
      この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  ２　前項の事業は、熊本市において行うものとする。

事　業　名 内　容　等

中旬 監  査 令和元年度監査

令和元年度事業報告（案）について

中旬 第１回　理事会 令和元年度収支決算（案）について

事業の執行状況報告

定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項（案）

令和元年度事業報告（案）について

下旬 第１回　定時評議員会 令和元年度収支決算（案）について

役員の選任・選出について等

令和２年度事業計画（中間報告）について

事業の執行状況報告

令和３年度事業計画（案）について

令和３年度収支予算（案）について

事業の執行状況報告

令和３年度物資納入登録業者（案）の承認について等

評議員会の日時及び場所並びに目的である事項（案）

令和３年度事業計画（案）について

下旬 第２回　評議員会 令和３年度収支予算（案）について

令和３年度物資納入登録業者（案）の承認について等

期　　日

５月

１１月 中旬 第２回 理事会

２月

中旬 第３回　理事会

公益財団法人熊本市学校給食会　定款　

　第３条 （目的）

　　 この法人は、学校給食法に基づき学校給食の普及充実と食育推進に寄与するため、　　

　 学校給食用の物資の適正円滑な供給に努め、もって児童生徒の心身の健全な発達に

令和2年度 事業計画

  （４） その他この法人の目的を達成するために必要な事業

１　理事会・評議員会

　 資することを目的とする。

　第４条 （事業）

  （１） 学校給食用物資の適正円滑な供給及び食育推進

  （２） 学校給食の普及・奨励（改善・充実）

  （３） 学校給食の実施に必要な調査・研究

第１号議案
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事　業　名 内　容　等

上旬 　５月分 物資査定

下旬 　６月分 物資査定

　５月 下旬 　７、８月分 物資査定

　７月 下旬 　９月分・２学期対応物資査定

  ８月 下旬 １０月分 物資査定

９月 下旬 １１月分 物資査定

１０月 下旬 物資購入委員会 １２月分 物資査定

下旬 　３学期分物資査定　

下旬 　１月分・３学期対応物資査定

１２月 下旬 　２月分 物資査定

１月 下旬 　3月分 物資査定

中旬 　令和３年度４月分・１学期分 物資査定

下旬 　令和３年度年間契約分・１学期対応物資査定

事　業　名 内　容　等

上旬 　４月全期分 青果物査定

中旬 　５月前半分 青果物査定

中旬 　５月後半分 青果物査定

下旬 　６月前半分 青果物査定

中旬 　６月後半分 青果物査定

下旬 　７月全期分 青果物査定

　８月 下旬 　8月後半、９月前半分 青果物査定

中旬 青果物査定会 　９月後半分 青果物査定

下旬 １０月前半分 青果物査定

中旬 １０月後半分 青果物査定

下旬 １１月前半分 青果物査定

中旬 １１月後半分 青果物査定

下旬 １２月全期分 青果物査定

上旬 　１月全期分 青果物査定

下旬 　２月前半分 青果物査定

中旬 　２月後半分 青果物査定

下旬 　３月全期分 青果物査定

事　業　名 内　　容　　等

　8月 中旬 　２学期分 食肉査定

12月 中旬 食肉査定会 　３学期分 食肉査定

　3月 中旬 令和３年度　1学期分 食肉査定

期　　日

 「公１」１　安全・安心な学校給食用物資（食材）を提供する事業　（１）－ア

　４月

　青果物査定会 （１７回）

期　　日

　４月

　５月

 「公１」１　安全・安心な学校給食用物資（食材）を提供する事業　（１）ーイ

１１月

２月

　物資購入委員会 （１３回）

　食肉査定会 （３回）

期　　日

　６月

　９月

１０月

１１月

　１月

　２月

「公１」１　安全・安心な学校給食用物資（食材）を提供する事業　（１）－ウ
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　食品安全衛生研修会

事　業　名 内　容　等

１　食品の衛生管理について

２　安全・安心な物資の納入について

　　対象者：令和２年度学校給食用物資納入登録全業者

　食品検査

　 (1)定例分

検査食品名 　 検査内容等

上旬 冷凍食品　　　 冷凍食品規格（一般細菌数・Ｅ.coli・大腸菌群）

上旬 野菜 Ｅ.coli・一般細菌数

上旬 冷菓 大腸菌群、一般細菌数

上旬 冷凍食品 冷凍食品規格（一般細菌数・Ｅ.coli・大腸菌群）

上旬 大豆白絞油 酸化防止剤（ＢＨＴ、ＢＨＡ）

上旬 鶏卵 サルモネラ

中旬 練製品（かまぼこ） 大腸菌群

中旬 鶏肉 サルモネラ・カンピロバクター

中旬 豆腐類 大腸菌群、一般細菌数

１１月 上旬 ハム、ベーコン等 亜硝酸根

査定会毎 青果物 セシウム-134　セシウム-137

物資購入委員会後毎 一般物資 対象地域（１７都県）の食材を検査

※検査品目・検体数、期日等は、食品保健課・環境総合センター・市教育委員会・給食献立により調整

事　業　名 内　容　等

事　業　名 内　容　等

6月 中旬

１１月 下旬

２月 上旬

「公１」１　安全・安心な学校給食用物資（食材）を提供する事業　その他ー（ア）

期　　日

４月 初旬 食品安全衛生研修会

「公１」１　安全・安心な学校給食用物資（食材）を提供する事業　その他ー（イ）

期　　日

給食納品時物資品質確認

「公１」（２）給食用物資の共同購入　

期　　日

５月

９月

１０月

期　　日

学校給食用物資検討委員会

毎月

学校給食用物資の取扱いについて

食肉等納品時の物資等の品質確認随時

「公１」　１　安全・安心な学校給食用物資（食材）を提供する事業　その他ー（ウ）

各学期
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事　業　名 内　容　等

学校給食交流会支援 生産者及び物資納入業者等との交流（約１０校予定）

圃場視察 地産地消野菜等生産地（約１０回予定）

熊本市栄養教諭・学校栄養職員研究協議会後援

市教育委員会後援

未定 栄養教諭・学校栄養職員・主、副主任・技師（約20人参加予定）

隔年で実施 熊本市栄養教諭・学校栄養職員研究協議会後援

市教育委員会後援

栄養教諭・学校栄養職員・主、副主任・技師（約20人参加予定）

８月 未定 みんなで作ろう学校給食 代表的学校給食メニューの家族調理（１２組参加）

他都市の物資納入状況等調査

他都市の物資衛生管理状況等調査

　その他

事　業　名 内　容　等

未　定

8月 上旬
学校給食用食材展示会
（新商品）

物資の紹介及び食材に関する研修

１０月 中旬 納入組合代表者ヒアリング 納入組合関係者

３月 上旬 地産地消推進検討等 青果物生産者等との打合せ

給食連絡会 市教育委員会主催　給食会より連絡等・給食物資の展示

公益法人セミナー 会計等の研修

納入業者との懇談会 学校と納入業者の代表者による懇談会

給食会職員研修 人権教育研修　学校給食会運営について等

共同購入システム研究 ソフト研修

下旬

下旬
指定都市会議
　　　（神奈川）

物資納入調査

期　　日

給食用物資納入懇談会

随時

随時

随時

他団体への支援５/1～５/3１申請期間

期　　日

登録業者工場視察研修会

令和２年度 熊本県
学校給食研究協議大会
（熊本市で実施、全国
大会に代わる予定）

食育推進を中核として活動している団体への協力・支援

各　月

7月

「公１」２　食育推進支援事業　（１）・（２）・（３）・（４）・（５）

随　時

各指定都市の諸問題について会議

７・８
月

4



　平成３０年度　３１品目　（水菜、甘藷、大根、一文字等）※ひご野菜（一部使用）

　令和　元年度　３４品目　（せり、スイートスプリング等　１月末現在）※ひご野菜（一部使用）

　令和　２年度　４０品目　（導入予定）

　平成２９年度　２５品目　（ピーマン、ミニトマト、大根、スティックセニョール等）

　令和　元年度　２８品目　（玉ネギ、レイシ、青葱等　１月末現在）

　平成３０年度　２８品目　（玉ねぎ、チンゲン菜、南瓜等）

　平成２４年度　４３品目　（ゆず、不知火、(冷凍）キクラゲ等）※ひご野菜（一部使用）　　　　　　　　　　

　平成２５年度　４１品目　（山東菜、さつまいも等）※ひご野菜（一部使用）　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成２６年度　４０品目　（スィートスプリング、京菜等）※ひご野菜（一部使用）　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成２７年度　３６品目　（パセリ、もやし、ピーマン等）※ひご野菜（一部使用）

特別栽培農産物（減農薬）・エコファーマー農産物導入の推進　　　　　　　　　　　　　   

　平成２８年度　３１品目　（ブロッコリー、小松菜、みかん等）※ひご野菜（一部使用）　　　　　　　　　　　　　　　　

市産品導入の推進（地産地消）　

　平成１２年度　　４品目　（レンコン、すいか、みかん、米）

　平成１３年度　　９品目　（ピーマン、せり、ホウレン草、青ねぎ等）

　平成１４年度　１３品目　（大豆、キャベツ、なす、なし等）　　　　　　　　　　　　　

　平成１５年度　１７品目　（小麦、玉ねぎ、にがうり、チンゲン菜等）　

　平成１６年度　２１品目　（いちご、たけのこ、小松菜、メロン等）　　　　　　　　　　　　　

　平成１７年度　２２品目　（水菜、甘藷、ミニトマト、きゅうり等）　

　平成１８年度　２８品目   （はるか、じゃがいも、トマト、一文字等）　　　　　　　　　　　　　　

　平成１９年度　３５品目   （八朔、アスパラ、にら、晩柑等）　※ひご野菜（一部使用）　　　　　　　　　　　　　

　平成２９年度　３３品目　（なす、青葱、ミニトマト、大根等）※ひご野菜（一部使用）　

　令和　２年度　２８品目　（導入予定）

　平成２８年度　２３品目　（玉ねぎ、ほうれん草、ナス等）

　平成２３年度　２８品目    （ぶどう、ナス、レンコン等）　　　　　　　  

　平成２４年度　２６品目　（京菜、スイカ、山東菜等）　　　　　　　　　　　　　   

　平成２５年度　２８品目　（レイシ、トマト、梨、巨峰等）　　　　　　　　　

　平成２６年度　２７品目　（すいか、ポンカン、ほうれん草等）

　平成２７年度　２６品目　（チンゲン菜、レンコン、青葱等）

　平成１４年度　　６品目　（じゃがいも、人参、玉ねぎ、キャベツ、みかん、ぶどう）　

　平成１５年度　１０品目　（チンゲン菜、ポンカン、河内晩柑、甘夏等）　　　　　　　　　　　　　　

　平成１６年度　１１品目　（じゃがいも、人参、甘夏、かぼちゃ等）　　　　　　　　　　　　

　平成１７年度　１１品目　（じゃがいも、人参、玉ねぎ、かぼちゃ等）　　　　　　　　　　　　　   

　平成１８年度　１５品目　（レンコン、  ピーマン、ナス、甘夏、いちご等）　　　　　　　　　　　　  

　平成１９年度　１６品目　（ キャベツ、ナス、甘夏、いちご、小松菜等）

　平成２０年度　１７品目　（じゃがいも、 チンゲン菜、河内晩柑、かぼちゃ等）　　　　　　　　　　　　　

　平成２１年度　１８品目　（なす、青ねぎ、甘夏、いちご、小松菜等）　　　　　　　　　　　

　平成２２年度　１８品目　（じゃがいも、人参、水菜、イチゴ等）　　　　　　　　　　　　　   

　平成２０年度　３５品目   （ブロッコリー、大根、ネーブル、春菊等）　※ひご野菜（一部使用）　

　平成２１年度　３９品目   （レモン、にんにく、もやし、パセリ等）　※ひご野菜（一部使用）　　　　　　　　　　　　　　

　平成２２年度　４１品目   （青しそ、スティックセニョール、パプリカ等） ※ひご野菜（一部使用）

　平成２３年度　３９品目　（春菊、水前寺菜）　※ひご野菜（一部使用）　　　　　　　　　　　　　
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