
事務連絡  

令和４年４月 28 日  

 

各栄養教諭・学校栄養職員 様 

 

公益財団法人熊本県学校給食会    

 

熊本県学校給食栄養管理システム導入に係る連絡事項について（連絡） 

平素より、本会の事業へご理解とご協力を賜りまして心より感謝申し上げます。 

さて、令和 4 年 3 月２８，２９日に実施しました「熊本県学校給食栄養管理シス

テム 講習会」にて、ご連絡しました学校コードや食品コード等について、別紙１，

２のとおりご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

公益財団法人熊本県学校給食会 
担当：吉村（総務課） 

TEL：096-357-1212 FAX：096-357-1216 

E-mail：k-yoshimura@k-ken9.sakura.ne.jp 



＜別紙１＞ 

○学校コードについて 

  別紙 2 のとおりとなります。ご確認をお願いいたします。 

 

○本会以外の食品 食品コードについて 

  システム内での「食品コード」は重複が許されず、また同じ番号のものはデー

タ更新で上書きが発生します。したがって、本会以外の物資に関しましては番号

が重複しないようにご注意ください。 

  なお、本会物資の「食品コード」は「八訂食品群コード５桁＋２桁」の 2 桁に

ついて下記のルールを設けています。（例：○○○○○△□の△□部分） 

 ２桁（△） １桁（□） 

一般物資 ０，１ ０～９，A～Z 

基本物資 

精米 ０，１ ０～９，A～Z 

※ ２ ０～９，A～Z 

委託炊飯 ３～４ ０～９，A～Z 

パン ０～2 ０～９，A～Z 

牛乳 ０，１ ０～９，A～Z 

※⇒委託炊飯と重複する基本物資や一般物資。（アルファ化赤飯等） 

 

 上記のルールに関しまして、ご心配な方は 

「本会以外の物資は、△の桁に５～９または A～Z」 

をご使用いただければ問題ありません。 

 



ひのくに高等支援学校 54010 宇城市給食センター 40107

鏡わかあゆ高等支援学校 54027 小川中学校 20104

黒石原支援学校 54012 三角中学校 20101

湧心館高等学校 53004 阿蘇学校給食センター 40502

麦島学校給食センター 40701 波野学校給食センター 40508

南部学校給食センター 40704 合志市立学校給食センター 40402

西部学校給食センター 40711 西合志南小学校 10419

中部学校給食センター 40714 西合志中央小学校 10420

代陽小学校 10701 西合志東小学校 10422

千丁学校給食センター 40706 西合志南中学校 20409

東陽学校給食センター 40708 合志楓の森小学校 10432

鏡中学校 20706 砥用中学校 20105

人吉市 人吉市学校給食センター 40801 中央中学校 20106

荒尾市 荒尾市立学校給食センター 40201 玉東町 玉東町学校給食共同調理場 40225

水俣市 水俣市学校給食センター 40751 和水町学校給食菊水共同調理場 40209

玉名中央学校給食センター 40222 三加和中学校 40224

岱明学校給食センター 40206 南関町 南関町学校給食センター 40204

天水学校給食センター 40207 大津町 大津町学校給食センター 40401

玉名町小学校 10201 菊陽中部小学校 10414

横島小学校 10202 武蔵ヶ丘小学校 10417

本渡学校給食センター 40901 菊陽西小学校 10416

牛深学校給食センター 40902 菊陽中学校 10414

御所浦学校給食センター 40911 武蔵ヶ丘中学校 20407

栖本学校給食センター 40924 南小国町 南小国町学校給食センター 40505

五和学校給食センター 40915 小国町 小国町学校給食センター 40503

新和学校給食センター 40914 産山村 産山村学校給食調理場 40506

天草学校給食センター 40917 高森東学園義務教育学校給食共同調理場 40511

鹿北小学校 10321 高森中央小学校給食共同調理場 40512

菊鹿給食センター 40301 白水学校給食センター 40507

山鹿小学校 10301 南阿蘇中学校給食センター 40514

山鹿中学校 20301 西原村 山西小学校 10514

米野岳中学校 20304 御船町 御船町学校給食センター 40604

鹿本給食センター 40303 嘉島町 嘉島町学校給食センター 40602

菊池地区学校給食共同調理場 40410 益城町 益城町学校給食センター 40603

七城学校給食センター 40408 甲佐町 甲佐町学校給食センター 40601

泗水学校給食センター 40404 清和小学校 10620

旭志小学校 10411 矢部中学校 20603

宇土市 宇土市学校給食センター 40101 氷川町 氷川町学校給食共同調理場 40709

維和共同調理場 40907 氷川町及び八代市中学校組合 氷川中学校 20708

上共同調理場 10943 芦北町 芦北町学校給食センター 40757

湯島共同調理場 40925 津奈木町 津奈木町学校給食センター 40755

阿村小学校 10904 錦町 錦町学校給食センター 40818

今津共同調理場 40927 あさぎり町 あさぎり町学校給食センター 40830

姫戸共同調理場 40928 多良木町 多良木町学校給食センター 40802

龍ヶ岳共同調理場 40965 湯前町 湯前町学校給食共同調理場 40803

大矢野中学校 20908 水上村 水上村学校給食センター 40809

相良村 相良村学校給食共同調理場 40813

五木村 五木東調理場 10818

山江村 山田小学校 10808

球磨村 球磨村学校給食共同調理場 40825

苓北町 苓北町学校給食共同調理場 40920
国立大学法人熊本大学小学校 熊本大学教育学部附属小学校 10065

＜別紙２＞熊本県学校給食栄養管理システム　学校コード一覧（敬称略）

熊本県
宇城市

阿蘇市

八代市 合志市

美里町

菊池市

山都町

上天草市

和水町

玉名市

菊陽町

高森町

山鹿市

南阿蘇村

天草市


