとしています。私たちは個々の学校の考え方を最

優先に栄養士の先生と共に何が子ども達にとって大切な

のかいつも考えています。給食も学校の中ではただ食べ

るだけではなく、子供の成長や季節に応じた食事、皆で

食べる協調性など様々な食育を通して立派な大人になる

手助けをこれからもしていきます」

「セントラルフーズの学校給食に対する考え方…学校給

食は将来健全な体を作るためにもとても重要であり、私た

ちもこの世界に携われることを大変誇りに感じておりま

す。今以上に良い物を実現していくために、貴市の趣向

に沿い、各学校の考え方に沿って誠実に取り組んでまい

ります。

また、良い仕事をすることが、私たち1人ひとりに課せられ

た最大の使命と考えております。

売上とは、世の中の接点の広がりであり、会社の発展・永

続のために必要不可欠のものです。

利益とは、従業員さんの待遇の改善・未来投資・不慮の

事故への延命・社会への還元（税金）と人を幸せにする

ためのものです。

我々は、学校給食を通じて、関わる方すべてがより生きる

ことができるように全力を注ぎます」

「セントラルフーズの学校給食を推進する目的 地元の

子供達の成長と地域活性化…学校給食が子供たちの成
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長や健全な生き方に多大な影響をあたえることはいうま

でもありません。私たちの手がける給食が食べてくれる子

どもたちにとって常にプラスの影響であるよう、愛のある仕

事をしていきます。

私たちは民間業者でありますが、学校行事等、子どもた

ち・学校・地域にとって有益なことは意欲的に取り組んで

いきます。学校関係者として、少しでもお役に立てること

が何よりの喜びです。

また、地元企業として、地元の雇用拡大にも地域貢献と

考えています」

「岡山のために！ 私たちの決意！…私たちは岡山で

生まれ岡山で育てていただきました。

弊社の学校給食のストーリーも岡山で産声を上げまし

た。

企業として変えてはならない創業の精神と同じように学校

給食を志したおもいを基本精神とし、育てていただいた

地元に根をはり、半永続的に取り組んでいくことが私たち

の決意です」

●株式会社フードセンター

http://foodcenter.jp/（徳島市）

●丸美弁当株式会社

http://www.marumibentou.co.jp/（広島市）

中学校給食デリバリーを受託。

●株式会社シンコー

http://www.sinco-ltd.com/（長崎県大村市）

●株式会社セイブ

http://k-seibu.com/（福岡県久留米市）

●森永食研株式会社

http://www.morinagashokuken.com/（大分市）

「学校給食委託業務事業 楽しい食事…食事の重要性

や文化など食育への支援を行い、成長ざかりの子供たち

にバランスのとれた食事を提供します。

打ち合わせのもと、アレルギー対応マニュアルを整備し、

子供たちに安全・安心かつ平等に食事（給食）を食べて

もらえる様努力し、楽しい給食時間を演出します」

●株式会社クロス・サービス

http://www.cross-service.co.jp/（松山市）

「おいしく・楽しく・安全に…育ち盛りの小・中学生のお子

様にとって学校給食は栄養バランスの取れたものが提供

されるべきです。弊社では、医療管理施設での実績をも

とに人材を配置し、衛生管理・栄養バランス等に細かな

配慮を致しております。給食衛生管理マニュアルに沿っ

た管理で危害を未然に防いでいます。調理員への教育

は各種研修への参加、自社栄養士からの指導を徹底さ

せております。運営に関しては学校・教育委員会・父兄

の皆様との連携を大切にし、地域と密着した給食運営を

行っております」

●西日本フードサービス株式会社

http://www.magokoro-nfs.co.jp/（北九州市）

「笑顔が通い合う 安心安全な食事を学校・育児施設…

学校などの教育機関で広く給食や学食をお届けしていま

す。ご利用いただく皆様との距離が近い現場だけに、ス

タッフ一同、大きなやりがいを持っています」

学校給食ニュース発行団体
●全日本自治団体労働組合・現業局
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●全国学校給食を考える会 左記住所、電話番号

（内容の問合せや投稿は）
E-mail desk@gakkyu-news.net（牧下）まで
会員専用ページ http://gakkyu-news.net/data/
ユーザ名 パスワード
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名義： 全国学校給食を考える会

〒106-0032 東京都港区六本木6-8-15
第２五月ビル２階 大地を守る会気付
全国学校給食を考える会

お問い合せは…全国学校給食を考える会
電話：03-3402-8902 ＦＡＸ：03-3402-5590
E-mail kyushoku@member.daichi.or.jp (購読・会費等）
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情報シート
地域の課題や実践例、ニュースへの感想やご意見もお願いします。写真などはデータや実物を送ってください。

送り先 〒106-0032 東京都港区六本木6-8-15 第２五月ビル２階 全国学校給食を考える会

ＴＥＬ03-3402-8902 ＦＡＸ03-3402-5590 E-mail desk@gakkyu-news.net

記入者名 団体名

ご連絡先（電話・FAX・e-mail）

ご住所（または、都道府県・市町村名）

私は、 栄養士 調理員 保護者 その他（ ）です。

ニュースに掲載する場合、名前は 掲載可 掲載不可（匿名） です。


