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（県産米） （パンの焼き工程）

● 主　　食

● 品質向上

安全で良質な学校給食用物資の供給

★米（精米、米飯、米粉）
　兵庫県産米を１００％使用し
ています。また地元産米を優
先した供給に努めています。

　冷凍・冷蔵食品、油脂・ジャム類、調味料類等を取扱っています。
　食物アレルゲン対応の商品開発に取り組み、また関係団体との連
携を図りながら、地場産物の消費拡大に積極的に取り組んでいます。

★パン・米粉パン（小麦粉、ショートニング、砂糖、脱脂粉乳）
　ショートニング・砂糖は近畿ブロック学校給食会と共同購入するこ
とにより、良質で低廉な価格で供給をしています。県産米を使用し
た米粉パンの供給も行なっています。

● 副　　食

　安全で良質な物資をお届けするために、
品質管理の徹底に努め、食品検査を実施しています。

自主検査
　所内検査（当センターで実施する検査）
　　取扱物資や製パン・炊飯委託工場の拭取り検査、クレー
　ムに関する検査を当センター検査室で行っています。
　　　◆細菌検査　◆異物検査
　外注検査（外部検査機関へ委託）
　　定期的に取扱物資（玄米・小麦粉）を採取して、検査
　を実施しています。
　　　◆品位検査（精米の品位分析、成分分析、鮮度判定）
　　　◆残留農薬検査（パン用小麦粉・玄米）
　　　◆ＤＮＡ鑑定（玄米）　
　　　◆カドミウム分析（玄米）
　　　◆放射性物質検査（一般物資）
　　　◆食物アレルゲン検査（一般物資）

　各市町教育委員会等からの依頼により、学校給食用物資
の衛生状態を確認するための検査や、喫食中等に発見され
た異物が何であるかを調べる検査・考察を行い、衛生管理・
再発防止の資料として活用いただいています。
　◆細菌検査　◆異物検査　

● 衛生管理
★検　　査

依頼検査

★衛生管理推進事業（県教委と共催）
　学校給食調理場の実態調査や地域における衛生管理推進研修会を開催し、学校給食における衛生管理の
より一層の徹底を図っています。
　　　●学校給食衛生管理推進検討会　　　●学校給食調理場衛生管理実態調査　　　●学校給食衛生管理推進研修会
　　　●学校給食衛生管理実務研修

★学校給食用製パン・炊飯委託工場等の調査
　全ての製パン・炊飯委託工場において拭取り検査を行い、衛生管理状況等の指導を実施しています。

★学校給食用物資管理状況調査
　学校給食用物資の保管状況及び帳簿の確認を実施しています。

★学校給食用製パン・炊飯委託工場衛生管理研修会
　学校給食用製パン・炊飯委託工場関係者を対象に、食品衛生に関する研修会を開催し、関係者の意識の
向上を図っています。

　安全で良質な学校給食用物資を、年間を通して安定した価格で供給しています。また、近畿ブロッ
ク学校給食会との共同購入を推進し、安全で良質・低価格な物資の供給に努めています。

安全で良質な学校給食用物資の供給

（いちごジャム）（ポークシュウマイ）

（フーリエ変換赤外分光光度計
による異物分析）

（検査用玄米採取）

【センター開発品】 【地場産物の商品】

（冷凍豆腐ダイスカット）（ハタハタ）

★学校給食用製パン・炊飯委託工場衛生管理委託事業
　学校給食用製パン・炊飯委託工場の衛生管理について、専門業者のノウハウを活かした指導を受けること
により、異物混入事故防止に取り組んでいます。

★学校給食用コッペパン品質審査会
　学校給食用製パン委託工場において製造される学校給食用コッペパンの品質向上と均一化を図ることを目
的に品質審査会を開催しています。

（コッペパン品質審査会）

（衛生管理委託）

（衛生管理研修会）



学校給食の食事内容の充実を図り、教育的効果の高いものとするために、講習会・研修会等を実施しています。

～学校へ出前講座をお届けし「食」に関する意識を高めます～

（学校給食関係者衛生管理等・調理講習会）

★学校給食関係者衛生管理等・調理講習会
　栄養教諭・学校栄養職員・調理員等を対象に、県産品を活
用した調理講習会を開催しています。安全性の確保、学校給
食をより魅力ある豊かなものにするため、調理に関する手腕・
技量の向上を図ります。

★地域の特色を生かした食育推進事業（県教委と共催）
　学校の教育活動全体を通じて食育を推進していくとともに
地域の特色を生かし、学校・家庭・地域が連携して食育を推
進していくことを目的に講演会等を実施しています。

★魚講習会
　兵庫県の水産業への理解を深め
るとともに、魚を見る・触る・お
ろす・食べるという体験を通して
命の大切さを学びます。

★竹輪を作ろう！講習会
　竹輪などの魚肉練り製品の製造
過程について学び、実際にすり身
を使って竹輪作りを体験します。

★パン作り教室
　学校給食用パンの理解を深める
とともに県産小麦の普及を推進し
ます。

★ごはん塾
　児童・生徒がかまど炊飯を体験
し、国内で唯一自給が可能な米を
見直し、ごはん食を中心とした日
本型食生活の大切さを伝えます。

★手作り豆腐講習会
　県産大豆を使用して、大豆から
豆腐になる工程を自ら体験し、大
豆の生産流通や大豆製品について
学びます。

★共同調理場所長研究会
　共同調理場が抱える諸問題の共通理解やその対応策について協
議し、学校給食の充実を含めた食育の推進に取り組んでいます。

◆食育推進校の指定及び学校食育実践研究大会　
◆食育講演会　　　　　　◆栄養教諭実務研修会
◆食に関する指導研修会

● 講習会・研修会等

● 児童・生徒等を対象とした体験学習会

地産地消を含めた食育支援活動の促進
　学校における食育活動について地産地消を含めた食育の推進を支援しています。また各種、食育実
践に役立つ講習会・研修会等を開催し応援しています。

地産地消を含めた食育支援活動の促進

（肢体不自由教育給食関係者調理
・摂食支援講習会）

（魚講習会） （パン作り教室）

（竹輪を作ろう！講習会）

（ごはん塾）

（共同調理場所長研究会）

（手作り豆腐講習会）

★みそ作り教室
　物作りの楽しさや難しさに気付
き、製造等に携わる人達の努力と
食への感謝の念を育むとともに、
日本の伝統的な発酵調味料の「み
そ」の色・味・香り等の魅力や製
造過程を学びます。 （みそ作り教室）

★肢体不自由教育給食関係者調理・摂食支援講習会
　摂食障害知識の習得や摂食指導に役立つ調理の研究を行い、
「生きる力を育む学校給食」の実践力向上を目指します。



　季節の移り変わりに応じた「食」の営みや地域の旬の食材を体で感じられるような農業、漁業、料理体験
の場を提供します。

★県産品を利用した親子料理教室
　県産品を使い、親子で協力して料理作りをします。親子の
コミュニケーションと県産品の正しい知識の習得を図ること
を目的とします。

● 児童と保護者を対象とした体験学習会

● 普及、地産地消

● 委  員  会
★学校給食推進委員会
　物資の調達・開発や学校給食の献立の研究及び学校における食育推進支援活動等を審議し、学校給食の充実・発展を図っています。

★兵庫の学校給食だより編集委員会

★学校給食用製パン・炊飯委託工場審査委員会

★学校給食用物資研究会（展示会）
　協会開発品、県産品等の試食・展示や食育指導教材の展示、
食育支援講習会の実演を通じて、学校給食についてより一層
の理解を深めるとともに、学校給食を取り巻く諸問題をテーマ
とした講演会を開催します。

★県立高校との連携
　県下の県立農業高校等と連携し、県産品を活用した学校給
食メニューの開発や生産・収穫した農産物や加工品を学校給
食に活用し、また高校と小学校が地産地消に係る給食交流会
を実施します。

★体育協会管理施設との連携による食育学習会
　食事とスポーツを通して身体づくりを支援するために、体育
協会管理施設と連携し、施設利用者を対象に｢食｣に関する講
座を開催します。

★学校給食研究事業補助
　学校給食の充実と食育を推進するため、学校給食研究事業に要する経費を研究団体に補助しています。

（地引き網体験）

(漁獲 )

（調理）

★地引き網漁業体験
　漁獲地におもむき、漁師と交流を深めながら漁業体験し、
漁獲した魚を自分で調理して食べることで漁業や食に関する
理解と関心を深めます。

(調理実習風景 )

（小学生と高校生の交流）

（物資研究会）



兵庫県学校給食・食育支援センター事業体系

★ホームページの開設
　残留農薬検査等結果、貸し出し指導教材リスト、協会開発品等を掲載して
います。
★兵庫の学校給食だより
　学校給食に関する各種情報や県内の学校における食育の取組等に関する情
報を提供しています。（年３回発行）
★検査・食育だより
　衛生管理や食に関する情報を提供しています。（毎月発行）
★ごはんにあう副食献立
　県産食材を使用した献立調理の研究を行い、その献立例を県下の各市町等
に紹介しています。（毎月発行）
★食育指導教材・検査機器の貸出
　レプリカ・ビデオ・図書・紙芝居の他、検査機器（ルミテスター・紫外線
ランプ・簡易ふらん器・糖度計・塩分計 )等を無料で貸し出ししています。

食に関する情報を収集し、タイムリーな情報を発信しています。

（ホームページ）

(検査・食育だより )
（兵庫の学校給食だより）

（ごはんにあう副食献立）

◇食育指導教材

◇検査機器

（年代別献立レプリカ）

（
朝
食
レ
プ
リ
カ
）

（食育エプロン）

（豆つかみゲームキット）（食事料理カード）

（ふらん器） （ATP拭取り検査機器）（図書）

● 情報提供

安全で良質な学校給食用
物資を供給するとともに
学校給食を活用した食育
の推進を支援する

安全で良質な
物資の供給

地産地消の取
組を含めた食
育支援活動の
推進

◆安全、良質、かつ低廉な学校給食用物資を供給すると
ともに、地場産物の供給に努める

◆食品検査体制を強化するとともに、職員の意識向上、
危機管理体制の強化を図る

◆「生きた教材」としての学校給食を活用した食育の推進
活動を支援する

◆食育支援活動を促進するための体験活動・教室等を実
施する

◆県産米の確保や県産品の取扱いを推進する
◆県産品を活用した学校給食メニュー、加工品の開発を
推進する



兵庫県学校給食・食育支援センター設置目的
　学校給食を行う学校及び学校給食共同調理場等に対し、安全で良質な学校給食用物資を安定的に供
給するほか、学校給食を通じた学校における食育の推進を支援する機関として、地産地消の取組を含
めた食育支援活動を積極的に行うため学校給食に関する各種講習会、体験学習会の開催、及び食品検
査並びに物資情報の提供等を実施し、学校給食の充実・発展を図ることを目的とする。

兵庫県学校給食・食育支援センター沿革
昭和２２年   １月　　兵庫県下都市部で学校給食開始
昭和２２年   ６月　　兵庫県学校給食組合設立
昭和２４年   ５月　　兵庫県学校給食会設立
昭和３２年   ８月　　財団法人兵庫県学校給食会設立
昭和４６年   ５月　　財団法人兵庫県健康教育公社 (給食部 )として兵庫県教育委員会の認可を得て発足
昭和５１年   ４月　　組織変更により、兵庫県学校給食総合センターを設置
　　　　　　　　　   兵庫県学校給食総合センター建設工事が完了
　　　　　　　　　　事務所を県庁（南庁舎）から加東郡社町に移転し業務を開始
　　　　　　　　　　米飯給食開始
平成１０年   ９月　　財団法人兵庫県健康教育公社を兵庫県教育委員会の許可を得て解散
平成１０年１０月　　財団法人兵庫県体育協会に統合
平成１７年１１月　　冷凍倉庫新築
平成１９年１０月　　体験学習の出前講座開始
平成２３年   ４月　　兵庫県学校給食・食育支援センターに改称
平成２４年   ４月　　公益財団法人に移行
平成２７年   ３月　　太陽光発電設置（環境、エコへの取り組み）
平成２８年   ４月　　兵庫県学校給食・食育支援センター設立 40周年
平成２９年   ６月　　兵庫県学校給食・食育支援センター創立 70周年
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兵庫県学校給食・食育支援センター
〒673-1421 兵庫県加東市山国 2007
Tel.0795-42-3791 Fax.0795-42-3795
http://www.hyogo-kyushoku.jp/


