
　様式1

①指定の食数（10食）と機材に準じて記載すること。
（別添、平面図及び調理室配置図を参照）
②通常の提供時間に合わせて１１時に提供すると想定して記載すること。

④開始時間から出来上り時間まで記載すること。

【盛り付け量】
　つくねバーグ煮　約25g

調理工程
8:30 下処理 玉ねぎ皮むき 手洗い 専用エプロ

調味料の （下処理室） 調味料計量 手洗い ン（緑）

計量 （調理室）

9:00 野菜カット 玉ねぎみじん切り 手洗い 専用エプロ

(調理室) ン（青）

9:10 だし取り だし取り 手洗い

9:30 調理開始 玉ねぎ炒め 手洗い 温度確認

(調理室）
炒め後荒熱を取る

9:50 肉団子 鶏ひき肉成形 手洗い 専用エプロ
成形 (下処理室） 手袋 ン（赤）

玉ねぎ アレルギー確認(小麦)

10:00 焼きはじめ オーブンにて 成形後数取りし、天板 手洗い 中心温度
つくねバーグ調理 に並べる 手袋 (85℃以上)
アレルギー食を先に アレルギー調理前の声
調理 かけ確認

10:30 仕上げ 鍋にて最終仕上げ 手洗い 手袋
だし汁（醤油） 温度確認 (85℃以上)

10:40 配膳 (アレルギー確認 ) 手洗い 手袋
声かけ、献立確認後配膳 アレルギー確認

献立確認 声かけ

　　　　　醤油　　 適量
片栗粉 適量

時間
作業工程

作業員 作業員 作業員 安全･衛生面の留意事項

分量

食材 1人分（ｇ）
鶏ひき肉 20

パン粉 1
油 1

だし汁 適量

玉ねぎ 10
油 0.3
水 2.5

第二次審査　試食作業工程表【つくねバーグ煮】

業者名≪ハガクレフード株式会社

③調理工程を記載し、作業員ごとの作業工程を記載する。また、その作業について、安全･衛生面の留意事
項を記載すること。作業員の人数は特に指定なし。

⑤アレルギー児がいることを想定して記載すること。

献立名 つくねバーグ煮（９～１１か月児向け）



　様式２

①指定の食数（160食）と機材に準じて記載すること。
（別添、平面図及び調理室配置図を参照）
②通常の提供時間に合わせて１５時に提供すると想定して記載すること。

④開始時間から出来上り時間まで記載すること。

【盛り付け量】
　手作りパン　約30g

調理工程
12:30 材料計量 材料計量 手洗い 専用エプロ

手袋 ン(青)

12:40 材料混ぜ 材料をボールに入れて 手洗い 専用エプロ

合わせ こねる。その後ボール 手袋 ン(青)

内で30～40分間1次発
酵(30℃～40℃にて)

13:20 ガス抜き ガス抜きを行い量を図りながら分割作業 手洗い 手袋
成形 天板に並べに2次発酵

オーブンを180 ℃へ 予熱開始

13:50 焼き上げ 予熱終了後180℃オー 手洗い 専用エプロ
ブンにて10～12分焼く 温度確認 ン(青)
(発酵終了分より順次)

14:45 配膳 配膳 配膳 手洗い 手袋

第二次審査　試食作業工程表 【手作りパン】

業者名≪ハガクレフード株式会社

献立名 手作りパン（おやつ用）（４歳児向け）

1人分（ｇ）
20

③調理工程を記載し、作業員ごとの作業工程を記載する。また、その作業について、安全･衛生面の留意事
項を記載すること。作業員の人数は特に指定なし。

分量

食材
強力粉

0.4
2

0.2

10程度

砂糖
ドライイースト

塩
油 3
水

時間
作業工程

作業員 作業員 作業員 安全･衛生面の留意事項



　様式1

①指定の食数（10食）と機材に準じて記載すること。
（別添、平面図及び調理室配置図を参照）
②通常の提供時間に合わせて１１時に提供すると想定して記載すること。

④開始時間から出来上り時間まで記載すること。

【盛り付け量】
　つくねバーグ煮　約25g

調理工程
8:00 手洗い、消毒

設備・台・ﾜｺﾞﾝの消毒
手洗い、消毒

8:15 だしを取る 湯を沸かし削り節を 調理用ｴﾌﾟﾛﾝ
加えてだしを取る

8:45 鶏挽肉納品→検収
9:00 玉ねぎ納品→下処理 検食用保存食(原材料） 下処理用エプロン
9:15 玉ねぎを 玉ねぎを大ぶりに 調理用ｴﾌﾟﾛﾝ

茹でる カットしだし汁で煮る。

9:50 玉ねぎを （カットの大きさは
細かく刻む 　状況に合わせる）

10:00 つくねの 鶏挽肉、玉ねぎ、油、 汚染作業ｴﾌﾟﾛﾝ･
種を練る 水を加えて混ぜる。 ﾛﾝｸﾞ手袋

 　 ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食で
10:05 成形 ﾊﾟﾝ粉除去のつくね 　　ﾊﾟﾝ粉除去が必要

を先に成形する 　　な場合はここで
ﾊﾟﾝ粉除去のつくねを 　　取り分ける。
焼く(ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食）
だし汁を入れて煮る 調理用エプロン
調味料を加え、水溶き
片栗粉でとろみをつけ
仕上げる 中心温度確認(3点)

パン粉も加えて良く
練り混ぜ、成形する

10:15 つくねを 油を引いたﾌﾗｲﾊﾟﾝで 調理用エプロン
焼く 成形したつくねを焼く

焼き色が付いたら
つくねを だし汁を入れて煮る ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食 手洗い、消毒
煮る 調味料を加え、水溶き 盛付け 清潔作業ｴﾌﾟﾛﾝ

片栗粉でとろみをつけ
仕上げる 中心温度確認(3点)

10:30 園長検食 園長検食盛付け 手洗い、消毒
10:45 盛付け 盛付け 清潔作業ｴﾌﾟﾛﾝ
10:55 確認 アレルギー対応食 アレルギー対応食

給食・食具等の数
11:00 提供

鶏挽肉検品（異物確認）

分量

食材 1人分（ｇ）
鶏ひき肉 20

パン粉

時間
作業工程

作業員 作業員 作業員 安全･衛生面の留意事項

汚染作業ｴﾌﾟﾛﾝ･手袋

第二次審査　試食作業工程表【つくねバーグ煮】

事業者名≪レクトン株式会社≫

③調理工程を記載し、作業員ごとの作業工程を記載する。また、その作業について、安全･衛生面の留意事
項を記載すること。作業員の人数は特に指定なし。

⑤アレルギー児がいることを想定して記載すること。

献立名 つくねバーグ煮（９～１１か月児向け）

玉ねぎ 10
油 0.3
水 2.5

1
油 1

だし汁 適量
　　　　　醤油　　 適量

片栗粉 適量



　様式２

①指定の食数（160食）と機材に準じて記載すること。
（別添、平面図及び調理室配置図を参照）
②通常の提供時間に合わせて１５時に提供すると想定して記載すること。

④開始時間から出来上り時間まで記載すること。

【盛り付け量】
　手作りパン　約30g

調理工程
台の消毒
手洗い、消毒
調理用ｴﾌﾟﾛﾝ

11:15 計量
11:20 生地を 全ての材料を混ぜて ニトリル性手袋使用

作る 表面が滑らかに張り
が出てくるまで捏ねる

11:45 一次発酵 ボール中央に生地を
丸めて置き、熱湯の

ボールにあてて湯煎
の状態にしてラップ ラップの異物混入に
をかけて発酵させる 注意

13:45 成形 調理台にラップを敷き
二次発酵 １ヶ３０ｇになるよう

分割して丸め、鉄板に 生地を丸める 手洗い、消毒
並べていく 調理用ｴﾌﾟﾛﾝ
　　　　ラップをかけて ニトリル性手袋使用
　　　　常温で ラップの異物混入に
　　　　二次発酵 注意

14:20 焼く 鉄板をスチームコンベ
クションオーブンに 中心温度確認
入れて焼く （１鉄板につき３点）
(180℃　約10分)

14:30 園長検食 園長検食を盛付け 手洗い、消毒
清潔作業用エプロン

14:45 盛付け 盛付け ※盛付けは出来るだ
　けトングを使用する
　手で盛り付ける場合
　は必ずアルコール

15:00 提供 　消毒をした使い捨て
　手袋を着用する

時間
作業工程

作業員 作業員 作業員 安全･衛生面の留意事項

20

③調理工程を記載し、作業員ごとの作業工程を記載する。また、その作業について、安全･衛生面の留意事
項を記載すること。作業員の人数は特に指定なし。

分量

食材
強力粉

0.4
2

0.2

10程度

砂糖
ドライイースト

塩
油 3
水

第二次審査　試食作業工程表 【手作りパン】

事業者名≪レクトン株式会社≫

献立名 手作りパン（おやつ用）（４歳児向け）

1人分（ｇ）
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