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平成２８年度　事　業　計　画　書　

　　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２８年度供給 平成２７年度供給

増△減 増減率（％）
予定数量 予定数量

Ⅰ 事　業

　　県内の学校給食を実施する学校に対して、学校給食の用に供する食品、その他の物資の安定

 供給安全の確保を行うとともに、学校給食の普及充実及び食育の推進を支援する。

　１ 学校給食用物資の安定供給・安全の確保に関する事業

　（１）学校給食用物資の安定供給

　　①基本物資供給数量

△９５千食 △２．１１

　　米　　穀

　　パ　　ン ４，４００千食 ４，４９５千食

委託炊飯
１０，２７０千食 １０，３２０千食 △５０千食 △０．４８

（８３７千ｋｇ） （８４１千ｋｇ） （△４千ｋｇ） （△０．４８）

９６０千ｋｇ ９７１千ｋｇ △１１千ｋｇ △１．００

自校炊飯 １２３千ｋｇ １３０千ｋｇ △７千ｋｇ △５．３８

パン用 ２4千ｋｇ ２４千ｋｇ 0 ０

調理用 ２．２千ｋｇ ２．２千ｋｇ 千ｋｇ ０

アルファー化米（赤飯） ０．２千ｋｇ ０．２千ｋｇ 千ｋｇ ０

調理用脱脂粉乳 ２．０千ｋｇ ２．１千ｋｇ △０．１千ｋｇ △１．４８

　　　　め　　ん ４１．４千ｋｇ ４１．８千ｋｇ △０．４千ｋｇ △０．９７

ソフトめん
４０４千食 ４１０千食 △６千食 △１．４６

（３７千ｋｇ） （３７．５千ｋｇ） （△０．５千ｋｇ） （△１．３３）

　　　牛乳２００ｃｃ（県産） １７，４００千本 １７，６９０千本 △２９０千本 △１．６４

　　②一般物資の取り扱い

ゆでめん １．４千ｋｇ １．２千ｋｇ ０．２千ｋｇ １６．６７

乾めん ３千ｋｇ ３．１千ｋｇ △０．１千ｋｇ △３．２３

常温物資 ２９０規格 ２９０規格

　一般物資
平成２８年度 平成２７年度 増減数

８００規格 ８００規格

冷凍物資 ４５０規格 ４５０規格

冷蔵物資 ６０規格 ６０規格

－１－

内
（給食会開発製品） １０規格 １０規格

（地産地消商品） ８０規格 ８０規格



　　③学校給食用牛乳に係る県知事の指定団体業務

　　　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。

　　④市場動向調査

　　　パン等の価格等調査を行う。

実施校 対象人員 対象人員

小　　学　　校 192 53,642 54,718

（参　　考）

　学校給食の実施状況 （平成２7年５月１日現在）

区　分
学校給食 平成２7年度 平成２６年度

増△減（人） 増減率（％）

夜間定時制高校 4 54 49 5 10.20

△ 1076 △0.20

中　　学　　校 81 28,919 29,464 △ 545 △0.18

国　立　学　校 2 506 506 0 0

特別支援学校 11 1,007 1,020 △ 13 △0.17

（県教委　平成２７年度学校給食関係の手引　等より）

　（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

計 290 84,128 85,757 △ 1629 △0.19

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

　　　対象　委託加工工場等の責任者等約８０名

　　③ 委託加工工場等の巡回調査

　　　炊飯１０工場、パン１０工場、めん工場８工場、米とう精３工場、牛乳処理業者９工場、乾麺１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　

品質、鮮度検査 精米、小麦粉 日本穀物検定協会

残留農薬検査 精米 日本穀物検定協会

　（２） 学校給食調理発表会　共催（県教育委員会主催）　　　　　　　　　　　　　　　　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、

　　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。

　（３） 富山県学校給食研究協議会　共催（県教育委員会主催）　　　　　　　　　　　１１月

　　　学校給食の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

－２－

　　　専門衛生管理業者委託により実施　　３工場程度

　　⑤給食会開発製品委託製造工場の巡回調査

　２ 学校給食の普及充実・食育推進の支援事業

　（１） お父さんお母さんの給食教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１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るとともに、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。



　（６） 学校給食優良学校等の表彰　（県教育委員会表彰に併せ実施）　　　　　　　　　１月

　　　学校給食の振興発展に貢献した団体や個人を表彰する。

　（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）　　　

　　　③DVD等（給食指導用、食育推進、衛生管理、商品知識等）

　　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。

　（４） 学校給食研究助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　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団体及び栄養教諭・学校栄

　　養職員研究会に助成する。

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

　　　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。

平成２８年度第1回 平成２８年５月 県民会館 平成２７年度事業報告及び収支決算等について

平成２８年度第２回 平成２９年２月 県民会館 平成２９年度事業計画及び収支予算等について

  （８） 会報等の発行

Ⅱ 業務運営

　１ 会議の開催

　（１）理事会

回　　数 開催年月日 開催場所 議　事　事　項

　（２）評議員会

回　　数 開催年月日 開催場所 議　事　事　項

平成２８年度第1回 平成２８年６月 県民会館 平成２７年度事業報告及び収支決算等について

平成２８年度第２回 平成２９年３月 県民会館 平成２９年度事業計画及び収支予算等について

　（３）監事会

回　　数 開催年月日 開催場所 監　査　内　容

　　　役　　員 人
会長１名、常務理事１名（事務局長兼務）

理　事 ９

監　事 ２

平成２８年度第1回 平成２８年５月 県民会館 平成２７年度事業報告及び収支決算について

２ 役員、職員数

区　　　分 人員 内　　　　　容

－３－

　　　評　　議　　員 ９

　　　職　　　　　員 ７ 嘱託２名含む



会　長 事務局長

（代表理事） （常務理事兼務）

－４－

３ その他

　　《　事務組織図　》

常務理事

（業務執行理事）

　総務課 ２名

　物資課 ４名

（１）全国学校給食会連合会（全給連）主催研修会等への参加

　公益財団法人運営研修会、事務局長課長クラスセミナー、実務（経理）担当者研修会　外

（２）東海・北陸ブロック学校給食会会議参加

（３）諸会議等への参加

　学校給食ブロック別研究協議会（東海・北陸・近畿）、全給連定期総会　外

（４）ホームページの運営


