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入学説明会 会次第（目次） 

１ はじめのことば 

 

２ 学校長あいさつ             P.１～２ 

   

３ 入学にあたっての説明 

① 入学式について              P.３                 

② 通学路について（通学コースの確認をお願いします）    P.４ 

③ 入学までに気をつけたいこと      P.５～９ 

④ 健康・保健について           P.１０ 

⑤ 給食について                        P.11～13 

⑥ 給食費・校納金納入について          P.14～18 

 

４ 質 問 

 

５ 諸連絡 

 愛宕浜小安心メールの登録について    （別紙プリント） 

災害共済給付制度について   （学校でけがをしたときは） 

小・中学生総合保障制度について    （ピンクの封筒） 

 見守り端末について       （オッタバイ，ツイタもん） 

 留守家庭子ども会について  問い合わせ 092‐885‐5551 

 わいわい広場について    （黄色のプリント，パンフレット） 

 

６ おわりの言葉 
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学 校 教 育 目 標    多文化社会を共に生きぬく子どもの育成   

           【 みんなでがんばること（キャッチフレーズ）】 

  

 

  
めざす子ども像   

○ 相手の立場も理解し，他者と協力して共に伸びる子供（やさしい子供） 

○ 自ら学習に取り組み，よく考え，共に学び合う子供（かしこい子供） 

○ 心身の健康づくりに励み，明るく元気に活動する子供（たくましい子供） 

     

学校名及び所在地 

福岡市立愛宕浜小学校  福岡市西区愛宕浜４丁目４２番１号 

ＴＥＬ ８８５－０９１０，ＦＡＸ ８８５－０９１５ 

 

概 要（令和２年度） 

学級数  １４学級 

児童数  ４０２名（１／１３現在） 

教職員数 ２８名 

学年 しおかぜ １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

学級数 １ ２ ２ ２ ３ ２ ２ １４ 

児童数 ３ ６１ ６６ ６９ ７１ ５９ ７６ ４０２ 

   ※しおかぜ学級の児童は学級児童数・学年児童数のいずれにも入っています。 

Let's TRY 「自分＋（プラス）」 

～あいさつ・そうじ 自学・とも学 チャレンジ・立志～ 
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学校教育目標 

多文化社会を共に生きぬく子どもの育成 

   愛宕浜小学校の特色ある教育活動    

思いやりと信頼に満ちた明るく元気な学校づくり 
自他の生命を大切にし、健康で楽しい 
学校生活がおくれる人権教育・健康教育の推進 

学びの喜びを実感する授業づくり 

・「もくもくピカピカ掃除」の徹底 

・愛宕浜小よい子のきまりの遵守 

・友達のよさを認め合い，共に伸びる学年・学級づくり 

・あふれる「フワフワ言葉」なくそう「チクチク言

葉」の意識化 

・いたずら，いじめをしない，許さない態度の育成 

・話をよく聞く態度，いきいき発表する態度の育成 

・一人で考える，友達と考えを練り合う，子ども

主体の授業づくり 

・自分の考えを自分の言葉でまとめる学び方 

・日常的に外国語にふれる環境づくり 

・学校だより，ホームページによる情報の発信 

・学校を開く参観，懇談会の充実と行事への参加

の案内 

・保護者や地域への意見や要望を学校づくりに

役立てるアンケート等の実施と公表 

・ＰＴＡ，おやじの会，公民館等との連携 

コミュニケーションを大切に
している(外国語活動) 

ニュージーランド レンジビュー校
との姉妹校交流 

  指導力向上を目指す研修 

ＰＴＡやおやじの会の協力に
よる様々な行事 
      (もちつき会) 

 地域のＧＴを招いての 
 様々な学習活動 
   (生活科イモ植え) 

開かれた学校 みんなが誇りをもつ学校づくりの推進 

膝をついてもくもくと廊下を掃除 

・自分から目を見て，気持ちのよい挨拶 

・仲良く，協力し合い，励まし合う仲間づくり 

・「～さん」「～君」をつけ，大切にする呼び方 

・国際理解教育の一環としての姉妹校交流 

・異文化理解としての外国語活動の推進 

－２－ 
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入学式について 
（１） 期 日  令和３年 ４月 １４日（水） 

 

（２） 場 所  福岡市立愛宕浜小学校  講堂兼体育館 

 

（３） 当日の日程 

①受付９：００～９：３０ 

・体育館前に学級別名簿を掲示します。 

・学級を確認されましたら、各教室前で受付をしてください。 

・通学路の確認をしてください。（裏面 P.４にて事前に確認をお願いします） 

・入学通知はがきを受付に渡し、名札・資料を受け取ってください。 

・児童は教室へ、保護者の方は体育館へお入りください。 

   ②保護者着席完了９：４０ 

③入学式１０：００～ 

④入学式後 

・１年生担任より保護者へのお話（体育館にて） 

・学級での指導 

※ 集合写真撮影は感染拡大防止のため実施しません。 

 

※１２：００頃、下校予定です。 

 

（４） 持ってくる物 

・入学通知書のハガキ（必ず持参してください。） 

・新１年生の上靴 

・保護者用のスリッパと下靴入れのビニール袋 

・教科書や配付物を入れるランドセルや大きめのふくろ。 

 

（５）お願い 

・安全確保のため、車での来校はご遠慮いただいております。 

・保護者席の確保のため式場への児童の入場はご遠慮ください。 

なお、幼児につきましてはひざの上に座らせてください。 

・入学式当日、病気その他で欠席される場合は、９：３０までに必ず学校へ 

連絡してください。 

・入学式（４月１４日）までの間に転居されるときは、すぐに愛宕浜小学校 教頭

へお知らせください。 

 

【愛宕浜小学校】TEL：０９２－８８５－０９１０ 



 ①入学して数日間,６つのコースに分かれて緑の線にそって引率し,集団で帰り

ます。（通学コースの確認をお願いします） 

②留守家庭子ども会に行くお子さんは,子ども会の先生へ引き渡します。留守家

庭に行く予定を変更するときには,留守家庭,担任両方に連絡をお願いします。 

③特に,集団から分かれて自分の家へ行く道がどこなのか,分かるように練習を

しておいてください。 

－17－ 
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入学までに気をつけたいこと 
4月からはじめての小学校生活にふみだす新 1年生。喜びの中にも，緊張と不安な気持

ちでいるかと思います。また，保護者の方々も期待と不安の入り交じった気持ちではない

でしょうか。 

お子様の心と体を今一度見直し，入学を楽しみに待ちわびるようにしてあげましょう。 

 

◎体・健康について 

・ 今までの健診で，治療が必要なところはなるべく早く治療をすませ，心配なことが

あれば診察を受けましょう。 

・ 入学後，４．５．6月ごろに校医により視力・聴力・鼻・耳・のど・目・歯などの健

診を行います。 

 

◎規則正しい生活を身につける 

・ 早寝「9時までには寝よう」，早起き「7時には起きよう」，朝ごはんを心がけま 

しょう。 

・ 毎朝，大便をすませる習慣がつけば一番よいのですが，子どもによって時間帯がち

がうこともあります。しかし，規則正しい排便の習慣は身につけましょう。 

 

◎自分のことは自分でできる 

・ 衣服を脱ぐこと，着ることたたむことは自分でできるようにしましょう。 

・ 遊んだもの，使ったものの片付けができるようにしましょう。 

 

◎困ったとき，わからない時は，はっきり言える 

・ トイレに行きたいときや体の調子が悪いときは，先生に言えるようにしましょう。 

・ 先生やお友だちの話をしっかり聞くことができるようにしましょう。 

 

◎通学路について 

・ 入学後，集団下校をしますが，自分で登下校できるように練習しておきましょう。 

学校に来るときは上級生が一緒ですが，帰るときは 1 年生だけになります。学校から

家に帰る練習を一緒に歩いてさせていただくと安心です。また，信号のない横断歩道

の渡り方や信号の見方がわかるようにしましょう。 

 

◎文字について 

・ 入学時には，自分の名前を読むことができれば助かります。（自分の棚や靴箱の場所

等の名前表示がわかるように）入学後，文字の読み書きは指導していきます。 
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入学後の学校生活 
 

◎集団下校 

・ 入学後給食開始までの 3 日間、午前中に集団下校を行います。学年・学級からのお

便りで時刻をご確認ください。 

 

◎学習について 

・ 入学当初は、教科の学習だけでなく、学習道具を確かめたり、トイレや手洗いの場 

所や学校の中のいろいろな部屋の使い方を学習したりします。 

 

◎給食について 

・ 4月２０日（火）から給食が始まります。 

・ 給食があるときには、毎回ナフキンとナフキンを入れる袋、おはしが必要です。 

 

◎持ち物には記名を 

・ 上靴、ぞうきん、ナフキン、ナフキン袋、ブックバック、洋服、下着、靴下などすべ

ての物にひらがなで名前を書いてください。 

  （持ち物については、入学後の学用品のところをご覧ください。） 

 

◎そうじについて 

・ ぞうきんは、厚いと絞りにくいので、タオル半分くらいで作った小さめ（薄目）のも

のが使いやすいようです。 

・ ぞうきんは机にかけます。落ちないように洗濯ばさみでとめます。洗濯ばさみには

ゴム（またはひも）をつけて、机のぞうきんかけから落ちないようにしておきます。 

 

◎欠席・遅刻・早退するときは必ず連絡を 

・ 病気やけが、その他用事で欠席・遅刻をする時には、欠席・遅刻・早退届用紙（また

は連絡帳）に記入して兄弟や近所 のお子さんに持たせてください。やむ得ない場合

は、７時５０分から 8時１０分の間に学校まで連絡してください。 

・ 安全上、遅刻の時には保護者の方が送り届けていただきますようにお願いします。

また、早退の時には,保護者の方がお迎えに来ていただきますようにお願いします。 

 

◎校納金等について 

・ 給食費 4,200 円、PTA 会費４５0 円、他テスト代等の教材費が必要です。これら

の校納金等については、口座振替でお願いしています。 

 

 



－７－ 

 

時制について（令和２年度） 

◎愛宕浜小学校１日の時制（学校での生活時間） 
☆７：５０～８：１０の間に、教室に入りましょう。 

普通時制 特別時制（参観など） 

朝の会  ８：２０～ ８：３０ 朝の会  ８：２０～ ８：３０ 

１校時  ８：３０～ ９：１５ １時間  ８：３０～ ９：１５ 

２校時  ９：２０～１０：０５ ２校時  ９：２０～１０：０５ 

３校時 １０：１０～１０：５０ ３校時 １０：１０～１０：５５ 

中休み １０：５０～１１：０５ 中休み １０：５５～１１：０５ 

４校時 １１：０５～１１：５０ 
チャレンジ 

タイム 
１１：１０～１１：２５ 

５校時 １１：５５～１２：４０ ４校時 １１：３０～１２：１５ 

給食 １２：４０～１３：２５ 給食 １２：１５～１３：００ 

昼休み １３：２５～１４：１０ そうじ １３：００～１３：１５ 

そうじ １４：１０～１４：２５ 昼休み １３：２０～１４：００ 

チャレンジ 

タイム 
１４：３０～１４：４０ ５校時 １４：０５～１４：５０ 

５時間の学年 

帰りの会 
１４：４０～１４：５０ 帰りの会 １４：５０～１５：０５ 

※ チャレンジタイム ： 読み聞かせや音読，習熟のための学習プリントなど行います 

・ 下校予定時刻 

５校時の時…１４：５０  （特時）…１５：０５ 

  ※ ６校時の学年の下校時間…１５：３５ 

 

・ １年生は、月曜日から金曜日まで基本的に５校時まで学習します。 

 

・ 行事などの都合で、時間数・下校時刻が変更になるときには、学年便り等

でお知らせします。 

 



入学後の学用品 
◎入学後に必要なもの 

以下の物をご準備ください。これまで使っていた物でもかまいません。 

一つ一つにひらがなで記名をお願いします。 

くつ  パス（16色） 
 

上ぐつ  色鉛筆（12色） 
 

上ぐつぶくろ  筆箱（箱状） 
 

★黄色い帽子  消しゴム 
かざりのないもの  

よく消えるもの 

体操服  赤鉛筆 
 

赤白帽子  名前ペン 
 

体操服入れ  鉛筆（２B 5本） 
 

★教科書  のり（液体のり・スポンジのもの） 
 

★ノート  はさみ 
 

★連絡帳  油粘土１㎏程度 
 

★連絡帳入れ  粘土板 
 

★自由帳  道具ぶくろ 
 

水筒  ブックバック 
 

かさ  ナフキン 
 

ぞうきん１枚  給食ぶくろ 
 

ぞうきんばさみ（せんたくばさみ）  はし 
 

  はし箱 
 

※ 鉛筆・消しゴムは、キャラクター物は避けてください。 

※ ★印のものは、学校で用意します。 

－8－ 



準備するもの  

①本を入れる袋（図書室で本を借りて入れます。） 

                        ※市販されているものでかまいません。 

 

大きさは 30ｃｍ×40ｃｍぐらいです。 

（大きな本が入る大きさです。) 
 

（机の横にかけますので、ひもはあまり長くせず、 

全長が４０ｃｍ以内になるようにしてください。） 

 
 

 

②ぞうきん（１枚）                  

 

＊はっきり記名をしてください。 

＊ぞうきんをとめるために、大きい洗濯ばさみにゴム（またはひも）を 

 つけたものを２個準備してください。記名もお願いします。           

 

③体操服 

 

＊赤白帽子 

＊上は，白（半袖）シャツ，冬は，長袖（白）も着用可。 

＊下は，紺色のクォーターパンツ 

＊入学後、体操服の前後にゼッケンをつけていただきます。 

（ゼッケンの購入につきましては、５月頃にご案内します。） 

 

④体操服袋                                 

 

＊体操服上下、赤白帽子が入る大きさです。 

＊安全面からひもが長すぎないようにしてください。（60ｃｍ以内で） 

＊はっきり記名をしてください。 

 

⑤給食袋 

 

＊はし箱、ナフキンが入る大きさです。  

＊はっきり記名をしてください。 

            

⑥道具袋 

 

＊パス、色鉛筆、のりなどを入れます。                   

＊机の横にかけますので、床につかない程度のひもの長さでお願いします。 

（全長 40ｃｍ以内） 

できるだけ、巾着タイプではなく、袋タイプのものをご準備ください。 

             

４０ｃｍ 

なまえ 洗濯ばさみが落ちないように、 

机の棒にゴムをかけます。 

４０ｃｍ以内 

－9－ 



入学説明会資料 

健康・保健について 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

１．基本的な生活習慣と生活リズムをととのえましょう 

   ●睡眠：起きる時刻、寝る時刻はきまっていますか？ 

   ●食事：朝ご飯は、1日を快調にスタートさせるカギです。 

愛情がこもった朝の仕度で送りだしてください。 

   ●排泄：１日１回、排便の習慣をつけます。 

   ●清潔：手洗い・入浴・着替えなど身の回りを清潔にします。 

                             

２．登校前の健康観察をしましょう 

    「表情・顔色・食欲」など気をつけて観察をお願いします。体温を 

測りながら、お子様の気持ちやからだの様子を聞いてあげましょう。 

 

３．感染症について 

   学校は集団生活の場で、広範囲に感染する恐れがあるため、 

学校保健安全法施行規則で出席停止となる感染症や停止期間等が決められています。 

 

 

 

 

 
★ 感染症にかかった場合は、学校にご連絡ください。また、登校する際は、必ずかかりつけの医 

師の指示をうけてください。 
 

４．日本スポーツ振興センターについて 

 学校管理下（登下校中含む）での事故や災害に備え、災害給付を行う目的として「独立行政法

人日本スポーツ振興センター」に全児童に加入いただいています。共済掛け金については２学期

以降に徴収（460円）予定です。 

    

５．学校でのけがや病気について（緊急連絡票の作成） 

      お子様が学校でけがや病気をした時は、応急処置を行いますが、場合によっては、保護者等 

に連絡を取らせていただきます。その際、「緊急連絡票」（連絡先・お子様の健康の記録）を使用 

しますので、ご記入のご協力をお願いたします。 

 

６．健康診断関係書類・保健室について 

４～５月にかけて、お子様の健康診断に必要な書類の提出物がたくさんあります。記入漏れ等

ないよう確認の上、提出期限を守って必ずご提出ください。 

保健室では、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置など学校保健活動を行っています。 

   お子様のからだ・こころの健康についてのお悩み等ありましたら、ご相談ください。一緒に考え 

ていきたいと思います。 

 

第２種：ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・百日咳・麻疹（はしか）・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）・風疹（三日ばしか） 

水痘（みずぼうそう）・咽頭結膜熱（ﾌﾟｰﾙ熱）・結核 

第３種：その他の感染症（条件によって） 溶血性連鎖球菌感染症・ｳｨﾙｽ性肝炎・手足口病・伝染性紅斑(ﾘﾝｺﾞ病）ﾍﾙﾊﾟﾝｷﾞｰﾅ・

ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ感染症・流行性嘔吐下痢症・ｱﾀﾏｼﾞﾗﾐ・伝染性軟ぞく腫（水ｲﾎﾞ） 

伝染性膿加診（とびひ）              など       （小児に多い感染症第2・３種を表記） 

 

など 
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学校給食は，児童に栄養バランスのとれた食事を提供するだけでなく，教育の一環として，食事の楽しさ，

食の大切さ，学んだ食の知識を基に自ら判断する力を身に付けることなどを目標に実施しています。 

 

１ 学校給食の栄養 

成長の著しい学童期は，特にバランスのとれた食生活が大切です。 

学校給食では，子どもたちが１日に必要な栄養量の約 1/3をとるようになっており，特に家庭でとりにく

いカルシウムは，必要量の1/2がとれるよう基準を定めています。 

   

＜福岡市学校給食摂取基準＞                       児童 1人 1回当たり 

区分 

（単位） 

ｴﾈﾙｷﾞ

ｰ 

（kcal） 

たんぱく

質 

（g） 

脂肪 

（％） 

ナトリウﾑ 

（食塩 

相当量

ｇ） 

ｶﾙｼｳﾑ 

（mg） 

ﾏｸﾞﾈｼ

ｳﾑ 

（mg） 

鉄 

（mg） 

ビタミン A 

μｇRE 

（（ﾚﾁﾉｰﾙ当量） 

ビタミ

ン B1 

（mg） 

ビタミ 

ン B2 

（ｍg） 

ビタミ

ン C 

（mg） 

食物 

繊維 

（ｇ） 

低学年 

中学年 

高学年 

529 

637 

773 

摂取 

エネル

ギーの 

13〜20% 

摂取 

エネル

ギーの 

20〜30% 

2.0 未満 

2.0 未満 

2.5 未満 

290 

350 

360 

40 

50 

70 

2.5 

3.0 

4.0 

170 

200 

240 

0.30 

0.40 

0.50 

0.40 

0.40 

0.50 

20 

20 

25 

4.0 以上 

5.0 以上 

5.0 以上 

代表値 640 2.2 未満 350 53 3.3 203 0.40 0.43 22 5.0 以上 

 
２ 学校給食の内容 

主食は1週間に米飯給食３回，パン給食を２回実施しています。 

パン・ごはん・おかずの量は学年で異なります。  

 

（１）ごはんについて 

炊飯センターで炊かれた，「麦ご飯」が学校へ配送されます。 

米は，福岡県産の「元気つくし」と福岡市産の「ヒノヒカリ」（月１～３回）を使用します。 

リゾットや炊き込みごはんは，福岡市産の「ヒノヒカリ」を使用して学校で炊飯しています。 

 

（２）パンについて 

食パンの他に，ミルクパン，キャロットパンなどもあります。また，地産地消の観点から，毎月１回米

粉パン（福岡県産米ヒノヒカリ，福岡県産小麦ミナミノカオリ）を取り入れています。 

 

（３）牛乳について 

牛乳はたんぱく質とカルシウムを多く含み，育ち盛りの子どもには欠かせない食品ですので，200mL

の牛乳が毎日つきます。牛乳は市販の牛乳と同じものです。 

 

（４）おかずについて 

おかずは給食室で調理しています。季節の野菜・果物等をできるだけ使用し，和食のほか世界の料理な

どバラエティに富んだ献立を組み合わせています。 

また，郷土料理や行事食も取り入れています。児童に適した味になるよう，生活習慣病予防の点からも

うす味になるようにしています。 

1年生の１学期の目安量 

令和３年度新入生説明会資料 

 
おいしく食べよう！ 

学 校 給 食 福岡市教育委員会 
  教育支援部給食運営課 

小学校 

◆茶碗軽く 1杯 ◆食パン6枚切 

（135g）    1枚程度 
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（５）食物アレルギーについて  

●給食に使用する食材をより詳しく記載した「詳細献立表」を毎月作成し，希望する保護者へ学校を通じて

配布しています。詳細献立表が必要な方は学級担任までお申し出ください。 

●竹輪・かまぼこ・ロースハムなどは，卵白を加えないで製造した食品を使用しています。 

●給食室で調理に使用する揚げ油，サラダ油は，すべて菜種油を使用しています。 

※ 揚げ油は，新油でない場合もあります。 

●調理の最終段階で素材を加えずに提供する除去食を実施 

しています。除去をしている食材は， 

「鶏卵（うずら卵除く）」「マヨネーズ」 

「ごま」「ごま油」「大麦（白ご飯対応）」 

のみです。除去食を希望する場合は， 

医師の診断書を提出する必要があります。 

 ●生卵，そば，落花生は献立に使用しません。また，鶏卵は十分に加熱しています。 

 

（６）その他  

 ●台風などで臨時休校（一斉休校）する際は原則として，休校日の献立を翌日にスライドして実施します。

特に食物アレルギーを有するお子さまはご注意ください。 

 ●福岡市公式アカウントで，小学校給食のアレルギー28品目と 

献立情報を配信しており，受信情報から小学校名，アレルゲン名， 

受信時間を設定することで，毎日スマホで確認することができます。 

詳しくは福岡市教育委員会のホームページをご覧ください。 

  

３ 食材料の調達について 

食材は，福岡市独自の物資規格に基づき，物資選定会で決定します。 

食品添加物は，製造上不可欠なもの及び食品の品質を保持するために必要なもの以外は，使用していま

せん。地産地消の観点から市内産の食材を優先的に給食に利用するようにしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 食材の検査について 

食材は，学校へ納入する前に，食材調達を委託して 

いる福岡市学校給食公社において，食品添加物や残留 

農薬などを検査し安全を確認しています。 

福岡市教育委員会のホームページで 

学校給食のことを公表しているよ。 

参考にしてね。 

・献立表 

・食材の産地（毎月家庭に配布する献立 

表にも掲載しています。） 

・食材の検査結果 

● 野 菜 ● ● 農畜産加工品 ● 

 

● 水産物加工品 ● 

 
北崎だいこん 春菊 

元岡トマト 

切り干し大根 

野菜コロッケ 弘のわかめ 姪浜ののり あまおうタルト 

給食で初めて食べてアレルギー症状

がでることもあるんだ。 

給食には，アーモンド，甲殻類，貝類，

魚卵，洋梨などが出てくるよ。 

食べたことがない食材は注意してね。 

「福岡市 LINE 公式アカウント」

の友だち追加の QRコード 
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令 和 ３ 年 ２ 月 ５ 日 
 

令和３年度新一年生保護者 様  

 
福岡市立愛宕浜小学校 

                              校  長   今林  洋江 
 

学校給食における除去食の対応について  

 
 福岡市内の自校調理の学校給食におきましては，食物アレルギーを有する児童生徒を対象
に一部食品の除去食を提供しており，本校においても実施いたしております。  
 つきましては，教育委員会が定めた学校給食における除去食の概要をお知らせしますので，
除去食の対象に該当すると考えられる場合には，下記申告書用紙に必要事項を記入の上，２
月１９日までに学校へご提出ください。後日，保護者の方に来校していただき，学校の役割
・保護者の役割・児童 (生徒 )の行動等について相互に確認させていただきます。 
 なお，学校給食における除去食実施にあたりましては，入学式までに，学校生活管理指導
表により医師の診断証明を受けて学校にご提出いただく必要があります。下記の申告書の提
出の際にお渡ししますので，面談実施※までにご準備ください。医師の診断証明には文書料
がかかりますので，ご了承ください。ただし，食物アレルギー症状の程度によっては，除去
食の対応ができない場合がありますので予めご了承ください。  

※大麦対応のみの場合，面談は不要です。学校生活管理指導を３月までに御提出ください。 

  

【学校給食における除去食の概要】 
調理の最終段階で加える「鶏卵」（うずら卵は除く）「マヨネーズ」「ごま」「ごま油」と麦

ご飯の日に代替食として白ご飯を提供します（勝馬・志賀島小，玄界・小呂小中除く）。この対
応は医師の診断証明により保護者の申し出がある場合のみとします。   
  ◆同一献立に複数の原因食材が含まれる場合は，いずれも除去する対応を原則とします。  

 ◆上記の食材以外は対象となりません。 
  ◆既に含まれた加工品や，調理途中で使用するものについては除去できません。  

  

【その他の対応】  

 ・給食に使用する食材を詳しく記載した「詳細献立表」を希望する保護者に配布しています。 

 ・卵や乳製品などについては、１日の献立の中で使用が重ならないようにしています。  

 ・竹輪，かまぼこ，ロースハムなどは，卵白抜きを使用しています。  

 ・給食で使用する揚げ油・サラダ油は，菜種油を使用しています。  

（揚げ油は，新油でない場合もあります。）  

 ・アレルギー対応用に調理器具の使い分けはしておりません。  

 ・生卵，そば，落花生は献立に使用しません。また，鶏卵は十分に加熱しています。 

 

 き  り  と  り  
 

学校給食における除去食の対応事前申告書 
 
    医師の診断に基づき食物アレルギーであることが確認されていますので，下記の  

食材料について除去食の対応をお願いします。 
 
・鶏卵（うずら卵は除く） ・マヨネーズ  ・ごま ・ごま油 ・大麦（白ご飯対応）  

 
  福岡市立愛宕浜小学校 様 
                        児 童 氏 名                   
 
                         保護者氏名          
  令和 ３年  月  日 

 



福岡市立小学校の学校給食費について 
 

福岡市教育委員会 

福岡市立愛宕浜小学校 

 

福岡市では，学校給食法に基づき，教育の一環として，児童・生徒の心身の健全な発達と食に関する

正しい理解や適切な判断力を養うために，学校給食を実施しています。 

 

１．給食費について 

米飯・パン・牛乳及びおかず等の食材料費相当額を，給食費として保護者の皆様にご負担いただい

ています。 

給食実施のための施設・設備の経費や光熱水費，人件費等は市費（税金等）で負担します。 

 

２．給食費の額および納付月 

○ 給食費  月額 ４，２００円 （１食あたり ２４３．１５円） 

○ 納付月  ４月から３月まで（８月を除く）の１１か月〈８月は０円〉 

 

３．給食費の納付方法 

口座振替が原則です。 

５月中旬（予定）に教育委員会からご自宅に送付する「給食費額決定通知書」に同封の「福岡市 

学校給食費及び学校徴収金口座振替依頼書」と納付書により，次のとおり手続きをお願いします。 

（１）口座振替で納付する場合 

「福岡市学校給食費及び学校徴収金口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印のうえ，取扱金融

機関（裏面参照）へ提出してください。手続きの際に，通帳・キャッシュカード等の提示を求められる場

合があります。 

口座振替の手続きが終了しましたら，「口座振替開始のお知らせ」をお送りします。お手続きには約

１か月程度期間を要しますので，口座振替開始月（「口座振替開始のお知らせ」に記載しています）の

前月分までは納付書での納付をお願いします。 

※ 一度口座振替の手続きをされると，中学校（特別支援学校高等部）卒業まで継続します。 

※ 口座振替のお申し込みは、お子様お一人ごとにそれぞれ必要です。 

※ 令和３年度よりインターネットでの口座振替受付を導入予定です。 

対象金融機関（銀行）・・・・福岡，西日本シティ，佐賀，筑邦，十八親和，北九州，宮崎，広島， 

伊予，百十四，鹿児島，肥後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度新入生説明会資料 

＊ 振替日 ······ 毎月末日です（ただし，４月分は５月末日，１２月分は２８日。８月は振替なし）。 

残高不足等により振替ができなかった場合は，翌月の１５日に再振替をします。 

振替日および再振替日の当日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。 

※ 新１年生の口座振替は，早くても６月分から開始の予定です。 

４・５月分は納付書での納付をお願いします。 

＊ 振替対象 ··· 給食費と学校徴収金（教材費等）があわせて振り替えられます。 

※ 学校徴収金の振替月及び金額は，別途，年度初めに学校から連絡します。 

※ 学校徴収金の納入方法を口座振替（自動払込）に指定していない学校は，給食費のみの

振替です。 

＊ 通帳の記載 ·· 「ｶﾞｯｺｳｷｭｳｼｮｸﾋﾄｳ」，「ｷｭｳｼｮｸﾋﾄｳ」または「学校給食費等」と記載されます。 

※ 生活保護や就学援助の受給中または就学援助の申請中等で，学校徴収金のみの振替

の場合も，同様に記載されます。 

◇ 給食費の振替について 
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口座振替取扱金融機関 

銀行 福岡，西日本シティ，福岡中央，新生， 

佐賀，筑邦，十八親和，北九州，宮崎， 

広島，伊予，百十四，鹿児島，肥後， 

佐賀共栄，豊和，熊本，宮崎太陽， 

南日本，西京，東京スター， 

三井住友，三菱 UFJ，りそな，みずほ 

信託銀行 三井住友，みずほ，三菱 UFJ 

金庫 九州労働，福岡信用，飯塚信用， 

遠賀信用，福岡ひびき信用 

信用組合 福岡県 

農協 福岡市，福岡市東部 

ゆうちょ銀行（郵便局） 漁協 福岡県信用漁業協同組合連合会 

（２）納付書で納付する場合 

納付書裏面に記載されている収納機関の窓口で納付してください。 

※ 上記「口座振替取扱金融機関」は全て含まれます。ただし，ゆうちょ銀行及び郵便局について

は，九州（沖縄県を除く）の店舗のみとなります。 

 

 

 

 

４．食物アレルギー等による給食費の減額について 

食物アレルギー等により，「牛乳」「米飯」「パン」「おかず」の４区分のうち，いずれか，または複数の区

分を食べることができないときは，その区分の給食を停止し，給食費を減額することができますので，学

校へご相談ください。ただし，おかずの一部のみを食べない場合は減額となりません。 

 

５．その他 

① 学校行事，学級閉鎖（インフルエンザ等），災害等により給食が中止になった場合や学校給食の

運営上の都合により給食が基準の１９０回を超えて実施された場合は，３月分（市外転出等により年

度中途に給食を終了した場合はその終了した月）の給食費を調整します。 

② 年度中途で転校される場合，または病気などで長期欠席をされる場合は，給食停止の３日前（土・

日・祝日除く）までに学校へご連絡ください。なお，転出後であっても，食材が発注された分の給食

費は請求いたします。 

③ 生活保護もしくは就学援助を受給されている場合は，原則，各制度から給食費が振替えられます

ので，保護者の方は納付する必要がありません。また，就学援助申請中は給食費の請求を保留い

たします。 

※ 生活保護もしくは就学援助の受給中または就学援助の申請中で，口座振替の手続きをした場

合は，学校徴収金のみが振替えられます。（学校徴収金の納付方法を口座振替に指定していな

い学校は，振替はありません。） 

なお，５月中旬に送付予定の「給食費額決定通知書」は，生活保護・就学援助を受給している方

や就学援助を申請中の方にも送付します。 

④ 給食費の収納・徴収事務は，家庭環境調査票等で学校にお届けされた情報に基づいて行いま

す。お子さまや保護者の方のお名前，ご住所，ご連絡先，食物アレルギー，給食停止等に変更や誤

りがあるときは学校へご連絡ください。 

 

６．問い合わせ先 

手続き等でご不明な点は，下記へお問い合わせください。 

○ 給食費に関すること 教育委員会健康教育課 TEL 092-711-4643 

○ 学校徴収金に関すること 

○ 給食に関すること 

（アレルギー，給食停止，転出等のご連絡） 

愛宕浜小学校 TEL 092-885‐0910 

○ 就学援助に関すること 教育委員会教育支援課 TEL 092-711-4693 

○ 生活保護に関すること 各区保健福祉センター  
 

納期限までに給食費の納付がない場合は，延滞金が発生します。 

給食費の納付は，便利で確実な口座振替をぜひご利用ください。 
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学校給食費 Ｑ＆Ａ 【令和２年 10月】 

 

【口座振替手続きについて】 

 

原則として，手続きした翌月の給食費から口座振替できます。実際の振替開始月は，手続き

完了後に福岡市(教育委員会)からご自宅へ送付する「口座振替開始のお知らせ」に記載のある「口

座振替開始月」をご確認ください。 

目安として，５月２１日頃までにお手続きいただいた場合，６月分の給食費からの振替開始

となります。 

また，口座振替のお手続きは６月以降もできますが，できるだけ早い時期に手続きをお願い

します。 

なお，口座振替の開始月より前の給食費については，納付書で納付をお願いします。 

(口座振替開始は早くても６月分からとなりますので，少なくとも４・５月分は納付書での納

付が必要です。) 

 

※ 金融機関によっては，内部規定の日付を過ぎて手続きした場合，６月からの振替開始ができ

ないと言われる場合があります。健康教育課での登録処理が間に合う状態であれば，できる

だけ保護者の方のご希望月で登録しますので，保護者から学校に問い合わせがあった場合は，

金融機関での手続きの際に，窓口から健康教育課に連絡するようお伝えください。 

※ 手続きの際に，窓口で通帳・キャッシュカード等の提示を求められる場合があります。 

 

 

就学援助・生活保護等により給食費納付の必要がない保護者の方にも，学校徴収金の口

座振替登録のため，給食費額決定通知書（５月中旬送付予定）に口座振替依頼書を同封し

ますので，登録の手続きをお願いします。 

 

※ 学校徴収金のみの振替の場合も，通帳には「ガッコウキュウショクヒトウ」，「キュウショ

クヒトウ」または「学校給食費等」と記載されます。 

 

 

学校徴収金を口座振替にしている学校では，給食費と学校徴収金をあわせて口座振替し

ますので，口座の残高は給食費と学校徴収金の合計額以上であることが必要です。 

なお，給食費の額は福岡市（教育委員会）から送付する「給食費額決定（変更）通知書」を，

学校徴収金の額は学校からのお知らせを，それぞれ確認してください。 

 

 

Q１ ５月に口座振替の手続きをすると，いつから口座振替が開始になるのですか。 

  また，５月中に手続きできなかった場合は，どうしたらいいですか？ 

 

Q２ 就学援助・生活保護受給中等で給食費の納付が必要ない場合でも，口座振替の手続きが必

要ですか？ 

 

Q３ 口座振替の手続きをした場合は，給食費分の金額を口座に入金すればいいのですか。 

学校資料 
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【月末の振替ができなかった場合】 

残高不足等により月末の口座振替ができなかった場合は，再振替を行います。 

福岡市（教育委員会）よりご自宅に，給食費と学校徴収金の額を記載した「福岡市学校給

食費及び学校徴収金口座振替の再振替のお知らせ」を送付いたします。 

学校給食費と学校徴収金の合計額が再振替されますので，再振替日の前日までにご入金をお願

いします。 

なお，再振替日は翌月の１５日（当日が土・日・祝日の場合は翌営業日）です。 

 

※  再振替前に学校で学校徴収金を納付されても再振替を中止することはできませんので，ご注

意ください。 

※  就学援助・生活保護受給中等で給食費の納付が必要ない場合でも学校徴収金の振替がある場

合は福岡市（教育委員会）より再振替のお知らせを送付いたします。 

 

【再振替もできなかった場合】 

福岡市（教育委員会）から給食費の督促状が送付されますので，督促状に添付されている

納付書で，納付書裏面に記載のある取扱金融機関の窓口にて納付してください。 

また，学校徴収金（口座振替にしている学校の場合）は，学校から連絡いたしますので，

直接学校へお支払いください。 

 

 

ゆうちょ銀行も利用できます。 

 

※ 表紙が水色の「福岡市学校給食費及び学校徴収金口座振替依頼書（自動払込利用申込書兼廃

止届書）」を窓口にご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q４ 口座振替（月末），再振替ができなかった場合はどうなりますか。 

Q５ 口座振替で「ゆうちょ銀行」は利用できますか。 
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【アレルギー関係について】 

 

原則として，毎年度はじめに医師の診断証明を受けた学校生活管理指導表の提出が必要です
ので，学校へご相談ください。 

 

※ 医師の診断証明には文書料が必要ですので，その旨もお伝えください。 

 

 

アレルギー等で下記の減額区分のいずれか，または複数の区分を食べることができない場合

は，保護者が学校生活管理指導表を提出すれば減額ができます。 

なお，献立により日によってはおかずを食べることができる場合などのように，区分の一部

を食べることができる場合には，減額にはなりません。 

 

■アレルギー等による給食費の減額区分（令和２年度単価表） 

（令和３年度の減額単価は，決定後に別途お知らせいたします。） 

（１）小学校，特別支援学校小学部 

区 分 給食費月額 減額単価（月額） 減額後の給食費（月額） 

牛  乳 

４，２００円 

８９４円 ３，３０６円 

米  飯 ６５３円 ３，５４７円 

パ  ン ４３６円 ３，７６４円 

お か ず ２，２１７円 １，９８３円 

（２）中学校，特別支援学校中学部及び高等部 

区 分 給食費月額 減額単価（月額） 減額後の給食費（月額） 

牛  乳 

５，０００円 

９２５円 ４，０７５円 

米  飯 ７４３円 ４，２５７円 

パ  ン ４９６円 ４，５０４円 

お か ず ２，８３６円 ２，１６４円 

（３）離島（能古・玄界・小呂）・舞鶴・住吉中学校 （自校調理中学校） 

区 分 給食費月額 減額単価（月額） 減額後の給食費（月額） 

牛  乳 

５，０００円 

９２５円 ４，０７５円 

米  飯 ７４２円 ４，２５８円 

パ  ン ４９４円 ４，５０６円 

お か ず ２，８３９円 ２，１６１円 

 

Q７ アレルギー等で給食を一部食べることができない場合は，給食費は減額になるのですか。（全 

校対象） 

Q６ 給食でアレルギー除去食等を希望する場合，どのような書類を提出する必要がありますか。 

（小学校・離島中・舞鶴中・住吉中・第１給食センター・第２給食センター・第３給食センター対象校

のみ対象） 
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