
精　米

富山県産

コシヒカリ

加工米

富山県産コシヒカリ

内

　一般物資
平成２４年度 平成２３年度

　　　パン、炊飯、めんの委託加工工場（施設）の選定を適正円滑に行う。

　　③富山県学校給食用物資委託加工工場（施設）審査委員会の開催

増減数

常温物資

冷凍物資

冷蔵物資 △５

３，６００ｋｇ ３，７００ｋｇ △１００ｋｇ △２．７８

２５

（給食会開発製品）

（地産地消商品）

３７，１１８ｋｇ ３．６６

　　パ　　ン

　　　牛乳２００ｃｃ（県産） １８，５６２，０００本 １８，４６７，０００本

－１－

２９０規格 ０

６

７０規格 ７５規格

７５規格

平成２４年度　事　業　計　画　書　

６２６，０００食
６．５３

（８７７，０００ｋｇ） （８３０，０００ｋｇ） （４７，０００ｋｇ）

自校炊飯 １５０，０００ｋｇ １６０，０００ｋｇ

予定数量
増△減 増減率（％）

委託炊飯
１０，２０６，０００食 ９，５８０，０００食

△１０，０００ｋｇ △６．６７

５，０００，０００食 ５，７００，０００食 △７００，０００食 △１４．００

　　米　　穀 １，０５０，４００ｋｇ １，０１３，２８２ｋｇ

△１０，０００ｋｇ

２，０００ｋｇ ３２８ｋｇ

Ⅰ 事　業

　（１）学校給食用物資の安定供給

　　①基本物資供給数量

　　基本物資供給数量については児童・生徒数の動向及び物資供給実績等を勘案し次のように計画する。

基本物資名
平成２４年度供給 平成２３年度供給

予定数量

　１ 学校給食用物資の安定供給・安全の確保に関する事業

　実・食育推進の支援を図る。

　　学校給食の用に供する食品、その他の物資を適正円滑に供給し、あわせて学校給食の普及充

アルファー化米（赤飯）

米　　　粉 ２３，０００ｋｇ ２３，０００ｋｇ ０ｋｇ

６００ｋｇ

０

４６０規格 ４３５規格

　　　　め　　ん

ソフトめん
４２０，０００食 ４４５，０００食 △２５，０００食

△６．００

２９０規格

４３，６００ｋｇ

６０９．７５

△１．３３

（３８，０００ｋｇ） （４０，０００ｋｇ）

ゆでめん

乾めん

６９規格

１２規格 １２規格

４００ｋｇ ２８２ｋｇ １１８ｋｇ ４１．８４

９５，０００本 ０．５１

８２０規格 ８００規格 ２０

　　②一般物資の取り扱い

調理用脱脂粉乳 ３，０００ｋｇ ２，４００ｋｇ

１，６７２ｋｇ

４３，０２８ｋｇ ５７２ｋｇ

２５．００

０



品質、鮮度検査 精米、小麦粉 日本穀物検定協会

　　学校栄養教諭、学校栄養職員、調理員による地場産物等を使用した学校給食の調理を行う。

　　　指定期間：３年間（平成２５年度～２７年度）

　　　学校給食用牛乳の供給価格及び供給事業者の決定を行う。

　　③ 委託加工工場の巡回調査

　　　対象　委託加工工場等の責任者等約１００名

△1.71

2 536 537 △ 1 △0.19

294 89,973 90,595 △ 622 △0.69

　（２）学校給食用物資の安全確保

　　①学校給食用精米、小麦粉の品質等検査

検査項目 対象品目 検査機関

　２ 学校給食の普及充実・食育推進の支援事業

　　⑤給食会開発製品委託製造工場の巡回調査

日本穀物検定協会

　　② 衛生管理講習会の開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月下旬

　　　炊飯１１工場、パン１１工場、めん委託加工工場１１工場を巡回調査し、衛生管理指導を行う。

　　④ 委託加工工場の衛生管理調査　

（県教委　平成２３年度学校給食関係の手引　等より）

（参　　考）

平成２３年度 平成２２年度
増△減（人） 増減率（％）

児童・生徒数 対象人員

197 58,679

52

59,339 △1.11

81 29,702 29,650

△ 660

　学校給食の実施状況 （平成２３年５月１日現在）

区　分

小　　学　　校

　　④学校給食用牛乳に係る県知事の指定団体業務

学校給食

実施校

76 72 4 5.56

中　　学　　校

高  等  学  校

特別支援学校

国　立　学　校

計

10

　　⑤市場動向調査

　　　パン等の価格等調査を行う。

　　⑥牛乳及びパンの抜き取り調査

残留農薬検査 精米

0.18

4

－２－

　　　専門衛生管理業者委託により実施　　３工場程度

　（１） お父さんお母さんの給食教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０月

　　　保護者等を対象に、学校給食に対する正しい認識を深めとともに、地場産物を利用した米飯等

　　学校給食の献立による調理実習を行う。

　（２） 学校給食調理発表会　共催（県教委主催）　　　　　　　　　　　　　　　８月

　　　調理技術の研鑽と意欲の高揚を図り、学校給食の食事内容の充実向上と多様化を目指すため

980 997 △ 17

　　　



１５　　　評　　議　　員

－３－

　　　役　　員

理　事

監　事

会長１名、副会長４名、常務理事１名（事務局長兼務）

平成２３年度事業報告書及び経理の決算について

監　査　内　容

平成２５年度事業計画及び予算等について

定款の変更案等について（公益法人移行関係）

平成２３年度事業報告及び決算等について

議　事　事　項

　１ 会議の開催

　（２）評議員会

県民会館 平成２５年度事業計画及び予算等について

２ 役員、職員数

区　　　分 人員 内　　　　　容

回　　数

平成２４年度第1回

平成２４年度第２回

平成２４年度第３回

平成２４年度第1回

回　　数

回　　数

平成２４年度第1回

平成２４年度第２回

平成２４年度第３回

　（６） 学校給食優良学校等の表彰　（県教委表彰に併せ実施）　　　　　　　　　　１月

   

　　　学校給食充実と食育の推進を図るため、先進的な実践校の発表や専門的な立場からの指導

　　会に助成する。

　　　冷凍食品等を安全に保管するための冷凍保管庫等を学校給食実施校等に交付する。

　　講話をとおして見識を深め、教職員の質の向上を図るとともに、各校の実践に生かす。

　（１）理事会

　（７） 施設、各種機材等の貸出

　　　① 富山県学校給食会館の施設（会議室等）

　　　② 検査器具（細菌検査用簡易ふらん器、ATPふき取り検査器）　　　

　　　③ビデオテープ（給食指導用、食育推進、衛生管理、商品知識等）

定款の変更案等について（公益法人移行関係）

　　　学校給食の研究活動を実施している団体（郡市等学校給食研究会１４団体及び学校栄養職員研究

開催場所

平成２４年４月 県民会館

　（４） 学校給食研究助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　職　　　　　員 ８ 嘱託４名含む

　　　学校給食の振興発展に貢献した団体や個人を表彰する。

　（３）監事会

人

１５

３

Ⅱ 業務運営

平成２４年５月 県民会館

平成２５年３月 県民会館

平成２５年３月 県民会館

開催年月日 開催場所

開催年月日

県民会館

平成２５年３月

　（３） 富山県学校給食研究協議会　共催（県教委主催）　　　　　　　　　　　１１月

　（５） 冷凍保管庫等交付事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０台程度

開催年月日 開催場所 議　事　事　項

平成２４年５月 県民会館 平成２３年度事業報告及び決算等について

平成２４年６月


