中学校給食
ご利用案内
八尾市

八尾市では、これまでどおり持参した弁当に加え、中学生の学校給食摂取基準を満たした、学校給
食法に基づくランチボックス形式でのデリバリー給食を利用することができます。インターネット
予約など手軽な予約ができる方法で、身近で利用しやすい給食の提供を行います。

中学校給食に関する問い合わせ先
●八尾市中学校給食コールセンター

ビジネスラリアート株式会社

075-925-7881

◦給食の予約方法や予約内容の確認について

●八尾市教育委員会

学務給食課

072-924-9373
◦献立など給食の内容について

◦給食費の残高照会について
◦ID・パスワードについて

八尾市教育委員会

利用方法について
１ 事前に配付する八尾市所定の「中学校給食利用登録申込書」を提出してください。
１
利用登録については随時受け付けております。ただし、登録にお時間をいただく場合がございますの

で、余裕をもってご提出ください。
「中学校給食利用登録申込書」は八尾市ホームページからもダウンロード可能です。
２ 教育委員会が、⑴提出いただいた「中学校給食利用登録申込書」の情報を給食予約システムに登録し、
２．
⑵予約に必要なユーザーIDとパスワードを記載した「中学校給食認証情報通知書」、給食費の支払い
に必要な「払込用紙」等を配付します。

３．
３ 給食費は前払い制となりますので、お手元に届いた「払込用紙」を使い、お近くのコンビ二エンススト
アで、給食費をお支払いください。(給食費をお支払いいただいた2営業日（土・日・祝を除く）後の
15時以降から予約可能となります。）給食費の払込金額は20食分、60食分、90食分の3種類となって
おりますので、必要と思われる食数分を選びお支払いください。
４．
４ イ ンターネット・携帯電話での予約の場合は、「中学校給食認証情報通知書」のユーザーIDとパス
ワードを利用し給食予約システムにログインし、1日単位または、1か月単位で予約を行ってくださ
い。マークシートでの予約の場合は、必要事項をマークシートに記入し、各学校に配置されている回収
箱に提出してください。詳細な予約方法については４ページから７ページにてご紹介します。
５ インターネットによる予約締切りは前月20日までです。月の後半(16日～月末)の予約締切りは当月の5
５．
日までです。マークシートによる予約締切りは前月15日まで(15日が休日の場合は、その前の平日)で
す。
６
６．学校では、給食の配膳員が昼食時に配膳室で給食をお渡しします。

〈予約の締切りについて〉
〇マークシート ：前月15日まで（15日が休日の場合は、その前の平日）
〇インターネット：前月の20日まで
後半分（16日～月末）の給食については、当月の５日までインターネット
による予約が可能です。
※長期休暇をはさむ際に通常と異なる場合もありますので、詳細は献立表をご確認ください。

給食費について
１．給食費 ( 食材費 ) について
給食費 ( 食材費 ) として 1 食 310 円が保護者負担となります。
（社会経済状況の変化によって金額を変更する場合があります。）
給食の調理や配送にかかる経費は、八尾市が負担します。

２．給食費の支払い方法について
給食費は前払いとなります。お近くのコンビ二エンスストアで、20 食分（6,200 円）か、60 食分（18,600
円）
か、90 食分（27,900 円）をお支払い下さい。※払込にかかる手数料は不要です。
「払込用紙」は、利用登録者の方に年 2 回 (3 月と 9 月頃を予定 ) 配布します。
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３．給食を利用しなくなった際の給食費の返金について
給食費は前払い制であることから、卒業時や転出時に残金があれば精算を行います。その際には、保
護者に「残金通知書 ( 兼返金請求書 )」を配付します。「残金通知書 ( 兼返金請求書 )」の内容を確認い
ただき、必要事項を記載し提出してください。卒業時の返金は 3 月下旬頃の予定です。転出の際の精
算には、数日程度かかりますので、早めに学校まで申し出てください。また、他の八尾市立中学校へ
転校される場合には、引き続き同一 ID・パスワードで利用が可能です。ただし、予約システムの登録
内容を変更する必要がありますので、早めに学校に申し出てください。教育委員会により登録内容の
変更を行います。在学中の途中返金はできませんのでご注意ください。

４．欠席時の返金について
体調不良による欠席など個人の理由により、給食を喫食しなかった場合でも、給食費の返金はできま
せん。( 入院など長期の欠席の場合は、返金が可能な場合もあります。)
また、学級閉鎖時など、学校の都合により喫食できない場合においては、学級閉鎖２日目からは教育
委員会が予約分をキャンセルし、給食費が差し引かれないよう処理します。
※生活保護受給の方は、生活保護費の教育扶助の支給対象となります。詳しくは、八尾市地域福祉部生活福
祉課（電話番号：072-924-3836）までお問い合わせください。

給食の内容について

温かいおかずを中心とした内容となっています。

●文部科学省が定める学校給食

●旬の食材や行事食を取り入れ

摂取基準に基づき、中学生に

るなど季節感のある多様な給

必要な栄養バランスのとれた

食を通じて、さまざまな食品

給食を、八尾市の栄養士が

や料理に親しんでいただける

1か月単位で作成します。

ように献立に工夫を行ってい
きます。

●安全で良質な給食用食材を確

●献立表は１か月分を事前に配

保するため、可能な限り国産

付します。また、献立表を各

の食材や食品添加物を含まな

学校の配膳室等に掲示するほ

い製品を使用します。

か、「八尾スクール食育ネッ
「おはし」
や
「スプーン」
は
各自で準備をお願いします。 ト」にも掲載します。

〈中学生の学校給食摂取基準〉
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アレルギー対応について
アレルギーについては除去食・代替食などの対応はできませんのでご了承下さい。給食に使用されて
いる食材で、アレルギー表示が義務付けられている特定原材料※1および特定原材料に準ずるもの※2につ
いては、インターネットの中学校給食予約システムの献立表示画面および献立表に表記しておりますの
で、給食予約の参考にしてください。
なお、牛乳アレルギーについては、「飲用牛乳除去申請書」に医師による診断書等を添えて提出する
ことにより飲用牛乳を提供しません。その場合の給食費は飲用牛乳相当額（50円）を差し引いた１食
260円となります。
※1卵・乳・小麦・えび・かに・そば・ピーナッツ
※2あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・
やまいも・りんご・ゼラチン・ごま・カシューナッツ
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中学校給食の１日

１調

理

適切な温度管理を
するため、 おかずは
一定温度まで冷まして
盛り付けます。

食材の産地や
内容に問題がないか
確認します。

教育委員会が定める基準に基
づき、安全面、衛生面に配慮
し た 工 程 で 調 理 し、 ラ ン チ
ボックスに主食・副食のそれ
ぞれを盛り付けます。

2配

送

しっかりと加熱し
食中毒を
防止します。

ご飯や汁物は、 冷めないよう保温コンテナに
入れ、 温かい状態を保ちながら運ばれます。

ランチボックスに盛り付けた給食
を、適切な温度管理のもと各学校
へ配送します。

3配

膳

4給

食

各学校の配膳室で、搬入された給食を適切な温
度管理で保管します。配膳員は給食を準備し、
昼食時に生徒への給食の受け渡しを行います。

生徒は配膳室で受け取った給食を教室まで
運び、各教室でいただきます。

5 後片付け

食べ終わった後は、ランチボックスを配膳
室へ返却します。返却されたランチボック
スは、調理業者が回収し、洗浄・殺菌し、
翌日まで衛生的に保管します。

3

適切に温度管理し、
各学校に配送されます。

副食ランチボックスは
配膳室に設置された
スチームコンベクション
オーブンで温めます。

生徒のみなさんが食べる前に、
学校で検食をします。

給食の予約方法には、次の３つがあります。

給食の予約方法について

１ パソコン・スマートフォン ２ 携帯電話 ３ マークシート

１

パソコン・スマートフォン
インターネットが見られるパソコンやスマートフォンで使用可能です。

コチラから
簡単アクセス！

インターネットで予約する場合は、ご家庭のパソコンから中学校給食のページへアクセスします。
➡八尾市中学校給食予約システム URL：http://yao-kyushoku.eigyo.co.jp
（八尾市ホームページや「八尾スクール食育ネット」からも予約システムへアクセスすることができます。）
※サイトのＵＲＬは、
「認証情報通知書」にも掲載されています。

１

事前に配付済の「中学校給食認証情報通知書」

２

に記載されているＩＤとパスワードを入力し、
【ログイン】ボタンをクリックします。

ログインした最初のページとなります。
残金の表示や保護者向けへのお知らせ、各機能
メニューが並んでいます。
マイメニューの【給食オーダー ( 注文 ) する】
ボタンをクリックします。

月単位で予約を行う場合は【１ヵ月
分まとめて注文】をクリックすると
手軽に選択できます。

３

給食の献立がカレンダー形式で表示されます。
予約を希望する日付の【注文】ボタンをクリック
すると、「オーダーリスト」へ追加されます。
献立名を
クリックすると
詳しい献立情報
が確認できます。

カレンダーの月を
よく確認して下さい！

※平日にも関らず空欄になっている場合は、学校行事等により
給食を実施しない日です。

予約システムには、毎日の
給食に関する栄養士のコメ
ントも掲載しています。

【注文】ボタンをクリックするだけでは予約完了で
はありませんのでご注意下さい。【オーダーリスト
に進む】ボタンより予約手続きにお進みください。
※システムはイメージであり実際のものとは異なる場合があります。
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４

予約する給食がオーダーリストとして
一覧表示されます。予約を希望した日
付や残高などの内容を確認の上、
【注
文確認画面に進む】ボタンをクリック
します。
注文確認画面に進み、
【注文を確定す
る】をクリックすると注文が確定され
ます。

注文状況を確認・キャンセルする場合

５

これまでの予約状況を月単位で確認で
きます。各予約をクリックすると、詳
細が表示されます。
予約した給食は、後から確認の上、予
約締切り日までであれば、キャンセル
することができます。

６

キャンセル可能なオーダーに関して
は、
【キャンセルする】ボタンが表示
されますので、キャンセルしたい場合
は【キャンセルする】ボタンをクリッ
クします。
【キャンセル確定】をクリックするこ
とで注文がキャンセルされます。

※システムはイメージであり実際のものとは異なる場合があります。
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２

携帯電話

※全体的な流れはパソコンやスマートフォンとほぼ同じです。

対応可能な携帯会社
◦ドコモ
◦au
◦ソフトバンク

ログイン画面より、事前に配付済の「中学校給食認証情

１

報通知書」に記載されているＩＤとパスワードを入力し、
【ログインする】をクリックします。

２

【給食予約する】をクリックすると、給食の献立が週単
位で表示されます。予約を希望する日付の【予約】をク
リックすると、「オーダーリスト」へ追加されます。

３

予約する給食がオーダーリストとして一覧表示されま
す。予約を希望した日付や残高などを確認の上、予約手
続きを行います。

３

１

マークシート（予約シート）

必要事項を記入し、各学校の配膳室に設置する
回収箱に入れてください。
マークシートは、１枚につきひと月分のみ予約
できます。新しいマークシートが必要な時は、
各学校の配膳室で受け取ってください。
テスト・行事等で給食が無い日がありますので、
ご注意ください。

※１か月分食べる場合は
【全て】
にマークしてください。

２

マークシート予約をした方には、「マークシー
ト予約状況通知書」を学校経由でお渡しします。
通知書で予約内容・残高を確認できます。

※払い込んだ金額(残高)以上に申込みをされた場合、
超過した分の予約は受け付けられません。その場合、
「残高不足」と記載されます。
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中学校給食に関するご質問と回答

Q

給食費を支払いましたが、予約シス
テムに金額が反映されていません。

パソコン、携帯電話の場合、給食費をコン
ビ二エンスストアで支払った２営業日後の
15 時以降であれば、給食予約システムに入金情
報が反映されていますので予約が可能となりま
す。なお、土・日・祝日は除きますので、例えば
金曜日中に入金した場合、次の火曜日の 15 時以
降に予約が可能となります。

A

Q

給食の予約はいつまでにしなくては
いけませんか。

給食の予約はインターネット・携帯電話
の場合は前月２０日まで、月の後半 ( １６日～
月末 ) の予約締切りは当月の５日までですので、そ
れまでに予約を行って下さい。締切り後の予約や
キャンセルは原則できませんのでご注意ください。
マークシートによる予約の場合は、前月１５日
までに学校の配膳室へマークシートをご提出くだ
さい。
「マークシート予約状況通知書」を前月
２５日頃に学校を通じてお届けします。

A

Q

マークシートで給食を予約したので
すが、予約ができていませんでした。

残高不足の可能性があります。給食費の
支払いは前払い制のため、原則としてマー
クシートによる予約締切りである前月 15 日まで
に支払っていただくことが必要です。予約締切り
期日までに入金が確認できない場合、金額が不足
している給食に関しては、
「マークシート予約通
知書」に「残高不足」と表示され、給食は提供さ
れませんのでご注意ください。
「残高不足」を確
認後、給食費をお支払いいただいても、予約締切
り期日を過ぎている給食については提供されませ
んのでご注意ください。

A

Q

インターネットで給食を予約したい
のですが、給食の予約ができない日
がありますが、どうしてですか。

学校行事 ( テストや校外学習 ) などで、
給食を実施しない日があります。その場合
は、あらかじめ給食が予約できないように設定さ
れています。学校の行事予定をご確認ください。

A

Q&A

Q

給食費の「払込用紙」を紛失してし
まいました。

「振込用紙」は生徒の名前が記入されて
いる個人専用のものです。お手数ですが、
八尾市中学校給食コールセンターまでご連絡くだ
さい。ご連絡をいただいてから、１週間程度で学
校を通じてお渡しします。再発行後、紛失された
「払込用紙」が見つかった場合、その振込用紙は
使用できませんので、必ず破棄してください。

A

Q

ＩＤとパスワードを忘れてしまいま
した。どうしたらいいですか。

お手数ですが、八尾市中学校給食コール
センターまでご連絡ください。ご連絡をい
ただいてから、１週間程度で学校を通じてお渡し
します。また、パスワードのみ不明の場合は、給
食予約システム上で「パスワードを忘れた方はコ
チラ」にすすみ、ID・メールアドレスを送信いた
だければ、パスワードを確認することが可能です。
なお、個人情報保護の観点から、電話で直接ユー
ザー ID やパスワードはお伝えしていません。

A

Q

牛乳アレルギーで、牛乳が飲めない
のですが。

牛乳アレルギーの方は、
「中学校給食利用
登録申込書」と合わせて、
「飲用牛乳除去申
請書」と、医師による診断書等を添付のうえ、学校
にご提出ください。 この場合には、給食から飲
用牛乳を除いた形で提供し、給食費は飲用牛乳相
当額（50 円）を差し引いた 1 食 260 円となります。
その他のアレルギーについては、除去食・代替
食などの対応はできませんのでご了承ください。
アレルギー表示につきましては、中学校給食予約
システムの献立画面、または 献立表でご確認く
ださい。

A

中学校給食に関する問い合わせ先
◆八尾市中学校給食コールセンター
ビジネスラリアート株式会社 075-925-7881
受付時間：9:00 ～ 17:30

（土日祝祭日、夏季休業（８月中旬）
、年末年始を除く）
◦給食の予約方法や予約内容の確認について
◦給食費の残高照会について
◦ID・パスワードについて

◆八尾市教育委員会

学務給食課

◦献立など給食の内容について
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072-924-9373

