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事業者名《　　　日本給食株式会社　　　》

１　組織体制
（１）事業者組織図
（２）役割・関連

（1）事業者組織図

（２）役割・関連
　おいしく栄養バランスのとれた食事が、適切な衛生管理のもとに、好ましい環境下で提供されることは、
成長期の子どもたちにとって重要です。なかでも適切な養育環境に恵まれることの少ない一時保護所の
子どもたの食事には発育・発達のみならず、心と体の癒しにも つながる極めて重要な意味をもつと
考えています。弊社は最も基本的な生きる権利、生存権保障を守ると同時に、その当たり前を心に
傷をおった子どもたち全員に真心を込めて提供します。
また、一時保護所の子どもたち一人一人と向き合う食事の環境作りや知識の向上など、食育を通じ、
将来の食習慣にも繋がる食事にするべく、弊社スタッフが積極的にコミュニケーションをとって運営したい
と考えております。
　昭和32年の設立以来、60年以上にわたり地域に根付いてきた弊社独自の様々なネットワークやノウハウを
最大限に活用し、保護をされた子どもたちに身体も心も温まる美味しい給食を提供しいきたいと考えています。
給食事業以外でも施設側と密に情報を共有しながら、施設、弊社、地元が一体となって運営していければと
考えております。
　また、弊社は給食食材の卸業務を行う部署を持ち、HACCPに基づく品質管理システムの安全性などから給食
会社で唯一、東京都食品衛生自主管理認証制度の認証を受けております。安全管理のノウハウを従業員一同に
周知徹底し、調理業務受託の現場での検収・保管に役立てています。
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事業者名《　　　日本給食株式会社　　　》

２　基本方針
（１）施設の給食調理業務に関する基本方針
（２）幼児・学齢児の健康管理、増進への考え方

（１）施設の給食調理業務に関する基本方針
　一時保護所での給食は、学校給食とは違い、朝昼夕の食事全てを賄うものです。身体の発達だけでなく
心の健康を取り戻すことにおいてもとても重要だと認識しております。
特に幼児期の食生活は成人してからのあらゆる食習慣の基礎となるものであり、栄養管理や食事のマナー、
コミュニケーションなど、本来家庭や保育園・幼稚園・小中学校で学ぶことを一時保護所の給食でも提供する
基本的な方針としています。その上で、安全でおいしく安心して提供することを最優先し、栄養価の高く、
2歳から18歳未満までの子どもたち一人一人にあった、きめ細やかな給食の提供ができるように取り組んで
いきます。安定した運営を実現する上では、何より、施設側の意向に添った運営が必要とされます。施設側も
急な対応がありうるため、弊社も臨機応変な対応が必要だと考えております。
　施設職員との日々のミーティングや業務連絡会に出席し、一時保護所の特徴をしっかり認識したより良い給食
運営・提供を行えるよう、施設側との会話の量を増やしていきます。
　責任者は、栄養価管理、衛生管理、調理技術に熟知し、且つ施設側の要望を業務に反映させなければ
ならないと考えます。また、副責任者には責任者のサポートが出来る者を配置致します。
　業務をよりよくする上で、現場の構築、本部の指導、教育訓練を繰り返し行うとともに、以下の4項目を柱に
遂行し業務の安定を図っていきます。

（２）幼児・学齢児の健康管理、増進への考え方
【栄養管理面】
・ 年齢・性別・嗜好・食習慣・生活活動強度・日常の健康状況などについて把握すること
・ 栄養面の配慮がなされているか（エネルギー産生栄養素バランス・栄養素の充足）
・ 一定の期間内（7～10日）での平均値で評価する
・ エネルギー産生栄養素バランスを適正にする
　（各栄養素の変動幅を±10％内に収める）
・ 献立は、幼児、小低、小高、中高生に分けて栄養価を算出し、幼児には食べやすさを
　考えた料理の提供を心掛けます。
【嗜好面】
・ 喫食者の特性を考慮する（食材の選択、調理形態や量など）
・ 季節感（旬）、地域特性を生かす
・ 主食、主菜、副菜のバランスを考慮する（彩り、組み合わせ、味つけなど）
【その他】
・ 食品添加物の入った食材や化学調味料を極力使用しない
・ 食材購入費の枠内で最善の食材を調達する
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事業者名《　　　日本給食株式会社　　　》

３　業務の実施
（１）一時保護所との協力体制　　　　（２）着実な業務履行のための体制・仕組
（３）平常時と緊急時の本社、拠点事業所等からのバックアップ体制
（４）社員平均勤続年数、パート比率、社員・パート職員の定着率（２３区内）、定着率を高める取組

（１）一時保護所との協力体制
　弊社は区立の献立作成を含んだ児童相談所一時保護所の給食運営業務を行っており、様々なノウハウを
有しております。例を挙げますと、コロナウイルス感染症対策の為、急遽分園を設けることになり、そこに
毎日１０食程の弁当給食を配送にも対応するなど、常に施設側の要望を最大限実現するべく体制を整えます。
また、定期的に施設側及び区担当課との面談を行い、履行状況についての意見抽出と課題の改善結果、
当日の巡回ポイントなどを話し合い、巡回後は、巡回結果について報告致します。

（２）着実な業務履行のための体制・仕組
　弊社では、本部と現場が一体となり業務を行っています。現場の従事者が急な欠員の際は、本部栄養士が
直ちに応援に入ることができ、また、日常においても現場と本部が緊密に連携して運営を行っております。
施設での緊急時対応なども本部より必要な人員を迅速に配置できることやその他の危機対応も迅速対応
することが可能です。
　食材の調達におきましても弊社食材卸売部門に限らず、港区内の様々な取引先を選定し、よりよい安全な
食材を調達するとともに、地元の事業者と共に「安全・安心はもちろんのこと栄養価の高い、美味しい給食」
を提供していきます。昭和32年の設立以来、60年以上にわたり地域に根付いてきた弊社独自の様々な
ネットワークやノウハウを最大限に活用し、保護をされた子どもたちに身体も心も温まる美味しい給食を提供
していきたいと考えています。

（３）平常時と緊急時の本社、拠点事業所等からのバックアップ体制
　感染症、食中毒、または類する調理に起因する事故発生時には、下図のとおり調理現場の業務責任者が
弊社の巡回担当者(実務管理者）へ報告を行います。本部スタッフが調理現場に至急出向き調査・事故対応の
初動を実施します。発生原因を直ちに区担当課及び施設側へ報告するとともに、区担当課及び施設側の指示
により事後の対策を実施します。また、本社にはエリアマネージャー８名、管理職5名が常駐しており、下図に
基づき組織的に連絡体制をとり、有事の際も迅速な対応を取ります。

　　　　　　　　　　　平常時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緊急時

（４）社員平均勤続年数、パート比率、社員・パート職員の定着率（２３区内）、定着率を高める取組
　弊社では新規採用従事者が長く就業できる環境作りによって、人員欠員を防ぐことが人員確保の第一歩で
あると考え、定期的なフォローアップを行っています。
　配属前研修として本部スタッフからのマンツーマン指導、作業フローなど基本の手順書を作成し、新規採用
従事者が常に確認できる環境の整備、現場での業務責任者のこまめな声掛けを実施しています。配置後も
本部の面談を多く持ち、課題の共有や現場で不安・不明点を話し合う場として活用しています。問題があれば
解決のための助言や指導を行い、コミュニケーション能力の重要性についても反復して指導します。
　弊社では、契約社員での採用を行わず、正社員採用を行うことで、長期に雇用する環境にしています。
特に給食調理の現場では正社員、パート社員に限らず女性中心の職場となり、子育て中心の世代が非常に
多くなりますので、本部スタッフの待機人数の確保およびシフト調整のしやすいパート社員を加配するなど
産休・育休は勿論、急な欠勤でも休みやすい環境づくりを会社として取り組んでいます。
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事業者名《　　　日本給食株式会社　　　》

４　衛生管理
（１）HACCPに沿った衛生管理を行う為の取組
（２）検査・講習等の実施

（1）HACCPに沿った衛生管理を行う為の取組
　衛生管理の基本は、継続的且つ段階的な「人材育成」と「自己管理」であると考えます。  その為弊社では、
個人衛生・健康管理の必要性を周知・徹底し、確実な理解と実行を図っております。その上で弊社独自の
体制による繰り返しの指導と研修を実施し、施設に応じた衛生管理が行える知識の普及啓発を行っております。
　衛生管理におきましては、仕様書、作業基準、衛生管理マニュアルを遵守することで、安全な給食の提供を
行っていきます。
　調理室の点検、検収、下ごしらえ、調理、盛り付け時に行う温度管理と記録の徹底や汚染、非汚染時の
エプロン、器具の専用化、食材の保管管理、調理時間と温度管理など、それぞれの工程に合わせ、
厳格に対応していきます。また、二次汚染に対する対応も含めドライ運用の実施をしていきます。

【ドライ運用の実施ポイント】
　・　作業動線や作業工程表を作成し、計画的に作業を行っていきます。
　・　計画的に道具を使用することで、不必要な洗浄を防ぎます。
　・　野菜の洗浄時も水圧を考え、水はねに注意した作業をしていきます。
　・　身支度も軽装にして調理を行います。
　・　調理室の構造によって、乾燥スペースを作り、全体に水が広がらないようにします。

【食品の取扱い】
　調理作業については、検収・下処理・下ごしらえ・調理・配膳・提供・洗浄の工程に分け、作業ごとに点検
リストの作成および実施を行います。
　検収時……点検簿にメーカー名、温度、賞味期限、産地、鮮度、破損状況を記載し栄養士が確認します。
　調理時……中心温度の測定と記録、調理時間の記録を行います。アレルギー食における調理、
　　　　　　　　 対応についてチェックします。

　　 配膳時……提供時間の記録とアレルギー食の記録を行います。

【二次汚染防止】
　調理を実施するにあたり、特に二次汚染防止について常に意識して作業を行うことが大切です。
弊社では調理器具類の徹底した衛生管理と手指を介する汚染拡大の阻止を主として運用を行っております。

【温度管理について】
　温度管理におきましては、　検収時の品温確認から食材保管の温度管理、調理時の加熱温度など、
それぞれの工程で温度と時間を適切に計測し、記録することで管理を徹底しております。また、温度
記録簿は、栄養士が確認し複数での確認を行っていきます。
　食材の受け入れから提供までを作業工程に沿って実行する品質管理のチェックポイント

　　　　　　要チェックポイント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・　食材の受け入れ時の温度管理（表面温度）　　　　　　　　　　　　各作業工程の重要事項を十分に認識した　　　 
・　加熱調理の温度管理（中心温度を３点以上測定）　　　　　　　　うえで作業に従事します。
・　冷蔵保存の温度管理（調理終了後、提供まで）　　　　　　　　　 品質管理で行った温度と計測は記録を
・　温蔵保存の温度管理（調理終了後、提供まで）　　　　　　　　　 取ることで点検を行い、管理します。　　

【施設・設備等の管理について】
　施設・設備につきましては、４Ｓ　『　整理・整頓・清掃・清潔　』が守られる管理を行っていきます。定期的な
点検方法につきましては、日単位、週単位、月単位の点検簿を作成し記録していきます。不具合や修繕が
必要な場合には、速やかに施設側へ報告します。

　・　機械、器具類につきましては、調理室全体に設置してあるもの全てを確認し、チェックしていきます。
　・　清掃についてもチェックリストを作成し点検していきます。
　・　本部巡回時に４Ｓについて、点検を行い、指導・改善を行っていきます。
洗浄の状況につきましては、本部巡回時にでんぷん反応テストを実施して、洗浄指導を行っていきます。

（２）検査・講習等の実施
弊社では、下図の階層別研修を

　行っております。

【検査について】
・ 年2回の健康診断
・ 毎月2回の検便検査
・ 10～3月までは定期ノロウイルス検査
・ 年3回のATP検査
・ 年2回の細菌ふき取り検査
・ 本部巡回時のでんぷん検査
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事業者名《　　　日本給食株式会社　　　》

５　人材育成
（１）施設の給食における基本的な調理技術
（２）従業員の教育・研修等の実施

（１）施設の給食における基本的な調理技術
　給食においては、栄養士の作成した献立を安全、安心でおいしく調理することが求められます。
和・洋・中及び季節・旬・行事に合わせた調理が求められることや港区の特色に合わせた料理など、
全てに対応可能な調理従事者を育成して配置いたします。また、一時保護所では一人ひとりに合わせた
食事が求められるため、子どもたちの発達や成長、生活環境に合わせた調理を行っていきます。代表的な
メニュー例から行事食や、特別献立など、多用な献立を現場と本部が連携して提供します。業務責任者と
本部調理指導員とでコミュニケーションを密に取り、必要によっては指導員が現場に入り、指導及び調理
工程に入り、提供していきます。
　一時保護所での給食は子供の成長によって、食べる形態、量、味付けなどの変化が必要とされています。
施設側と日々、協議しながら一人一人に合った食事の提供を目指します。特に幼児期の塩分過剰は
腎臓に負担をかけるので、なるべく薄味の食事を心掛けるようにします。また、食物の大きさや軟らかさ
にも注意して調理をいたします。肉類や野菜などは、大きさや硬さなどで嫌いになることも少なく、子どもたちが
食べやすいような軟らかさや大きさで調理をします。子どもの時に体験した食事が、一生の食生活を左右する
大切なポイントになると考えています。
　また、年4回本社内の調理室を使い、だしの取り方や野菜の洗い方等の基本事項から、新しい献立や
行事食献立を作る調理実習を行い、従事者全員が多様な献立にも対応できるよう体制を整えています。

（２）従業員の教育・研修等の実施
　弊社では、給食部門を一部門として捉えるのではなく、会社全体として給食業務に特化した運営を推進
しております。その為、教育方針は「従業員一人一人が教育の一環を担っている」という自覚と意識・責任の
確立と誇りを持てるよう、個々の適正や能力を正しく評価し、能力をフルに発揮できる職務や職位を与え、
従業員の役割に応じた階層別の教育育成を行っております。一時保護所での給食は、様々な個々を
持った感受性豊かな子供たちの成長に合わせた給食提供が「生きた教材」として意識を持ち、それに
携わる事ができる専門分野であるとの考えから、弊社はその給食調理業務への思いを基本に教育・育成に
取り組んでおります。

【研修について】
対象者　　　　　　　　　　　　頻度　　　　　　　　講師　　　　　　　内容

 ・ 現場巡回による指導
　巡回者は、現場管理者（給食業務責任者経験者）、本部栄養士、調理指導員の3名で対応します。
巡回では、現状の業務内容の把握、衛生管理、調理技術、作業の流れ、従事者の意思疎通等、
チェックリストを作成し、客観的に複数の目で確認することで、具体的な課題を抽出し、指導を行って
いきます。また、課題の改善については、専門性を踏まえ、本部スタッフを人選し対応にあたります。
必ず施設担当者と面談し、履行状況について話し合いを持ちます。

 ・ 作業内容の共有化
　業務責任者が作業内容を全て把握しているのはもちろんですが、担当者同士でも情報共有を行うよう
指導しています。これにより、突発的な欠員や従事者変更への対応が改善するとともに、従事者同士の
相互理解が進み、協力体制がより強固になると考えております。マネージャーが、巡回時に日頃の朝礼や
会議、報・連・相の体制を見直し、十分に情報共有が行えているかを確認及び指導をします。

 ・ 新規採用従事者のフォローアップ
　配属前研修として本部スタッフからのマンツーマン指導、作業フローなど基本の手順書を作成し新規採用 
従事者が常に確認できる環境の整備、現場での業務責任者のこまめな声掛けを実施しています。その後、
2週間ごとに本社での研修を実施。作業基準にそった業務が行えているかの確認と、調理知識・衛生知識の 　　
教育、時間内調理の大切さを伝えています。さらに入社後1ヶ月、3ヶ月時に管理職との面談を行い、現場で
不安・不明点を話し合う場として活用し、問題があれば解決のための助言や指導を行います。

入社時教育　　　　　　　　　勤務前　　　　本部栄養士　　　　　給食業務に勤務する心構え、衛生管理、作業基準、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アレルギー対応、ノロウイルス対策、一般常識、服装、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手洗い等

衛生教育　　　　　　　　　　 年3回　　　　外部講師　　　　　　　衛生講習会（各テーマ添う）食物アレルギー、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衛生管理全般、ノロウイルス対策、異物混入防止

施設別教育　　　　　　　　  年3回　　　　　　　マネージャー　　仕様書確認、作業基準確認、作業工程・動線の考え方、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ノロウイルス対策、2次汚染防止、施設別課題点、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        手洗い実技、危機管理（火災・地震等の行動計画）

社員階層別教育 　　　　　 年3回　　　　管理職・本部栄養士　経営方針、リーダーシップ、コミュニケーション能力、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応接態度、ヒヤリハット、巡回報告と注意点、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異物混入対策
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６　食生活
（１）不適切、不安定な食生活を送ってきた児童の、食生活改善を図るための提案
（２）学齢児への食育の取組
（３）緊急で入所した児童への食事提供

（１）不適切、不安定な食生活を送ってきた児童の、食生活改善を図るための提案
　子どもの心の不安、満たされない思いは、食事に向けられることもあり、子どもの状況に合わせた適正な
食事の提供は、生活の中の食事・睡眠などの生活リズムを整えることにもつながります。皆でおいしく、
楽しく食事をする経験を繰り返し、それを習慣化することが心身の発達や人間関係の構築にもつながり
重要となります。子どもの心の状態が食生活に表れることもあり、広い視点で子どもの食生活を捉え、配慮
することが必要です。
　児童の食生活改善を図る上で、発育・発達状況や健康状態・栄養状態などの身体状況のみではなく、心の
状態なども含めた広い視点で生活全体を捉え、把握することが必要になってくると考えております。施設側
担当者や栄養士は食事摂取基準を参考に、個別の給与栄養目標量を決定し、献立作成や食事のあり方
について、密に連携を取り合っていく必要があります。児童の食事の様子や、残食調査などを実施し、
食事の提供が適切に行われているか、児童の発育が適切であるかなどについて、情報共有もしっかり
行い、児童一人ひとりの食事の適正量や栄養状態を周知することが重要だと考えております。
　また、献立作成及び食事の提供に当たっては、児童の咀嚼や嚥下機能などの発達状況等を観察し、その
発達を促すことができるよう、食品の種類、 大きさ、固さなどの調理方法に配慮いたします。児童の食に関する
嗜好や体験が広がりかつ深まるよう、多様な食品や味、料理の組合せにも配慮し、給食を提供いたします。

（２）学齢児への食育の取組
　給食は心と体が成長している児童・生徒の健やかな成長を担う大事な役割を持っています。委託会社として
できることは、栄養のバランスの取れた献立を衛生的に調理すること、おいしく作ることが必須になります。
さらに食育においても食事の重要性、心身の健康、食を選択する能力、感謝の心、社会性、食文化など、
児童生徒が学校給食を通じて学ぶ機会と位置付けており、弊社も受託することで、食育の推進に携わって
いきたいと思っております。未来を担う子どもたちが将来20年、30年後の食生活にも影響する大事な給食だと
考え、安全、安心な給食を提供いたします。
　施設で食べる食事そのものが栄養教育、食育につながります。発育期にある児童にとっては 1 回 1 回の
食事が学習の場です。様々な食材や料理を見て、匂いを感じ、触れて、口の中で感じ、味わうといった体験を
通じ、食べる行為そのものを獲得していきます。経験の幅を広げることは受容できる食物を増やすことにも
つながります。食事中の姿勢、食具の扱い方などの継続的な体験が発達を促し、望ましい食習慣の形成の
基礎を作ります。
　また、食事を通じ味覚体験の幅を広げること、季節や旬を感じること、行事食を通じて日本の文化にふれる
ことなどから、食べ物の恵みに感謝する気持ちを育むなど、食べることへの意欲や関心を高め、将来につながる
望ましい食態度を形成する場でもあると考えています。
　弊社では、食に関する知識の向上として、行事食や食事のマナー、季節感などについては、食堂へ掲示
したり、栄養士や調理員が施設側担当者と協力して、子どもたちの食育を促していきます。
　毎月の給食だよりでは、その月の豆知識や、この季節に気をつけてほしいことや給食に関して伝えたい
こと等を載せています。また、その月のメニューより一品、レシピを紹介しています。 
　計画的な健康観察から、子どもたちの成長に合わせた食事の提供を心掛け、食習慣や偏食、噛む大切さ
などを話し合っていきます。
　ネグレクトなどで、食習慣の乱れや知識の不足がある場合は、栄養士や調理員が個別に話し合い、知識
不足を補っていきます。
　食育として、クッキーの型抜きや餃子づくりなど、可能な範囲で調理員や職員さんと共に調理実習も行い、
家庭に近い環境も構築します。地域の食育活動や食の祭典など、地域活動にも参加ができるまたは、触れる
ようなことができるように施設側と協議していきます。

（３）緊急で入所した児童への食事提供
　一時保護所の性質上、常に入所児童数に変動があり、日々及び時間によって食数の増減があることを
弊社としましても認識しております。そのため、緊急入所等による食数の増加に対してクックチルやレトルト食品
の常備はもちろんのこと、弊社では食材卸事業も行っており、緊急時の備蓄や営業用の食材を確保しており
ます。また、外部業者による弁当の仕出しや市販品等を利用することも考え、常に柔軟な対応がとれるよう
支援を行っていきます。
　また、緊急入所による場合、アレルギーの有無や入所前の食に関する状況が得られない場合があると思い
ます。そういった子どもたちに対しても、食事の種類及びその形態や栄養量等の目安の基準を栄養士や施設側
担当者が話し合い、取り決めることで一人ひとりに合った食事環境を提供していきたいと考えています。
　受託会社として、一人ひとりの子どもに合わせて、適切な食生活を送ることができるよう支援することが
重要だと考えております。子どもの入所前の生活状況、発達や成長に合わせた食事の提供が必要になって
きます。入所した児童は生活環境の変化に入所後の食事の様子や食具の使い方等、食事場面で得られる
情報を施設側担当者と共有し、生活に慣れるまでの食事についても配慮することで心身の安定に努める
ことができるよう支援していきます。

6



事業者名《　　　日本給食株式会社　　　》

７　アレルギー対応
（１）食物アレルギー誤食等の事故状況（平成２７年４月～令和２年１０月）
※事故件数を年度ごとにご記入ください。併せて、その年度の受託施設数（全国）を母数としてご記入願いま
す。
（２）食物アレルギー事故の予防体制と発生時の対応（調理作業時の予防策を含む）
（３）食物アレルギー不明な児童への対応

（１）食物アレルギー誤食等の事故状況（平成２７年４月～令和２年１０月）
・平成２７年２月⇒卵アレルギー児に通常食を提供してしまった。児童が、除去食のないことに気がつき、
　　　　　　　　　　　担任に申し出た。担任は、調理場から食器をもらい、除去食を作り、対象児童に提供した。
・平成２８年２月⇒アレルギー対応食にラップし、対象児童の氏名を記入するが、別の児童の氏名を
　　　　　　　　　　　記してしまった。
・平成３０年４月⇒卵アレルギー児にシュウマイの卵除去を提供するところを、通常食を提供してしまい
　　　　　　　　　　　生徒が喫食してしまった。
・平成３１年９月⇒クラス内に異なる内容の除去食対応をしている児童がいたが，除去食を間違えて
　　　　　　　　　　　配食してしまった。一方の児童が自分の除去食ではないことに気づき、給食室に確認に
　　　　　　　　　　　来たため判明したので正しい交換した。

（２）食物アレルギー事故の予防体制と発生時の対応（調理作業時の予防策を含む）
　アレルギー対応におきましては、誤配、誤食により命の危険にさらす可能性があることを認識しております。
弊社では、工程ごとに、誰が、いつ、何をするかを明確にし、複数での確認を行っております。また、
記録を取ることを徹底しております。本部巡回を通じ、アレルギー対応が適切に行われているか確認指導を
行っていきます。基本的なルールにつきましては、作業基準、弊社マニュアルに基づき実施していきます。

【 調理作業時予防策】
　①対象者のアレルギーの症状、対応方法、引き渡し方法を基に献立や調理作業を勘案し、毎日、施設側担当者と
     業務責任者で打ち合わせを行います。それを基に業務責任者が従事者全体に対応方法を周知していきます。
　　 また、献立、作業工程には、赤字で対応方法を明記し全員がその都度確認できるようにします。

　②日常に於いては、前日にアレルギー対応の専任の選定や対応方法の確認作業を行います。
　   当日はアレルギー対応者の確認や専任者の確認をします。食材の確保（加工品、調味料）等の原材料の表記に
　　 注意して除去対象の食物が無いか確認する。調味料の量指定が無い場合は濃くならない様に注意する。対応
　　 方法を朝の申し送りにて再確認して従事者全員で把握し作業に臨みます。作業中には、アレルギー食材を扱う
　 　際に業務責任者と専任者で確認をして作業します。専任者が専用器具等を使用して完全に別調理を徹底する。

　③調理済みの扱いでは専用食器に盛り付けラップ等で覆い対象者の氏名や除去内容を明記する。
　　 食材の成分確認は必ず施設側担当者と確認します。提供時においては、食堂またはルームにて施設側担当者と
　　 弊社担当者が一緒に確認し、引き渡しをします。

 ④アレルギー用献立を分かりやすい場所に掲示します。アレルギー食の専任者は専用食器の使用や
   他の給食と混在しない場所に仮置きます。除去内容や対象者を明確にするために食札や
   専用のトレーを使用します。アレルギー反応を起こしやすい食品についての知識を習得します。
   アレルギー用献立や除去食に関しての事前打ち合わせは必ず業務責任者と専任者が同席して
   施設側担当者と確認作業を行います。アレルギー対応マニュアルを従事者全員に周知させ、
     徹底していきます。

　【アレルギー食対応フローチャート】

（３）食物アレルギー不明な児童への対応
「食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、急な入所の際は、万が一に備えアレルゲンフリー
（２８品目不使用）のレトルト食材を常備、使用します。
　また、食物アレルギーの状況が把握できるまでは、アレルゲンフリー食材を使用し、把握ができ
　次第常食か除去食等の対応に切り替えていきます。
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８　食中毒等の対応
（１）食中毒、異物混入等の事故状況及び行政指導の状況（平成２７年４月～令和２年２０月）
※食中毒、異物混入の事故状況をそれぞれ年度ごとにご記入ください。その際、併せてその年度の受託施設数
（全国）を母数としてご記入願います。　　例）異物混入等　○年度/髪の毛○件、ラップ片○件．．．/○施
設
※行政指導の有無と内容をご記入ください。
（２））食中毒、異物混入等の事故に対する予防体制と発生時の対応

（１）食中毒、異物混入等の事故状況及び行政指導の状況（平成２７年４月～令和２年２０月）
　　創業63年間「食品衛生事故ゼロ」の実績です。

平成27年度：3件、平成28年度：5件、平成29年度：3件、平成30年度：6件、令和1年度：4件、令和2年度：2件

（２）食中毒、異物混入等の事故に対する予防体制と発生時の対応
食中毒予防や異物混入等の対策につきましては、「食品衛生法」及び「大量調理施設衛生管理
マニュアル」をもとに自社で作成した「調理マニュアル」、「衛生管理マニュアル」、「異物混入
防止マニュアル」を用いた事前研修を行い、個人衛生・健康管理の必要性を周知・徹底することで、
確実な理解と実行を図っております。調理室の点検、検収、下ごしらえ、調理、盛り付け時に行う温度管理と
記録の徹底や汚染、非汚染時のエプロン、器具の専用化、食材の保管管理、調理時間と温度管理など、
それぞれの工程に合わせ、厳格に対応していきます。

【食中毒防止策】
Ⅰ.食品の取り扱い
食材の搬入時から品質管理を徹底します。食品を取り扱う際の注意事項については、写真や文字で
誰もが見ても分かるように調理室や休憩室に掲示しミスをしないような対策を取っていきます。
調理作業については、検収・下処理・下ごしらえ・調理・配膳・提供・洗浄の工程に分け、
作業ごとに点検リストの作成および実施を行います。
Ⅱ.個人衛生
　調理従事者の健康管理の考え方におきましては、調理従事者から食中毒を発生させないことや、
ノロウイルスなどの感染を広めないために毎日、従事者の健康チェックを行います。
Ⅲ.二次汚染防止
　細菌やウイルスなどの微生物は目に見えませんので、二次汚染を防止するためには、調理工程の
各段階での徹底した衛生管理が必要です。弊社では調理器具類の徹底した衛生管理と手指を介する
汚染拡大の阻止を主とし、ドライ運用の徹底も行います。

【異物混入防止策】
　異物混入におきましては、異物混入対策マニュアルを策定し、従事者に周知するとともに調理工程にも
反映させて業務にあたります。作業中の検収、調理の過程においては、記録を取り栄養士が確認する
ことで複数でのチェック体制をとります。また、本部巡回指導においても作業中にマニュアルに基づいて
いるか確認しております。
混入する異物の知識⇒調理工程ごとのチェック体制⇒発生時の連絡体制⇒再発防止策の策定と実施

【当日の給食対応について】
　給食が原因による食中毒の可能性や異物混入等の際には、疑わしい段階から代替え食の提供を行って
いきます。事故対応は事故対応責任者を中心に本部全体で対応にあたります。また、弊社本部責任者と
関係各所（施設側、保健所など）と原因、経緯、経過についてはその都度報告や協議を行い、迅速で適切な
行動を行っていきます。安全が担保された段階から施設側の承認の上、給食の再開を行っていきます。
①弊社調理施設の利用
江戸川区内の本社調理施設も活用し可能な範囲で代替え食の提供を行います。
また、江戸川区内の取引先業者と連携を取り、代替え食として提供します。
②災害用保存食の利用
弊社は食材の卸売事業も行っており、保存食等の備蓄食品を代替食として提供します。
③外部業者による弁当の仕出しや市販品の利用　

【その後の対応について】
　食中毒やノロウイルス等の感染の疑いが強い場合、拡大を防止するためには、発症状況を正確に把握し、
感染が拡がっている経路を遮断する感染予防策をとる必要があります。施設内で下痢、嘔吐の症状がある
者が散発している場合は、集団発生を疑い、下図のような対応を行います。
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