
項  目 実施要領書 １７ 提出書類 について      

質問内容 

１３，１４ 

①独自マニュアル提出について 

提出確認後返却いただけるのでしょうか？ 

②また、マニュアルは提出部数 １４冊 となりますか？ 

回答 

①審査委員に配布し審査資料の一部としますので返却はいたしません。いわ

ゆる企業秘密に該当するようであれば、プロポーザル終了後、破棄いたし

ますので、提案書提出の際にお示しください。 

②審査委員及び事務局分として、１４冊をお願いいたします。 

項  目 実施要領１４ 概算業務価格について 

質問内容 

①記載上限金額は税込みですか？ 

②記載金額は食材費を含んだ金額でしょうか？ 

含んでいる場合は食材単価と食数での計算ですので食材単価と食数のご提

示をお願いします。 

③食材費は各食の食材費金額枠（食材単価）がありましたらご提示ください）

回答 

①記載上限額は消費税を含んだ金額です。 

②食材費を含んでいますが、金額の指定はありません。 

③上限額は特にありません。 

項  目 仕様書 １P ３．調理見込み数につて 

質問内容 
①離乳食欄が０になってますが、離乳食対応はなしと考えてよろしいでしょ

うか？ 

回答 

①令和２年４月１日時点では市立保育園及び市立こども園において、０歳児

を預かっていないこと、令和３年度も０歳児を市立保育園及び市立こども

園で預かる予定がないことから０としております。 

ただし、一時預かり保育、障がい児対応等、個別に離乳食、刻み食などの

対応が必要なときは、保護者及び園と相談し、対応をお願いします。 

また、実施要領「１５ 契約の締結」に記載のとおり、令和４年度以降市

立保育園の統廃合を予定しており、それに伴い令和４年度以降は離乳食が

発生する予定です。 

（参考）令和４年４月の統廃合予定 

（廃止）古井第一保育園、古井第二保育園、蜂屋保育園 

⇒（新設）（仮称）新古井保育園（０歳６人、１歳１２人、２歳１２人、

３歳５０人、４歳５０人、５歳５０人、合計１８０人） 



項  目 仕様書 ３P ８．給食の種類（６） 宗教上の配慮食について 

質問内容 

①現状どのような内容でどのように対応してますか？ 

 （除去か？別献立対応か？） 

②対応献立及びその通常献立を提示してください（食材料の記載の献立レシ

ピ） 

回答 

①・②令和２年４月１日現在で、宗教上の配慮食が必要な児童はいません。

ただし、当市は市民の約１割が外国籍であり、在園児においてもここ数年

は、数十名の外国籍児童が在園しています。このため、当該配慮食が必要

な児童の保護者から入園希望があった時点で相談及び対応をお願いしま

す。 

項  目 仕様書 ３P ８．給食の種類（７） クッキング給食について 

質問内容 

①現状どのような内容でどのように対応してますか？ 

②出向いて説明やデモンストレーションを行う場合何時～何時まで出向い

て行いますか？ 

③クッキングの際の衛生対応や、コロナ対応をどのようにされているかを教

えて下さい。  

回答 

①クッキング給食について、児童に対し、保育士とともに、調理方法等の説

明等をお願いしています。 

例）ホットケーキの場合（保育室での調理） 

⇒児童：ホットケーキミックス等を混ぜ、焼く。 

 調理士：食材及びホットプレートの準備、調理方法の説明等 

②園毎で違うため、園毎で相談 

③調理方法は加熱調理のみとし、素手で触らないとしています。児童側でエ

プロンやマスク等の衛生用具を準備したうえで参加させています。 

項  目 仕様書３P ８ （１）離乳食について 

質問内容 ①受け入れ対象は何ヶ月からが対象となっておりますか？ 

回答 
①令和２年４月１日現在８ヶ月からです。今後変更することがあれば、事

前に相談を行います。 



項  目 仕様書５P （１）献立の作成 

質問内容 

①園長会開催の日は毎月いつ頃でしょうか？ 

献立をその日に合わせて作成するためにお聞きいたします。 

②食材費（1食当たり）の指定金額はありますか？ 

 AM おやつ、昼食、PM おやつ 3 歳未満、3歳以上、職員 別に教えて下さ

い 

③アレルギー献立は各園対象者別に異なると思いますが、対応は各園責任者

での作成で各園での検討という判断でよろしいですか？ 

④アレルギー対応献立作成の流れをお示し下さい。 

 例 １．アレルギー対象保護者に献立表を提示 保護者チェック

   ２．保護者チェックを基に園と調理担当で除去、代替えの検討

   ３．変更献立作成  保護者に提示（最終チェック）

回答 

①毎月上旬（日にち不定）に開催しています。 

献立表（案）を受託会社が作成し、それを園長会議にて提示し、問題があ

れば当該会議中に園長及び受託会社の担当者とで相談し、必要に応じて変

更等を行います。 

②食材費の指定はありません。 

③各園責任者での対応となります。 

④保護者がアレルギーに関する医師の指示書を園へ提出し、園長、担任、調

理員及び保護者で面談を行い、方針を決定します。また、半年ごとに見直

しを行いますが、医師の診断書も必要に応じ適宜提出をお願いしていま

す。 

項  目 仕様書５P （２）食材料の発注及び支払い 

質問内容 

①食数の提示は 1か月単位でしょうか？ 

②食数提示は実施日の何日前までにいただけますか？ 

③食材納品は前日納品も可能でしょうか？ 

④②の市内業者を優先するとありますが、指定業者はございますか？ 

⑤③検収は園側からの立ち合いがあると記載ありますが、時間の指定はござ

いますか？

回答 

①１ヶ月単位です。 

②前月２０日までに提示します。 

③常温保存が可能な食材を除き、原則当日使い切る食材を当日納品としてい

ます。 

④園ごとに指定業者があります。 

⑤納品業者によって搬入時間が違います。その都度立会し検収を行います。



項  目 仕様書７P （６）その他 ③  ⑤ 

質問内容 

①③食材料費の毎月報告書類をお示し下さい 

②⑤展示食の片付けは園側でお願いできるのでしょうか？ 

 受託者が行う場合は何時に片付けをしなければいけないかを教えて下さ

い。  

回答 

①特定の様式はありません。食材数や材料費等が記載されていることが必要

です。最優先候補者となった事業者から様式等をお示しいただき、内容確

認を行います。 

②原則保育士が展示食の撤去を行います。 

項  目 仕様書６P （４）配膳・片付け 

質問内容 

①個々の食器への盛り付け対象を教えて下さい 

②配膳場所は指定された場所とありますが、厨房内の配膳台を指すのです

か？ 

③それぞれの保育室へ確実に引き渡しを行うとありますが、厨房から出て 

配膳車を移動させる業務を含むことしょうか？ 

 その場合おやつも同様に保育室に持っていくのでしょうか？ 

④配慮食、アレルギー食の園と調理側での受け渡しチェックはどちらで（場

所）実施しますか？  

回答 

①調理員が配膳室又は配膳スペースで食器に盛り付けるものは、アレルギー

食のみです。 

②園によって、調理室と配膳室が完全に分かれている園と一体となっている

園があり、それぞれで違います。また配膳車がある園とない園もあります。

 ・分かれている園 

 調理員が配膳室に配膳（アレルギー食は配膳台の個別トレーに盛り付け、

それ以外はクラスごとの配膳缶へ盛り付け）し、保育士が配膳室にて受け

取る。 

 対象：太田第一保育園、古井第一保育園、加茂野保育園 

 ・分かれていない園 

 調理員が調理室内配膳スペースに配膳（アレルギー食は配膳台の個別トレ

ーに盛り付け、それ以外はクラスごとの配膳缶へ盛り付け）し、保育士が

調理室内配膳スペースにて受け取る。 

 対象：上記３園以外 

③給食及びおやつを各クラスの保育士が上記回答②のとおり受け取ります

ので調理員が配膳車を移動させることはありません。 

④上記回答②のとおり受け取ります。その際、チェック表を用いて確認も行

います。 



項  目 仕様書７P １２．管理栄養士の配置 

質問内容 

①常駐とありますが、どちらに常駐となりますか？ 

 受託園の 1 園に常駐が必要か？担当管理事務所に常駐し、各園を巡回す

る方法でよろしいですか？ 

回答 

①現在は、市内に事務所を設置していただき、常駐していただいております。

そこから各園を巡回するようにしています。令和３年度以降も事業者と同

様の対応又は緊急時に直ちに対応（事故発生時に１時間以内での現場対応

が可能を想定）ができる体制をお願いします。 

項  目 仕様書８P １６調理業務従事者の服務と衛生管理 （２） 

質問内容 ①ノロウイルス検査の規定はありますか？ 

回答 
①美濃加茂市立保育園・認定こども園給食衛生管理マニュアルをご確認くだ

さい。 

項  目 仕様書１２P 別表 業務区分 

質問内容 
①現状の食育業務の頻度を教えて下さい 

②炊飯は全園児分となりますか？ 

回答 

①各園月１回程度です。具体的には、管理栄養士による児童又は保護者への

講話などをお願いしています。又、園で栽培している野菜等を使用した調

理をお願いすることがあります。 

②お見込みのとおりです。 

項  目 仕様書１３P 別表２ 費用分担区分 

質問内容 

①駐車場は市の場所を借用することは可能ですか？その場合の費用はおい

くらになりますか？ 

②従事者は給食をいただけますか？いただける場合は支払いはおいくらに

なりますか？ 

回答 

①各園の駐車場に駐車可能です。駐車場代は 1台につき月 1,800 円です。 

②給食を提供しています。支払は、副食費として原則 1食 200 円（市へ納付）、

主食費として月に約 500 円（各園保護者会へ納入）としています。 



項  目 その他 

質問内容 

①現状の献立表をいただけますか？ 

 不可能な場合は現状の品数を教えて下さい。 

②食器の材質と内容を教えて下さい。写真等での提示でも良いです。 

 例 食器の内容 

   ２つ仕切り皿、汁椀、ごはん茶碗  

   主菜皿、小鉢、汁椀、ごはん茶碗 

③献立内容の指示（きまり）がありましたら教えて下さい 

 月 2 回は麺 1 回はパン   誕生会 月 1回 など 

④手作りおやつの頻度及び内容を教えて下さい 

⑤現在の従事者配置を教えて下さい 

①雇用区分、②資格内容、③各従事時間 各園ごとお願いします。 

回答 

①添付のとおりです。 

②添付の写真のとおりです。なお、アレルギー食用の食器は、色を変えて、

事故防止を図っています。 

③献立に関する指示（きまり）は、仕様書「８．給食の種類」のとおりです。

④作りおやつの頻度は、添付の献立表のとおりです。 

⑤－①当市が直接雇用をしておりませんので、回答ができません。 

⑤－②全体の統括として管理栄養士を１名、各園毎に栄養士又は調理師を１

名以上配置しています。 

⑤－③仕様書「１０．業務時間」に対応できるようお願いしております。 

項  目 実施要領８ 参加表明書の提出について（１） 

質問内容 

添付資料の 

・履歴事項全部事項証明書、財務諸表、国税の納税証明書、所在地市町村の

完納証明書 の書類は原本での提出でしょうか？ 

コピーでの提出ではいけませんか？ 

回答 

①原本又は原本証明された写しのどちらかとなります。ただし、提案書の番

号３「経営状況に関する報告書」について財務諸表をもって提出される場

合は、写しで可とします。参加表明書に添付する財務諸表は、原本又は原

本証明された写しをお願いします。 



午前おやつ

午後おやつ 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

ゆうぜんごはん ぎゅうにゅう  うえはーす
かぼちゃのてんぷら にぼし ○みたらしだんご
しろみそしる
りんご
ごはん おれんじ  〇にんじんぐらっせ
さばのみそに ぎゅうにゅう あいすくりーむ

すましじる にぼし
わかめごはん ぜりー  おやつ
さかなふらい ぎゅうにゅう おやつ

とうふのみそしる
ごはん ぶどう  くだものぜりー
とりのてんぷら にぼし びすけっと
こまつなのあえもの ぎゅうにゅう

ぱん おれんじ  りんごかじゅう
〇もものふるーちぇ

きゃべつさらだ ぎゅうにゅう
やさいすーぷ にぼし
ごもくごはん みにぜりー  〇ばななよーぐるとがけ

かつおふらい にぼし みかんたると
ぼいるぶろっこりー ぎゅうにゅう
すましじる
わかめごはん ぱいん  ぼーろ
ごもくらーめん にぼし ○みるくふろーと

きゃべつのなむる
 〇さつまいもあまに

ちきんなげっと にぼし よーぐると
ぐりーんさらだ
りんご
つなちゃーはん ぎゅうにゅう  おやつ

おやつ
ちゅうかすーぷ
くだものぜりー
ゆかりごはん ぷるーん  きなこせんべい
とりのからあげ ぎゅうにゅう しゅがーとーすと
はるさめのすのもの にぼし
だいこんのみそしる
さつまいもごはん にぼし  べびーせんべい
さばのやきびたし あいすくりーむ
けんちんじる ぎゅうにゅう
おれんじ
ごはん りんご  ○やきじゃがいも

せんべい
ぼいるぶろっこりー にぼし ぎゅうにゅう
かぼちゃのみそしる
ぱん ばなな  べびーびすけっと
はんばーぐ ぎゅうにゅう ○ふるーつぽんち
すぱげてぃーさらだ にぼし
こーんすーぷ
かれーらいす ぎゅうにゅう  〇じゃむさんど
いかふらい にぼし ぷりん

ぶどう
わかめごはん ぜりー  おやつ
きつねうどん ぎゅうにゅう おやつ
ふんわりやさいあげ
ぼいるぶろっこりー
ごはん かき  ○あべかわまかろに
さんまのしおやき にぼし とうにゅうまふぃん

ぎゅうにゅう
とうふのみそしる

*今月の食育メニューは、先月に引き続き、さんまの塩焼きです。大きい子は、骨付きのさんまを、骨に注意しながら食べることが出来るとよいですね。

14 水

せんべい、あぶら、マ
ヨネーズ、さとう、こめ

ぎゅうにゅう、さかな
フライ、みそ、あぶら
あげ、にぼし

りんご、たまねぎ、ブロッコ
リー、かぼちゃ、にんじん、
こまつな、ピーマン

16 金

じゃがいも、カレール
ウ、あぶら、ごま、こ
め

ぎゅうにゅう、プリン、
いかフライ、ぶたに
く、にぼし

たまねぎ、ぶどう、キャベ
ツ、にんじん、ふくじんづ
け、りんご、きゅうり

15 木

マヨネーズ、スパゲ
ティ、あぶら、さとう、
パン

ぎゅうにゅう、グリル
ハンバーグ、ベーコ
ン、ツナかん、にぼし

りんごジュース、バナナ、
もも、みかん、パイン、たま
ねぎ、コーン、にんじん、
きゅうり、キャベツ

13 火

パン、さつまいも、さ
といも、マーガリン、さ
とう、グラニューとう、
こめ

ぎゅうにゅう、アイスク
リーム、さば、とうふ、
あぶらあげ、たきこみ
わかめ、にぼし

オレンジ、にんじん、たま
ねぎ、だいこん、ごぼう、
ねぎ

12 月

かたくりこ、はるさめ、
あぶら、さとう、こめ、
パン、マーガリン、グ
ラニューとう

ぎゅうにゅう、とりもも
にく、とうふ、みそ、あ
ぶらあげ、にぼし

だいこん、みかん、きゅう
り、プルーン、にんじん、え
のきたけ、ねぎ、ゆかり、
しょうが

10 土

ビスケット、さとう、あ
ぶら、かたくりこ、こめ

ぎゅうにゅう、ミート
ボール、ツナかん

ゼリー、もやし、にんじん、
たまねぎ、ねぎ、コーン、
グリンピース、しいたけ

9 金

あぶら、さとう、こめ ヨーグルト、ぶたに
く、チキンナゲット、に
ぼし

たまねぎ、りんご、キャベ
ツ、にんじん、トマト、きゅう
り、えだまめ

8 木

ちゅうかめん、さとう、
あぶら、ごまあぶら、
こめ

ぎゅうにゅう、とりに
く、アイスクリーム、ぶ
たにく、たきこみわか
め、にぼし

パイン、キャベツ、もやし、
にんじん、ねぎ、コーン、
しょうが

7 水

あぶら、マヨネーズ、
さとう、こめ、おこめで
みかんたると

ぎゅうにゅう、かつお
フライ、とうふ、とりに
く、あぶらあげ、にぼ
し

ゼリー、ブロッコリー、にん
じん、だいこん、ごぼう、こ
まつな、えのきたけ、グリ
ンピース、しいたけ

火

マヨネーズ、パン ぎゅうにゅう、さけ、
ベーコン、にぼし

オレンジ、にんじん、たま
ねぎ、キャベツ、もも、コー
ン、きゅうり、さやえんどう

5 月

ビスケット、あぶら、
てんぷらこ、さとう、こ
め

ぎゅうにゅう、とりもも
にく、とうふ、みそ、あ
ぶらあげ、にぼし

もやし、ぶどう、たまねぎ、
こまつな、にんじん、えの
きたけ、ねぎ、しょうが、に
んにく

3

19

土

うどん、ビスケット、マ
ヨネーズ、こめ

ぎゅうにゅう、ふんわ
りやさいあげ、とりに
く、あぶらあげ、たき
こみわかめ

ゼリー、ブロッコリー、にん
じん、たまねぎ、ねぎ、しい
たけ

2 金

さとう、ごま、こめ

にくだんごのあますあん

さかなのとまとそーすがけ

ふくじんづけあえもの

月

とうにゅうマフィン、ご
ま、さとう、こめ

ぎゅうにゅう、さんま、
とうふ、みそ、あぶら
あげ、にぼし、わかめ

かき、もやし、たまねぎ、ほ
うれんそう、にんじん、しめ
じ、ねぎ

土

ビスケット、あぶら、こ
め

ぎゅうにゅう、さかな
フライ、とうふ、みそ、
あぶらあげ、たきこみ
わかめ

ゼリー、キャベツ、にんじ
ん、たまねぎ、きゅうり、ね
ぎ、ゆかり

やさいとしめじのごまあえ

6

しらたまだんご、じゃ
がいも、てんぷらこ、
あぶら、さとう、かたく
りこ、こめ

ぎゅうにゅう、たまご、
とりひきにく、みそ、あ
ぶらあげ、にぼし、わ
かめ、のり

りんご、かぼちゃ、たまね
ぎ、にんじん、ねぎ、みつ
ば、しょうが

17

日 曜 昼食献立名
材料（昼食と午後おやつ）

1 木

ぎゅうにゅう、アイスク
リーム、さば、とうふ、
みそ、にぼし

オレンジ、もやし、ブロッコ
リー、にんじん、こまつな、
えのきたけ、しいたけ、しょ
うが

加茂野保育園

ぶろっこりーのごまあえ

きゃべつのゆかりあえ

たまねぎのみそしる

さけのこーんまよねーずやき

とりのすぱいすやき

ぽーくちゃっぷらいす

こ ん だ て だ よ り



2020年10月

午前おやつ

午後おやつ 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

まーぼーどうふはん にぼし  りんごかじゅう
しゅうまい 〇ふらいどぽてと
ちゅうかすーぷ ぎゅうにゅう
ぱいん
ごはん おれんじ  〇ふかしいも

あげせんべい
ぎゅうにゅう

はくさいすましじる にぼし
ぱん りんご  ぼーろ

〇ふるーつぜりー

ゆかりごはん にぼし  うえはーす
きつねうどん かりんとう
やさいのかきあげ ぎゅうにゅう
みかん
かれーらいす ぎゅうにゅう  おやつ
ちきんなげっと おやつ
こーるすろーさらだ
くだものぜりー
さけちらしずし ぱいん  べびーびすけっと
ちくわいそべあげ にぼし かぼちゃぷりんたると
ゆでえだまめ ぎゅうにゅう
すましじる
ごはん おれんじ  〇ばななきなこ

〇ふるーつよーぐると
きんときまめにつけ にぼし
とんじる
ぱん ももかん  くだものぜりー

○ふかしいも
にんじんさらだ ぎゅうにゅう
きのこのすーぷ にぼし
かれーぴらふ みかん  べびーちーず
かぼちゃころっけ にぼし のむよーぐると
ぼいるぶろっこりー せんべい
こんそめすーぷ
べんとう

ふくろがし

ごはん ぜりー  おやつ
てりやきはんばーぐ ぎゅうにゅう おやつ
やさいいため
とうふのみそしる
エ ネ ル ギ ー 588 ｋｃａｌ 鉄 2.5 ｍｇ
た ん ぱ く 質 20.0 ｇ カ ル シ ウ ム 261 ｍｇ
脂 質 18.1 ｇ ビ タ ミ ン C 40 ｍｇ
塩 分 1.9 ｇ 食 物 繊 維 3.9 ｇ

エ ネ ル ギ ー 467 ｋｃａｌ 鉄 2.1 ｍｇ
た ん ぱ く 質 16.2 ｇ カ ル シ ウ ム 213 ｍｇ
脂 質 14.9 ｇ ビ タ ミ ン C 33 ｍｇ
塩 分 1.5 ｇ 食 物 繊 維 3.1 ｇ

・３歳未満児は午前おやつがあります　　・〇は手作りおやつです　　　・(　）は未満児代替メニューです　　・都合により献立が変更になる場合があります

金

土

もも、にんじん、たまねぎ、
キャベツ、きゅうり、しめ
じ、えのきたけ、コーン、し
いたけ、にんにく、しょうが

31

木

せんべい、あぶら、マ
ヨネーズ、こめ

のむヨーグルト、とり
にく、ベーコン、にぼ
し

みかん、かぼちゃ、ブロッ
コリー、たまねぎ、にんじ
ん、キャベツ、コーン、ピー
マン

せんべい、あぶら、さ
とう、かたくりこ、こめ

ぎゅうにゅう、グリル
ハンバーグ、とうふ、
みそ、あぶらあげ

ゼリー、キャベツ、にんじ
ん、たまねぎ、コーン、ね
ぎ

ぎゅうにゅう、さわら、
きんときまめ、ぶたに
く、みそ、あぶらあ
げ、にぼし、ヨーグル
ト

オレンジ、だいこん、にん
じん、だいこん、ねぎ、ご
ぼう、みかん

30

水

さつまいも、コーンフ
レーク、マヨネーズ、
パン28

29

27

ぎゅうにゅう、とりに
く、ベーコン、にぼし

火

さといも、さとう、あぶ
ら、かたくりこ、こめ

26

土

さわらのおろしがけ

じゃがいも、ビスケッ
ト、カレールウ、マヨ
ネーズ、あぶら、さと
う、こめ

月

てんぷらこ、あぶら、
さとう、ごま、こめ、か
ぼちゃたると

金

うどん、かりんとう、て
んぷらこ、あぶら、こ
むぎこ、こめ

ぎゅうにゅう、とりに
く、あぶらあげ、ほし
えび、にぼし

みかん、たまねぎ、にんじ
ん、かぼちゃ、ねぎ、ピー
マン、しいたけ、ゆかり

ぎゅうにゅう、チキン
ナゲット、ツナかん

ゼリー、たまねぎ、キャベ
ツ、にんじん、りんご、コー
ン

ヨーグルト、ちくわ、と
うふ、さけフレーク、
にぼし、のり、あおの
り

パイン、えだまめ、にんじ
ん、たまねぎ、だいこん、
きゅうり、こまつな、しいた
け

24

木

じゃがいも、マヨネー
ズ、さとう、パン

ぎゅうにゅう、ぶたひ
きにく、とりにく、チー
ズ、ツナかん、にぼし

りんご、たまねぎ、ブロッコ
リー、にんじん、もも、キャ
ベツ、ピーマン

フライドポテト、あぶ
ら、さとう、かたくり
こ、ごまあぶら、こめ

ぎゅうにゅう、とうふ、
にくしゅうまい、ぶた
ひきにく、なると、み
そ、にぼし、わかめ

パイン、もやし、たまねぎ、
にんじん、チンゲンサイ、
ねぎ、たけのこ、グリン
ピース、しいたけ、にんに
く、しょうが

23

20

水

あげせんべい、さと
う、あぶら、ごま、こめ

ぎゅうにゅう、さけ、と
うふ、ちくわ、あぶら
あげ、みそ、にぼし

オレンジ、はくさい、にんじ
ん、きりぼしだいこん、ね
ぎ、えだまめ、しいたけ

日

22

21

昼食献立名
材料（昼食と午後おやつ）

曜

きりぼしだいこんにもの

ちきんすーぷ・ぎゅうにゅう・にぼし

じゃがいものちーずやき
ぶろっこりーのつなさらだ

とりのこーんふれーくやき

さけのごまみそやき

火

３歳以上
児

１か月の
平均栄養
量

３歳未満
児

１か月の
平均栄養
量

さん きのこ さつまいも

旬の

じゃがいも



こ ん だ て だ よ り
午前おやつ

午後おやつ 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

ゆうぜんごはん ぎゅうにゅう  うえはーす
かぼちゃのてんぷら にぼし ○みたらしだんご
しろみそしる
りんご
ごはん おれんじ  〇にんじんぐらっせ
さばのみそに ぎゅうにゅう あいすくりーむ

すましじる にぼし
わかめごはん ぜりー  おやつ
さかなふらい ぎゅうにゅう おやつ

とうふのみそしる
ごはん ぶどう  くだものぜりー
とりのてんぷら にぼし びすけっと
こまつなのあえもの ぎゅうにゅう

ぱん おれんじ  りんごかじゅう
〇もものふるーちぇ

きゃべつさらだ ぎゅうにゅう
やさいすーぷ にぼし
ごもくごはん みにぜりー  〇ばななよーぐるとがけ

かつおふらい にぼし くれーぷ
ぼいるぶろっこりー ぎゅうにゅう
すましじる
わかめごはん ぱいん  ぼーろ
ごもくらーめん にぼし  よーぐると

きゃべつのなむる ぎゅうにゅう
 〇さつまいもあまに

ちきんなげっと にぼし ○みるくふろーと
ぐりーんさらだ
りんご
つなちゃーはん ぎゅうにゅう  おやつ

おやつ
ちゅうかすーぷ
くだものぜりー
ゆかりごはん ぷるーん  きなこせんべい
とりのからあげ ぎゅうにゅう あいすくりーむ
はるさめのすのもの にぼし
だいこんのみそしる
さつまいもごはん にぼし  べびーせんべい
さばのやきびたし 〇しゅがーとーすと
けんちんじる ぎゅうにゅう
おれんじ
ごはん りんご  ○やきじゃがいも

せんべい
ぼいるぶろっこりー にぼし ぎゅうにゅう
かぼちゃのみそしる
ぱん ばなな  べびーびすけっと
はんばーぐ ぎゅうにゅう ○ふるーつぽんち
すぱげてぃーさらだ にぼし
こーんすーぷ
かれーらいす ぎゅうにゅう  〇じゃむさんど
いかふらい にぼし ぷりん

ぶどう
わかめごはん ぜりー  おやつ
きつねうどん ぎゅうにゅう おやつ
ふんわりやさいあげ
ぼいるぶろっこりー
かれーぴらふ みかん  ○あべかわまかろに
かぼちゃころっけ にぼし とうにゅうまふぃん
ぼいるぶろっこりー ぎゅうにゅう
こんそめすーぷ

*今月の食育メニューは、先月に引き続き、さんまの塩焼きです。大きい子は、骨付きのさんまを、骨に注意しながら食べることが出来るとよいですね。

みかん、かぼちゃ、ブロッ
コリー、たまねぎ、にんじ
ん、キャベツ、コーン、ピー
マン

月

15 木

マヨネーズ、スパゲ
ティ、あぶら、さとう、
パン

ぎゅうにゅう、グリル
ハンバーグ、ベーコ
ン、ツナかん、にぼし

りんごジュース、バナナ、
もも、みかん、パイン、たま
ねぎ、コーン、にんじん、
きゅうり、キャベツ

14 水

あぶら、マヨネーズ、
こめ、とうにゅうマフィ
ン

とりにく、ベーコン、に
ぼし、ぎゅうにゅう

せんべい、あぶら、マ
ヨネーズ、さとう、こめ

ぎゅうにゅう、さかな
フライ、みそ、あぶら
あげ、にぼし

りんご、たまねぎ、ブロッコ
リー、かぼちゃ、にんじん、
こまつな、ピーマン

19

土

うどん、ビスケット、マ
ヨネーズ、こめ

ぎゅうにゅう、ふんわ
りやさいあげ、とりに
く、あぶらあげ、たき
こみわかめ

ゼリー、ブロッコリー、にん
じん、たまねぎ、ねぎ、しい
たけ17

16 金

じゃがいも、カレール
ウ、あぶら、ごま、こ
め

ぎゅうにゅう、プリン、
いかフライ、ぶたに
く、にぼし

たまねぎ、ぶどう、キャベ
ツ、にんじん、ふくじんづ
け、りんご、きゅうり

13 火

パン、さつまいも、さ
といも、マーガリン、さ
とう、グラニューとう、
こめ

ぎゅうにゅう、さば、と
うふ、あぶらあげ、た
きこみわかめ、にぼし

オレンジ、にんじん、たま
ねぎ、だいこん、ごぼう、
ねぎ

12 月

かたくりこ、はるさめ、
あぶら、さとう、こめ

ぎゅうにゅう、アイスク
リーム、とりももにく、
とうふ、みそ、あぶら
あげ、にぼし

だいこん、みかん、きゅう
り、プルーン、にんじん、え
のきたけ、ねぎ、ゆかり、
しょうが

10 土

ビスケット、さとう、あ
ぶら、かたくりこ、こめ

ぎゅうにゅう、ミート
ボール、ツナかん

ゼリー、もやし、にんじん、
たまねぎ、ねぎ、コーン、
グリンピース、しいたけ

9 金

あぶら、さとう、こめ ぶたにく、チキンナ
ゲット、にぼし、アイス
クリーム、ぎゅうにゅ
う

たまねぎ、りんご、キャベ
ツ、にんじん、トマト、きゅう
り、えだまめ

7 水

クレープ、あぶら、マ
ヨネーズ、さとう、こめ

ぎゅうにゅう、かつお
フライ、とうふ、とりに
く、あぶらあげ、にぼ
し

ゼリー、ブロッコリー、にん
じん、だいこん、ごぼう、こ
まつな、えのきたけ、グリ
ンピース、しいたけ

8 木

ちゅうかめん、さとう、
あぶら、ごまあぶら、
こめ

ぎゅうにゅう、とりに
く、、ぶたにく、たきこ
みわかめ、にぼし、
ヨーグルト

パイン、キャベツ、もやし、
にんじん、ねぎ、コーン、
しょうが

6 火

マヨネーズ、パン ぎゅうにゅう、さけ、
ベーコン、にぼし

オレンジ、にんじん、たま
ねぎ、キャベツ、もも、コー
ン、きゅうり、さやえんどう

オレンジ、もやし、ブロッコ
リー、にんじん、こまつな、
えのきたけ、しいたけ、しょ
うが

2 金

さとう、ごま、こめ

5 月

ビスケット、あぶら、
てんぷらこ、さとう、こ
め

ぎゅうにゅう、とりもも
にく、とうふ、みそ、あ
ぶらあげ、にぼし

もやし、ぶどう、たまねぎ、
こまつな、にんじん、えの
きたけ、ねぎ、しょうが、に
んにく

3 土

ビスケット、あぶら、こ
め

ぎゅうにゅう、さかな
フライ、とうふ、みそ、
あぶらあげ、たきこみ
わかめ

ゼリー、キャベツ、にんじ
ん、たまねぎ、きゅうり、ね
ぎ、ゆかり

ぎゅうにゅう、アイスク
リーム、さば、とうふ、
みそ、にぼし

にくだんごのあますあん

さかなのとまとそーすがけ

ふくじんづけあえもの

しらたまだんご、じゃ
がいも、てんぷらこ、
あぶら、さとう、かたく
りこ、こめ

ぎゅうにゅう、たまご、
とりひきにく、みそ、あ
ぶらあげ、にぼし、わ
かめ、のり

りんご、かぼちゃ、たまね
ぎ、にんじん、ねぎ、みつ
ば、しょうが

ぶろっこりーのごまあえ

きゃべつのゆかりあえ

たまねぎのみそしる

さけのこーんまよねーずやき

とりのすぱいすやき

ぽーくちゃっぷらいす

日 曜 昼食献立名
材料（昼食と午後おやつ）

1 木

美濃加茂市立ほくぶ保育園



2020年10月

午前おやつ

午後おやつ 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

まーぼーどうふはん にぼし  りんごかじゅう
しゅうまい 〇ふらいどぽてと
ちゅうかすーぷ ぎゅうにゅう
ぱいん
ぱん ばなな あげせんべい

かじゅう

ぜりー
ぱん りんご  ぼーろ

〇ふるーつぜりー

おべんとう ふくろつめかし

かれーらいす ぎゅうにゅう  おやつ
ちきんなげっと おやつ
こーるすろーさらだ
くだものぜりー
さけちらしずし ぱいん  べびーびすけっと
ちくわいそべあげ にぼし 〇ふるーつよーぐると
ゆでえだまめ
すましじる
ごはん おれんじ  〇ばななきなこ

やきどーなつ
きんときまめにつけ にぼし ぎゅうにゅう
とんじる
ぱん ももかん  くだものぜりー

○ふかしいも
にんじんさらだ ぎゅうにゅう
きのこのすーぷ にぼし

 〇みかんよーぐるとがけ

にくじゃが にぼし びすけっと
のっぺいじる ぎゅうにゅう
りんご
ごはん かき  べびーちーず
さんまのしおやき にぼし のむよーぐると

せんべい
とうふのみそしる
ごはん ぜりー  おやつ
てりやきはんばーぐ ぎゅうにゅう おやつ
やさいいため
とうふのみそしる
エ ネ ル ギ ー 588 ｋｃａｌ 鉄 2.5 ｍｇ
た ん ぱ く 質 20.0 ｇ カ ル シ ウ ム 261 ｍｇ
脂 質 18.1 ｇ ビ タ ミ ン C 40 ｍｇ
塩 分 1.9 ｇ 食 物 繊 維 3.9 ｇ

エ ネ ル ギ ー 467 ｋｃａｌ 鉄 2.1 ｍｇ
た ん ぱ く 質 16.2 ｇ カ ル シ ウ ム 213 ｍｇ
脂 質 14.9 ｇ ビ タ ミ ン C 33 ｍｇ
塩 分 1.5 ｇ 食 物 繊 維 3.1 ｇ

・３歳未満児は午前おやつがあります　　・〇は手作りおやつです　　　・(　）は未満児代替メニューです　　・都合により献立が変更になる場合があります

せんべい、あぶら、さ
とう、かたくりこ、こめ

ぎゅうにゅう、グリル
ハンバーグ、とうふ、
みそ、あぶらあげ

ゼリー、キャベツ、にんじ
ん、たまねぎ、コーン、ね
ぎ

ぎゅうにゅう、ぶたに
く、とりにく、しらすぼ
し、あぶらあげ、にぼ
し

りんご、にんじん、たまね
ぎ、だいこん、のざわなづ
け、ごぼう、ねぎ、グリン
ピース

金

あおなとじゃこのごはん

ぎゅうにゅう、とりに
く、ベーコン、にぼし

もも、にんじん、たまねぎ、
キャベツ、きゅうり、しめ
じ、えのきたけ、コーン、し
いたけ、にんにく、しょうが

31

木

じゃがいも、ビスケッ
ト、しらたき、さとう、
あぶら、かたくりこ、こ
め

せんべい、ごま、さと
う、こめ

さんま、とうふ、みそ、
あぶらあげ、にぼし、
わかめ、のむよーぐ
ると

かき、もやし、たまねぎ、ほ
うれんそう、にんじん、しめ
じ、ねぎ

とりのこーんふれーくやき

やさいとしめじのごまあえ

土

パイン、えだまめ、みか
ん、にんじん、たまねぎ、
だいこん、きゅうり、こまつ
な、しいたけ

ぎゅうにゅう、さけ、き
んときまめ、ぶたに
く、みそ、あぶらあ
げ、にぼし

オレンジ、だいこん、にん
じん、だいこん、ねぎ、ご
ぼう

30

水

さつまいも、コーンフ
レーク、マヨネーズ、
パン28

29

27

金

火

やきドーナツ、さとい
も、さとう、あぶら、か
たくりこ、こめ

土

26

やきさけのおろしがけ

じゃがいも、ビスケッ
ト、カレールウ、マヨ
ネーズ、あぶら、さと
う、こめ

ぎゅうにゅう、チキン
ナゲット、ツナかん

ゼリー、たまねぎ、キャベ
ツ、にんじん、りんご、コー
ン

月

てんぷらこ、あぶら、
さとう、ごま、こめ

ヨーグルト、ちくわ、と
うふ、さけフレーク、
にぼし、のり、あおの
り

ちーず、ぎょにくそー
せーじ、

ぜりー、かじゅう、ばなな

24

ちーず

木

じゃがいも、マヨネー
ズ、さとう、パン

ぎゅうにゅう、ぶたひ
きにく、とりにく、チー
ズ、ツナかん、にぼし

りんご、たまねぎ、ブロッコ
リー、にんじん、もも、キャ
ベツ、ピーマン

23

ぎょにくそーせーじ

ちきんすーぷ・ぎゅうにゅう・にぼし

じゃがいものちーずやき
ぶろっこりーのつなさらだ22

21 水

昼食献立名
材料（昼食と午後おやつ）

３歳以上
児

１か月の
平均栄養
量

３歳未満
児

１か月の
平均栄養
量

火

フライドポテト、あぶ
ら、さとう、かたくり
こ、ごまあぶら、こめ

ぎゅうにゅう、とうふ、
にくしゅうまい、ぶた
ひきにく、なると、み
そ、にぼし、わかめ

パイン、もやし、たまねぎ、
にんじん、チンゲンサイ、
ねぎ、たけのこ、グリン
ピース、しいたけ、にんに
く、しょうが

20

あげせんべい、ぱん

曜日

さん きのこ さつまいも

旬

じゃがいも




