
 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

全な発達に資することを目的とする。 

第４条（事業） 

この法人は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（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 

（４） その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項の事業は，熊本市において行うものとする。 

１．理事会・評議員会  （理事会 7回，評議員会 4回） ※書面決議を含んでいます。 

期日 事業名 内容等 

５月 １１日 監査 令和元年度 監査 

１４日 第１回 

理事会 

○令和元年度 事業報告について 
○令和元年度 計算書類（賃借対照表及び正味財産増減計算書） 

及び附属明細書並びに財産目録（案）について 
○令和２年度 補正予算（案）について 
○定時評議員会の日時及び場所，並びに目的である事項（案） 

２９日 第１回 

定時評議員会 

○令和元年度 事業報告について 
○令和元年度 計算書類（賃借対照表及び正味財産増減計算書）及び 

附属明細書並びに財産目録（案）について  
○令和２年度 補正予算（案）について 
○役員の選任について 等 

11月 １６日 第 3回 

理事会 

○諸規定の変更について 
○学校給食用物資購入委員会について 
○食肉査定会について 
○令和２年度 年間計画の変更について 
○令和２年度 補正予算（案）について 

 

 

 

２月 

 

 

 

１５日 

 

 

 

第 5回 

理事会 

○令和３年度 事業計画（案） 
○令和３年度 収支予算（案）について 
○令和２年度 補正予算の科目変更（案）について 
○令和３年度 年間契約物資価格（案）について 
○令和３年度 学校給食用物資納入における取り扱い方針（案） 
○令和３年度 学校給食用食肉査定会について（案） 
○緊急時のキャンセルができない青果物の取扱いについて   
○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（ 案 ） 

 

２月 

 

２６日 

 

第 4回 

評議員会 

○令和３年度 事業計画（案） 
○令和３年度 収支予算（案）について 
○令和２年度 補正予算の科目変更（案）について 
○令和３年度 年間契約物資価格（案）について 
○令和３年度 学校給食用物資納入における取り扱い方針（案）  
○諸規程の変更について 
○令和３年度 学校給食用食肉査定会について（案 ） 
○緊急時のキャンセルができない青果物の取扱いについて 

  令和２年度 事業報告                              

※第２回理事会（書面決議）５/２９  
理事長・副理事長の選任 

※第２回評議員会（書面決議）１２/１ 
 物資購入委員会・総合評価 

※第４回理事会（書面決議）１/３１ 
  物資納入業者の登録 

※第３回評議員会（書面決議）２/１８ 
  物資納入業者の登録 

※第６回理事会（書面決議）３/２６ 
  物資納入業者の登録・脱退 

※第７回理事会（書面決議）３/３１ 
  事務局長の選任 



２．学校給食用物資の供給事業 

 （１）物資購入委員会（１3回実施）                                            
 期 日 事業名 内 容 等  

① 
1４月 

1２日  ５月分物資 査定 実施 

 ２４日 ６月分物資 査定 ※中止 

 1５月 ２８日 ７・８月分物資 査定 ※中止 

② 1７月 ２７日 ２学期一般物資 査定 実施 

③ 1７月 ２９日 ９月分・２学期分 対応物資査定 実施 

④ 1８月 ２６日 １０月分物資 査定 実施 

⑤ 1９月 ２８日 １１月分物資 査定 実施 

⑥ １０月 ２８日 １２月分物資 査定 実施 

⑦ １１月 ２４日 ３学期分 査定 実施 

⑧ １１月 ２６日 １月分物資・３学期対応物資  査定 実施 

⑨ １２月 ２５日 ２月分物資 査定 実施 

⑩ 1１月 ２６日 ３月分物資 査定 実施 

⑪ 
1２月 

１９日 ２０２１年４月分・上半期分 査定 実施 

⑫ ２２日 ２０２１年度年間契約分 上半期対応物資 査定 実施 

⑬ 1３月 ２６日 ２０２１年５月分 査定 実施 

（2）青果物査定会（１５回実施）                                            

 期 日 事業名 内 容 等  
① 

1４月 
1１日 

 

４月全期分 実施 

 ２３日  ※中止 

 
1５月 

１２日  ※中止 

② ２７日 ６月前半分 実施 

③ 
1６月 

１１日 ６月後半分 実施 

④ ２５日 ７月全期分 実施 

⑤ １８月 ２５日 ８月後半・９月前半分 実施 

⑥ 
1９月 

２９日 ９月後半分 実施 

⑦ ２５日 １０月前半分 実施 

⑧ 
１０月 

１３日 １０月後半分 実施 

⑨ ２７日 １１月前半分 実施 

⑩ 
１１月 

１０日 １１月後半分 実施 

⑪ ２５日 １２月全期分 実施 

⑫ 
１１月 

1６日 １月全期分 実施 

⑬ ２１日 ２月前半分 実施 

⑭ 
1２月 

１９日 ２月後半分 実施 

⑮ ２５日 ３月全期分 実施 

【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）ーア】 

【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】 
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（３）食肉査定会（３回実施）                                            

 

 

 

 

（４）市産品導入の推進 
平成２５年度 ４１品目 （山東菜，さつまいも 等） 

平成２６年度 ４０品目 （京 菜，ジャガイモ，スイートスプリング 等） 

平成２７年度 ３６品目 （パセリ，もやし，ピーマン 等） 

平成２８年度 ３１品目 （ニ ラ，みかん，洗いレンコン 等） 

平成２９年度 ３３品目 （青 葱，な す，もやし，ミニトマト 等） 

平成３０年度 ３５品目 （水 菜，甘 藷，大 根，一文字 等） 

令和元年度 ３５品目 （セ リ，スイートスプリング 等） 

令和２年度 31品目 （青 葱，小松菜，チンゲン菜，パセリ 等）  

 

 

（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 
平成２５年度 ２８品目 （レ イ シ，ト マ ト，巨 峰， 梨 等） 

平成２６年度 ２７品目 （玉ねぎ，ピーマン，レ イ シ 等） 

平成２７年度 ２６品目 （青 葱，洗いレンコン，チンゲン菜 等） 

平成２８年度 ２３品目 （人 参，な す，パセリ 等） 

平成２９年度 ２５品目 （ピーマン，南 瓜，ミニトマト 等） 

平成３０年度 ２８品目 （玉ねぎ，南 瓜，大 根，チンゲン菜 等） 

令和元年度 ３１品目 （玉ねぎ，レ イ シ，青 葱 等） 

令和２年度 ２６品目 （玉ねぎ，小松菜，洗いレンコン 等） 

 

 

 

期  日 事 業 名 内 容 等 

1８月 1４日 

食肉査定会 

（令和２年度） ２学期分  

１２月 １０日 （令和２年度） ３学期分  

1３月 １１日 （令和３年度） １学期分  

 

【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）ーウ】 



３．衛生管理 

  （１）研修会 

期日 事業名 内容等 

4月 １日 食品安全衛生研修会 

１ 食品の衛生管理について 

２ 安全・安心な物資納入の取組について 

   （対象）全学校給食用物資納入登録業者 

  （２）食品検査 
    ①定例分 

期 日 検査食品名 検査内容・学校名 等 

１０月 １９日 

冷凍食品（むき枝豆） 冷凍食品規格（一般細菌数・大腸菌群・E.coli） ＊出水南小 

野菜（人参） E.coli                      ＊出水南共同調理場 

練り製品（かまぼこ） 大腸菌群                   ＊出水南共同調理場 

豆腐類（豆腐） 一般細菌数・大腸菌群        ＊出水南共同調理場 

毎月 
査定会毎 青果物 セシウム－134 セシウム－137 

対象地域（１７都県）の食材を検査 物資購入委員会毎 一般物資 

※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 

※新型コロナウィルスの影響により，環境総合センターでは検査ができず，下記機関にて４検体のみ実施した。 

  （株式会社パソラボ・パソラボ熊本ラボ） 

②その他 
期 日 検査食品名 検査内容等 

１４月    

給食用物資 
納入時の品質確認 

１学期分，食肉組合の納入見本確認  ※中止 

１７月 ２１日 出水南共調，大江小，砂取小 （豚肉） 

１８月 １６日 ２学期分，食肉組合の納入見本確認 

１９月 ２４日 託麻原小，城北小，武蔵共調 （豚肉） 

１０月 １６日 高平台小，大江小，龍田共調 （豚肉） 

１２月 ２１日 ３学期分，食肉組合の納入見本確認 

１１月 １２日 砂取小，健軍小，西原共調 （豚肉） 

１２月 １４日 長嶺共調，山ノ内小（豚肉） 

１３月 ２９日 ２０２１年 1学期分，食肉組合の納入見本確認 

    ③給食用物資の共同購入 

期 日 事業名 内容等 

１１月 ４日 学校給食用物資検討委員会 
学校給食用物資の取扱いについて 

２月 ３日 学校給食用物資検討委員会 

４ 食育推進事業 

期 日 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給食交流会  ※中止 

  みんなで作ろう学校給食 ※中止 

年間 ７月募集 活動協力・支援事業 熊本市栄養教諭・学校栄養職員研究協議会 

【公１ １．安全・安心な学校給食用物資（食材）を提供する事業（１）エ （ア）】 

【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）エ （イ）】 

【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）エ （ウ）】  

【公１ １．安全・安心な学校給食用物資（食材）を提供する事業 （２）ア】  

※中止 

【公１ ２．食育推進事業 （１）（４）（５）】  



５ 圃場視察 

期 日 検査食品名 視察先 

10月 22日 ニラ 中島地区 

11月 13日 小松菜 飽田地区 

11月 22日 レンコン 天明地区       ※中止 

１３月 ３０日 サラたまちゃん 芦北・水俣地区 

 ※例年より少ない回数でしたが，３回実施しました。 

６ 研修会等 

期 日 事業名 内容等 

  登録業者工場を視察 ※令和３年度に延期 

    

    

７ その他 

期 日 事業名 内容等 

４月  給食会職員研修 
令和２年度 熊本市学校給食会の
組織・運営について 

  学校給食用食材新商品展示会 
（参加者）         ※中止 
納入業者・栄養教諭・栄養職員・ 
主 任・副主任・技 師 

１０月 

１４日 
（①・②） 

１５日 
（③・④） 

１６日 
（⑤・⑥） 

物資納入組合との懇談会（ヒアリング） 
①熊本県学校給食納入協同組合 
②熊本市学校給食食肉納入組合 
③熊本市学校給食豆腐蒟蒻類納入協同組合 
④熊本市学校給食醤油味噌納入組合 
⑤熊本県麺類協同組合 
⑥熊本市学校給食酒類納入業社会 

・感染症防止の取組 
・システム化に伴う現状 
・学校や調理場との連携 
・品質管理について 
・その他（課題） 

年間 

各月 給食連絡会   ※１０月からはリモートでの開催 
市教委主催 
・給食会からの連絡 
・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 

 

 

 

 

 

 

 

【公１ ２．食育推進事業 （２）】  

【公１ ２．食育推進事業 （３）】  


