
№ 項目 佐野小 天明小 植野小 界小

1 給食を配送する場所及び階数 １Ｆ・２Ｆ・３Ｆ・４Ｆにある各配
膳室へ台車に載せて送りま
す。

配送車が１階配膳室へ配送
し、その後、ダムウエーダで、
２階、3階の配膳室へ上げ
る。

場所及び階数：
①高学年棟１階
②低学年棟１階

１階配膳室にコンテナ搬入。
コンテナ１台分は廊下へ。

2 運搬場所が各階の配膳室の場合
の対応。

各階の配膳室に児童が台車
を取りに来ます。
１Ｆは、各教室の前まで配全
員が台車を運んでいます。

１～3階の配膳室に児童が取
りに来る。

児童が配膳室に取りに行き
ます。

１階に運搬された給食を配膳
員がクラスごとに数えて２階、
３階の配膳室にダムウェー
ダーを使って上げ、２階、３階
の配膳室ではクラスごとに棚
に収容する。児童はそこから
取って教室で配膳。給食後は
児童が１階の配膳室に戻す。

3 ダムウェーダーの有無 有 有 高学年棟のみ有り、低学年
棟なし

有

4 直接受配校に配送される食品（米
飯、牛乳、パン、デザート類等）の
各校での検収時刻

米飯：月曜９時ごろ
　　　　火～金１０：２０ごろ
パン    ９：００ごろ
牛乳：９：４５ごろ
デザート：９：００ごろ
※　デザートはその日によっ
て配送されてくる時間が異な
ります。

デザート　　　８：４５～
牛乳　　　　１０：００～
米飯・パン　 ９：００～

午前９時 午前8時頃

配膳業務詳細



犬伏小 犬伏東小 城北小 旗川小 吾妻小

1F北側配膳室
2F、3Fに配膳室あり

給食配送車は１階の配膳室
北側からコンテナを搬入。給
食配膳室は１階と３階にあり
ます。

校舎北側一階の配膳室に配
送。

１階・２階の各教室前に配送 校舎北側　１階配膳室前

2F、3Fに各クラスのワゴン、
棚があり、エレベーターを使
い上げたものを児童が時間
になり取りにくる

各階の配膳室に児童が取り
に来ます。（食器類のみ全学
年１階の配膳室に取りに行き
ます）

１～３階に１箇所ずつ配膳室
があり、児童と教員が取りに
来る。

給食配送後、配膳員が各学年
の台車に食缶を乗せる。その
後、２～６年分はエレベーター
に乗せて２階へ運ぶ（配膳員
が何度も往復して、５学年分
の台車を２階の配膳室に並べ
る）。２階の配膳室に給食が始
まるまで台車を待機させ、給
食主任が台車を教室前まで運
ぶ。

１階配膳室にすべて運んで
いただき、各階に配膳員が
運ぶ。各階の配膳室へ児童
が取りに来る。

有 有 有 有 有

米飯　11：20
デザート　9：30
牛乳　　8：00
パン　8：45

９時頃からです。（でも、配膳
員の勤務時刻は、１０時から
です。）

牛乳・デザート：８：３０～９：３０
の間
パン：９：００頃
米飯：１０：００前後
※校舎北側一階の配膳室に
配送。シャッターが下りている
の　で、インターホンで職員室
に連絡して職員が対応。

８：２０ごろから デザート：８：００～
牛乳：１０：００～１０：３０
米飯・パン９：００～１０：３０



赤見小 石塚小 出流原小 田沼小 吉水小

配送品が届くのは１階配膳
室
１階配膳室の給食を２階1部
屋、３階１部屋の配膳室に運
んでいただいています。

業者の方には１階の配膳室
内に運んでいただいていま
す。

1階 １階で準備し、１階、２階、３
階へと配送します。

各教室前
１階、２階、３階

2階、３階の配膳室には、基
本、担任と当番児童が取りに
いきますが、時には低学年
等に配膳員さんが運んでくだ
さることもあります。

給食配膳員さんが、配送され
た物を２階の配膳室に上げ
ています。児童は２階の配膳
室に取りにきています。

配送者からの受取は、1階の
配膳室で行い、その後配膳
員さんが学年ごとにワゴンに
のせたものをダムウェーダー
で2階、3階へと運んでいま
す。

安全のため、教師が取りに
行きます。
１階は教室前まで、配膳員に
運んでもらっています。

配膳員が各教室前にワゴン
を持って行く

有 有 有 有 有

現在８時１０分から 勤務時間が８時１０分からな
ので、その時間以降がよいと
思いますが、７時半頃来られ
る業者さんもおりますので、
早く来ている職員が対応する
こともあります。

牛乳：8:30前後
デザート：9:00頃
パン：9:00頃、
米飯：11:00頃

早いときで８：５０です。 米飯：10：30頃
牛乳：9：15頃
パン：9：15頃
デザート類：9：15頃



栃本小 多田小 葛生小 葛生南小 常盤小

１～3階
１～６年教室・職員室

1階、2階、3階 1階　配膳室 ・南門から入って道なり
・１階

　下学年教室（３クラス）と職
員室にワゴンを使用し配送。
　すべて１階

配送後は、配膳員がダム
ウェーダーを使って２・３階の
配膳室に運び、各階の配膳
室に児童が取りに来る。

配送後は、配膳員がコンテナ
から配膳台に移し、配膳台を
ダムウェーダーを使って２・３
階の配膳室に運びんでい
る。

有 有 無 ・なし 　無

・牛乳：８：００～８：１０ごろ
・米飯、パン、デザート：９：３
０～１０：００

米飯、パン：水曜以外：9：30
～10：00、水曜日10：30頃
牛　　乳：8:15
デザート：9：00

・牛乳７：３５
・デザート８：４０
・米飯１０：５０
・パン１０：５０

・牛乳（８：３０頃）
・デザート（８：３０～９：００）
・米飯、パン（１０：３０～１１：
００）

　７：２０～１１：２０



氷室小 城東中 西中 南中 北中

ランチルーム　１階 ・１階　配膳室 １階配膳室に配送していただ
いています。
その後、配膳員が２，３階の
配膳室に学年分の給食をエ
レベーターを使って上げてい
ます。

１階の配膳室に配送され、配
膳員が2階、３階に分けてい
る。

1階配膳室にて各業者より受
け取り、その後２～３階配膳
室へ運搬します。

※配膳室は１か所です。 ・１・２階の配膳室に生徒が
取りに来る。
・支援学級と職員室には台車
で職員が運ぶ

配膳員が各階に上げた給食
を、生徒が取りに来て教室ま
で運んでいます。

職員室分は、配膳員に運ん
でもらっている。

当番生徒が各階の配膳室に
受け取りにきます。
今年度は2階配膳室は2、３
年生、３階配膳室は１年生で
した。

無 ・有 無 有 有

11時30分 ・牛乳　９：１５
・パン　９：３０
・デザート　８：４０～９：３０
・米飯　１１：００～１１：３０

10時頃からです。 米飯：10:30～11:15頃
牛乳：9:50～10:20頃
パン：9:30頃
デザート：8:50頃

米飯、パン…月１０：３０頃、他の
曜日１１：３０頃
牛乳…９：００～９：３０頃（配膳
員出勤前の為、検収は教員）
デザート類…９：００～９：５０（配
膳員出勤前の場合は、検収は
教員）



赤見中 田沼東中 葛生中 常盤中 あそ野学園

配膳室（１階）、配膳室（２
階）、配膳室（３階）

配膳室（1階） １階の給食ステーションか
ら、３階の配膳室に配送
※義務教育学校開校後は、
１階・２階・３階に配送

１階　配膳室 西校舎１階配膳室、西校舎２
階配膳室、西校舎３階配膳
室

食缶・食器、パン・ご飯は各
階の配膳室へ
夏季のみ、全クラスが牛乳は
１Ｆ配膳室へ生徒が取りに来
る

児童生徒が取りに行き、片付
けは児童生徒が１階まで
持って行く。

１年生から６年生
ワゴンを各教室の前に配膳
員が運ぶ。牛乳のみ児童が
配膳室に取りに来る。
７年生から９年生
配膳室に生徒が取りに来る。

有 有　　※現在使用していな
い。

有 無 ダムウェーダーなし・乗用エ
レベーターあり

8:10頃 8時5分から（学校職員の場
合）
10時10分（給食配膳員の場
合）

米飯（１０：５０）
牛乳（７：４０）
パン（１０：５０）
デザート類（８：５０）
＊葛生小の検収時刻です。

米飯　11：10
牛乳　7：20
パン　11：10
デザート類　8：15

10時30分


