
      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

１０日 監  査 平成30年度監査

平成３０年度事業報告（案）について

１５日 第１回　理事会 平成３０年度収支決算（案）について

令和元年度補正予算（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

平成３０年度事業報告（案）について

３０日 第１回　定時評議員会 平成３０年度収支決算（案）について

令和元年度補正予算（案）について

役員の選任について等

令和元年度事業計画（中間報告）について

事業の執行状況報告

令和元年度熊本県学校給食研究協議大会報告

1月 9日 第3回理事会　 令和２年度物資納入登録業者等（案）の承認について

１月 ２１日 第２回評議員会 令和２年度物資納入登録業者等（案）の承認について

令和２年度事業計画（案）について

令和２年度収支予算（案）について

事業の執行状況報告

評議員会の日時及び場所並びに目的である事項（案）

令和２年度事業計画（案）について

令和２年度収支予算（案）について

期　　日

２月

14日 第４回　理事会

第２回   理事会
11月 １４日

5月

第３回　評議員会26日

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

令和元年度 事業報告

  （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

  （３） 学校給食の実施に必要な調査・研究

　 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）
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事　業　名 内　容　等

     ３日 　５月分 物資査定

    25日 　６月分 物資査定

　５月       31日 　７・８月分 物資査定

　７月     31日 　９月分・２学期・対応物資査定

  ８月     28日 １０月分 物資査定

   １日 １１月分 物資査定

    31日 物資購入委員会 １２月分 物資査定

11月 29日 　３学期分物資査定　

    2日 　１月分・３学期対応物資査定

25日 　２月分・3月分 物資査定

　１月 30日 令和2年度４月分・１学期分 物資査定

2月 ５日 令和2年度年間契約分・１学期対応物資査定

事　業　名 内　容　等

　   4日 　４月全期分 青果物査定

    23日 　５月前半分 青果物査定

14日 　５月後半分 青果物査定

24日 　６月前半分 青果物査定

   　11日 　６月後半分 青果物査定

    25日 　７月全期分 青果物査定

８月    21日 　８・９月前半分 青果物査定

    10日 青果物査定会 　９月後半分 青果物査定

    26日 １０月前半分 青果物査定

    10日 １０月後半分 青果物査定

    28日 １１月前半分 青果物査定

    12日 １１月後半分 青果物査定

    26日 １２月全期分 青果物査定

7日 　１月全期分 青果物査定

28日 　２月前半分 青果物査定

13日 　２月後半分 青果物査定

　 21日 　３月全期分 青果物査定

事　業　名 内　　容　　等

　8月 8日 　２学期分 食肉査定

12月 18日 食肉査定会 　３学期分 食肉査定

　2月 28日 　令和２年度1学期分 食肉査定

（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）

５月

９月

１０月

１１月

１月

2月

期　　日

（３）　食肉査定会 （３回実施）

６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）

（２）　青果物査定会 （１７回実施）

期　　日

４月

２　学校給食用物資の供給事業

（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）

10月

12月

（１）　物資購入委員会 （１２回実施）

期　　日

　４月
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   平成２９年度　３３品目　（青葱、なす、もやし、ミニトマト等）　　

　平成２９年度　２５品目　（ピーマン、ミニトマト、南瓜等）

（１）衛生管理

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：全学校給食用物資納入登録業者（１２６名参加）

　㋑　食品検査

　 (1)定例分

検査食品名 　 検査内容等

冷凍食品　　　 冷凍食品規格（一般細菌数・大腸菌群・Ｅ.coli）

野菜 Ｅ.coli

９日 鶏卵 サルモネラ

24日 冷凍食品 冷凍食品規格（一般細菌数・大腸菌群・Ｅ.coli）

15日 練り製品（かまぼこ） 大腸菌群

28日 ハム、ベーコン 亜硝酸根

豆腐類 一般細菌数、大腸菌群　　

冷菓（デザート） 冷凍食品規格（一般細菌数・大腸菌群・Ｅ.coli）

食肉・鶏肉 （鶏肉）サルモネラ・カンピロパクター　（食肉）サルモネラ・Ｅ.coli　

11月 20日 大豆白絞油 酸化防止剤

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、市保健所・環境総合センター・市教育委員会・給食献立により調整

　平成２８年度　２3品目　 （人参、なす、パセリ等）

４月 2日 食品安全衛生研修会

　令和　元年度   ３１品目  （玉ねぎ、レイシ、青葱等） 

　平成２３年度　３９品目　（春菊、水前寺菜）　　　　　　　　　　　　　　

　平成２４年度　４３品目　（ゆず、不知火、(冷凍）キクラゲ等）　　　　　　　　　　　　

　平成２８年度　３１品目　（ニラ、洗いレンコン、みかん等）　

（公１　１　安全・安心な学校給食用物資（食材）を提供する事業　（イ））

　平成２７年度　２６品目　（チンゲン菜、レンコン、青葱等）

   21日

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

　平成２５年度　４１品目　（山東菜、さつまいも等）　　　　　　　　　　　　　　　

　平成３０年度　３５品目　（水菜、甘藷、大根、一文字等）　

期　　日

５月

　平成２７年度　３６品目　（パセリ、もやし、ピーマン等）　　

　平成２５年度　２８品目　（レイシ、トマト、梨、巨峰等）　　　　　　　　　

29日

10月

毎月

　平成２６年度　２７品目　（玉ねぎ、ピーマン、レイシ等）

　平成３０年度　２８品目  （玉ねぎ、チンゲン菜、南瓜、大根等）

　平成２４年度　２9品目　 （京菜、スイカ、山東菜等）

　平成２６年度　４０品目　（スイートスプリング、京菜、ジャガイモ）　

（４）　市産品導入の推進（地産地消）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　令和   元年度　３５ 品目　（スイートスプリング、セリ）　

９月

（5）　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

（公１　１　安全・安心な学校給食用物資（食材）を提供する事業　（ア））

期　　日
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事　業　名 内　容　等

12日 1学期食肉組合見本確認

15日 武蔵共調、向山小、白山小　

8月 5日 2学期食肉組合見本確認

9月 １７日 長嶺共調、帯山西小、黒髪小

１１月 6日 西原共同、託麻原小、西原小

8日 3学期食肉組合見本確認

1５日 日吉共調、力合小、出水南小

２月 26日 井芹共調、田迎西小、春竹小(新型コロナウィルス感染防止のため中止）

事　業　名 内　容　等

6月 12日 学校給食用物資検討委員会

1月 30日 物資購入委員会視察

2月 10日 学校給食用物資検討委員会

　食育推進事業

事　業　名 内　容　等

年間 6/6他 学校給食交流会支援

生産者及び物資納入業者等との給食交流会
（城山小6/6、力合中6/20他、白山小6/20、植木小７/16他、
　出水南中7/８、城西小10/24、　田迎西小１２/５、託麻原小１２/１０
　健軍小１２/１９）

8月 ７日 みんなで作ろう学校給食  11組参加

食育推進を中核として活動している団体への協力・支援

熊本市栄養教諭・学校栄養職員研究協議会　

　圃場視察

物資名 視察先

４月 16日 すいか 植木地区

13日 晩柑 河内地区

21日 ピーマン 東部地区

６月 3日 じゃがいも 天明地区

11日 なす 飽田地区

18日 チンゲン菜 北部地区

12月 11日 スィートスプリング 植木地区

21日 せり 画図地区

31日 一文字 池上地区

研修会等

事　業　名 内　容　等

7月 22日
登録業者工場
視察研修会
（熊本県パン共同工場）

・工場視察（学校関係者1７人参加）
・県パン共同工場について　甲斐秀和理事長　髙橋靖文工場長
・質疑応答

・朝市見学

・市場について　株式会社熊本地方卸市場　丸山隆総務部長

・組合設立の歴史・青果物の現状　上田啓一理事長

・グループ協議
（学校関係者2０人　組合関係者３人参加）

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

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

（公１　２　食育推進事業　（１）・（２）・（３）・（４）・（５））

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　－　ア）

期　　日

学校給食用物資の取り扱いについて

２日

学校給食用物資
納入懇談会
（熊本県学校給食納入協同組
合）

期　　日

５/1～５/3１

募集

　  1月

4月

活動協力・支援

年　間 物資納入調査随時

期　　日

期　　日

年　間

８月

5月

10月

1月
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　その他

事　業　名 内　容　等

４月 ９日 給食会職員研修 平成３１年度学校給食会の組織・運営について等

各指定都市の諸問題について会議

表彰式

特別講演
　演題「生きる力をはぐくむ食育の推進と学校給食の充実」
　　　　講師　一般社団法人食の検定協会　代表理事
　　　　　　　安武　郁子　氏
全体会・分科会等

上島副理事長、吉田理事、理事長参加

８月 １日
学校給食用食材新商品
展示会
（城南町）

納入業者、栄養教諭・学校栄養職員・主任・副主任・技師

１５日　熊本県学校給食納入協同組合
         　熊本市学校給食食肉納入組合

１６日　熊本市学校給食豆腐蒟蒻類納入協同組合
        　 熊本市学校給食醤油味噌納入組合

１７日　熊本県麺類協同組合
　　　　熊本市学校給食酒類納入業社会

3月 10日 地産地消推進検討等
次年度の青果物についての生産者と学校との情報交換会
（新型コロナウィルス感染症防止のため中止）

各　月 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

随　時 健康教育課との連絡会 担当主幹・指導主事との情報交換

・冷凍魚のトレーサビリティについて
・アレルギー物資・添加物除去物資の開発・提案について
・登録業者におけるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の
　実施について
・市内産生鮮野菜の利用率について
・学級閉鎖・学年閉鎖時におけるフードロス対策について
・良質な青果類を担保するための調達方法のあり方について

年　間

期　　日

１５日
１６日
１７日

納入組合代表者
ヒアリング

１０月

25日

19日
指定都市会議
　　　（福岡市）

７月

令和元年度 熊本県
学校給食研究協議大会
（御船町）
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