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富山県産

コシヒカリ

富山県産

コシヒカリ

　牛乳は、納入業者（９業者）より供給。パン、めんのキログラムについては小麦粉数量

－１－

※パン、ご飯、めんは、委託加工業者（パン９工場、炊飯９工場、めん６工場）より供給。

乾めん ２，４８５ｋｇ ３，２９２ｋｇ △８０７ｋｇ △２４．５１

　　　牛乳２００ｃｃ（県産） １６，６２８，０９７本 １７，０２７，８９０本 △３９９，７９３本 △２．３５

ゆでめん １，０２１ｋｇ １，２５９ｋｇ △２３８ｋｇ △１８．９０

基本物資供給金額 １，５２３，２７９千円 １，５１７，９７４千円 ５，３０５千円 ０．３５

　　　　め　　ん ３８，４８８ｋｇ ４０，３７７ｋｇ △１，８８９ｋｇ △４．６８

ソフトめん
３８５，１２１食 ３９５，２１６食 △１０，０９５食 △２．５５

（３４，９８２ｋｇ） （３５，８２６ｋｇ） （△８４４ｋｇ） △２．３６

アルファー化米（赤飯） ５１４ｋｇ ２１０ｋｇ ３０４ｋｇ １４４．７６

脱脂粉乳（調理用） ２，１５８ｋｇ ２，００９ｋｇ １４９ｋｇ ７．４２

米
　
穀
　
関
　
係

精　米
９２９，１１０ｋｇ ９５７，００２ｋｇ △２７，８９２kg △２．９１

米粉（パン用） ２４，９０７ｋｇ ２５，２９６ｋｇ △３８９ｋｇ △１．５３

米粉（調理用） ２，３５８ｋｇ ２，０６７ｋｇ ２９１ｋｇ １４．０８

△１．７４

ご飯（委託炊飯）
９，９３８，３６７食 １０，２０２，２５３食 △２６３，８８６食 △２．５９

（８０３，８４０ｋｇ） （８２９，５１２ｋｇ） （△２５，６７２ｋｇ） △３．０９

精米（自校炊飯） １２５，２７０ｋｇ １２７，４９０ｋｇ △２，２２０ｋｇ

　　パ　　ン
４，２９０，７８２食 ４，３０６，４４３食 △１５，６６１食 △０．３６

（２２１，７２７ｋｇ） （２２０，９３７ｋｇ） （７９０ｋｇ） ０．３６

　（１）学校給食用物資の安定供給

　　①基本物資（パン、精米・ご飯、牛乳等）の供給数量及び供給金額は、次のとおりでした。

基本物資名
平成２９年度 平成２８年度

増△減 増減率（％）
供給数量 供給数量

平　成　２９　年　度　事　業　報　告　書

Ⅰ 事　業

    富山県内の学校給食を実施する全ての学校（２８４校、対象児童・生徒数８０，５１１人）に

 対し、学校給食の用に供する食品、その他の物資(学校給食用物資）を適正円滑に供給する

 とともに、 学校給食の普及充実や食育推進の支援事業を実施しました。

　１ 学校給食用物資の安定供給・安全の確保に関する事業



－２ー

品質、鮮度検査 精米、小麦粉 日本穀物検定協会 毎月１回

残留農薬検査 精米 日本穀物検定協会 １２月

　     者）を決定（平成３０年２月）しました。

　（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を行いました。

検査項目 対象品目 検査機関 実施状況

　【主な取扱い地産地消品目】（供給金額順）

　　 りんごヨーグルト、ハンバーグ、ふくらぎ切身、プレーンヨーグルト、米粉入りギョウザフライ、

　   白えび入りかき揚げ、元気コロッケ、コロッケ、いわし梅煮、生クリーム

    （注）ハンバーグ、コロッケは給食会（栄養管理委員会）開発製品

　　③学校給食用牛乳に係る県知事の指定業務

　　   富山県の協力を得て平成３０年度の学校給食用牛乳の供給価格及び供給事業者（８業

　 ※ 一般物資については、民間の食材供給業者と共に入札等に参加し供給しています。また、

　　おさかな普及協議会等と連携し、地場産の水産物を供給しました。農畜産物を活用し、地産

　　地消製品として供給しました。

　【主な取扱い品目】（供給金額順）

　   輸入牛肉、 サバ銀紙焼き、わかさぎフリッター、食用油、救給カレー、いわし生姜煮、

　   りんごヨーグルト、ハンバーグ、（冷）みかん

内
給食会開発製品 ６品目 ６品目 0

地産地消製品 ５８品目 ５８品目 0

冷凍物資（冷凍食品、輸入牛肉等） ４２６品目 ４３０品目 △4

冷蔵物資（納豆、ヨーグルト等） ６８品目 ７４品目 △6

６５２品目 ６６９品目 △１７

常温物資（乾物、缶詰、調味料等） １５８品目 １６５品目 △７

３４，４５８千円 １２．３３

　　取扱い品目数 平成２９年度 平成２８年度 増減数

　　②一般物資（冷凍食品、地産地消商品等）の取り扱い金額等は次のとおりです。

一般物資供給金額
平成２９年度 平成２８年度 増△減 増減率（％）

３１３，８６１千円 ２７９，４０３千円



　　　　【場　 所】　　高岡市ふれあい福祉センター２階調理実習室

　　　　【参加者】　　高岡市のお父さんお母さん等３０名

　　　　【講師等】　　富山県教育委員会保健体育課食育安全班長　林　 嘉子

　　　　　　　　　　　 演題「富山県の学校給食における現状について」

　　　　　　　　　　　　高岡市立木津小学校 牧学校栄養職員による調理実習の運営・指導助言

－３－

　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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　 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いました。

　　　　【開催日】　　平成２９年１０月１日（日）

　　     　炊飯工場９工場、パン工場９工場、めん工場６工場等を巡回調査（製造ラインに異物

　　    混入となる物が無いか等、衛生管理指導）を４月～７月に実施しました。

　　 ④委託加工工場の衛生管理委託調査　

　　　　　衛生管理専門業者（株式会社アルプ）に委託し、委託製パン加工工場３工場、委託炊

　 　　炊飯加工工場を１工場、９月～１０月に調査し指導しました。（サニテーションチェック項目　

　 　　施設設備、従事者等４分野１００項目等）

　　　　【参加者】　　委託加工工場代表者、製造担当者等６５名

　　　　【講師等】　　富山県厚生部生活衛生課食品乳肉係　主任　保科瑛子

　　　　　　　　　　　　演題「食品の取り扱いについて」

　　　　　　　　　　　　サラヤ株式会社食品衛生サポート部係長　浴村友香里

　　　　　　　　　　　　演題「異物混入、ノロウィルスについて」

   　③ 委託加工工場の巡回調査

　　② 衛生管理講習会の開催　　　　　　　

　　　　委託加工工場の代表者、製造担当者等を対象に、異物混入防止等を内容として衛生管理

　　　講習会を開催しました。

　　　　【開催日】　　平成２９年７月２５日（火）

　　　　【場　 所】　　県民会館４０１号室



　（７）施設等の貸出

　　　① 富山県学校給食会館の施設（会議室等）　延４団体、７回

　　　②ＡＴＰふきとり検査機（試薬提供）

　　　③ＤＶＤ等（給食指導用、食育推進、衛生管理、商品知識等）

－４－

　　　富山市立堀川中学校含む７市町１０校　計１０台　　２，０８４千円

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

　　　学校給食の振興発展に貢献した個人を表彰しました。

　　　　【実施日】　　平成３０年１月１７日（水）

　　　　【場　 所】　　富山県庁３階特別室

　　　　【功労者】　　富山市立八幡小学校調理員を含む４名を表彰しました。

　　指導講話をとおして見識を深め、教職員の質の向上を図りました。

　（４） 学校給食研究団体への研究助成金交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ア 郡市等学校給食研究会（１４団体）　　　　　　　　　１，０００千円

　　　イ 富山県栄養教諭・学校栄養職員研究会　　　　　　　　１２０千円

　（５） 冷凍保管庫等交付

　　　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対し交付しました。

　　　　【参加者等】　　郡市学校給食研究会代表５チーム１５名、学校給食関係者９０名

　（３） 第５９回富山県学校給食研究協議会　共催（県教委主催）　　　　　　　　　　　

　　　　【開催日】　　平成２９年１１月２日（木）

　　　　【場　 所】　　富山県総合教育センター

　　　　【参加者】　　学校給食関係者１３０名

　　　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

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

　　　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実

　　習を行いました。

　　　　【開催日】　　平成２９年８月９日（水）

　　　　【場　 所】　　富山短期大学調理実習室



平成２９年度第２回 平成29年4月20日 決議の省略
・「第１回評議員会の招集」について

－５－

回　　数 開催年月日 開催場所 監　査　内　容

平成２９年度 平成29年5月19日 県給食会館 ・平成２８年度事業報告書及び決算監査

　（３）監事会

平成２９年度第２回 平成29年6月27日 県民会館
・「平成２８年度事業報告及び決算」について

・任期満了に伴う評議員の選任について　

平成２９年度第３回 平成30年3月26日 県民会館
・「平成２９年度補正予算」について

・「平成３０年度事業計画及び予算」について　

　（２）評議員会

回　　数 開催年月日 開催場所等 議　事　事　項

平成２９年度第１回 平成29年4月20日 決議の省略
・理事及び監事並びに評議員の辞任に伴う後任理事

及び監事並びに評議員の選任について

平成２９年度第４回 平成30年2月15日 県民会館
・「平成２９年度補正予算」について

・「平成３０年度事業計画及び予算」について　

平成２９年度第1回 平成29年4月1日 決議の省略
・会長（代表理事）、常務理事（業務執行理事）の選定

について

平成２９年度第３回 平成２９年５月２６日 県民会館
・「平成２８年度事業報告及び決算」について　

・「第２回評議員会」の招集について　等

　１ 会議の開催

　（１）理事会

回　　数 開催年月日 開催場所等 議　事　事　項

Ⅱ 業務運営



学校数 児童数 学校数 生徒数 学校数 生徒数 学校数
児童

生徒数 学校数
児童

生徒数

0 0 0 0 0 0 2 113 2 113

124 36,343 46 18,565 0 0 6 837 176 55,745

57 13,654 30 8,278 0 0 2 39 89 21,971

1 235 1 126 1 52 3 413

6 1,117 2 621 4 52 0 0 12 1,790

188 51,349 79 27,590 4 52 11 1,041 282 80,032計

富山県の米飯給食実施回数は、学校数、児童生徒数とも平均３．７回(県教委学校給食関係の手引き等より）

－６－

給食回数

週３回

週３．５回

週４回

週４．５回

週５回

２ 回数別米飯給食実施状況（国立学校を除く）

区　分 小学校 中学校
夜間定時制
高等学校 特別支援学校 合　　計

計 284 80,511 82,468 △ 1,957 △2.37

国　立　学　校 2 479 486 △ 7 △1.44

特別支援学校 11 1,041 1,040 1 0.10

高  等  学  校 4 52 50 2 4.00

中　　学　　校 79 27,590 28,367 △ 777 △2.74

小　　学　　校 188 51,349 52,525 △ 1,176 △2.24

区　分
学校給食 対象児童・生徒数

増△減（人） 増減率（％）
実施校 平成２９年度 平成２８年度

　　　職　　　　　員 ７ 事務局長、嘱託２名含む

（参　　考）

１ 学校給食の実施状況 （平成２９年５月１日現在）

監　事 ２

　　　評　　議　　員 ９

２ 役員、職員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成３０年４月１日現在）

区　　　分 人員 内　　　　　容

　　　役　　員 人
会長１名、常務理事１名（事務局長兼務）

理　事 ９




