
 
平成３０年度 公益財団法人京都府学校給食会 事業報告書 

 
 
１ 業務改善計画に基づく改善の継続的な実施 

業務改善計画に基づき、経理事務及び体制等に関わる改善を継続して実施した。 

 

 (1) 体制に関わる改善及び職員の意識改革の取組 

  ア 定期的な人事ローテーションの実施 

  イ 監査法人による外部監査の実施 

  ウ 職員の意識改革・資質向上を図るため関係機関の協力を得て研修を実施 

エ 銀行インターネットＥＢサービスの一部導入 

 

 (2) 内部統制の整備の取組 

  ア 小切手振出の承認等に係る確認・管理 

  イ 売掛金残高の管理 

  ウ 小口現金の管理 

  エ 大金庫の施錠管理 

  オ 文書管理 等 

 

 

２ 学校給食用物資の安定供給に関する事業 
   
(1) 物資の供給状況 
  基本物資については、向日市、長岡京市の中学校給食が開始したことにより、パン
及び精米が増加している。米飯については、昨年地震や台風により休校になったこと
により、給食回数が減ったため減少した。 

  脱脂粉乳については、29 年度４月分の一部を 28 年度３月に納品したことにより、
29年度分が約 900kg 減少したが、30年度は通常どおり納品したため、約 920kgの増加
となっている。 
一般物資については、休校等で給食回数が減ったが、中学校給食が開始されたこと

や価格の見直しなどにより、トータル的に見ると、若干増加した。 
また、穀類増加の要因としては、30年度は災害用備蓄用の救給カレーの需要が多か

ったこと、また、昨年までは基本物資の精米の中に添加されていた強化米を、精米に
添加せず一般物資の商品として強化米を販売する方法に変更したことにより、増加し
ていると考えられる。 

 
①－１基本物資（食数・㎏） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

四捨五入のため合計値が合わないことがあります。以下の表も同じ。 
 
 
 

品   名 平成 30 年度 平成 29 年度 増減量 増減率 

パン 5,974,497 食 5,941,343 食  33,154 食 0.6% 

米穀 － － － － 

 米飯 11,400,719 食 11,676,209 食 △275,490 食 -2.4% 

 精米 632,265 kg 622,810 ㎏ 9,455 ㎏ 1.5% 

 精麦・α化米・玄米 16,980 kg 16,944 ㎏ 36 ㎏ 0.2% 

脱脂粉乳 6,662 kg 5,738 ㎏   924 ㎏ 16.1% 



 
①－２基本物資（金額）                 単位：千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 一般物資                         単位：千円 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品   名 平成 30 年度 平成 29 年度 増減額 増減率 

パン 342,116 338,622 3,494 1.0% 

米穀 1,006,798 1,006,874 △75 -0.0% 

 米飯 758,960 768,491 △9,531 -1.2% 

 精米 242,648 233,076  9,572 4.1% 

精麦・α化米・玄米 5,190 5,306 △116 -2.2% 

脱脂粉乳 2,740 2,280 460 20.2% 

計 1,351,655 1,347,776 3,879 0.3% 

品   名 平成 30 年度 平成 29 年度 増減額 増減率 

ｼﾞｬﾑ・ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 2,028 2,443 △415 -17.0% 

米飯添加物・具類 9,116 9,908 △792 -8.0% 

穀類 30,627 23,937 6,690 27.9% 

いも・澱粉類 9,408 8,759 648 7.4% 

油脂類 28,281 24,995 3,286 13.1% 

調味料・香辛料 41,334 40,771 563 1.4% 

乳類 8,895 10,435 △1,540 -14.8% 

種実類・豆類 29,837 28,667 1,170 4.1% 

藻 類 21,809 19,164 2,645 13.8% 

卵類 7,257 7,771 △514 -6.6% 

野菜・きのこ類 173,328 175,818 △2,490 -1.4% 

果実類 29,005 28,488 517 1.8% 

魚介類 140,164 143,166 △3,002 -2.1% 

肉類 209,144 207,213 1,930 0.9% 

調理加工食品類 26,479 27,288 △809 -3.0% 

嗜好飲料・ﾃﾞｻﾞｰﾄ 21,024 21,583 △559 -2.6% 

その他 3,266 3,351 △85 -2.5% 

計 791,003 783,757 7，246 0.9% 



 
 
(2) 学校給食関係者の意見を品質、価格等に反映させるための各種会議等 
  校長、栄養教諭等の学校関係者、共同調理場の関係者、農業関係団体、市町教育委
員会その他関係行政機関等の意見を、給食用物資の品質、価格等に反映させるための
会議や、物資展示会を開催した。 

 
  ア 物資選定委員会 

・開催日（11/30   3/1） 
 ・趣旨 取扱予定物資に関する品質及び規格等について意見を聴取 

  イ パン・米飯規格基準検討委員会 
    ・開催日（5/29 8/22） 
    ・趣旨 特別加工パン（チーズパン・米粉パン）の取扱いについて協議 
  ウ 学校給食用米穀供給協議会 

・開催日（11/19） 
・趣旨：学校給食用米穀の買入価格等について協議 

    エ 学校給食用パン品質審査会 
・開催日（1/28） 
・趣旨：学校給食用パンの品質等について審査 

  オ 物資展示会 
・開催日（6/22 10/19 2/15） 
・会場 パルスプラザ、学校給食会管理棟 

    ・趣旨：本会取扱物資を栄養教諭等に紹介。パルスプラザ展示場における大規模
な展示会は、昨年からの取組  

 
  

(3) 全国学校給食会連合会及び近畿ブロック学校給食会による共同購入 
  スケールメリットを生かした物資の安定供給を行うため、物資の共同購入を実施
した。 

   共同購入した物資：輸入牛肉、パン用砂糖、ショートニング 
 
 
３ 学校給食の普及充実と食育の推進に関する事業 
  学校給食の普及充実と食育の推進を目的とした研修会の実施、教材の提供等の事業を
実施した。 
(1) 調理講習会 
ア 実施日（11/30） 
イ 会場 ラ･キャリエールクッキングスクール 
ウ テーマ「だしを活用した献立及び大量調理に適した献立」 
エ 参加者 15 名 

 
  (2) 学校給食用米穀耕作水田への看板設置（14 箇所） 
 
 (3) 学校給食研究協議大会に対する支援 
     平成 30 年 12 月 25 日（火）  京都テルサ   
 
 
４ 学校給食用物資の安全確保及び衛生管理に関する事業 
  学校給食用物資の安全確保に向けて、パン・米飯等の各種検査、加工工場への立入検
査等を実施した。 

 
(1) 各種検査の実施 
    ① 給食会検査室実施 

検査名 実施回数 

パン、米飯細菌検査 毎学期 



一般物資細菌検査 毎学期、随時 

異物検査及び学校等からの依頼検査 随時 

精米鮮度検査 1/24 

行事食等検査 随時 

 
 
 
 
② 外部検査機関実施 

検査名 実施日 

学校給食用小麦粉放射性物質検査 1/25 

学校給食用精米放射性物質検査 1/25 

学校給食用小麦粉残留農薬検査 1/28～2/7 

学校給食用米穀(玄米)残留農薬及び
カドミウム検査 

1/28～2/7 

学校給食用小麦粉の検定 毎月 

学校給食用米穀(玄米、精米)の検定 毎月 

米品種判別検査 1/31 

 
(2) 「学校給食用パン・米飯衛生管理ガイドライン」の作成 
   パン・米飯委託加工工場における衛生管理の指針や基準等について定めた 
  「学校給食用パン・米飯衛生管理ガイドライン」を作成し、平成 29 年４月か 

ら適用している。 
 

 
 (3) 委託加工工場等への立入検査、衛生指導 
   ア パン・米飯委託加工工場等への立入検査(外部機関を導入) 

・実施日 10/12～12/6 
・対象 11工場 

      イ パン・米飯委託加工工場従事者ノロウイルス検便検査 
・実施日 11月上旬 1 月中旬 

   ウ 一般物資納入業者工場等への衛生巡視 
        ・実施日 4/3  7/12  8/31  9/26  12/26   

 
 
５ 会議等開催状況 
      役員会開催状況 

 開催時期 主  な  内  容 

監事会   30.5.28 平成29年度事業報告及び決算の監査 

通常理事会  30.6.5 
平成29年度事業報告及び決算の承認 
定時評議員会の招集の決議 

定時評議員会   30.6.20 
平成29年度事業報告及び決算の承認 
役員等の選任 

臨時理事会   30.6.21 理事長及び常務理事の選定 

臨時理事会 30.8.8 今後の業務改善について 

臨時評議員会 30.9.3 理事の選任、今後の業務改善について 



臨時理事会    30.11.26 平成30年産学校給食用米穀の供給価格の決定 

臨時理事会 31.2.7 平成31年産播種前契約について 

通常理事会   31.3.18 
平成31年度事業計画及び予算の決定 
平成31年度パン・米穀等の供給価格の決定 

臨時評議員会   31.3.27 平成31年度事業計画及び予算の報告 

 
 
 
６ 役員・委員への就任及び主な研修会等 
(1) 役員・委員等へ就任しているもの      

名    称 役職名 開 催 日 主催機関 備 考 

全国学校給食会連合会理事会・総会 常任理事 6/22 2/22 全給連 常務理事 

京都府学校給食用牛乳推進協議会 構成員 2/27 府牛乳協会 常務理事 

学校給食用脱脂粉乳事業推進委員会 委員 7/20 2/8 改善協会 物資課長 

 
  (2) 研修会等 

名  称 開 催 日 主 催 機 関 開催場所 

東海・北陸・近畿ブロック学校給食研
究協議会 

 
6/1 
 

富山県・全給連 富山県 

新規採用者研修「栄養教諭３」講座 6/5 
京都府総合教育  

センター 
南丹市 

「聴覚障害のある幼児児童生徒への
支援」講座 

6/22 
京都府総合教育 

センター 
京都市 

子どもの貧困と学習支援講座 6/29 
京都府総合教育 

センター 
京都市 

新規採用者研修「栄養教諭４」講座 7/10 
京都府総合教育 

センター 
京都府 

近畿ブロック学校給食連絡協議会 
7/12～13 

2/18 
給食会 

和歌山県
大阪府 

大阪府学校給食展示・試食会 7/25 大阪府学校給食会 大阪市 

「今を生きる子どものこころ」講座 8/7 
京都府総合教育 

センター 
京都市 

京都府学校給食衛生管理推進研修会
及び学校における食物アレルギー対
応研修会 

8/21 京都府 京都市 

事務局長・課長セミナー 10/23～24 全給連 東京都 

全国学校給食研究協議大会 11/29～30 文部科学省等 兵庫県 

人権問題研修 1月～３月 京都府 
京都市 

綾部市 

 
 


