
（令和４年３月16日理事長決定）

１　目　的

　　この要項は、食育教材及び検査器具（以下「教材等」という。）を道内学校給食関係者に無

　償で貸し出すことにより、食育推進支援及び衛生管理に寄与することを目的とする。

２　貸出対象

　　市町村教育委員会、共同調理場及び学校とする。

３　貸出教材等

　　貸出しする教材等は次のとおりとする。

　　（１）ＤＶＤ類（別表１）

　　（２）レプリカ類（別表２）

　　（３）バイキング用食器具類（別表３）

　　（４）検査器具類（別表４）

４　貸出しの申込

　　貸出しを受けようとする者（以下「申込者」という。）は、事前に給食会へ貸出状況等を確

　認のうえ、貸出申込書（別記様式１）を提出するものとする。

　　なお、貸出申込書の提出は、原則として、貸出しを受けようとする日（貸出希望期間の初日）

　の90日前からとする。

５　貸出しの決定及び通知

　　給食会は、「貸出申込書」を受理したときは、貸出状況等を検討のうえ貸出しを決定し、貸

　出決定通知書（別記様式２）により、申込者に通知する。

　　なお、貸出期間は、他の申込状況等を勘案し、決定する。

６　貸出し等に伴う搬送

　　貸出し及び返却に伴う搬送は、当会の配送車又は輸送業者により行うこととし、経費は当会

　の負担とする。

７　貸出教材等の取扱い

　　貸出しを受けた者（以下、「借入者」という。）は、貸出教材等について善意の管理者の注

　意をもって管理するものとする。

　　なお、貸出教材等を破損又は亡失させた場合は、すみやかに給食会に連絡し、その指示に従

　うものとする。

８  貸出物品（検査器具）に係る消耗品の提供

　　３の（４）の検査器具の使用に必要な次の消耗品については、当分の間、給食会が無償提供

　する。

　　なお、数量は、借入者の使用内容や給食会の予算額を考慮し、決定する。

　　（１）ふらん器用スタンプ型培地

　　　　ア　一般細菌検出用

　　　　イ　大腸菌・大腸菌群検出用

　　　　ウ　黄色ブドウ球菌検出用

　　（２）ふらん器用手形培地

　　（３）ＡＴＰ拭取検査器用検査スティック

９　その他

　　貸出教材等の使用後、給食会から借入者に対し、食育事業の実施風景写真等の提供を依頼す

　る場合がある。

食育教材等の貸出要項



別表１

１　衛生管理

２　食育

３　食に関する指導支援

1-1 防ごう！！　腸管出血性大腸菌Ｏ１５７食中毒
公益社団法人 日本食品衛生協会

20分
DVD

（1枚）
1

「焼肉店向けだが一部参考」

食育教材等（ＤＶＤ類）目録

№ タ　　イ　　ト　　ル
規格・仕様等

数量
内容等

記録
時間

媒体
種別等

1-3 ノロウイルスの食中毒と感染症
公益社団法人 日本食品衛生協会

28分
DVD

（1枚）
1

「ノロウイルス説明と事例・防止策」

1-2 食品衛生の基礎　できていますか？一般的な衛生管理
公益社団法人 日本食品衛生協会

28分
DVD

（1枚）
1

「HACPPの前提条件となる一般的な・・」

1-5 ＨＡＣＣＰを基本にした自主衛生管理
公益社団法人 日本食品衛生協会

29分
DVD

（1枚）
1

食品衛生のプロシリーズ

1-4 加熱で防ごう！！　カンピロバクター食中毒
公益社団法人 日本食品衛生協会

27分
DVD

（1枚）
1

「カンピロバクター説明と事例・予防対策」

2-1
食育シリーズ第２集　食・からだ・くらしの探検　　 農文協　　2006年2月　　3タイトル収録

52分
DVD

（1枚）
2

（第１～３巻） 「１日のスタートは朝ごはんから/どんな食べ方がいいのかな/地域に伝わる料理を大切にしよう」

№ タ　　イ　　ト　　ル
規格・仕様等

数量
内容等

記録
時間

媒体
種別等

2-3
聞いてみよう！　　食物アレルギーのこと　　 キユーピー株式会社

70分
DVD

（1枚）
1

～食物アレルギーを持つ乳幼児の保護者の方々へ　～　（３部構成） （文部科学省選定・厚生労働省社会保障審議会推薦）

2-2
食育シリーズ第３集　食事バランスガイドで健やかに　　 農文協　　2007年2月　　３タイトル収録

54分
DVD

（1枚）
2

（第１～３巻） 「食事バランスガイドって何？/私たちの食事バランスガイド/メタボリックシンドロームを防ぐ食事バランスガイド」

2-5
復刻版 公益財団法人学校給食研究改善協会

-
CD

（1枚）
3

食育の紙芝居（全７話） 公益社団法人全国学校栄養士協議会（監修）

2-4
はてな？で学ぶ保健指導 NHKエンタープライズ

30分
DVD

（1枚）
1

新　朝食と生活リズム　おもしろ大実験 朝食と生活リズム(食-運動-睡眠)の指導 全国の教育現場・子どもたちから寄せられた「疑問」「質問」をもとに内容構成! 

3-1
「食に関する個別指導」 独立行政法人日本スポーツ振興センター

30分
DVD

（1枚）
2

　～肥満傾向児童への対応～ 平成１７年度食に関する指導支援資料

№ タ　　イ　　ト　　ル
規格・仕様等

数量
内容等

記録
時間

媒体
種別等

3-3
「食に関する個別指導」 独立行政法人日本スポーツ振興センター

38分
DVD

（1枚）
2

　～運動部活動などでスポーツをする児童生徒のために～ 平成１9年度食に関する指導支援資料

3-2
「食に関する個別指導」 独立行政法人日本スポーツ振興センター

33分
DVD

（1枚）
2

　～肥満傾向生徒への対応～ 平成１８年度食に関する指導支援資料

3-5
感謝をこめていただきます！

雪印乳業株式会社（文部科学省選定） 15分
DVD

（1枚）
1

　～牛から学ぶいのちの恵み～

3-4
はじめよう食育

財団法人食生活情報サービスセンター 23分
DVD

（1枚）
1

　～「食」見直しませんか？～

3-7
どう？どう！ウォッチングニュース

北海道水産林務部 24分
DVD

（1枚）
1

　〔よくわかる　北海道水産業〕（中学生向け）

3-6
どう？どう！ウォッチングニュース

北海道水産林務部 24分
DVD

（1枚）
1

　〔よくわかる　北海道水産業〕（小学生向け）

3-9 学校給食充実のために冷凍食品ができること 一般社団法人　日本冷凍食品協会 17分
DVD

（1枚）
1

3-8 学校管理下における食物アレルギーへの対応 独立行政法人日本スポーツ振興センター 45分
DVD

（1枚）
2



別表２

【セット内容】

長740×高180×厚100mm ※実物大（内部再現）

【セット内容】

長740×高180×厚100mm ※実物大（内部再現）

【セット内容】

長330×高50×厚30mm ※実物大（内部再現）

【セット内容】

【セット内容】

【セット内容】

【セット内容】

【セット内容】

小松菜（加熱前（１）、加熱後（１））

【セット内容】

【セット内容】

1 さけＡ 1１本もの〈オス・メス〉＋開きもの〈オス・メス〉（各１本）　計４本

食育教材等（レプリカ類）目録

№ 品名 規格・仕様等 数量

2 さけＢ 1開きもの〈オス・メス〉（各１本）　計２本

3 サンマ 3１本もの（４本）＋開きもの（１本）　計５本

4 こんぶ 3

がごめ昆布（１本）：長540×幅180×厚50mm　※実物大（根再現）

真昆布（１本）：長700×幅195×厚190mm　※実物大（根再現）

実物大ポスター（２枚）　がごめ昆布：長1.45×幅0.3m
　　　　　　　　　        真昆布：長7.0×0.8ｍ

5 マダラ・スケトウダラ 1マダラ（１本）：長800×高250×厚170mm

スケトウダラ（１本）：長520×高110×厚120mm

7 真ホッケ 1１本もの（１本）：長800×高250×厚170mm

開きもの（１本）：長400×高140×厚70mm

6 ブ　リ 1（１本）　長700×高150×厚120mm

9
野菜の加熱前後
フードモデル

1
ほうれん草（加熱前（１）、加熱後（１））

キャベツ（加熱前（１）、加熱後（１））

8 サバ・マイワシ 1サバ（１本）：長370×高90×厚60mm

マイワシ（１本）：長230×高50×厚25mm

10
野菜１日

３５０ｇ指導
フードモデル

1

淡色野菜（10種）

白菜・レタス・なす・ごぼう・もやし・きゅうり・だいこん・
白ねぎ・たまねぎ・キャベツ

緑黄色野菜（９種）

ほうれん草・ブロッコリー・にんじん・さやいんげん・ピーマン・
グリーンアスパラ・小松菜・西洋かぼちゃ・ミニトマト

11
朝食指導フードモデ

ル
1

和食（16種）

味噌汁・厚焼き玉子・海苔佃煮・おひたし・納豆・生卵・ふりかけ・
たらこ・筋子・きゅうりぬか漬け・梅干し・ぶりの照焼き・
ひじきの煮物・ししゃも・味付けのり・ごはん

洋食（11種）

目玉焼き・野菜スープ・スライスチーズ・スクランブルエッグ・
ウィンナー・野菜ソテー・ロースハム・いちごジャム・
ポテトサラダ・バター・トースト

果物他（15種）

りんご・ぶどう・いちご・ラフランス・スイカ・柿・みかん・
メロン・ブロッコリー・ミニトマト・トマトカット・
レタス+きゅうり・牛乳・プレーンヨーグルト・バナナ



別表３

メラミン　縦280×横400mm

メラミン　縦312×横422mm

メラミン　縦312×横422mm

メラミン　縦280×横400mm

メラミン　縦312×横422mm

メラミン　縦334×横403mm

メラミン　縦275×横360mm

メラミン　径364×高81mm

メラミン　径303×高67mm

メラミン　径394×高87mm

メラミン　径394×高87mm

メラミン　縦330×横440mm

メラミン　縦330×横440mm

ステンレス　255×60mm　145g

ステンレス　170×60mm　 75g

ステンレス　147×45mm　 45g

ステンレス　220×35mm　115g

1 小　判　皿 30

食育教材等（バイキング用食器具類）目録

№ 品　　　　　名 規格・仕様等 数　量

2 レリーフプラター 30

3 プ  レ ー ト （ブルーロイヤル） 45

4 小判プレート（スヌーピー柄） 150

5 プ  レ ー ト （スヌーピー柄） 150

6 デリカバット大（フレッシュサーフ） 100

7 デリカバット中（フレッシュサーフ） 90

8 尺どら鉢（赤絵）大 55

9 尺どら鉢（赤絵）小 55

10 ど ら 鉢（ふる里） 25

11 ど ら 鉢 (柿の木） 80

12 長角トレー（オレンジ） 30

13 長角トレー（ブルー） 60

14 トング・パスタ 60

15 トング・パーソナルミニ 100

16 トング・レリッシュ 100

17 パントング中 30



別表４

アルプ（株）　ＩＴＤ２０Ｅ

フナコシ（株）　　ＵＶＧＬ-２５

キッコーマンバイオケミファ（株）　ＰＤ型

サラヤ（株）　　ＬＥ型

（株）タニタ　　ＳＯ-304

1 ふらん器 10

食育教材等（検査器具類）目録

№ 品　　　　　名 規格・仕様等 数　量

2 紫外線ランプ 4

3 ＡＴＰ拭取検査器 7

4 手洗いチェッカー 3

5 塩分計 6


