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給食だより １
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冷凍まぐろの使用を再開します
１月に発生したヒスタミン食中毒に伴い､札幌市教育委員会として冷凍まぐろの使用を

中止していたところです。その後、原因究明及び再発防止策の策定を目的とした「学校

給食におけるヒスタミン食中毒再発防止対策会議」において、学校給食における衛生管

理をさらに徹底させるための改善策がまとめられました。

再開にあたり、各学校では食材の検収を強化します。また、冷凍魚の解凍方法を変重

し、検食と調理確認を徹底します。安全性確保のために、札幌市学校給食会において、出

荷前に冷凍まぐろのヒスタミン検査を行い、安全確認をしたうえで出荷されます。

これらのことから冷凍まぐろの使用を再開しますので、ご理解をお願い致します。
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【働き】

食物繊維は、おもに「水溶性

食物繊維(水にとける)」と「不

溶性食物繊維(水にとけない)」

にわけられます。栄養素の吸収

を緩やかにしたり有害な物質を

排出するなどの作用があります。

便秘を防ぎ、生活雪'慣病の予防

などに役立つので、積極的にと

りましょう。
、
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【多く含む食品】

玄米などの穀類や野菜(根菜)、

きのこ類、海そう類、こんにゃ

くなどに多く含まれています。
腸の働きを

良くする 溌
奪 GlS

食 ’’

ノ

冷凍食品の主な原材料
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