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Ⅰ 事　業

    富山県内の学校給食を実施する全ての学校（２８５校、対象児童・生徒数８２，４３３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

　（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２８年度 平成２７年度

増△減 増減率（％）
供給数量 供給数量

　　パ　　ン
４，３０６，４４３食 ４，４８６，１２０食 △１７９，６７７食 △４．０１

（２２０，９３７ｋｇ） （２３２，０３５ｋｇ） （△１１，０９８ｋｇ） △４．７８

△０．４５△５８０ｋｇ

米粉（パン用） ２５，２９６ｋｇ ２５，４６２ｋｇ △１６６ｋｇ △０．６５

ご飯（委託炊飯）
１０，２０２，２５３食 １０，４１５，３２６食 △２１３，０７３食 △２．０５

（８２９，５１２ｋｇ） （８４９，１８１ｋｇ） （△１９，６６９ｋｇ） △２．３２

脱脂粉乳（調理用） ２，００９ｋｇ ２，０７４ｋｇ △６５ｋｇ △３．１３

米
　
穀
　
関
　
係

精　米
９５７，００２ｋｇ ９７７，２５１ｋｇ △２０，２４９kg △２．０７

米粉（調理用） ２，０６７ｋｇ ２，３１３ｋｇ △２４６ｋｇ △１０．６４

アルファー化米（赤飯） ２１０ｋｇ ２４２ｋｇ △３２ｋｇ △１３．２２

精米（自校炊飯） １２７，４９０ｋｇ １２８，０７０ｋｇ

　　　　め　　ん ４０，３７７ｋｇ ４１，９００ｋｇ △１，５２３ｋｇ △３．６３

ソフトめん
３９５，２１６食 ４０５，６８２食 △１０，４６６食 △２．５８

（３５，８２６ｋｇ） （３６，９９４ｋｇ） （△１．１６８ｋｇ） △３．１６

ゆでめん １，２５９ｋｇ １，３４３ｋｇ △８４ｋｇ △６．２５

基本物資供給金額 １，５１７，９７４千円 １，５４６，４３６千円 △２８，４６２千円 △１．８４

※パン、ご飯、めんは、委託加工業者（パン１０工場、炊飯１０工場、めん７工場）より供給。

乾めん ３，２９２ｋｇ ３，５６３ｋｇ △２７１ｋｇ △７．６１

　　　牛乳２００ｃｃ（県産） １７，０２７，８９０本 １７，３８５，０５６本 △３５７，１６６本 △２．０５

　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
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△２９，７２１千円 △９．６１

　　取扱い品目数 平成２８年度 平成２７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２８年度 平成２７年度 増△減 増減率（％）

２７９，４０３千円 ３０９，１２４千円

６６９品目 ６７５品目 △６

常温物資（乾物、缶詰、調味料等） １６５品目 １６９品目 △４

冷凍物資（冷凍食品、輸入牛肉等） ４３０品目 ４３６品目 △６

冷蔵物資（納豆、ヨーグルト等） ７４品目 ７０品目 4

内
給食会開発製品 ６品目 ８品目 △２

地産地消製品 ５８品目 ５９品目 △１

　【主な取扱い地産地消品目】（供給金額順）

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

　   生クリーム、きなこっこ豆、調理用ヨーグルト、ゆずヨーグルト

    （注）ハンバーグは給食会（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２９年度の学校給食用牛乳の供給価格及び供給事業者（９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）

　   サバ銀紙焼き、輸入牛肉、わかさぎフリッター、照焼チキン、りんごヨーグルト、（冷）みかん

　   ふくらぎ切身、（冷）黄桃、粗挽きウィンナー、いわしの梅煮

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２９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
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　　　　【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」

　　　　　　　　　　　　富山県教育委員会保健体育課食育安全班指導主事　大島裕恵

　　　　　　　　　　　　演題「学校給食における衛生管理について」

   　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２８年７月２２日（金）

　　　　【場　 所】　　県民会館４０１号室

　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２８年１１月１３日（日）

　　　　【場　 所】　　射水市大島社会福祉センター２階調理実習室

　　     　炊飯工場１０工場、パン工場１０工場、めん工場７工場を巡回調査（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１工場、委託炊

　 　　炊飯加工工場を２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】　　射水市のお父さんお母さん等２５名

　　　　【講師等】　　富山県教育委員会保健体育課食育安全班　大島指導主事

　　　　　　　　　　　 演題「富山県の学校給食における現状について」

　　　　　　　　　　　　射水市立小杉中学校中林栄養教諭　調理実習の運営・指導助言
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　　　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２８年８月９日（火）

　　　　【場　 所】　　富山短期大学調理実習室

　　　　【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

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

　（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。

　　　富山市立八尾小学校ほか８市町１１校　計１１台　　２，５００千円

　（３） 第５８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２８年１０月３１日（月）

　　　　【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。

　　　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）

　（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団体及び個人を表彰しました。

　　　　【実施日】　　平成２９年１月２０日（金）

　　　　【場　 所】　　富山県庁３階特別室

　　　　【功労者】　　富山市立西田地方小学校外個人7名を表彰しました。

　（７）施設等の貸出
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・会長（代表理事）の選定について

Ⅱ 業務運営

　１ 会議の開催

　（１）理事会

回　　数 開催年月日 開催場所等 議　事　事　項

平成２８年度第1回 平成28年4月20日 決議の省略
・「評議委員会の招集」について

平成２８年度第５回 平成29年2月16日 県民会館
・「平成２８年度補正予算」について

・「平成２９年度事業計画及び予算」について　

　（２）評議員会

平成２８年度第２回 平成２８年５月２７日 県民会館
・「平成２７年度事業報告及び決算」について　等

平成２８年度第３回 平成28年6月21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２８年度第４回

平成２８年度第６回 平成29年3月27日 決議の省略
・評議員会の招集について　

平成29年1月10日 決議の省略

回　　数 開催年月日 開催場所等 議　事　事　項

平成２８年度第１回 平成28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２８年度第２回 平成28年6月21日 県民会館
・「平成２７年度事業報告及び決算」について

・「平成２７年度剰余金処分（案）」について　等

平成２８年度第３回 平成29年3月27日 県民会館
・「平成２８年度補正予算」について

・「平成２９年度事業計画及び予算」について　

平成２８年度第４回 平成29年3月28日 決議の省略 ・理事の辞任に伴う後任理事の選任について
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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 2 107 2 107

124 37,218 46 18,966 0 0 6 844 176 57,028

57 13,920 31 8,626 0 0 2 34 90 22,580

1 237 1 124 1 55 3 416

6 1,150 2 651 4 50 0 0 12 1,851

188 52,525 80 28,367 4 50 11 1,040 283 81,982

回　　数 開催年月日 開催場所 監　査　内　容

平成２８年度 平成28年5月20日 県給食会館 ・平成２７年度事業報告書及び決算監査

　（３）監事会

２ 役員、職員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２９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

　　　職　　　　　員 ６ 嘱託２名含む

（参　　考）

１ 学校給食の実施状況 （平成２８年５月１日現在）

監　事 ２

　　　評　　議　　員 ９

小　　学　　校 188 52,525 53,642 △ 1,117 △2.08

区　分
学校給食 対象児童・生徒数

増△減（人） 増減率（％）
実施校 平成２８年度 平成２７年度

高  等  学  校 4 50 54 △ 4 △0.74

中　　学　　校 80 28,367 28,919 △ 552 △1.91

国　立　学　校 2 451 471 △ 20 △4.25

特別支援学校 11 1,040 1,006 34 3.38

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 285 82,433 84,092 △ 1,659 △1.97

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）
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給食回数

週３回

週３．５回

週４回

週５回

週４．５回




