平成２７年度(公財)岐阜市学校給食会事業報告
岐阜市学校給食会は、平成２７年度の当会基本方針に従い、安全・安心で良質な物資の供
給及び食育支援について、以下のように事業を行った。
定例業務として、評議員会・理事会の開催、また安心・安全そして経済的・安定的な物資
を選定・調達する物資調達委員会の年 11 回の開催等の業務のほか、日常業務として、学校
への搬入前の給食物資の検収、給食物資の発注と代金の支払い、児童生徒の食数の変更、各
種行事等による注文量の変更、学級・学年・学校閉鎖による食材変更への対応、食材などの
突発的過不足への臨機応変の調整・対応等の業務を行った。
随時業務は、物資の衛生検査として 46 検体の残留農薬・大腸菌群・保存料等の各種検査
を、また学校給食物資放射性物質検査として 52 検体の検査を実施し、いずれも基準内との
結果を得た。
また、物資納入業者の衛生管理徹底のため、年２回(６月・１月)の検便を実施した。
食育関連の業務としては、平成 27 年度学校給食独自献立への対応のほか、地産地消の意
見交換会及び検討会を５回実施し、岐阜市産いちご使用いちごジャム及び岐阜市産柿の提供
の継続、岐阜県産大豆使用赤味噌の提供準備を進めた。また、岐阜市の、地産食材を用いた
和食給食推進事業推進校へ和食給食試作材料を提供するとともに、実施日当日の給食物資調
達供給を行った。
■年

間

区分

事

業・会

議

内
４回開催（ 5/14 10/23

定例 ○ 理事会

容
2/25

○ 評議員会

１回開催（ 5/29 ）

○ 監査会

５月８日

○ 物資調達委員会

８月を除き毎月開催(１１回)

○ 給食物資の検収

学校への搬入前

○ 献立作成委員会への出席

岐阜市教育委員会主催

○ 給食研究委員会への出席

〃

随時 ○ 地産地消(岐阜市産柿)の検討会

１回開催（ 9/11 ）

○ 地産地消推進について意見交換

２回開催（ 9/17 12/24 ）

○ 地産地消(県産守口大根の供給)の検討

１回開催（ 12/18 ）

1

3/29 ）

○ 地産食材を用いた市の和食給食推進事 ・当日の材料調達（ 10/27
12/8 1/18

業推進校６校への食育支援

11/4

11/18

1/22 ）

・試作材料の調達と材料費負担
○ 「第５回 岐阜県の学校給食あゆみ展」 （ あゆみ展 1/23 会場 マーサ２１）
後援
○ 地産地消(県産大豆使用赤味噌の供給)の １回開催（ 3/1 ）
検討会
○ 年契約物資価格検討会

１回開催（ 3/1 ）

○ 学校給食独自献立への対応

年間…平成 27 年度は延べ６７校

○ 学級・学校閉鎖による食材変更への対応 １２月～３月

■月

○ 学校給食物資放射性物質検査

５２検体（結果は基準以内）

○ 学校給食物資衛生検査

４６検体（結果は基準以内）

別

区分

事

業・会

議

内

容

・給食用物資売買契約等の委任受託 各学校等へ学校等給食用物資の売買契約等に関
する委任状の提出を依頼、回収
４月
・物資調達委員会

５月分物資選定

・給食主任会

事務連絡ほか

・監査会

平成 26 年度事業報告及び収支決算等監査

・物資調達委員会

６月分物資選定

・第１回理事会

・平成 26 年度事業報告及び収支決算案の議決

：市教育研究所

・平成 27 年度第１回評議員会招集の議決
５月

・平成 27 年度第１回評議員会提出予定の 27 年
度役員等の補欠選任案の承認
・平成 27 年度第１回評議員会提出予定の「～役
員等の報酬等に関する規程」の一部改正の承認
・平成 27 年度物資調達委員名簿案の承認
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・第１回評議員会

・平成 26 年度事業報告及び収支決算の議決
・「～役員等の報酬等に関する規程」の一部改正
の議決
・平成 27 年度理事の補欠選任
・平成 27 年度評議員の補欠選任

・物資調達委員会(新委員)

７月分物資選定

・前年度３学期分の給食費精算状況 各学校へ前年度３学期分の精算状況の報告と確
の確認書送付
認依頼
６月

・給食費前年度収支報告書送付

各学校へ前年度給食費の収支報告

・当年度予算書と前年度決算書等の 各学校へ予算・決算の報告
資料送付
Ｏ１５７・Ｏ２６・サルモネラ菌・赤痢菌の検査
・物資納入業者検便実施

７月

・物資調達委員会

８・９月分物資選定

・献立作成原案会

平成２７年度１･２･３月分検討 ：給食会事務局

・献立作成原案会

平成２８年度４･５･６月分検討 ：給食会事務局

・献立作成原案会

平成２８年度７･９･１０月分検討：給食会事務局

・献立作成原案会

平成２８年度１１･１２月分検討 ：給食会事務局

８月
・１学期分の給食費精算状況の確認 各学校へ１学期分の精算状況の報告と確認依頼
書送付

９月

10 月

・物資調達委員会

１０月分物資選定

・岐阜市産柿の供給に係る検討会

ＪＡぎふ２名、市農林園芸課２名、市学校保健課
１名
市農林部主催：給食会事務局

・地産地消について意見交換

推進・拡大について

・物資調達委員会

１１月分物資選定

・岐阜西中 市の和食給食推進事業 岐阜西中
による和食給食
・第２回理事会

＊決議の省略の方法による

・物資調達委員会
11 月

平成２７年度物資調達委員の補欠選任
１２月分物資選定

・岐阜市産柿を学校給食で提供
・方県小 市の和食給食推進事業に 方県小
よる和食給食
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・岐北中 市の和食給食推進事業に 岐北中
よる和食給食
・物資調達委員会
12 月

１月分物資選定

・加納中 市の和食給食推進事業に 加納中
よる和食給食
・県産守口大根の供給に係る検討会
・物資調達委員会

１月

農林園芸課２名
２月分物資選定

・岐阜中央中、岐阜小 市の和食給 岐阜中央中、岐阜小
食推進事業による和食給食
・青山中 市の和食給食推進事業に 青山中
よる和食給食
・物資納入業者検便実施

O157・O26・サルモネラ菌・赤痢菌の検査

・学校別給食会計、３月分必要額(概 各学校へ３月(調整月)分給食費の振込額を概算
算)の通知

で通知

・２学期分の給食費精算状況の確認 各学校へ２学期分の精算状況の報告と確認依頼
書送付

２月

・物資調達委員会

３月分物資選定

・第３回理事会

・平成 27 年度物資会計補正予算の議決
・平成 27 年度学校別給食会計について報告
・業務の執行状況(理事長及び常務理事の職務の
執行状況)について報告

３月

・年契約物資価格検討会

特に値上げ希望の業種について検討

・物資調達委員会

次年度４月分物資選定

・第４回理事会

・平成 28 年度事業計画の議決
・平成 28 年度収支予算の議決
・平成 28 年度の年契約物資価格について報告

・岐阜市給食クオリティアップ補助 各学校へ平成 27 年度岐阜市学校給食クオリティ
金実績報告書送付
アップサポート事業に係る補助金確定額通知
以上
平成 27 年度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条第 3 項に規定
する「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので附属明細書の作成を省略する。
平成 28 年 5 月
公益財団法人 岐阜市学校給食会
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