
’１２

10月号

公益財団法人大分県学校給食会 総務課企画普及係

ＴＥＬ ０９７－５４３－５１２１

ＦＡＸ ０９７－５４５－２２６４

基本物資係からのお知らせ

【立入調査を実施しています】
今年度も委託工場の立入調査を実施しています。工場内

の施設チェックやＡＴＰ検査等を行っており、１学期期間中

に９工場の立入調査を終了しました。現在、残り16工場

の立入調査を実施しています。今後も安全・安心なパン・

米飯をお届けできるよう取り組んでいきます！

【受払台帳及び受領書（パン・米飯）の様式が

ダウンロードできるようになりました】
当会ＨＰの「各種様式」に掲載しております。皆様のご要

望にお応えしてパソコンで入力ができるようエクセル形式

とＰＤＦ形式を準備していますので、ダウンロードしてご使

用ください。

なお、現在配布しています複写の受払台帳及び受領書

の冊子も引き続きご使用できます。

平成２４年４月～７月の給食会取扱い物資検査成績を

お知らせします。

常温食品（デザート類等）・・・・・19件

無加熱摂取冷凍食品・・・・・・・・17件

<加熱摂取冷凍食品>

①冷凍直前加熱・・・・93件 魚肉練製品、食肉製品、惣菜類等

②冷凍直前無加熱・・91件 魚介類、麺類、野菜類等

牛乳検査・・・・・・・・・・・・3件

検査項目：細菌数、大腸菌群、乳脂肪、酸度、比重

カット野菜検査・・・・・・・9件

検査項目：生菌数、大腸菌群、E. coli （大腸菌）、サルモネラ、

EHEC 0157

ヒスタミン検査・・・・・・・・7件

検査件数239件のうち237件が食品衛生法及び大分県学校給食

会の基準に適合していましたが、不適合の違反食品が２件ありま

した。

違反食品２件は、冷凍食品（冷凍直前無加熱）で、その違反内容

は１件はE.col、もう１件からはサルモネラが検出されましたので直

ちに返品処理をするとともに、メーカー指導を行いました。

（公財）大分県学校給食会は安全な食品の提供に努めています。

入力方法等について不明な

点がある際は、安部・田原

（基本物資係）までお気軽に

お問い合わせください。

９月１４日（金）に大分県立新生支援学校で第１回学校給食料理教室を開催しました。参加者を対象にしたアンケートからも、

調理実習・講話共にとても満足度の高い料理教室となりました。毎年、講師の皆様と考案した献立は参加者からも大好

評！今年度の献立は以下のとおりです。

参加申込みについては、当会ＨＰ「各種様式はこちら」にあります申込用紙をご利用頂くか、企画普及係までお気軽にお問

い合わせください。大分県下、どこでも出張いたします！たくさんのご参加お待ちしております。

学校給食料理教室参加者募集中！

１０月１３日（土）に実施の第３回学校給食フェア

に向けて準備は着々と進んでいます。

皆様のご来場、心よりお待ちしております！

１２月１４日（金）に開催する米飯調理

講習会に向けて、講師の黒川荘

真志喜料理長と試作会を行いました。

乞うご期待！！

主　食 米粉パン 主　食 サフランライス 主　食 たこ飯
主　菜 鮭のパン粉焼き 主　菜 主　菜 県産さばの竜田揚げ
副　菜 　（玉ねぎソース添え） 汁　物 副　菜  （おろし大根ドレッシング）
汁　物 ミネストローネ 副　菜 海のめぐみサラダ 汁　物 団子汁

デザート アセロラゼリー デザート フルーツチーズ デザート 旬の果物

献　立①

キーマカレー

献　立② 献　立③

揚げずに焼く鮭のパ

ン粉焼きや給食で人

気のアセロラゼリー

等、献立①は給食人

気献立です。

大分県竹田市は、

サフランの生産量が

日本一！献立②は

地場産物献立です。

団子汁の生地をの

ばす作業はとても楽

しいですよ♪

献立③は、たこ飯や

団子汁等、大分の

郷土食献立です。



物 資 紹 介

温州みかんは、10/15～12/21の季節限定品です。

旬の果物を是非ご使用ください。

１２月行事食の締切は

１１月９日（金）となっております

ので、恐れ入りますがお早めの

ご注文をお願いします。

新規取扱商品も多く取り扱って

おりますので、是非ご検討くださ

い。

ショコラオレ ベイクドチーズケーキ

クリスマスケーキ

（いちご）
クリスマスケーキ

（チーズ）

レモンケーキ 照焼チキン

11月１日～30日までの期間中使用分に限り、特別価格にて「学校給食１日まる

ごと大分県」を応援させていただきます！この機会に是非ご利用ください。

【斡旋物資確認依頼】
◆１学期中に、学校給食まるごと１日大分県

に向けて県産魚「アメタフライ」のご使用依頼

をさせていただきました。ご注文を受付けてい

ますので、ご利用よろしくお願いします。

【物資選定委員会のお知らせ】
◆10月４日（金）に平成24年度第３学期分冷

凍二次加工品等の物資選定委員会を開催し

ます。選定会で選定された物資は、10月27日

（土）の自主研修会」で試食・紹介をさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いします。

物　資　名　・　規　格 銘　柄 通常価格 特別価格

地たこぶつ切り　　　　　　 １ｋｇ 2,650円 2,500円

地たこぶつ切り（粉付）　　１ｋｇ 2,700円 2,550円

地たこスライス　　　　　　　１ｋｇ 2,800円 2,650円

たこ飯の素　　　　　　　（米1kg用） 1,040円 990円

ＳＮ食品

コード 物　資　名 規　格 銘　柄 価　格

21221 大分県産豆乳 １Ｌ ニチリウ永瀬 ３６０円

31219 温州みかん Ｓ玉/個 きつき柑橘 ３０円

コード 物　資　名 規　格 銘　柄

43312 大分県産里芋（冷凍） １ｋｇ ＳＮ食品

コード 物　資　名 規　格 銘　柄 価　格

62324 ペコちゃんクリスマスケーキチョコ ３０ｇ ＳＮ食品 123円

62323 ペコちゃんクリスマスケーキホワイトチョコ ３０ｇ ＳＮ食品 123円

62364 チョコロールケーキ ３０ｇ ＳＮ食品 104円

62367 ホワイトロールケーキ ３０ｇ ＳＮ食品 104円

62302 クリスマスケーキ（ショコラオレ） ３０ｇ 給材開発 129円

62369 クリスマスケーキ（ストロベリー） ３０ｇ 給材開発 129円

62315 チョコレートケーキ ４２ｇ 九州太平 166円

62308 ベイクドチーズケーキ ４０ｇ 九州太平 166円

62312 クリスマスケーキ（いちご） ３５ｇ 宝幸 94円

62313 クリスマスケーキ（チーズ） ３５ｇ 宝幸 94円

62317 レモンケーキ ３０ｇ 米粉屋 74円

52143 照焼チキン （40g×10） インナミ 569円

52109 照焼チキン （50g×10） インナミ 695円

52141 みつせ鶏手羽元照焼 （約53g×10） ヨコオ 737円

48109 みつせ鶏手羽元フライド （約70g×10） ヨコオ 737円

コード 物　資　名 規　格 価　格

50226 いわしみぞれ煮 （４０ｇ×１０） 579円

50227 いわしみぞれ煮 （５０ｇ×１０） 600円

52207 さばごま衣焼 （５０ｇ×１０） 680円

52301 さば塩焼 （４０ｇ×１０） 660円

50224 さんまゆず味噌煮 （３０ｇ×２０） 870円

52306 さんま塩焼 （５０ｇ×１０） 500円

50215 ぶりおろし煮 （４０ｇ×１０） 620円

52305 鮭塩焼 （４０ｇ×１０） 795円


