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事業者名《ハガクレフード株式会社》

1　事業者概要
（１）事業者組織図
（２）役割・関連

（１）事業者組織図

◆組織図

◆      株式会社　概要

◆グループの受託実績

　

（２）役割・関連

      株式会社は          株式会社のグループ会社です。
      会社は、「大切な人のためにつくる愛情いっぱいの料理とサービス」を原点とし、これまでフードサービス事業を展開して参りま
した。
2018年、創業55周年を迎えるにあたって       は新しい挑戦としてグループ会社の統合再編を行いました。それぞれの専門性をよ
り深化させ、より良いサービスを提供するため、学校給食事業を行う「         」と学校給食以外のフードサービス事業を行う「      」
の2社に生まれ変わりました。
「社会と共生する樹でありたい」を合言葉に、短期的な自社の繁栄を優先するのではなく、新たな社会的価値創造に挑戦する企業
グループとして、皆さまに信頼され、社会にしっかりと根をおろし、社会と共に持続的に成長し、いきいきとした未来創造に向けて
貢献して参ります。
55年前にまかれた一粒の種が、社会と共に成長し、やがて100周年を迎える大樹となりますように。その大樹が社会にしっかりと
根を張り、社会の役に立ちますように。それが私たち      の想いです。
グループ会社には、学校給食事業を行う「          」、保育園の運営や学童・児童館を運営する「           」、送迎バスなどの自動車
運行管理を行う「              」、障がい者就労支援を行う「             」があります。
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2　基本方針
（１）保育園調理業務に関する基本方針
（２）乳幼児の健康管理、増進への考え方、乳幼児への対応
（１）保育園調理業務に関する基本方針
私たちは、創業の原点である「大切な人の為に創る愛情いっぱいの調理とサービス」を貫き、単に食事や調理技術、人的資源を
提供するだけではなく、それに「心」「気持ち」を添えてサービスする「ホスピタリティ・マネジメント企業」です。
弊社は保育園給食を以下のような基本姿勢で遵守し、保育園運営を行って参ります。

①美味しい給食を時間通りに提供すること。
②保育園給食を良く理解し、調理・配膳業務を通して子どもとの心のふれあいを大切にすること。
③従事者の一人一人が保育園教育の場で仕事をしていることを自覚し、認識していること。
④保育園給食の安全衛生管理マニュアルに基づいた作業の励行すること。
⑤安全衛生管理及び調理技術の研修を計画的に実施すること。
⑥委託者と円滑なコミュニケーションを維持するために、報告・連絡・相談・確認を怠らないこと。
⑦委託者の実施する会議には積極的に参加し、方針・要望等を良く理解し、多様化する給食業務に前向きに対応すること。
⑧災害時の対応方法を委託者及び関連機関と協議し、マニュアルを確立すること。
⑨良きパートナーとして、委託者の経費の節減、建物・設備の維持管理を適切に行なうこと。

保育園における食事提供サービスとは「食を営む力の基礎を培う場」であるということを深く理解し、安全・安心な食事提供を通
して、保護者様、地域の皆様に信頼される企業であることを理念として掲げております。

（２）乳幼児の健康管理、増進への考え方、乳幼児への対応

「クローバーマインド」を合言葉に、子どもたちへのお食事を提供しております。四つ葉のクローバーは、四つの葉が揃って幸運
を運ぶといわれています。弊社は「安心」「笑顔」「育み」「想い」を四つの葉にのせて、子どもたちをはじめ、保護者様、保育園
様、地域のみなさまへ幸せを運ぶことをお約束いたします。

保育園の給食については、乳幼児の身体の健やかな発達、発育と健康の保持増進に必要な栄養を適切に提供するためと理解
しています。安全な食品を使用し、衛生管理を徹底することで成長、発達にあった離乳食、乳幼児食を美味しく調理して提供して
います。また年々増えている食物アレルギーのある子どもたちへの対応もきめ細かく行って参ります。

◆離乳食について
離乳食とは、これまで母乳やミルクだけで過ごしてきた乳児が、いろいろな食べ物を知り、食べ方を練習する第一歩です。
その大事な第一歩を踏み出せるよう、保護者様・保育園様・給食室の３者の連携をもって提供して参ります。
保育園での安全な給食の提供のため、保育園で提供できる食材は必ず２回以上喫食したことのあるものに限らせて頂いており
ます。
もしかしたら、御園にて既にご準備があるかもしれませんが、弊社でも離乳食材進行表もご用意しております。
こちらの表は保護者の皆様に配布いたしまして、喫食日と結果の記入、保護者様と園長先生、給食室責任者の承認印が確認で
きた場合にのみ、子どもたちへの給食提供が可能になります。
また、ご家庭向けに弊社の保育園給食に関する考え方や離乳食提供の詳細をまとめた「給食のしおり」を配布しております。

◆給食のしおり ※一部抜粋

◆離乳食材進行表 ※一部抜粋

◆離乳食材カットマニュアル
※一部抜粋◆離乳食の時期毎に

食札を使用
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３　業務の実施
（１）保育園、保育課との協力体制　　　　　（２）着実な業務履行のための体制・仕組
（３）本社、拠点事業所等のバックアップ体制
（１）保育園、保育課との協力体制

◆提供に関する連携・協力
アレルギーを持った子ども達への除去食等は、直接提供するのではなく、園長先生・担任の先生に献立を説明し、承認・押印が
あって初めて提供できるというようにしております。従って、給食室・園長先生・担任の先生とのコミュニケーションを密に連携を
取って参ります。

◆PDCA（A）サイクルを活用
日々給食を調理している調理従事者は園長先生、保育士の先生、栄養士様とコミュニケーションをとり、日々提供している給食へ
のご意見やご感想を真摯に受け止めることで保育園様の特色にあった給食の提供に努めます。
また、業務担当マネージャーの巡回時にも保育園様のご意見ご要望をお聞かせいただくことで、改善が必要であると判断された場
合には、Plan（業務標準・業務ルール）Do（実行）Check（検証）Action（改善）Achievement（効果検証）を実行し、より良い運営を実
施しています。

（２）着実な業務履行のための体制・仕組

◆人員配置
規模によって変更はありますが、社員3名パートナー1 名を基本として配置しております。
【理由】
①各時間帯に常勤有資格者を配置することで、食事提供の安全性・確実性を高めることを目的とするため。
②社員を常駐させることで、保育園様とのコミュニケーション・緊急時の対応を行えるようにするため。
③アレルギー対応や、特別食の提供を確実なものとするため。
④行事食等の特別なイベントに関してもきめ細やかな対応をするため。

◆欠員時の対応
行事食や手の込んだ献立の場合は、事前に調理応援要員や業務担当マネージャーが応援へ向かう体制にしております。
突然の欠員の場合は、緊急連絡網(携帯電話)により時間を問わず業務担当マネージャーに連絡が付くようにしております。当日
の欠勤は、５時～６時の間に業務責任者及び業務担当マネージャーに連絡することを義務付けていますので、その際は都内の保
育園に加配している社員を欠員の保育園に配置します。
もしくは業務担当マネージャーが、各事業所に巡回目的で午前９時に入りますので、行き先を変更して欠員の保育園に向かいま
す。
２名以上の欠員についても、加配社員及び業務担当マネージャーによるバックアップ体制をとっております。
調理中の病気や怪我による欠員時も「危機管理マニュアル」に則り連絡が入り次第、加配社員または業務担当マネージャーにより
対応しています。
弊社では欠員による遅配事故は一度もありません。

（３）本社、拠点事業所等のバックアップ体制

業務担当マネージャーが、調理・サービス(保育園への協力）・衛生管理、チームワーク、モチベーション等の確認、保育園からの
ご評価等を検討し、指導を行っています。 毎日、業務責任者から業務終了の連絡が業務担当マネージャーに入りますので、人事
における問題・業務におけるお褒めや要望等について、本社が知らなかった・聞いてなかったということが無いよう守られていま
す。
業務担当マネージャーは、目的意識を持って保育園に伺い、給食室における改善事項を指導し、保育園栄養士様からの評価を汲
み取りながら、より良い給食が提供できるよう指導しています。
巡回は月1回以上実施しています。調理師資格、栄養士資格を持った、業務担当マネージャー・調理指導専門のインストラクター・
衛生検査専門の管理栄養士です。巡回後は巡回報告書を作成し会社に状況報告を行います。また定期的に担当者ごと運営状況
を報告し、運営実態の共有認識を図り、行事食等の応援体制・調理指導など、事業部としての体制強化を常に図っています。
また、電子会議室を利用したコミュニケーションや、ベルフェイス（bell-face）を用いたオンライン上のやり取りを行い、接触面積を大
きくする取り組みを行っています。
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４　衛生管理
（１）適切な衛生管理を行う為の体制
（２）検査・講習等の実施

（１）適切な衛生管理を行う為の体制

◆食品の取り扱い
食品の取り扱いは、
①「保育園給食衛生基準」
②「保育園給食調理従事者マニュアル」に則し衛生的に行います。

◆検収作業
食品の検収・検品作業は、発注した物資がきちんと納品されたことを確認する重要な作業であり、確実な検収を行うことはその
後の調理作業をスムーズに進めることができ、食中毒防止の第一歩です。数量・賞味期限、鮮度、異物、品温、包装の破れがな
いか等を食品検収担当者が、「検収記録簿」に基づき点検・記録し、確実に所定の貯蔵場所に保管しています。
肉類・魚介類・卵を検品する際は、使い捨て手袋を着用し、相互汚染が生じないようにします。運送用の容器（段ボール）等は、
下処理室に持ち込みません。万が一、納入品に不備があった場合は、品物を保管し園長先生に報告し指示を仰ぎます。原材料
の採取は、食品ごとに５０ｇ以上採取し、包丁を使った場合はその都度、消毒して二次汚染を起こさないようにします。袋を切る
際は異物混入予防のため「一度切り」を行い、切り口を確認して食材を出します。

◆個人衛生管理
従事者の健康管理・衛生管理は弊社の「採用者用マニュアル」に則し、管理します。
・衛生管理の基本は自己管理です。従事者への指導は「絶対に自分が保菌者にならない」ことを徹底し、 生肉・生牡蠣・生卵の
喫食を禁止しています。
・朝礼時には、本人の体調確認だけでなく、同居家族の健康状態も確認しています。手指に手荒れ、傷がある場合等は仕様書
に則り対応しています。
・毎日体温検査を行い、平熱より2度以上高い場合は出勤停止としています。
・従事者は年２回の健康診断（うち1回は問診）を行います。
・月２回の細菌検査、以外にも平成１８年より健康保菌者が給食室に入室しないように、従事者の衛生意識の向上を目的として
ノロウイルスのモニタリング検査を行っております。（11月～3月）。
・夏期猛暑日が続く時期は、会社より熱中症予防として水分補給費用を支給し、こまめに水分を摂り熱中症予防に取り組んでい
ます。
・冬期は、インフルエンザの予防接種を会社費用で行い、決してインフルエンザが給食室から流行するようなことがないよう努め
ています。
・海外から帰国の際は速やかに細菌検査を実施し、結果を確認後業務に就きます。
・新規採用に際しては教育の場で仕事であると指導し、身だしなみも髪の毛の色も派手な色は控え、爪は短くしマニキュアは禁
止、指輪やネックレスのアクセサリーは着用しないことを約束しております。

◆二次汚染防止
・献立ごとに調理作業の調理手順、タイムスケジュール、役割分担を事前に行い時間的な交差汚染を防止します。（汚染・非汚
染の導線が交わらないよう作業場所を決めておく）
・調理作業中の食品や調理機械・器具類の汚染の防止及び包丁、まな板類の食品別、処理別の使い分けを行います。
・調理場における食品及び調理用器具類は、常に床面から60センチメートル以上の高さの置台の上に置くようにします。
・食肉、魚介類は他の食品を汚染しないよう専用のふた付き容器で保管をし、専用器具類で調理します。
・原材料、下処理後の非加熱食品及び加熱調理後冷却する必要のある食品、他からの二次汚染を防止するため、それぞれ冷
蔵庫等で保管します。
・調理終了後の食品は衛生的な容器にふたをするなどして保存し、他からの二次汚染を防止します。

（２）検査・講習等の実施

◆衛生指導体制
弊社業務担当マネージャーによる巡回時の衛生点検と改善指導を行っています。衛生管理担当による拭き取り検査目視検査お
よび衛生指導・衛生教育を行っています。
具体的には年１回衛生管理担当が衛生検査（目視チェック・ＡＴＰ検査・でんぷん検査）を実施いたします。
年に１回、町田予防衛生研究所に委託し衛生検査を実施いたします。
検査結果を報告し、指摘事項の改善報告書を提出します。
月に1度行われる責任者会議にて、衛生検査結果を含む衛生講習を実施いたします。
指導だけではなく、各園における工夫している点を写真に収め、研修会で報告し全社水平展開を図っております。

◆衛生講習の実施
月に一度行われる責任者会議にて、衛生検査結果を含む衛生講習を実施しています。衛生担当からの指導に加え、各事業所
で共有すべき注意事項を確認し、グループとして水平展開を図っています。

異物混入防止

マニュアル

衛生講習会の様

子

受託事業所・本部・三社機関の連携

弊社標準

の検収記

録簿
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５　人材育成
（１）従業員の教育・研修等の実施や定着率を高める取組
（２）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）

（１）従業員の教育・研修等の実施や定着率を高める取組

◆         （社内大学）
「人を大切にし育てる」という考えの基、当グループでは社内大学『       』を設けています。 こちらでは技能・知識の習得に留まら
ず、一人ひとりが目標に向かってしっかりと成長し、互いを尊重し協力しあえるチーム・組織を育むことを目的としています。ひいて
は社会のために、よりお役にたてる人財育成・組織構築を目指しています。
内定者に始まり経営幹部に至るまで、継続的に系統的に学び続けられる環境を整えています。
基礎科・応用科・経営科からなる階層別科目群、想いを共有し実践するための共通科目群、各部門で行う専門科目群に加え、ク
ラブ活動があります。

◆研修
目的：保育園給食従事者全員が、より安全でおいしい給食の提供と保育園給食調理の仕事に誇りを持ち、子どもたちのために従
事できるよう研修会を開催しております。
新規採用者に関しては調理研修は勿論、外部講師を招いてのマナー研修を行います。更にはフードサービスに従事する者として
食に対する理解を深めるべく、田植え・稲刈り研修を行っております。

◆実施内容
4月　　新年度にあたっての方針、新規事業所、新責任者、新入社員紹介　（全従業員）
5月　　保育園事業部の考え方、基本ルール、個人目標　　　　　　　（責任者、副責任者）
6月　　アレルギー食について　当社のアレルギー食実施報告　　　　（責任者）
7月　　経営状況報告会　　　　衛生セミナー　労務セミナー　　　　（責任者）
8月　　衛生検査結果に基づく衛生講習　　　　　　　　　　　　　　（全従業員）
9月　　事業所取り組み内容の実例発表　　　　　　　　　　　　　　（責任者）
10月　経営状況報告会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（責任者）
11月　事業所取り組み内容の実例発表　　　　　　　　　　　　　　（責任者）
12月　チャレンジ目標確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (責任者、副責任者）
１月　調理実習　　離乳食調理　 各園人気メニュー調理　　　　　（責任者　中堅社員）
２月　新年度の取り組み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(責任者）
３月　一年の振り返り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全従業員）

（２）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）

社員平均勤続年数：5.3年
パート比率：58％
社員定着率：96.4％
パート定着率：94.4％

【算出条件】
・23区内に勤務されている(されていた)方。
・社員=正社員+契約社員
・パート=パートナー
・平均年数及び比率に関しては11/21現在。
・定着率につきましては、H30年7月1日以降のデータのみで作成。

カレッジイメージ図



事業者名《ハガクレフード株式会社》

６　食育
（１）食育に対する考え方
（２）食育への取組
（１）食育に対する考え方

給食調理業務委託を実施する上で重要なものが、「コミュニケーション」であり、保育園様と委託会社の足並みを揃えて「子ども達
に安全で美味しい食事を提供する」という使命を共有することだと考えます。
保育園における食育は、生涯に渡って健康で質の高い生活を送る基本となる『食を営む力』の基礎を培うために重要な役割を
担っていることを認識しております。食事の提供は食育の一環であるという考え方のもと、栽培・収穫体験や調理保育等の食に関
わる業務のみではなく、食育と日常の給食との関わりを意識して食育活動に取り組んでいます。

（２）食育への取組み

食育は将来を担う子ども達の「心」と「身体」を健やかに育てます。
弊社は素材の美味しさを伝え、楽しく食事をとっていただくことを大切にした食育活動を行っています。

魚の解体ショー

クッキーづくり

豆の知識を深める食育

たけのこを用いた食育

年間食育計画表 園の絵本に連関させた食育



事業者名《ハガクレフード株式会社》

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25年4月～平成30年10月）
※事故件数を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保育施設数（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

（１）食物アレルギー誤食等の事故状況（平成25年4月～平成30年10月）

平成25年　0件（8園）
平成26年　0件（11園）
平成27年　0件（14園）
平成28年　0件（17園）
平成29年　0件（23園）
平成30年　1件　7月（29園）【状況】　４歳クラス　アレルギー対応を要する園児様へのおやつ提供時、アレルギー対応専用お菓
子を提供するところ、専用ではないおやつを提供し、園児様が喫食し喉がチクチクするといったアレルギー症状を発症、救急搬
送され入院いたしました。対策といたしましては、事故原因であった 個包装の包装を外さない（内容物を目視で確認する目的）
で提供するルールを逸脱することのないよう指導しております。

（２）食物アレルギー事故の予防体制と発生時の対応

◆食物アレルギー事故の予防体制
前日のアレルギー対応打合せにて、当日の朝礼時で献立・クラス児童名・アレルゲン食材を確認し、翌日のアレルギー担当者を
選任します。
※調理員全員が、クラス・アレルゲン食材を覚えます。

検収時の原材料表示の確認により、アレルゲン食材の混入を防ぎます。
アレルギー対応食専用の鍋・お玉・トング等を使用し交差を防ぎます。
食器・トレーを色分けし、誤配を防ぎます。
二人以上で、二重・三重の確認後、配膳します。
アレルギー対応食は直接子どもに提供するのではなく、メニュー内容を園長先生、担任の先生にご説明し、承認印を得てから配
膳しております。
小麦アレルギーに対して米粉で対応。果物は代替品で対応。肉の代替として豆腐・麩・厚揚げを提供しています。乳製品アレル
ギーには豆乳で対応しています。調理の際は、アレルギー原因物質との交差を避け、それぞれ別鍋で調理するよう指導してい
ます。
納入される加工食材のアレルゲンのコンタミネーション、 及び原材料表示にも留意し検収するよう指導しています。アレルギー
食の対応ミスは、命にかかわる事故につながります。「子どもたちの命を預かっている」認識の基、対象の子どもたちに給食が確
実に届くよう、朝礼で確認し、盛り付け・配膳の際は、名札色分け等で区別をつけ、ひとつひとつダブルチェックを行って配膳しま
す。
名前とアレルギー食材を給食室に掲示し、全員が暗記する努力を怠らず配膳担当のパート社員を含め間違いの無い提供を行っ
ています。
◆除去食による対応
小麦アレルギーに対して米粉で対応、果物は代替品で対応。肉の代替として豆腐・麩・厚揚げを提供しています。乳製品アレル
ギーには豆乳で対応しています。

◆事故発生時の対応
危機対応マニュアルに基づいて対応いたします。事故発生直後には、事業所責任者から担当マネージャーへ迅速に連絡が入
り、24時間以内に本部にインシデント・アクシデントレポートが提出され、過誤レベルに応じて上長へ報告されます。
同じ事故を繰り返さないよう事故対策を行い、毎月の責任者会議にて事故内容や対策が水平展開されます。

インシデント・アクシデ
ントレポート過誤レベル
表

インシデント・アクシデ
ント レポート書式

弊社アレルギー対応食提供マニュアル（抜

粋）

アレルギー食への対応フロー

危機対応マニュアル 衛生事故対応フロー図

アレルギー専用調理器具



事業者名《ハガクレフード株式会社》

８　食中毒等の対応
（１）食中毒、異物混入の事故状況及び行政指導の状況（平成25年4月～平成30年10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保育施設数
（全国）を母数としてご記入願います。　　例）異物混入　○年度/髪の毛○件、ラップ片○件．．．/○園

※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、異物混入の事故状況及び行政指導の状況（平成25年4月～平成30年10月）

◆ 食中毒
平成25年　0件（8園）
平成26年　1件（特別養護老人ホーム）平成26年度/ノロウイルスによる食中毒３６名。
平成26年1月24日～平成26年1月26日の3日間、営業停止命令を受けました。1月19日以降職員及び利用者34名下痢嘔吐の症
状があり、感染拡大防止を図ることを目的に保健所の助言もあり、施設と協議のうえ自主的に給食提供を中止し早期に食事提
供を再開することが入居者及び利用者様のためであると判断し、ノロウイルスのＤＮＡ判定を待たずに行政処分(営業停止3日)
を受けた。/11園
平成27年　0件（14園）
平成28年　0件（17園）
平成29年　0件（23園）
平成30年　0件（29園)

◆異物混入
平成25年　髪の毛2件　エンボス手袋片１件（8園）
平成26年　髪の毛１件　エンボス手袋片３件　（11園）
平成27年　髪の毛３件　エンボス手袋片　虫1件（14園）
平成28年　ラップ片２件　エンボス手袋片２件　（17園）
平成29年　髪の毛1件　エンボス手袋片4件　木片1件　虫1件（23園）
平成30年　ラップ片1件　エンボス手袋片2件　虫1件（29園）

（２）食中毒、異物混入の事故に対する予防体制と発生時の対応

◆食中毒予防体制（温度管理という視点から）
①調理作業時においては、調理室内の温度・湿度を確認し、その記録を行うとともに換気を十分行います。
②原材料の適切な温度管理を行い、鮮度を保つこと。
加熱したら中心温度計で、中心温度が85℃以上になったところから1分間加熱し確認します。二枚貝などの食品も85℃を確認後
１分間以上加熱し、その温度と時間を記録します。
冷蔵・冷凍保管する必要のある食品は常温放置しないようにしています。
③加熱調理後冷却する必要のある食品については、食中毒菌等の発育至適温度帯の時間を可能な限り短くするよう、冷却機
等を用いて、温度を下げ、冷蔵庫等で保管します。加熱終了時、冷却開始時及び冷却終了時の温度と時間を記録します。
④調理後の食品は適切な温度管理を行い、調理後2時間以内で喫食できるように調理を行います。
⑤加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、直接喫食する非加熱調理食品と同様の衛生管理を行い、トッピングする
時期は提供までの時間が極力短くなるようにします。

◆異物混入防止体制
子どもたちが楽しみにしている給食を、給食室で防げる異物混入により台無しにすることはできません。「異物混入は絶対防げ
る」「子どもたちのために防ぐ」という意識で仕事に臨んでおります。髪の毛１本も入らないように、帽子の下にネットを被り、帽子
で髪の毛を全て包み込み、作業前に粘着ローラーで埃も取り除きます。
異物混入は手間を惜しまない作業により必ず防ぐことができると考えています。
食材納品時の検収、器具の使用前後の確認、下処理作業時の確認、配膳時の確認など逐一行います。納入食材による異物混
入防止・厨房器具機材による異物混入防止・調理員の人的ミスによる異物防止をマニュアル化して予防に取り組んでいます。
・調理器具の混入防止のために「作業前・作業後の器具の点検」の徹底をする。
・乾物品のゴミ混入防止のためには一度乾物を広げて目視点検する。野菜からの虫の混入防止のためには、検収時下処理中
に虫を発見した場合、流水で洗う回数を３回から４・５回に増やす。虫が大量に発見された場合は食材の使用の是否の判断を栄
養士様に確認する。
・絆創膏、使い捨て手袋など色付きの物を使用し切れ端の混入を防止しています。
異物混入防止マニュアル及び改善予防事例を研修会で水平展開することにより、同様の事故防止につなげております。また、
当日発生した事故は一斉メールにて配信し事業所に注意喚起を促しています。
毎月の研修会においても異物混入件数・事例を報告しその改善策・予防策を全従事者に隠さず報告し、同じような事故が起きな
いように取り組んでいます。

◆業務の履行が不可能になった場合の対応
給食業務を受託している同業他社と事前に業務代行保証契約を結びます。何らかの理由により業務の履行が不可能となった
場合は、その業務代行保証契約を結んだ同業他社への業務の引継ぎを速やかに行います。

◆賠償責任保険
万一に備え、施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険〔食中毒保険〕あいおいニッセイ同和損保に加入しています。保証内容
は下記の通りです。※弊社が法律上の賠償責任を負った治療費・慰謝料・逸失利益・休業損害・修理費用・訴訟費用等が補償
の対象となります。

賠償責任保険加入

書


