
 

平 成 ２４ 年 度 事 業 報 告 書 

         

 学校給食支援事業        

         

1  学校給食用物資の安定供給に関する事業（定款第４条第１項第１号）   

            

 （１） 県内学校給食単独校調理場設置学校，学校給食共同調理場を対象として下記の諸物資を供

給した。         

  ア 基本物資         

本会は，パン・ソフト麺の原料となる小麦粉は，県産小麦（きぬの波）及び輸入小麦の年

間必要数量を製粉会社を通して確保し，県産小麦粉の消費拡大を図るとともに安定供給に努

めた。 

米穀については，ＪＡ全農いばらきとの協力関係を構築し，各市町村の産地指定米の年間

使用分を玄米として確保していただくとともに保管を要請し，本会では毎月精米として計画

的に購入し供給することにより安定的な供給に努めた。         

イ 一般物資         

 

（２）一般物資の選定 

学校給食用製品開発選定委員会の開催 

委員会の構成 

①茨城県農林水産部販売流通課  ②茨城県教育庁保健体育課 

③茨城県学校給食共同調理場連絡協議会  ④茨城県学校栄養士協議会 

⑤茨城県学校給食会  ⑥その他理事長が必要と認める者 計１３名 

開催日 第１回 ６月１日 本会会議室 

     応募数 １０７品（冷凍品６３品 乾物３８品 デザート６品） 

第２回 １２月５日 本会会議室 

応募数 １１６品（冷凍品５８品 乾物４６品 デザート１２品） 

 

（３）一般物資の開発 

    学校給食用製品開発選定委員会により，学校給食への地産・地消を推進するため，県内農産

物（ヤーコン）を使用した製品開発を行った。 

開催日 

 第１回  ６月 １日 本会会議室 ２３年度開発製品アンケート結果報告 

及び２４年度の開発について 

第２回 １０月１６日 本会会議室 試作及び規格等の検討（ヤーコンを使用した製品） 

第３回 １２月 ５日 本会会議室 試食及び規格等の検討 

第４回  １月３０日 （株）せき 石岡営業所・冷凍工場 

開発製品等について（アンケート等の検討） 

 

（４）開発選定された一般物資の検討（物資検討会（展示会）の開催） 



 

    学校給食用開発選定委員会で内部選考会を実施し選定した選定品及び当該委員会で調査研

究し開発した県産品の一般物資について，茨城県共同調理場連絡協議会との共催で，県内７ブ

ロックにおいて，栄養教諭・学校栄養職員等へ説明紹介をした。 

    平成２４年度下半期分物資検討会 

     出品数 ６２品（冷凍品３８品 乾物２０品 デザート４品） 

     ７月 ３日  県 西ブロック ４３名（昨年度 ４７名）坂東市岩井体育館 

     ７月 ４日  中 央  〃  ６５名（  〃 ７３名）本会会議室 

     ７月 ５日  筑ろく  〃  ３８名（  〃 ３２名）本会会議室 

     ７月１０日  県 南  〃  ３１名（  〃 ３２名）北守谷公民館 

     ７月１１日  鹿 行  〃  ３３名（  〃 ３２名）北浦公民館 

     ７月１２日  県 北  〃  ２３名（  〃 １９名）高萩市中央公民館 

     ７月１３日  筑 浦  〃  ４８名（  〃 ５０名）つくばみらい市立谷和原公民館 

    平成２５年度上半期分物資検討会 

     出品数 ６５品（冷凍品３６品 乾物２５品 デザート４品） 

     ２月 １日  鹿 行ブロック ３２名（昨年度 ２９名）鉾田市旭総合支所 

     ２月 ４日  筑ろく  〃  ３３名（  〃 ３８名）本会会議室 

     ２月 ５日  中 央  〃  ７１名（  〃 ６７名）本会会議室 

     ２月 ７日  県 北  〃  ２１名（  〃 ２２名）高萩市総合福祉センター 

     ２月 ８日  筑 浦  〃  ４７名（  〃 ４１名）つくばみらい市立谷和原公民館 

     ２月１３日  県 西  〃  ４３名（  〃 ４４名）常総市石下西公民館 

     ２月２２日  県 南  〃  ２９名（  〃 ３０名）取手市福祉会館 

 

（５）三県（茨城・栃木・千葉）共同購入委員会における一般物資共同仕入体制の推進 

共同購入によるスケールメリットならびに安全・安心の確保のため購入物資の選定・開発を

行った。 

     取扱品目    ２２品目（缶詰等１６，冷凍野菜６） 

     取扱業者数    ５業者 

（ＳＮ食品，カセイ食品，ニチレイ，日本水産及び東亜商事（西松フーズ）取扱商品） 

     取扱い金額   ３１２，９４３千円 （昨年度 ３０９，５６９千円） 

 

２ 安全及び品質確保のための検査，衛生管理等に関する事業（定款第４条第１項第１号関係） 

（１）安全及び品質確保 

  ア 食品検査室による定期検査の実施 

     冷凍食品及び常温物資を対象に３８回４０４品目（昨年度１９回２２７品目）について，

細菌検査を実施し品質管理の徹底に努めた。 

  イ 小麦粉の残留農薬及び成分検査（日本穀物検定協会に委託） 

     学校給食パンの原料である小麦粉の安全の確保と適正に供給するため，残留農薬８項目に

ついて年２回実施するとともに，成分（水分，粗たん白，粗灰分，粒度，ビタミンＢ１）に

ついては，毎月検定を実施した。 

  ウ パン抜取審査の実施 



 

     学校給食用パン委託加工全工場より抽出した製品について，「学校給食用パンの品質採点

表示方法（社団法人日本パン技術研究所）」を参考とし採点審査を行った。 

     採点全結果を委託加工工場へ周知し，品質向上を図り，必要により製粉会社の技術者から

パン製造について個別指導を行った。 

第１回   １１月１６日  ３８品   本会会議室 

     第２回    ２月２２日  ３８品     〃 

  エ 学校給食用ソフト麺抜取検査の実施 

     学校給食用ソフト麺の品質及び安全確保のため，年２回，県内学校給食用メン委託加工工

場全製品を対象に水分及び細菌検査を実施し，検査成績により個別指導を図った。 

     第１回    ６月１１日  １０品   本会検査室 

     第２回    １月 ７日  １０品     〃 

  オ 学校給食用米飯の飯量調査の実施 

     学校給食用米穀を適正に供給するため，毎月，委託加工工場毎に１施設のモニター校（２

２施設）を委嘱し，納品時ごとに飯量調査を行い，その結果により個別指導を図った。 

  カ 米穀の鮮度判定の検査の実施 

     学校給食用米穀を適正に供給するため，産地指定（４０地域）ごとに毎月，本会の職員に

よる鮮度の判定を実施した。 

  キ 放射能検査の実施 

 本会取扱物資のより一層の安全性を確保するため，県内農畜産物を中心に放射能検査を

実施し，その結果をホームページ上に公開した。  

基本物資（一般財団法人茨城県薬剤師会公衆衛生検査センターに検査を委託し，その結

果を該当市町村へ報告） 

○一般物資  本会検査担当職員による検査  ２１１検体 

○基本物資  精米（産地指定ごとに検査）   ４１検体 

            小麦粉（パン）          １検体 

            小麦粉（麺）           １検体 

 

（２）委託加工工場（パン，麺及び米飯）の衛生管理指導・相談・助言 

  ア 衛生指導及び拭き取り検査の実施 

    ２０工場  

専門機関である東京サラヤ（株）に衛生管理指導等を委託し，本会職員と同行し実施した。 

  イ 拭き取り検査指摘事項の確認及び衛生管理指導等の実施 

    拭き取り検査で指摘した事項についての実施確認，その他必要により随時訪問し指導・相

談・助言等実施。 

  ウ 衛生管理講習会の実施 

     学校給食委託加工工場関係者に対して，製品及び工場の衛生管理・環境管理の徹底を図る

ための講習会を実施した。 

     ４月 ５日  契約更改日    ７４名参加（昨年度 ６３名） 本会会議室 

     ８月２７日  夏季講習会   １０８名参加（昨年度１１７名）   〃 

 



 

３ 学校給食の充実発展及び食育支援に関する事業（定款第４条第１項第２号） 

（１）食育指導資料，検査機材の購入・無償貸与 

  ア 食育指導資料，検査機材の購入 

      書籍 ９冊（昨年度７冊）   その他（カミカミセンサー） ２台（新規） 

  イ 食育指導資料の無償貸出  延べ９７か所 

      紙芝居 ８５部（昨年度５５部）  ＤＶＤ・ビデオ ４３本（昨年度７４本） 

      書籍  ７９冊（昨年度９０冊）  その他 ４４部（昨年度１９部） 

  ウ 学校給食の検査体制強化に係る簡易検査機材（培地・試薬を含む。）の無償貸与事業 

    ふらん器（大腸菌群，一般細菌，黄色ブドウ球菌等の検査用） ２施設（昨年度３施設） 

    紫外線ランプ（残留脂肪の検査用）             ３施設（昨年度４施設） 

    ＡＴＰ拭き取り検査セット（汚染度判定検査用）       ７施設（昨年度１６施設） 

    糖度計 １施設（昨年度３施設）  塩分計 ９施設（昨年度８施設） 

自記温湿度計 ２施設（昨年度０） 

  エ 冷凍保管庫設置補助 

    事業費  ６００，０００円 

     水戸市立城東小学校，東海村立東海中学校，東海村立東海南中学校，茨城県立水戸南高校， 

     常陸太田市学校給食センター里美センター，つくば市立大穂学校給食センター 

以上６箇所 

 

（２）各種講習会等の開催 

ア いばらき食育推進大会（県，県教育委員会，県栄養士会等との共催） 

     米飯給食献立コンテスト受賞作品の写真資料等及び貸出用食育指導資料を展示し，本会の

役割を広報した。 

     開催日 平成２５年１月１６日  茨城県立県民文化センター 

イ 地場農産物を利用した米飯給食献立コンテストの実施 

     栄養教諭及び学校栄養職員を対象に，地産地消の見地から地場農産物の利用促進及び米の

消費拡大を図るとともに食育の推進に寄与することを目的に実施した。 

   １０月２３日 献立コンテスト第１次審査会 ２９点応募 ５点選出（昨年度３４点応募） 

   １１月２９日 献立コンテスト第２次審査会（５点による実技審査） 

    １月１６日 表彰式 いばらき食育推進大会（茨城県立県民文化センター） 

ウ 学校給食調理従事員衛生講習会の開催（県教育委員会との共催） 

 学校給食における食中毒を防止する観点から，調理業務に従事する学校給食調理従事員を

対象に，学校給食の安全及び充実を図るため，衛生及び調理技術に関する講習を本会会議

室を会場に実施した。 

     開催日 ８月２３日   参加者 １０３名（昨年度 １０１名） 

     講師 日本学校調理師会 会長  山本 五十六 

        東京医科大学 兼任教授  中村 明子 

  エ つくろう料理コンテスト（県教育委員会との共催） 

     児童生徒が望ましい食習慣をしっかりと身に付けることができるよう，自ら健康を考えた

食材を選定し，栄養バランスを考えた献立を作成・調理をすることを通じて食への関心を



 

高めていくことを目的として実施した。 

応募総数   ６，２９２作品 （昨年度 ７，１２７作品） 

     第１次審査会 開催日 ７月 ９日  書類審査 

     第２次審査会  〃  ８月２２日  料理コンテスト ２６名（中川学園調理技術専門学校） 

オ 調理講習会並びにセミナーの開催 

     茨城県学校栄養士協議会等と共催により，栄養教諭・学校栄養職員を対象として，放射能

と食のセミナーの開催と調理技術の向上及び県内産農畜産物の普及を目的に本会調理室等

を会場に実施した。 

   第１回 開催日 １１月２１日～２２日  参加者 ７３名（昨年度６２名） 

    ・調理講習会（茨城県産の食材を使用した料理とスパイスの効果について） 

      講師 料理研究家 食のプロデューサー 馬場 香織 

    ・放射能と食のセミナー 

      講師 茨城大学大学院理工学研究科 教授 高妻 孝光 

   第２回 開催日 １２月１１日～１２日  参加者 ７０名（昨年度８３名） 

    ・調理講習会  （茨城県の行事食・郷土食の調理実習と今伝えたい食の講義） 

      講師  クッキングスクールネモト 主宰 根本 悦子  

カ 親子料理講習会の開催 

     茨城県産ローズポークを使用したウィンナーソーセージ作りを体験することで，「地産地

消」の推進と食に関する知識を習得することを目的に，児童・生徒とその保護者を対象と

して本会調理室を会場に実施した。 

     開催日  ８月１１日   参加者 ８組１４名（昨年度 ８組１８名） 

     講師  ＪＡ全農いばらき ポケットファーム事業部 どきどき茨城町店 

           食品衛生管理者  綿引 豊 

キ 学校給食管理システムソフトウェア無償貸与及び講習会の実施 

     貸与箇所      ２２９箇所（昨年度 ２２５箇所） 

     講習会  ７月３０～３１日 新規貸与者対象２日間 １１名 本会会議室 

  ク 産地視察研修会 

     茨城県産品の産地及び製造工場の視察を通して，県産品に関する理解を深め，地域に根ざ

した食育を推進するため，栄養教諭及び学校栄養職員を対象に実施した。 

     開催日 １１月２８日   参加者 １２名（昨年度 １５名） 

     場 所 水戸冷凍食品株式会社（水戸市） 

          冷凍野菜製造工程視察 

極洋食品株式会社 ひたちなか工場（ひたちなか市） 

さば味噌煮製造工程視察 

 

（３）学校給食充実発展・食育支援事業等に係る助成事業 

    茨城県内の学校給食の充実発展並びに学校等における食育を推進するため，学校給食関係団

体等が実施する事業に対し助成した。 

     １２団体    ４８３，７４２円（ 新規 ） 

 



 

（４）研修室・会議室等の貸出（学校給食関係団体その他公益団体等への無償提供） 

     延べ７４団体等   人数 延べ約１，９９２人（昨年度 延べ約１，１００人）  

 

（５）ホームページによる広報活動 

    本会の概要・食育・地産地消・給食管理システム・物資情報（栄養成分・遺伝子組換え・ア

レルギー物資等）・検査結果（一般細菌・放射能）・財務諸表等の情報提供に努めた。 

 

（６）広報誌の発行 

   広報編集委員会の開催 

    委員会の構成 

     ①茨城県教育委員会          ②学校給食実施校の給食主任 

     ③茨城県教育研究会学校健康教育部会  ④茨城県学校給食共同調理場連絡協議会 

     ⑤茨城県学校栄養士協議会        ⑥茨城県ＰＴＡ連絡協議会 

     ⑦茨城県学校給食会                   計８名 

    開催日 第１回   ６月２５日   本会会議室 

        第２回  １２月２０日   本会会議室 

  ア 給食いばらき  ２回（１１月，３月）  各２，２００部  各関係先に配布 

イ 学校給食だより（ＩＧＫだより）   ９回  各３００部  学校等へ配布 

 

（７）学校給食関係団体への助成事業等 

  ア 茨城県学校栄養士協議会への助成              ３００，０００円 

  イ 茨城県学校栄養士協議会ブロック別研修会への助成      ２７４，０００円 

  ウ 茨城県共同調理場連絡協議会への助成            １００，０００円 

  エ 茨城県共同調理場連絡協議会ブロック別協議会への助成    ３００，０００円 

 

４ 庶務概要 

（１）理事会，評議員会等 

  平成２３年度決算監査     ５月１８日  

  平成２４年度第１回通常理事会 ５月３０日  

     議案 

第１号 公益財団法人茨城県学校給食会文書取扱規程の全部改正について 

     第２号 平成２３年度事業報告並びに決算の承認について 

     第３号 役員等の選任に係る推薦について 

     第４号 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について 

     報告 

第１号 平成２４年度事業計画並びに収支予算について 

第２号 平成２４年度学校給食関連行事予定表について 

  平成２４年度定時評議員会   ６月１９日  

     議案 

 第１号 平成２３年度貸借対照表，損益計算書（正味財産増減計算書）及び財産目録の承



 

認について 

     第２号 評議員の選任について 

     第３号 理事の選任について 

     第４号 監事の選任について 

     報告 

第１号 平成２３年度事業の報告について 

第２号 公益財団法人茨城県学校給食会文書取扱規程の全部改正について 

  代表理事の選定（理事会の決議の省略） ６月２６日 

     定款第２５条第２項（理事長等の選定規定）及び第３６条第２項（決議の省略）に基づき，

理事全員の同意書及び監事全員の意義がない旨の意思表示により選定 

助川 幹夫 ６月３０日辞任 

宮本 義巳 ７月１日就任 

平成２４年度第２回通常理事会 ３月２６日  

     議案 

第１号 公益財団法人茨城県学校給食会職員就業規則の制定について 

     第２号 公益財団法人茨城県学校給食会業務職員就業規則の制定について 

     第３号 公益財団法人茨城県学校給食会パート職員就業規則の制定について 

     第４号 公益財団法人茨城県学校給食会育児・介護休業規則の制定について 

第５号 公益財団法人茨城県学校給食会事務局組織規則の制定について 

     第６号 公益財団法人茨城県学校給食会経理規程の制定について 

     第７号 公益財団法人茨城県学校給食会給与規程の制定について 

     第８号 平成２５年度事業計画及び収支予算について 

第９号 資金調達及び設備投資の見込みについて 

     報告 

職務の執行状況について 

 

（２）各種会議等への参加 

  ア 関東甲信静ブロック学校給食研究協議会 

    ５月１５日      埼玉県  関東甲信静ブロック・都県教委との合同会議 

イ 全国学校給食会連合会定例総会 

    ６月２２日 第１回  東京都     

    ２月１５日 第２回  東京都     

  ウ 学校給食振興期成会  

    ７月３１日  全国学校給食振興期成会  定期総会   東京都 

    １１月１日  全国学校給食振興期成会  振興大会   東京都 

    ７月２０日  茨城県学校給食振興期成会 理事会，総会  県庁 

  エ 関東甲信静ブロック学校給食会会議 

    １０月１８日～１９日 事務担当者部会     神奈川県 

    １０月２５日～２６日 連絡協議会       茨城県 

  オ 第６３回全国学校給食研究協議大会 



 

    １１月１５日～１６日             大分県 

  カ うまいもんどころ食彩運動推進協議会 

    ５月３０日      協議会         県庁 

    １０月２日      協議会         県庁 

  キ 各種研修会への参加 

    ４月１３日       全給連公益法人運営実務（経理）研修会 東京都 

    ６月２６日～２７日   公社等連絡協議会会計職員研修     水戸市 

    ７月１９日～２０日   全給連初任者研修会          東京都 

９月２０日～２１日   公社等連絡協議会第３部課程研修    水戸市 

    ９月２６日～２８日   食の安全に関する実技講習会      東京都 

１０月２３日      全給連学校給食用パン研修会      東京都 

    １０月３０日～３１日  全給連事務局長セミナー        東京都 

    １１月８日～９日    全給連経営者セミナー         東京都 

２月 １日       学校給食用脱脂粉乳ブロック研修会   東京都 

  ク ３県（茨城・栃木・千葉）学校給食会共同購入委員会 

    ４月１２日       共同購入委員会及び営業担当専門委員会 本会 

    ７月 ６日～７日    総会                 千葉県 

    ８月７日～８日     営業担当職員等研修会         本会 

    ９月１９日       共同購入委員会及び営業担当専門委員会 本会 

１１月９日       共同購入委員会及び営業担当専門委員会 本会 

    １２月２１日～２２日  役員会 （役員との合同会議）     茨城県 

   １月１５日～１月１７日 工場視察研修             宮崎県 

２月２７日       共同購入委員会及び営業担当専門委員会 本会 

 

（３）職員の異動 

   採 用 

  主  事  鈴 木 陽 介    平成２４年 ４月 １日 

      嘱託職員  門 倉 有 佳    平成２４年 ９月 １日 

      嘱託職員  上遠野 昌 延    平成２５年 ３月 １日 

   退 職 

  嘱託職員  中 村 のどか    平成２４年 ９月３０日 

      主  任  桜 井 秀 忠    平成２５年 ３月３１日 

       


