
※給食会で取扱う精米は、４月精米加工分から玄米の放射性物質全袋検査に加え、精米の全袋検査も実施しています。
※精米工場施設の見学をご希望の方は、当会業務課までご連絡ください。

　去る６月２７日付けで常務理事に就任いたしました古市
でございます。
　学校給食については、実務経験ゼロからの出発です。
どうぞよろしくお願いします。出身はいわき市です。信
条は、「和をもって貴しとなす。」です。「集団は協調の精
神を持って議論するならば、おのずから道理にかなう結
論になるし、その結果どのような困難も克服することが
できる。」
　学校給食については、小学生の頃のかすかな思い出し
かありませんが、脱脂粉乳の味や揚げパンの味が記憶の
中で今も残っています。半世紀前の給食と現在のものと
では、雲泥の差がありますが、飽食の時代といわれる現
代においても、子どもたちにとって、学校給食は学校生
活の中でも特別なかけがえのないものであると思います。
　このような大切な業務に、県学校給食会が６０年以上に

わたり貢献してきたことを知り、
その責任の重さを痛感していま
す。給食会は、平成２４年度から公
益財団法人となり、独立採算を維
持しながら、学校給食の安全・安
心、安定かつ低価格での食材の提供、栄養士の方々等に
対する研修や研究の支援などを通して、学校給食法の目
的である学校給食の充実と食育の推進に寄与していくこ
とが求められています。
　このためには、保護者や学校給食関係者をはじめ、教
育関係者、市町村・県行政関係者、食品や運輸関係者な
ど幅広い理解とネットワークが必要不可欠であり、関係
各位の御指導、御支援を改めてお願い申し上げごあいさ
つといたします。

評　　議　　員
氏　　名 略　　　歴 備考

１ 松浦　芳孝 福島大学教職相談員 重任
２ 平出美穂子 食育研究者 新任
３ 大河内猛雄 日本農業新聞記者 新任
４ 会田　智康 桑折町教育委員会教育長 重任
５ 加藤　芳宏 福島市立吾妻中学校長 新任
６ 菊地　真弓 福島県ＰＴＡ連合会母親代表理事 新任
７ 渡部佳菜子 にしあいづ健康ミネラル野菜普及会 新任

理　　　　　事
氏　　名 略　　　歴 備考

１ 助川　弘道 田村市教育委員会教育長 新任
２ 鈴木　且雪 西郷村教育委員会教育長 新任
３ 塩田　正信 福島県教育庁健康教育課長 任期中
４ 赤津由紀子 いわき市立小名浜学校給食共同調理場栄養教諭 新任
５ 鈴木　辰也 福島県ＰＴＡ連合会副会長 新任
６ 【会長】（代表理事）佐藤俊市郎 前福島市教育委員会教育長 重任
７ 【常務理事】　　古市　正二 前福島県農林水産部政策監 新任

監　　　　　事
氏　　名 略　　　歴 備考

１ 山田　常雄 元福島県企画調整部参事 重任
２ 小山　金也 前福島市立福島第三中学校長 新任

公益財団法人福島県学校給食会常務理事　
古　市　正　二

　去る６月２７日開催の平成２８年度定時評議員会において承認された
新たな評議員、理事及び監事を次のとおり紹介いたします。

新役員等の紹介
公 益 財 団 法 人 福 島 県 学 校 給 食 会

みなさんお待ちかねの
「県産ももジャム（15ｇ）」を
２学期から発売します!!
価格等詳細は後日ご案内!!
お楽しみに!!!

　ＪＡパールライン福島㈱より、バケツ稲
（コシヒカリ、コガネモチ）をいただきました。
　ご希望の方（学校
等）にお譲りいたし
ます。詳しくは当会
業務課までお問い合
わせ願います。

県産ももジャム !!

食育 ･ 観察に「バケツ稲」
育ててみませんか！！
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　今年も、次のとお
り、県主催の標記
フェスティバルが開
催されます。当会も
ブース出展を行いま
すので、皆様のお越
しをお待ちしており
ます。� （業務課）

平成２８年度版
貸出教材リストを更新しました !
　本リストを当会ホームページに新たな追加教材を加え掲
載内容を更新しました。是非、ご活用くださいますようよ
ろしくお願いいたします。
　貸出希望の際は、お手数をお掛けいたしますが、お電話
にて貸出状況をご確認いただき、貸出申込書（当会ホー
ムページよりダウンロードできます。）にご記入の上、お申
込み願います。ご不明な点がございましたら、総務課担当
（佐久間）までお問い合わせください。� （総務課）

　豊かな自然の恵みとおいしさがぎっしり詰まった福島県産の農産物を、私た
ち自らが「知って」「食べて」「感じる」地産地消の取り組みは、農業の振興だ
けでなく、農産物を介して繋がりをもつ産業の活性化や風評を払拭するための
大きな力になると考えています。
　今回は、新鮮でおいしい県産野菜の地産地消の取り組みとして、県学校給食
会が連携し、田村地域で取り組んでいる学校給食用の冷凍加工ホウレンソウに
ついてご紹介します。

　冷凍加工ホウレンソウの取り組みは、保存性の高い
冷凍野菜を生産し、年間を通して供給することで、児
童や生徒に地元産の農産物のおいしさを伝えようと、
旧ＪＡたむらが立ち上げた、県学校給食会と連携協力
して行う冷凍野菜供給プロジェクトのひとつとして始
まりました。
　旧ＪＡたむらは平成２７年度に生産者に試験栽培を依
頼し、生産したホウレンソウを「県産冷凍ほうれん草」
に加工して県学校給食会に供給する契約取引を始めま
した。
　「県産冷凍ほうれん草」は、畑で収穫した後すぐに
冷蔵保存し工場に運ばれるため鮮度が落ちず、製品は

長さ３㎝にカットされて
います。長期間鮮度を
保持することができ、
下処理の必要がなく、
直接炒め物や和え物、
汁物の具材として使用
できます。
　平成２８年度からは、
田村地域の６件の農
家がホウレンソウを
約３ヘクタール作付
けするなど、本格
的な栽培となりま

した。県としても２７年度に引き続き、県中農林事務所
田村農業普及所をとおし、予定収量確保のための生産
指導を行っております。
　ホウレンソウを栽培する畑に、堆肥等を投入して土
づくりを行い、４月上旬～５月上旬にホウレンソウの
種まきを行いました。５月の気温が高かったことから
ホウレンソウは順調に生育し、収穫は予定より１週間
程度早い６月上旬からの収穫となりました。
　ＪＡアグリサポートたむらでは大面積での収穫に備
え、東北地方で初めての導入となるホウレンソウ専用
収穫機を導入しました。
　収穫時期を迎えたホウレンソウは、導入したばかり
の収穫機で次々と収穫され、収穫後すぐに真空予冷庫
で冷却後、冷蔵庫に保管し、その後加工工場に運ばれ
ていきます。収穫から冷蔵までの時間が短いことが、
鮮度保持の秘訣です。
　また、消費者である学校の児童生徒及びその保護者
の皆様に安心して「県産冷凍ほうれん草」を食べてい
ただけるよう、原料であるホウレンソウは、放射性物
質に関する検査を実施し安全性を確認しています。
　今後は、年間を通して「県産冷凍ほうれん草」を安
定供給出来るよう、作付面積の拡大を図りながら、県
学校給食会と新たな商品作りを行うことで、学校給食
をとおして県産野菜の新鮮さやおいしさを伝えていき
たいと考えています。

福島県農林水産部園芸課

地 産 地 消 の 取 り
４回連載の１組 み

学校給食用の冷凍加工ホウレンソウの取
り組み

いただきます ふくしま フェスティバル
２016が開催されます !!

●開催日 平成２８年

９月３日㈯ ９月４日㈰　
 1０：００～1７：００	  1０：００～1６：００

●会　場　ビッグパレットふくしま
（郡山市南二丁目５２番地）

　主催： ふくしまからはじめよう。「食」と「ふるさと」新生運動推
進本部、福島県

2 福島県学校給食会だより／平成28年8月号

お ら知 せ当 ホ会 ー ム ーペ ジ 掲 情載 報



南会津町立桧沢小学校 ＰＴＡ会長　有　賀　伸　一

　桧沢小学校は、全校児童４６名で南会津町で最も少人
数の小学校です。旧檜沢小学校と針生小学校が平成２５
年に統合して誕生しました。旧檜沢小学校時代より、
全校生がランチルームで一緒に食べる学校自慢の自校
給食でしたが、昨年度から田島学校給食センターから
の配送に切り替わりました。
　現在、食の安全に関する不安をよく耳にしますが、
物が溢れ食への関心が薄れ価格優先の時代だからこ
そ、子どもたちには食べることの大切さを知ってほし
いのです。調理してくれた方へ、生産者の方へ、そし
て命をいただくことへの感謝の気持ちを忘れないで欲
しいのです。センター方式へ変更になり、調理員さん
の顔が見えなくなったのは残念ですが、田島学校給食
センター栄養教諭の横田先生が、学校に来られて子ど

もたちに食に関する話をしたり、バイキングや花見弁
当給食など、以前から人気の企画を受け継いでくれた
り、また、保護者が参加しての給食試食会では、食育
講話やセンター調理について家庭以上に手作りで行っ
ている話を聞き、顔こそ見えないものの安心を感じる
ようになりました。自校給食当時は、隣に調理室があ
りましたので、食器を返却するときに、グループごと
に「ご馳走様でした」と大きな声で感謝の気持ちを伝
えていました。学校に調理員さんはいなくなりました
が、今でも片付けの後に「おいしい給食をありがとう
ございました。ご馳走様でした」と大きな声で挨拶す
る姿を見て、よい伝統が受け継がれていることに感動
しました。

感謝の気持ちを大切にしてほしい

保 護 者 が 感 じ た 本 校 の 学 校 給 食 ５回連載の３

　当会では、県内の小中学校等における食育活動を強化するため、
幅広い知見や経験を持つ栄養教諭等の経験者５名を「食育推進支援
員」として委嘱しました。
　食育推進支援員は、当会が行う食育活動や食育調査研究への参画
や協力、食育事業への助言や提言、学校給食に関する情報の収集、
提供を行ってまいります。 （総務課）

食育推進支援員制度を創設 !!

委嘱した食育推進支援員

県　北 　佐藤　惠子　　 県　中 　佐藤由美子
県　南 　鈴木　百代　　 会　津 　五十嵐省子
浜通り 　大友　静枝

食育推進支援員に就任して

（公財）福島県学校給食会

食育推進支援員　佐　藤　由美子

　去る６月１日に、学校給食会より
「食育推進支援員」として５名の委員が委嘱を受けまし
た。長年、学校給食を通して児童生徒の健康な体つく
りに取り組んでまいりましたが、職を離れ一市民とし

て、あらためて、「食の大切さ」や「食育の重要性」を
感じておりました。食育支援員として、最初の活動は、
６月に行われた「食育推進全国大会」において、学校
給食会ブースで行われた食育クイズへの協力でした。
気軽に取り組める食育として、来場者から好評でした。
このほか食育支援員の業務として、学校給食会が行う
食育活動や事業への参画・協力等が考えられています。
微力ではありますが、活動を通じて現場で頑張る皆様
の応援団になれたらと思っています。

福島県学校給食会 着任者紹介
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※給食会で取扱う精米は、４月精米加工分から玄米の放射性物質全袋検査に加え、精米の全袋検査も実施しています。
※精米工場施設の見学をご希望の方は、当会業務課までご連絡ください。

ハロウィン特集 !!

　北海道産のかぼちゃ
をふんだんに使用し、
食物繊維・鉄分を強化
した春巻きです。
　食品コード：３1８２15　

　通年取扱品　

かぼちゃ春巻き

９月の行事予定
日（曜日） 行　　事　　名 主　催 場　所

２㈮ 優良団体・功労者表彰選考委員会 県学校給食会 県学校給食会

３㈯・４㈰ いただきます ふくしま フェス
ティバル２０１６ 福 島 県 他 ビッグパレット

ふ く し ま
１４㈬・１５㈭ 栄養教諭等衛生講習会 県学校給食会 県学校給食会

２１㈬ 第３回食育に関する調査研究会 県学校給食会 県学校給食会

北海道産のじゃがいも・
かぼちゃ・小麦粉を使
用した、北海道では定
番のいももちです。
　汁物やデザートなど
にご使用できます。
　食品コード：３０1０８７　

　通年取扱品　

冷凍 一口いももち
（かぼちゃ）

北海道産のかぼちゃ
ペーストです。スープ
やデザートなど幅広く
ご使用できます。
　食品コード：３０６０5４　

　通年取扱品　

冷凍 かぼちゃペースト

1kｇ

30ｇ

1kｇ

10月～1２月ご使用分限定

　夏休みに入りましたが、本会では二学期に向
け、引き続き安全で安心な食品の提供、食育の
普及充実に努めてまいりますのでよろしくお願
い致します。
　また、ご多用のところ、ご寄稿いただきました
皆様に厚く御礼申し上げます。（総務課　佐久間）

編集後記

平成２８年度の外部委託検査を次の食品について実施いたしました。
何れも不検出又は検出下限値以下でした。

※１．「品番」は、本会の平成２８年度学校給食用一般食品価格・栄養成分
表（五訂増補）に記載の番号です。

※２．「１残留農薬検査」の学校給食用小麦粉４品は、パン及びめん用小麦
粉です。 （食品安全衛生管理室）

１残留農薬検査（１０検体）

品番 商　品　名  （産地又は製造者 品番 商品名  （産地又は製造者）

１６９ 冷凍国産小松菜カット（九州産） ２１１ 冷凍ミックスベジタブル （米国産）

１７１ 冷凍ブロッコリー（エクアドル産） 学校給食パン用小麦粉（阿部製粉㈱）

１７４ 冷凍アスパラカット（チリ産他） 学校給食パン用小麦粉（日清製粉㈱）

１９６ 冷凍ホールコーン（米国産） 学校給食パン用小麦粉（日東富士製粉㈱）

２０８ 冷凍グリーンピース （米国産） 学校給食麺用小麦粉（阿部製粉㈱）

２理化学検査（ソルビン酸）（１０検体）

品番 商　　品　　名 品番 商　　品　　名

６ 低塩のり佃煮アラ！ ３２０ 冷凍つみれ

７ ひじき入り佃煮アラ！ ３２４ 冷凍すこやかなると巻き

１０ 鉄っ子ひじき ３２８ 冷凍やさしい海の極細かまぼこ

７３ 千切りたくあん ３３０ 冷凍やさしい海の焼きちくわ

７６ 白菜キムチ ３３２ 冷凍やさしい海のオキアミ入りスライスなると

３理化学検査（亜硝酸根）（７検体）

品番 商　　品　　名 品番 商　　品　　名

３５６ 冷凍無塩せきロースハム ３６２ 冷凍ウインナーポークロング

３５８ 冷凍無塩せきショルダーベーコン ３９５ 冷蔵ダイスチーズ

３６０ 冷凍スキンレスポークウインナー ３９６ 冷蔵シュレッドチース

３６１ 冷凍ミニウインナー

冷凍県産かじきカツを活用した食育授業を開催しました！

当会取扱食品の残留農薬及び
食品添加物の検査結果について
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　当会が、本年１月から提供開始いたしました“冷凍県産かじきカツ”
を活用した「食育推進事業」（第２弾）を去る６月２３日㈭、郡山市立朝
日が丘小学校にて行いました。
　この“かじきカツ”は、県内唯一の水産海洋系の高校である「福島
県立いわき海星高等学校」の生徒が海洋練習船「福島丸」にて漁獲し、
いわき市小名浜港に水揚げされた「クロカワカジキ」を原料として、
いわき市内の事業者（有限会社海幸）が加工、製造しています。
　今回の食育授業では実際に漁獲してきた高校生２名（蛭田君と田口君）
が、５年生（１２０名）を対象に授業（実体験の講話）を行いました。授
業の後は、小学生とともに給食を食べ、「サクサクで美味しい」「お肉
みたい」などとても好評でした。
　今年度も充分な数量を確保しております。ご注文、お問い合せは業
務課（川上・渡辺）までお願いいたします。

蛭田君（左）
と

田口君（右）


