
町田市教育委員会

「安全・安心でおいしい給食」をお届けします。

●安 全 ・・・衛生管理を徹底しています。

●安 心 ・・・教育委員会の栄養士が考えた、栄養バランスのよい献立です。

●おいしい・・・生徒の皆さんの嗜好をとらえ、献立を工夫しています。

町田市教育委員会



※食物アレルギーの対応食は、対応食品が多くまた個人差があるため用意できません。ご家庭からお弁当をご持参ください。

■町田市中学校給食の紹介

■主食の米飯と副食（おかず）４品程度に、原則牛乳（２００ｃｃ）が付いて１食あたり３１０円です。

ごはんは、温かいまま届くように

蓄熱材を入れ、提供しています。

中学校給食のいいところ！！！ その１☝

メニューが豊富でおいしい！

その２☝☝

成長期に必要な栄養がしっかりとれる！！

その３☝☝☝

衛生的で安心！！！

中学生の３年間は、成長のための栄養がたくさん必要

です。左の表はおにぎり２個（具は梅干しと鮭の場

合）とある日の中学校給食で中学生に必要な栄養素が

どれだけとれるか比較したものです。中学校給食は、

教育委員会の栄養士が献立を立てているので栄養バラ

ンスがばっちりです。

安全・安心に食べてもらうため、調理・配膳・配送は

食中毒予防を第一に考えて作っています。

●主食は主にごはんです。

弁当箱に盛り付けたごはんは、保温容器に入れ、温かい状態で

お届けしています。

月に１回程度、パンが主食の献立もあります。

●様々な食材を取り入れています。

和食を中心に、野菜、豆、小魚、海藻、きのこなど、日ごろ不足しがちな食品を積極的に取り入れ、特に、

野菜は１回１００ｇ（月平均）以上使用して作っています。

１日の中で、食材が偏らないようにしながら、ボリューム面でも満足してもらえる献立を考えています。

おかずは

４品程度です。

体力アップ・学力アップを応援するメニューや季節を

楽しめる旬の食材を使ったメニューなど様々な献立を

取り入れています！ぜひ一度食べてみてください♪

中学生に必要な栄養素

（昼食1食あたり）
エネルギー 830Kcal

たんぱく質 33.2ｇ

脂質 26.7ｇ

カルシウム 450ｍｇ

マグネシウム 120ｍｇ

鉄 4ｍｇ

亜鉛 3ｍｇ

食塩相当量 2.4ｇ



‣教育委員会の栄養士が立てた献立を民間の調理業者が調理し、ランチボックスに盛り付け

学校へ配送する【弁当併用外注給食方式】で実施しています。

‣献立は、文部科学省の定める「学校給食摂取基準」に沿って作成しています。

‣食材は、「町田市中学校給食食材購入基準」を定め、安全・安心な食材を使用しています。

■給食だより・献立表のご紹介

なぜおかずは冷まさなければならない

調理後、ランチボックスへ盛り付け学校へ配送するた

め、生徒が給食を食べるまでに時間がかかります。食中

毒菌が増殖しやすい温度帯（２０～５０℃）に長時間置

かないように複数品が１つの容器に入るおかずに限り、

すべて温度を下げて提供しています。

なお、冷ましても美味しく食べられるよう、味付けや

使用食材を工夫しています。
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85℃

食中毒菌が増える

危険ゾーン

加熱調理は、85℃に達したか必ず確認！

おかずの提供温度 ごはんの提供温度

【給食の温度管理】

担当栄養士から

子どもたちの成長に欠かすことの

できない「食」。その重要な役割の

一端を担う給食では、温かいごはん、

栄養バランスや季節感等を考え抜か

れたおかず、そして何より安全・安

心な食材を提供しています。

また、「食べること」は「生きる

こと」です。郷土料理や行事食、

テーマ別献立など様々な給食を通し

て、食べるものを選ぶための正しい

知識や「食べること」の大切さを伝

えていきます。

安全・安心

おいしい給食づくりに励んでい

毎月給食だよりと献立表を生徒に配布しています。

給食だよりでは教育委員会の栄養士が毎月おすすめの献立や季節の食材、食べ物と健康について等様々な

情報を発信しています。ぜひご覧ください。

★クックパッドでも中学校給食を紹介しています！

検索簡単！★町田市の給食

ある月の実際の給食だよりです。 ある月の実際の献立表です。

町田市の中学校給食は・・・



■献立
季節の食材や日本の伝統的な行事食、イベントに合わせた料理などを取り入れ、楽しい昼食時間になるよ

うな献立を考えています。

また、体力づくりに役立つ栄養素がたっぷり含まれる「体力アップ献立」や脳の元気に役立つ栄養素や食

べ方に注目した「学力アップ献立」などのテーマ別献立を毎月取り入れています。

十五夜の献立です。

里芋やお団子の入った献

立にしました。中学校給食

では、行事食も積極的に

取り入れています。

職場体験学習にきた生

徒と栄養士が一緒に考え

た献立です。中学生の嗜

好を取り入れて献立を作

成しています。

毎月１９日は「食育の日」で

す。食育の日には、世界の

料理を提供しています。

写真のごはんはアメリカ

料理のジャンバラヤです。

町田市中学校給食予約サイトに献立を掲載しています！
毎月の献立は、「町田市中学校給食予約サイト」からご覧いただけます。

中学校給食予約システムに利用登録されていない方でも確認できます。

町田市中学校給食予約サイトにアクセス後「献立カレンダー」のアイコンをクリックしてください。

検索町田市 中学校給食予約サイト

Aブロック Bブロック

または ...

トップページの画面

実際の給食のメインの

おかずの写真を見る

ことができます！

学校として給食のない日には

このように表示されます。

★行事食★十五夜献立 生徒が考えた献立 世界の料理



大量調理の実績があり、衛生的な調理施設を有する事業者2社に

調理業務を委託しています。教育委員会の栄養士が随時調理業者

の施設へ出向き、調理状況の確認を行っています。

Aブロック：町田第一中学校、町田第二中学校、町田第三中学校、南大谷中学校、

南中学校、つくし野中学校、成瀬台中学校、南成瀬中学校、薬師中学校、金井中学校

Bブロック：鶴川中学校、鶴川第二中学校、真光寺中学校、忠生中学校、山崎中学校、

木曽中学校、小山田中学校、小山中学校、堺中学校

■現場レポート

この日のメインは

町田市こだわりの味付けの

カレー麻婆豆腐です！

ししゃもにごまをまぶし

１匹ずつ丁寧に鉄板へ

野菜は手作りのタレで

衛生に気を付けながら和えます。

さつまいもを専用の

機械で揚げます。

ホクホクに揚げられた

さつまいもが出てきます。

たくさんのごはんを炊くために

専用の炊飯器で炊いています。

おいしく炊きあがりました♪

ごはんは温かいまま教室まで運ばれます。

お弁当箱へ来上がったおかずを

１つ１つ人の手で

丁寧に詰めています。

出来上がった料理は

温度管理をしています。

ししゃものごま焼きが

焼きあがりました♪

この日の献立

＊ごはん

＊カレー麻婆豆腐

＊ししゃものごま焼き

＊野菜ソテー

朝早くから食材が届きます！

*大学芋

*いんげんのごま和え

*牛乳

完 成 ❢

金属探知機で最終チェックをします。

早朝から

調理スタート！



給食を利用するには、次の手続きを行う必要があります。

利用登録
学校から書類をもらって、「利用登録」

をします。登録は無料です！

(登録したからといって、必ず給食を頼まなくては

いけないわけではありません)

給食費の

前払い

払込票が届くので、コンビニエンスストアで払込（チャージ）

または 給食予約システムからクレジットカード決済で入金します。

給食費はこのチャージ額から食べた食数分が差し引かれていきます。

給食の予約

インターネット（パソコン・スマートフォン）かマークシートで食べ

たい日を選んで予約をします。

※インターネットの予約締切は、対象日の７日前（土・日・祝日を除く）午後2時です。

給 食

給食自動（在校時一括）予約：毎日食べたい人におすすめ！

入金があれば卒業までの給食実施日に予約が入ります。

月単位予約：選んだひと月分に予約が入ります。

日単位予約：食べたい日にちだけ選んで食べることができます。

★払込票（コンビニエンスストアで払込）：20食分・90食分

★クレジットカード（給食システムから決済）：10食分・20食分・90食分・200食分

予約の種類は全部で３つ

↑利用登録申請書記入例

●●

きゅうしょく はなこ

花 子給 食

き ゅ う し ょ く た ろ う

給 食 太 朗

■在校時一括予約「する」

→給食を毎日利用する方におす

すめです。

卒業まで給食のある日に自動で

予約が入ります。

■在校時一括予約「しない」

→日ごと選んで給食を利用する方や

何かのときに給食を利用できるよう

な状態にしておきたい方におすすめ

です。

■給食利用の３ステップ

クレジット決済可能な金額と食数の目安
◆3,131円：10食分（3,100円 + システム利用料）

◆6,262円：20食分（6,200円 + システム利用料）

◆28,179円：90食分（27,900円 + システム利用料）

◆62,620円：200食分（62,000円 + システム利用料）

※使用できるカードのブランドはVISAとMasterのみです。

※クレジット決済使用には、手数料（システム利用料）がか

かります。（決済金額の1％）

払込票で支払い可能な金額と食数の目安
◆6,305円：20食分（6,200円 + 払込手数料）

◆28,005円：90食分（27,900円 + 払込手数料）

自分の都合に合わせて

選べるから便利♪



検索町田市 中学校給食予約サイト

トップページの画面

ログイン後

クリック！

※詳しくは別紙「町田市中学校給食予約マニュアル」をご覧ください。

実際に予約の流れを

見てみましょう！ PCの場合

「日単位」または

「月単位」を選択します。

「予約する」をクリック！

→「確定」を選択

日 単 位 の 場 合

月 単 位 の 場 合

「すべてランチ」をクリック！

→「確定」を選択

ログイン後

タップ！

月 単 位 の 場 合

日 単 位 の 場 合

「予約する」をタップ！

→「確定」を選択

「すべてランチ」をタップ！

→「確定」を選択

スマートフォンの場合

■予約の流れ

トップページの画面

トップページの画面



●献立の内容について

町田市教育委員会 学校教育部 保健給食課

TEL:042-724-2177

FAX:050-3161-8681

【お問い合わせ先】

●予約方法、支払状況、ＩＤ

パスワード・払込票の再発行について

給食コールセンター菜友（サイユウ）

TEL:0594-86-7772（平日午前9時～午後5時）

■町田市中学校給食Q＆A

Q.給食の予約やキャンセルは、当日することはできますか？

A.食材を事前に発注する都合上、当日の予約やキャンセルはできません。

変更の締切は、対象日の７日前（土・日・祝日を除く）午後２時です。

Q.学校行事などで給食のない日は、

自分でキャンセル操作をする必要がありますか？

A.ご自身でキャンセル操作を行う必要はありません。

学校から連絡を受け、事前に給食の予約が入らないよう設定します。

Q.入院や学級閉鎖で給食を食べない場合どうしたらよいですか？

A.①入院等で連続して４日以上の欠席の場合

申し出日（午後４時まで）から起算して４日目分からキャンセルができます。

早急に町田市教育委員会 保健給食課（042-724-2177）に電話で連絡をした上で、

「町田市中学校給食申込取消届」〈様式８〉を学校へ提出してください。

「町田市中学校給食申込取消届」は「中学校給食予約マニュアル」からコピーして

使用するか、「まちだ子育てサイト」からダウンロードしてください。

②学級閉鎖により給食を受けることができなくなった場合

学級閉鎖の決定日から起算して（休業日を含めない）３日目分から自動でキャンセル

されます。

学年・学校閉鎖をした場合も同様です。

①②以外による締切後の予約の変更は受付できませんのでご了承ください。

Q.就学援助費・就学奨励費・生活保護を受けている場合、

補助はありますか？

A.給食費を支払って、予約をしてください。食数に応じた給食費を、学務課／生活援護

課から後日お支払いいたします。手続きは不要です。

・就学援助費、就学奨励費を受けている方のお支払いについては、

学務課（042-724-2176）へお問い合わせください。

・生活保護を受けている方のお支払いについては、

生活援護課担当ケースワーカー１係・５係（042-724-4043）

２係・３係（042-724-4061）

４係・６係（042-724-2134）へお問い合わせください。

この冊子は、7000部印刷し、一部あたりの単価は24円です。（職員人件費を含みます。）


