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平成２４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（２９３校、対象児童・生徒数８８，４３８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支援の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

　（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２４年度 平成２３年度

増△減 増減率（％）
供給数量 供給数量

　　パ　　ン
５，０６０，１８２食 ５，２９６，９６６食 △２３６，７８４食 △４．４７

（２７９，８１１ｋｇ） （２９１，８９２ｋｇ） （△１２，０８１ｋｇ） △４．１４

ご飯（委託炊飯）
１０，３６０，００６食 １０，１３６，３６８食 ２２３，６３８食

（８９０，７４１ｋｇ） （８７１，４５２ｋｇ） （１９，２８９ｋｇ）

２３，９３５ｋｇ ２２，６１６ｋｇ １，３１９ｋｇ ５．８３

２．２１

２．２１

精　米
１，０３２，２１１ｋｇ １，０１８，２２２ｋｇ １３，９８９ｋｇ １．３７

自校炊飯 １４１，４７０ｋｇ １４６，７７０ｋｇ △５，３００ｋｇ △３．６１

アルファー化米（赤飯） ３８６ｋｇ ４０２ｋｇ △１６ｋｇ △３．９８

ソフトめん
４０８，７７６食 ４２３，５７０食 △１４，７９４食

（３６，１５８ｋｇ） （３７，４５３ｋｇ） △１，２９５ｋｇ

調理用脱脂粉乳 ２，８１５ｋｇ ２，８５０ｋｇ △３５ｋｇ △１．２３

　　　　め　　ん ４０，７０８ｋｇ ４１，８７７ｋｇ △１，１６９ｋｇ △２．７９

米
　
穀
　
関
　
係 米　　　粉

ゆでめん １，０９９ｋｇ ９９０ｋｇ １０９ｋｇ １１．０１

乾めん ３，４５１ｋｇ ３，４３４ｋｇ １７ｋｇ ０．５０

　　　牛乳２００ｃｃ（県産） １８，２８５，４４１本 １８，４２３，２８３本 △１３７，８４２本 △０．７５

基本物資供給金額 １，６３７，１５２千円 １，５８６，４８３千円 ５０，６６９千円 ３．１９

※パン、ご飯、めんは委託加工業者（パン１１工場、炊飯１１工場、めん１０工場）より供給

　牛乳は納入業者（９業者）より供給パン、めんキログラムについては小麦粉数量



△２８，０１０千円 △８．３０

　　取扱い品目数 平成２４年度 平成２３年度 増減数

５９９品目 ５９２品目 7

常温物資（乾物、缶詰、調味料等）

－２ー

１８５品目 １８１品目 4

　　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２４年度 平成２３年度 増△減 増減率（％）

３０９，３７０千円 ３３７，３８０千円

冷凍物資（冷凍食品、輸入牛肉等） ３５２品目 ３５０品目 2

冷蔵物資（チーズ、ヨーグルト等） ６２品目 ６１品目 1

内
給食会開発製品 １０品目 １０品目 0

地産地消製品 ５６品目 ５４品目 2

　【主な取扱い地産地消品目】（供給金額順）

　県ハンバーグ、県産豚肉ソーセージ、とやまりんごヨーグルト、とやまのプレーンヨーグルト

　白えび入りかき揚げ、高岡元気コロッケ、きなこっこ豆、県シューマイ、県コロッケ

（注）県ハンバーグ、県コロッケ、県シューマイは給食会（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

※一般物資については、民間の食材供給業者と共に入札等で供給しています。また、おさかな

　普及協議会等と連携し、地場産の水産物、農畜産物を活用し、地産地消製品として供給して

  います。

　【主な取扱い品目】（供給金額順）

　照焼チキン、県ハンバーグ、輸入牛肉、県産豚肉ソーセージ、とやまのりんごヨーグルト

　わかさぎフリッター、サバ銀紙焼き、とやまのプレーンヨーグルト、野菜の肉巻、えび包焼

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

　　富山県の協力を得て平成２５年度の学校給食用牛乳の供給価格及び供給事業者（９業

　者）を決定（平成２５年３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



－３－

　　　　　　　　　　　　演題「異物混入の防止対策について」

　　　　【講師等】　　富山県厚生部生活衛生課出村尚子副係長　

　　　　　　　　　　　　富山県教育委員会スポーツ・保健課食育安全班小杉泰子指導主事

　　　　　　　　　　　　演題「子供たちに安全・安心な学校給食を提供するために」

　　③ 委託加工工場の巡回調査

　　　炊飯１０工場、パン１１工場、めん工場１０工場及び開発製品製造２工場を巡回調査（製造ライン

　　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２４年７月３０日（月）

　　　　【場　 所】　　富山県民会館４０１号室

　　　　【参加者】　　委託加工工場代表者、製造担当者等７６名

　（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２４年１１月１８日（日）

　　　　【場　 所】　　魚津市モクモクホール（多目的施設）調理室

　　　　【参加者】　　魚津市内お父さんお母さん等２０名

　　④ 委託加工工場の衛生管理委託調査　

　　　専門衛生管理業者（株式会社アルプ）に委託し、委託製パン加工工場１工場、委託炊飯加工

　 工場を５月、７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

　２ 学校給食の普及充実・食育推進の支援事業

　　　　【講師等】　　富山県教育委員会スポーツ・保健課食育安全班　黒崎英伸班長

　　　　　　　　　　　演題「富山県の学校給食における現状について」

　　　　　　　　　　　　魚津市立住吉学校校吉本智佳栄養教諭　調理実習の運営・指導助言

　　に異物混入となる物が無いか等、衛生管理指導）を９月～１０月に実施しました。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　を表彰しました。

　　理実習を行いました。

　　　　【開催日】　　平成２４年８月１０日（金）

　　　　【場　 所】　　富山県民会館調理室

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

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

　　　　【開催日】　　平成２４年１１月１３日（火）

　（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

　　　イ 富山県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。

　　　富山市立呉羽小学校ほか６市町村７校及び特別支援学校１校　計８台

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

　　　　【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

　　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

　　　②ビデオテープ（給食指導用、食育推進、衛生管理、商品知識等）

－４－

　　　学校給食の振興発展に貢献した団体や個人を表彰しました。

　　　　【実施日】　　平成２５年１月１６日（月）

　　　　【場　 所】　　富山県庁３階特別室

　　　　【優良学校及び功労者】　南砺市立井口中学校、富山市北学校給食センター及び個人５名

　（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



・公益財団法人富山県学校給食会の最初の評議員

の選任について

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

平成２４年度第1回 平成24年5月23日 県民会館 ・平成２３年度事業報告及び決算について　等　

平成２４年度第３回 平成25年3月26日 県民会館
・平成２４年度補正予算について

・平成２５年度事業計画及び予算について　等

平成２４年度第２回 平成24年6月1日 県民会館
・会長及び常務理事の互選について

・定款の変更案の概要等について　等

　（２）評議員会

回　　数 開催年月日 開催場所 議　事　事　項

平成２４年度第1回 平成24年5月23日 県民会館 ・平成２３年度事業報告及び決算について　等　

　（３）評議員選定委員会

　（４）監事会

回　　数 開催年月日 開催場所 監　査　内　容

・定款の変更案の概要等について　

・公益財団法人富山県学校給食会役員及び評議員の

平成２４年度第３回 平成25年3月26日 県民会館
・平成２４年度補正予算について

・平成２５年度事業計画及び予算について　等　

平成２４年度第２回 平成24年6月1日 県民会館

報酬等並びに費用に関する規程（案）について

回　　数 開催年月日 開催場所 議　事　事　項

平成２４年度第1回 平成24年4月23日 県民会館

－５－

平成２４年度第1回 平成24年5月15日 県民会館 ・平成２３年度事業報告書及び決算監査



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 0 0 0 0

49 12,808 19 6,860 0 0 7 852 75 20,520

80 27,827 33 13,810 0 0 1 103 114 41,740

60 15,474 27 8,038 1 4 3 86 91 23,602

6 1,287 2 720 3 51 0 0 11 2,058

195 57,396 81 29,428 4 55 11 1,041 291 87,920

　　　職　　　　　員 ７ 嘱託３名含む

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

２ 役員、職員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２５年３月３１日現在）

（参　　考）

１ 学校給食の実施状況 （平成２４年５月１日現在）

監　事 ２

　　　評　　議　　員 ９

小　　学　　校 195 57,396 58,617 △ 1221 △2.08

区　分
学校給食

増△減（人） 増減率（％）
実施校 平成２４年度 平成２３年度

対象児童・生徒数

高  等  学  校 4 59 62 △ 3 △4.84

中　　学　　校 81 29,428 29,562 △ 134 △0.45

国　立　学　校 2 503 536 △ 33 △6.16

特別支援学校 11 1,052 1,026 26 2.53

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３．６回

（県教委　学校給食関係の手引等より）

－６－

給食回数

週２．５回未満

週３回

週３．５回

週４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 293 88,438 89,803 △ 1365 △1.52


