
 
平成２９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、中学校給食を実施する学校数の増加や、一部の市において米
飯の回数を減らしてパンの回数を増やしたことが、一般物資については、野菜の高騰
や、一部物資の価格を改定したことが反映していると思われる。 

  なお、地産地消の推進に向けては、従来と同様、全農京都、京都府漁連との連携に
より、地元産の野菜や魚の供給に努めた。 

 
 

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 29 年度 平成 28 年度 増減量 増減率 

パン 5,941,343 食  5,259,152 食 682,191 食 13.0% 

米穀 － － － － 

 米飯 11,676,209 食 12,258,199 食 △ 581,990 食 -4.7% 

 精米 622,810 ㎏ 612,027 ㎏ 10,783 ㎏ 1.8% 

 精麦・α化米・玄米 16,944 ㎏ 17,018 ㎏ △ 74 ㎏ -0.4% 

脱脂粉乳 5,738 ㎏ 6,626 ㎏ △ 888 ㎏ -13.4% 



①－２基本物資（金額）                 単位：千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 一般物資                         単位：千円 
 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(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（7/7  12/1   2/23） 
 ・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 学校給食用米穀供給協議会 
・開催日（11/13） 

品   名 平成 29 年度 平成 28 年度 増減額 増減率 

パン 338,622 299,157 39,465 13.2% 

米穀 1,006,874 1,030,333 △23,460 -2.3% 

 米飯 768,491 804,624 △36,133 -4.5% 

 精米 233,076 220,468  12,608 5.7% 

精麦・α化米・玄米 5,306 5,241 63 1.2% 

脱脂粉乳 2,280 2,332 △ 52 -2.2% 

計 1,347,776 1,331,823 15,953 1.2% 

品   名 平成 29 年度 平成 28 年度 増減額 増減率 

ｼﾞｬﾑ・ﾏｰｶﾞﾘﾝ類 2,443 2,514 △ 71 -2.8% 

米飯添加物・具類 9,908 10,893 △ 985 -9.0% 

穀類 23,937 23,784 153 0.6% 

いも・澱粉類 8,759 8,510 249 2.9% 

油脂類 24,995 26,352 △1,357 -3.1% 

調味料・香辛料 40,771 43,113 △ 2,342 -5.4% 

乳類 10,435 9,839 596 6.1% 

種実類・豆類 28,667 29,531 △864 -2.9% 

藻 類 19,164 18,007 1,157 6.4% 

卵類 7,771 8,300 △ 529 -6.4% 

野菜・きのこ類 175,818 168,992 6,826 4.0% 

果実類 28,488 29,434 △ 946 -3.2% 

魚介類 143,166 135,556 7,610 5.6% 

肉類 207,213 192,165 15,048 7.8% 

調理加工食品類 27,288 32,163 △4,875 -15.2% 

嗜好飲料・ﾃﾞｻﾞｰﾄ 21,583 22,358 △ 775 -3.2% 

その他 3,351 4,714 △1,363 -28.9% 

計 783,757 766,225 17,532 2.3% 



・趣旨：学校給食用米穀の買入価格等について協議 
    ウ 学校給食用パン品質審査会 

・開催日（2/1） 
・趣旨：学校給食用パンの品質等について審査 

  エ 物資展示会 
・開催日（10/20 2/16） 
・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、初めての取組  

 
  

(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（12/1） 
イ 会場 ラ･キャリエールクッキングスクール 
ウ テーマ「京都産魚と翌学期からの変更物資を使用した献立」 
エ 参加者 16 名 

 
  (2) 学校給食用米穀耕作水田への看板設置（22 箇所） 
 
 (3) 学校給食研究協議大会に対する支援 
     平成 29 年 12 月 26 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 2/9 

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 12/15 

学校給食用精米放射性物質検査 12/15 

学校給食用小麦粉残留農薬検査 1/24～2/7 



学校給食用米穀(玄米)残留農薬及び
カドミウム検査 

1/24～2/7 

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 2/1 

 
(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 

ら適用した。 
 

 
 (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 7/19  10/10～12月中旬 
・対象 12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 10月下旬 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 4/7  4/19  5/17  5/26  6/26  8/1  8/4  8/28～29  9/21～22  

10/6  10/13  2/2 
 
 
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  29. 5.31 平成28年度事業報告及び決算の監査 

通常理事会 29. 6. 6 
平成28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 29. 6.23 
平成28年度事業報告及び決算の承認 
役員等の選任 

臨時理事会  29. 6.23 理事長及び常務理事の選定 

臨時理事会  29.11.21 平成29年産学校給食用米穀の供給価格の決定 

臨時理事会 30. 1.19 平成30年産播種前契約について 

通常理事会  30. 3.16 
平成30年度事業計画及び予算の決定 
平成30年度パン・米穀等の供給価格の決定 

臨時評議員会  30. 3.29 平成30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 6/30 2/16 全給連 常務理事 

京都府学校給食優良学校等審査会 委 員 
6/29 7/12 
7/13 

府教委 常務理事 

京都府学校給食用牛乳推進協議会 構成員 7/28 2/14 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 8/28 2/9 改善協会 物資課長 



 
(2) 団体等への参画      

名    称 開 催 日 主催機関 開催場所 

きょうと食育ネットワーク総会 6/25 
京都府農林水産部食の

安心・安全推進課 
京都市 

 
(3) 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 

 
6/9 
 

大阪府・全給連 大阪府 

栄養教諭・学校栄養職員 「実地研修
」講座 

7/11 
京都府総合教育  
  センター 

南丹市 

近畿ブロック学校給食連絡協議会 
7/13～14 
2/26 

給食会 
京都市 

大阪府 

中堅職員（主任･係長クラス）研修会 7/20～21 全給連 東京都 

大阪府学校給食展示・試食会 7/26 大阪府学校給食会 大阪市 

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 

実務（営業・物資）担当者研修 9/12～13 全給連 東京都 

全給連関係物資輸入牛肉製品加工工
場見学会 

9/22 全給連 愛媛県 

見つめなおそう、子どもの食講座 10/2 京都府 京都市 

食育推進フォーラム 11/6 京都府 京都市 

全国学校給食研究協議大会 11/9～10 文部科学省等 鹿児島県 

学校給食用脱脂粉乳の取扱に係る海
外研修 

11/11～  
  11/17 

学校給食    
 研究改善協会 

ﾆｭｰｼﾞｰ 
  ﾗﾝﾄﾞ 

人権問題研修 1月～2月 京都府 京都市 

 
 


