
                            

        

        

自 平成 27 年　４月　１日

至 平成 28 年　３月　31日

平成27年度

事業報告書

公益財団法人　よこはま学校食育財団



　　平成27年度事業計画に基づき、次の諸事業を行いました。

１ 学校給食用物資の調達・斡旋に関する事業　（定款第４条第１項第１号関係事業）１ 学校給食用物資の調達・斡旋に関する事業　（定款第４条第１項第１号関係事業）１ 学校給食用物資の調達・斡旋に関する事業　（定款第４条第１項第１号関係事業）１ 学校給食用物資の調達・斡旋に関する事業　（定款第４条第１項第１号関係事業）

(1) 学校給食用物資の調達

　横浜市からの委託により、次のとおり学校給食用物資を一括購入し横浜市立の給食実施校へ

供給しました。

ア　対象学校数 校

イ　年間取扱額 円 （8,575,521,531円）

　（ｱ）　主食(パン・米飯)及び牛乳等の取扱額　　　 円 （3,239,320,698円)

　（ｲ）　副食物資(食肉類・冷凍食品類・卵類・

　　　　　 野菜果実類・調味料等)の取扱額 円 （5,190,065,069円)

　（ｳ）　冷凍食品類管理委託料　（ｳ）　冷凍食品類管理委託料 円   （146,135,764円)

(2) 学校給食用物資納入業者の登録

　新規納入業者１者（牛乳）を登録するとともに、５者の登録抹消を行いました。

学校給食用物資納入業者登録状況（平成28年３月31日現在） 　 (　)は内数で組合   （単位：者）

＊業者数は延べ業者数。年度末実登録業者数は101者+４組合（年度当初：105者+４組合）

２ 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信に関する事業２ 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信に関する事業２ 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信に関する事業２ 食の安全・安心への取組及び食に関する情報の発信に関する事業

(1) 給食相談員の巡回        巡回相談校数   延べ　600校（559校）

　  物資の衛生上の安全性及び適正な納品の確保を図るために、納入業者の学校納入時に、品質、

　規格、鮮度等の納入状況等を調査するとともに、学校長及び給食関係職員に対する給食相談等

　により学校を支援しました。

(2) 物資納入業者等への訪問指導  　訪問数  31件（25件）

　 新規登録納入業者や、 衛生検査により衛生指導が必要と思われる納入業者に対する訪問指導

　を行い、再発防止等を図りました。

（定款第４条第１項第２号関係事業）　（定款第４条第１項第２号関係事業）　（定款第４条第１項第２号関係事業）　（定款第４条第１項第２号関係事業）　

31(3) 162(5)年度末登録件数 5(1) 26 25(1) 33

1

登録抹消 1 2 2 5

新規登録 1

その他

（組合・管

理委託）

計

年度当初登録件数 4(1) 26 26(1) 35 7 37 31(3) 166(5)

パン・米

飯・牛乳

冷凍食品 一般食品 青果

7 35

3,215,400,846

4,901,014,067

112,768,200

鶏卵

食肉・

食鳥

8,229,183,113

平 成 27 年 度　　事 業 報 告 書平 成 27 年 度　　事 業 報 告 書平 成 27 年 度　　事 業 報 告 書平 成 27 年 度　　事 業 報 告 書

（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

事　業　の　状　況事　業　の　状　況事　業　の　状　況事　業　の　状　況

＊（　　）内は、26年度実績＊（　　）内は、26年度実績＊（　　）内は、26年度実績＊（　　）内は、26年度実績

350 （350校）
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(3) 食品衛生検査等

　ア　検査機関             一般財団法人　食品環境検査協会

一般社団法人　日本海事検定協会

　イ　検査検体数 460検体（400検体）

　ウ　総検査項目 6,290項目（4,726項目）

　エ　検査食品及び検査項目

    (ｱ) 微生物検査　131検体（127検体）

　食　品　分　類 品　　　　　名 検　査　項　目

食肉・食鳥類

食肉加工品類

豚肉、牛肉、鶏肉、ハンバーグ、ポーク

シューマイ、ベーコン等

生菌数、E.coli、サルモネラ属菌、黄色ブドウ

球菌、腸管出血性大腸菌 (O157,O111,O26)、カ

ンピロバクター　等

冷凍食品類

ししゃもフライ、さば立田揚げ、コロッ

ケ、かぼちゃ、タラポーションフライ、

いか短冊、むきえび、かつお(角)、春巻

き等

生菌数、E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ

属菌

魚肉練り製品類 生つみれ、さつま揚げ、ちくわ 生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌

豆腐類

木綿豆腐、絹ごし豆腐、生揚げ、油揚

げ、焼き豆腐　等

生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌

米飯、パン、めん類 うどん、中華めん、はいがごはん 生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌

　牛乳 牛乳 牛乳成分規格

一般食品類 大豆水煮、うずら卵、しらたま、サラダ

用こんにゃく、リンゴ缶

生菌数、大腸菌群、E.coli、黄色ブドウ球菌

デザ－ト類,飲

料・乳製品

豆乳、発酵乳（プルーン）、アイスデ

ザート、チーズ

生菌数、大腸菌群、チーズ成分規格、発酵乳成

分規格

　

　食　品　分　類 品　　　　　名 検　査　項　目

食肉・食鳥類

食肉加工品類

豚肉、ベーコン、ハンバーグ

合成着色料、発色剤、保存料、水分、粗脂肪

他

冷凍食品類

魚肉練り製品類

つみれ、さつま揚げ、ちくわ、むきえび 保存料、酸化防止剤

一般食品類

かんぴょう、たけのこ水煮、パイン缶、

トマト缶、オレンジジュース、うずら缶

他

甘味料、漂白剤、保存料、サッカリンナトリウ

ム、鉛、スズ

＊検査結果：すべて規格基準に適合していました。

　　  給食物資の安全・安心確保のため、学校に納入された物資を回収し検査を実施するとともに、

  アレルギー物質及びヒスタミンについては、学校納入前の事前検査を実施しました。

　＊検査結果：鶏肉８検体がE.coli、サルモネラ属菌、カンピロバクターが陽性となった検体がありました。豚肉1検体から

E.coliが検出されました。　加工業者、納入業者に対し、衛生管理及び機材等の清掃・殺菌を徹底するよう指導を行いまし

た。

　また、豆腐類５検体から大腸菌群が検出されました。製造業者へ衛生管理等について改善指導を行いました。

　 (ｲ) 食品添加物・理化学検査　63検体（54検体）
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  (ｳ)  残留農薬　63検体（51検体）

　食　品　分　類 品　　　　　名 検　査　項　目

　食　品　分　類 品　　　　　名 検　査　項　目

一般食品類 だいず、だいず水煮、スイートコーン、豆乳、納豆、

豆腐等

遺伝子組換え（定性ＰＣＲ法・定量PCR法）

注）定性ＰＣＲ法・定量PCR法：DNA（遺伝子）の特定部位を増幅して、特定のDNAが含まれているか､又その量を計測する検査方法

　食　品　分　類 品　　　　　名 検　査　項　目

冷凍食品類

魚肉練り製品類

ちゃんぽんめん、中華めん、ポークシュウマイ、かま

ぼこ

卵たんぱく質（2種類のELISA法）

＊検査結果：すべて財団の基準値以下でした。

食　品　分　類 品　　　　名 検　査　項　目

冷凍食品類

(魚介類,水産加工品類)

さば切り身、こいわしから揚げ、いわし、さば立田揚

げ

ヒスタミン

(4) 産地判別検査等

　　給食物資が財団規格に適合しているか確認するため、産地判別・品種識別の検査を実施しました。

  ア　検査機関　　株式会社同位体研究所

　　　　　  　　　ビューロベリタスジャパン株式会社

  イ　検査検体数　産地判別　76検体（牛肉：31検体、豚肉：31検体、鶏肉：12検体、米飯類：2検体）

  　　　　　　　　品種識別　８検体

食品分類 品名 検査項目

食肉・食鳥類

米飯類

牛肉、豚肉、鶏肉、ごはん、はいがごはん 産地判別検査

米飯類 ごはん、はいがごはん

品種識別検査

異品種DNA検査

＊検査結果：豚肉・牛肉で１１検体が財団規格違反でした。また、ごはん２検体の一部から契約と異なる品種が検出されまし

た。このため、事業者を調査し、故意に規格に違反した納入業者を納入業者登録抹消としました。

  (ｵ)  アレルギー物質　46検体（66検体）

注）ELISA法：特異性の高い抗原抗体反応を利用し、酵素反応に基づく発色・発光をシグナルに用いることで試料中に含まれる抗体又は

抗原の濃度を検出・定量する際に用いる検査方法。

 （ｶ）　ヒスタミン検査　41検体（　58検体）

＊検査結果：すべて財団の基準値以下でした。

  (ｷ) 異物選別、肉種鑑別、総水銀、表示検査等　5検体（23検体）

＊検査結果：異物鑑別、総水銀等は不検出でした。

＊検査結果：すべて陰性でした。

青果類

(野菜類)

きゃべつ、こまつな、にんじん、ブロッコリー、セロ

リー、かぼちゃ、たまねぎ、じゃがいも、ピーマン、

米、はくさい、にんにく、さやいんげん、オクラ　等

　ＢＨＣ、ＤＤＴ、ＥＰＮ、アルドリン、エンドリン、

カルボフラン、ジクロルボス、ダイアジノン、

ディルドリン、パラチオン、マラチオン等　89項

目

＊検査結果：食品衛生法の残留農薬等残留基準にすべて適合していました。

  (ｴ)  遺伝子組換え　27検体（11検体）
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(5)　放射性物質の測定

  　毎日、小学校を１校選定して摂取量の多い主食（パン、ご飯）及び牛乳を中心に検査を実施

　しました。

　　外国産の物資は検査対象外とし、一括納入物資（１か月分まとめて納入する物資）は、月初

  めに一括して検査を行いました。

　　ア　検査機関 一般財団法人　食品環境検査協会

一般社団法人　日本海事検定協会

横浜市衛生研究所　　　　　　　

横浜市中央卸売市場食品衛生検査所（本場市場）

　　イ　検査検体数 672検体（700検体）

　　　（単位：検体）

＊検査結果：すべて不検出でした。（検出下限値　3.0 Bq/kg ）

注１）一般食品には乾物類、豆腐類を含む

注２）主食：米、胚芽米、麦、パン類

(6) 学校給食用物資納入業者衛生管理講習会

  　給食用物資の品質保持及び衛生管理の徹底を図るため、次のとおり学校給食用物資納入業者

  を対象に、衛生管理講習会を開催しました。

(7) ホームページによる給食用物資に関する情報発信

  　ホームページにより、給食用物資の産地情報及びアレルギー情報等を毎月発信し、保護者及

　び学校関係者へ情報提供を行いました。 

    なお、放射性物質の測定結果については、横浜市教育委員会ホームページにより、情報提供

　を行いました。

平成27年7月30日

横浜市社会福祉

センター

  横浜市鶴見区福祉保健センター

　生活衛生課　食品衛生係長

182人

45

(44)

672

(700)

開催日 開催場所 講師 参加人員

一般食品 海産物 計

検査

検体数

228

（221）

179

（180）

40

（40）

11

（11）

26

(31)

143

(173)

食品

分類

主食 牛乳 青果類

食肉・

食鳥

冷凍食品
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３ 地産地消及び食育の推進に関する事業（定款第４条第１項第３号関係事業）３ 地産地消及び食育の推進に関する事業（定款第４条第１項第３号関係事業）３ 地産地消及び食育の推進に関する事業（定款第４条第１項第３号関係事業）３ 地産地消及び食育の推進に関する事業（定款第４条第１項第３号関係事業）

 (1) 地産地消の推進

　 　給食実施校への横浜市内産野菜の一斉供給

　 　地産地消の良さを伝えるため、11月の地産地消月間に横浜市内及びJA横浜と協力し，横浜

 　市内の給食実施校全校へ市内産野菜を供給しました。

 (2) 食育の推進

ア　イベントの開催

（ｱ）食育講演会の開催

  　「横浜の給食の歩み（よこはまの給食とともに60年）」と題し、 『第一部　パネル

　ディスカッション　「これまでの給食　これからの給食」～食育の視点　から～』、

　『第二部　講演会　「我が家の食育」　～ダイニングからのメッセージ～』　を開催

　しました。また、ホールに学校食育財団の歴史年表と給食献立レプリカの展示をしま

　した。

・実施日時　　平成27年７月29日（水）10:00～12:00

・場　　所　　横浜市磯子公会堂

・パネリスト　食育研究協議会　　　　会　　　 長 岩　本　かをり氏

　　　　　　　横浜市立上菅田小学校　栄 養 教 諭 西　村　美智子氏

　            横浜市立南吉田小学校　学校栄養職員 金　子　良　仁氏

・講演会講師　横浜市教育委員会　　　教 育 委 員 長　島　由　佳氏

・参加人員  286　名

       『講演会』 『給食献立レプリカの展示』

 　  a  親子で楽しく料理をしながら、日本型の食事や健康的な食事について学び、自らの食生活に

　     生かすことや、地産地消の良さを知り、横浜産の作物に関心を持つことを

　  　目的に伝統食材を取り入れた親子料理教室を開催しました。

 ・実施日時　平成27年８月４日（火）、５日（水）10:00～14:00

 ・場　　所　横浜市技能文化会館　調理室
　　　　～ご参加いただいた方々～

 ・参加人員　49人  （子ども26人、大人23人）　内訳（４日　25人　　５日　24人）

   bb  挑戦!!さかな料理と題し、魚加工のプロの講師に指導を受け、鰯の手開きとさばの三枚おろし

　  をしました。 鰯はつみれ汁、さばはみそ煮にしました。

　  どちらも学校給食で提供されています。

・実施日時　平成28年3月6日（日）10:00～14:00

・場　　所　横浜市中央卸売市場　

市場センタービル内 調理室

・参加人員　27人  （子ども13人、大人14人）

『パネルディスカッション』

  (ｲ) 親子料理教室の開催

【【【【献立】献立】献立】献立】 ～太字太字太字太字＝伝統食材～

＊ごはん ＊切干し大根切干し大根切干し大根切干し大根の味噌味噌味噌味噌汁

＊はまぽーくの八幡巻(ごぼうごぼうごぼうごぼう、人

参） ＊じゃがいもの炒め物

＊ひじきひじきひじきひじきサラダ ＊黒みつかん

「当日の献立」
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(ｳ) 「子どもアドベンチャー」への参加

　　児童及び保護者を対象に「もっと知りたい！給食のこと、食べ物のこと！」をテーマに学校給食

　や調理に関わる「なるほど！」を実感していただけるよう多くのプログラムを用意しました。

【プログラム】

 　体験型プログラム：「大量調理器具を使ってみよう！」、「ちりめんモンスターをさがせ」、

 「正しいはしの使い方」

　展示型プログラム：「和食献立と伝統食材」の話　、「学校給食の年表や献立のレプリカの

　展示」、 「材料あてクイズ」

・実施日時　平成27年８月18日（火）・19日（水）10:00～15:00

・場　　所　横浜関内ビル１階会議室、５階本財団会議室

・参加人員　18日　241人、19日　209人　計　450人（子ども  234人、大人216人）

１階

← 入口

←５階財団会議室

　「大量調理器具を 「年表や献立のレプリカ」 　「材料あてクイズ」 　「和食献立と伝統食材」の話

使ってみよう！」

(ｴ) 食材塾の開催

　　 円滑な物資調達・検収を目的に、物資納入業者等を講師に学校給食関係者の食材知識を深め　

　 るための研修会を開催しました。

　a 第10回食材塾は、横浜市綜合パン協同組合の工場で、「給食のパン・ごはんができるまで」

 　の製造工程を見学させていただきました。学校給食開始を控えた機械の試運転に伴ったものだ

 　ったので、製造工程を間近で見られた貴重で充実したものでした。

 ・実施日時　平成27年８月26日（水）13：00～15：00

 ・場　　所　横浜市綜合パン協同組合（金沢区　福浦）

 ・参加人数　47人

　　

～焼き上がり個別 ～３０分かけたご飯の炊き上がり～

　包装前のパン～

＊「子どもアドベンチャー」は、夏休みを体験学習等の一つの機会ととらえ、キャリア教育の視点から、

市内在住の小．中学生を対象に市役所をはじめとする様々な仕事を見学・体験できる事業です。
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　 b  第11回 食材塾は、㈱ミツハシの精米工場を見学させていただきました。

・実施日時　平成28年２月20日（土）10時～13時

・場　　所　㈱ミツハシ　幸浦工場

・参加人数　　40人

【精米工場の概要の説明を受けました】 【精米後に包装された米】

　　　～精米時にでる糠は米油の原料、

　　　　キノコの菌床に使用されます～

(ｵ)　商業施設での食育イベントへの参加

 横浜市健康福祉局保健事業課主催の商業施設での食育イベントに参加しました。

 10月20日は離乳食の摂り方やおやつについての栄養相談を行い、簡単に作れるおやつの

レシピの配布や、こども向けにはおやつ釣りゲームをしました。

 12月15日はフードモデルを使い1歳児から2歳児のための食事とおやつについての栄養相談

を行い、食事に関する参考リーフレットの配布をしました。

・実施日時　平成27年10月20日（火）、12月15日（火）

・会　　場 商業施設　マークイズ・みなとみらい

・参加人数 132人(両日累計） 《12月15日の様子》《12月15日の様子》《12月15日の様子》《12月15日の様子》

《10月20日の様子》《10月20日の様子》《10月20日の様子》《10月20日の様子》

←←←←おやつのおやつのおやつのおやつの

組みあわせ組みあわせ組みあわせ組みあわせ

例をみながら例をみながら例をみながら例をみながら

おやつ釣りおやつ釣りおやつ釣りおやつ釣り
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  　横浜市環境創造局農業振興課が開催した「よこはま食と農の祭典2015」へ出展し、市内産野菜

  を学校給食に使用する一斉供給事業の取組を展示で紹介しました。

・実施日時　平成27年11月14日（土）12時から17時まで

・開催会場　クイ－ンズスクエア横浜 　

　　《当日の掲示資料》　　《当日の掲示資料》　　《当日の掲示資料》　　《当日の掲示資料》

（ｷ) 　出張食育教室

a　《子育てサロンさくらんぼ》でサロンを利用している保護者を対象に教室を開催しました。

「第一回目」

　・テ ー マ　　離乳食と栄養

　・実施日時　　平成27年７月８日（水）　10:00～11:30

　・場　　所　　通町１・２丁目町内会館（南区）　

　・参加人数　　親子　13組

「第二回目」

　・テ ー マ　　「よくわかる 子どものアレルギー」

　・アレルギー・食物アレルギーについて

　・離乳食と幼児食について 初めての離乳食

離乳食の進め方

　・実施日時　　平成28年３月９日（水）　10:00～11:30

　・場　　所　　通町１・２丁目町内会館（南区）　

　・参加人数　　親子　７組

b　つづきの丘小学校PTA主催の児童と保護者を対象とした「親子料理教室」で講師を務めました。

　・実施日時　　平成27年７月27日（月）　9:30～14:30

　・場　　所　　つづきの丘小学校　家庭科室

　・参加人数　　15組33名

(ｶ) 「よこはま食と農の祭典2015」への出展

【本日の献立】

・ごはん・さばの みそ煮

・すましそうめん
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ｃ　食材の話やおやつ作りを通して、子どもたちの食育を支援する目的で、小学校放課後

キッズクラブでの講師をつとめました。

 ・実施日と実施クラブ及び内容

3月22日　大岡小学校放課後キッズクラブ・・・　 バームクーヘンの歴史、由来、小麦粉

の種類と性質を知ろう

3月25日　富士見台小学校放課後キッズクラブ

3月29日　新吉田第二小学校放課後キッズクラブ 和菓子（いちご大福）を作る。あずき・

3月30日　石川小学校放課後キッズクラブ 餅米について知る。

   イ　情報提供

　　  (ｱ) 食育啓発紙「教えて食育」の編集

 児童、生徒及びその保護者向け食育啓発紙「教えて食育 22号」（７月発行）、「23号（11月発行）

「24号」（2月発行）の編集・配布を行いました。

 ・発行部数　　255,000部

＊「教えて食育」は24号をもって発行を終了しました。

  (ｲ) 給食試食会等支援プロジェクトの実施

 　 　横浜市立小学校で行う｢学校給食試食会」や「PTA事業」等に本財団の職員を派遣し、保護

  　者を対象に「安全・安心で良質な食材を学校に届ける工夫と組織的な取組について」等、横浜市

　  の給食用物資について説明をしました。

　　 　 ・ 実施日と訪問校 5月21日  東品濃小学校（戸塚区） 7月 7日　川上小学校（戸塚区）

　 6月 3日　西柴小学校　（金沢区） 　〃　　 　深谷小学校（戸塚区）

6月 4日　新鶴見小学校（鶴見区） 　〃　　 　つづきの丘小学校（都筑区）

6月 9日　瀬ヶ崎小学校（金沢区） 7月14日　山王台小学校（磯子区）

　〃　　　 若葉台小学校（旭区） 9月 8日　立野小学校（中区）

　〃　　   大道小学校　（金沢区） 9月 9日　稲荷台小学校（西区）

6月10日　西寺尾小学校（神奈川区） 　〃　　　 鴨志田緑小学校（青葉区）

6月12日　小机小学校 （港北区） 9月14日　竹山小学校（緑区）

6月16日　本牧小学校（中区） 9月15日　日野南小学校（港南区）

6月17日　美しが丘東小学校（青葉区） 9月29日　境木小学校（保土ヶ谷区）

6月18日　上山小学校（緑区） 　〃　　　 さわの里小学校（磯子区）

6月22日　倉田小学校（戸塚区） 上末吉小学校（鶴見区）

6月25日　南神大寺小学校（神奈川区） 中村小学校（南区）

6月26日　篠原小学校（港北区） 文庫小学校(金沢区）

6月29日　日枝小学校（南区）

6月30日　南台小学校（港南区） すすき野小学校（青葉区）

6月30日　山田小学校（都筑区） 川和小学校（都筑区）

7月 1日　野庭すずかけ小学校（港南区） 平戸台小学校（戸塚区）

7月 2日　馬場小学校（鶴見区）

7月 6日  東希望ヶ丘小学校（旭区） （計　38回実施）

　・参加人数　1,532人

11月9日

洋光台第一小学校（磯子区）

10月20日

10月20日

10月21日

10月21日

10月22日

10月23日

バームクーヘン

いちご大福
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  (ｳ)　納入業者の食育支援活動に関する情報提供

 　　　当財団の納入業者が実施している職場見学や学校への講師派遣等の食育支援活動について、

  ホームページに掲載し、給食実施校へ情報提供しました。

  (ｴ) ホームページを活用した食育の情報発信【拡充】

　a　給食相談員が訪問する小学校の給食の献立と作り方を掲載し、保護者・児童・市民の皆様

 　へ日々の学校給食を紹介しました。

　掲載実施校数　・5月 17校　 ・６月 20校　 ・７月 15校　 ・９月 20校 　・10月 25校　　

(172校） ・11月 23校　・12月 14校　・1月 17校　・2月 17校　・3月　4校　　

　b　給食の新献立等の食材・調理作業を紹介しました。

　掲載献立数　　・6月 2品　　・7月 １品　　・9月 １品  ・10月  2品　・11月 5品

・12月 2品　・1月　3品　　・2月　1品

　c　栄養バランスに配慮した給食の献立の中からお弁当のおかずを月に１品紹介しました。

  (ｵ) 「食育出前講座」を実施している企業の情報を収集し、学校へ情報提供しました。

   ウ　教材作成

　給食レプリカを追加作成しました。 昭和56年度　平成2年度　平成19年度　平成27年度

４ 学校給食に関する調査・研究に関する事業　（定款第４条第１項４号関係事業）４ 学校給食に関する調査・研究に関する事業　（定款第４条第１項４号関係事業）４ 学校給食に関する調査・研究に関する事業　（定款第４条第１項４号関係事業）４ 学校給食に関する調査・研究に関する事業　（定款第４条第１項４号関係事業）

(1) 給食用物資等に関する情報収集

 給食相談員による各学校の訪問及び給食実施校への給食用物資に関するアンケートにより、

  給食食材等に関する各学校の情報収集を行い食材調達の参考にしました。また、各学校にお

　ける「食育の全体計画」の進ちょく状況及びアレルギー研修会等の実施の有無等についてヒ

　アリングを行い、食育の推進及び危機管理対策に結びつけました。

(2) 給食関係者意見交換会の開催

 食育支援活動を実際に行っている当財団の物資納入登録業者の事例発表や、横浜市教育委

  員会事務局及び実際に食育支援活動を利用している学校の栄養教諭等、参加者それぞれの立

  場から意見を伺い、今後の食育支援活動を推進するうえの参考としました。

＊食育支援活動：学校からの職場見学の受入、学校への講師派遣等の活動です。＊食育支援活動：学校からの職場見学の受入、学校への講師派遣等の活動です。＊食育支援活動：学校からの職場見学の受入、学校への講師派遣等の活動です。＊食育支援活動：学校からの職場見学の受入、学校への講師派遣等の活動です。

・テ ー マ　　 物資納入業者の食育支援活動の推進について

・実施日時　　 平成27年８月21日（金）午後１時30分から午後２時30分まで

・場　　所　　 横浜関内ビル１階

・出 席 者  物資納入登録業者（56社62名）

横浜市教育委員会事務局健康教育課（２名）

横浜市立小学校栄養教諭（１名）

よこはま学校食育財団（８名）

【当日の会場風景】

(3) 他都市等からの情報収集

「大都市学校給食連絡協議会」において他都市との情報交換を行いました。

 ・実施日　平成27年７月24日（金）

 ・会　場　北九州市

 ・出席者　各政令指定都市の学校給食会

 また、他都市の給食会への訪問受入等により、情報交換を行いました。

(4) 学校独自献立に係る物資調達について、麦茶の一括購入を試行し、給食実施校を対象に

  アンケート調査を実施しました。
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５ その他、法人の目的を達成するために必要な事業（定款第４条第１項５号関係事業）５ その他、法人の目的を達成するために必要な事業（定款第４条第１項５号関係事業）５ その他、法人の目的を達成するために必要な事業（定款第４条第１項５号関係事業）５ その他、法人の目的を達成するために必要な事業（定款第４条第１項５号関係事業）

(1) 学校給食用物資納入業者向けコンプライアンス研修　

  　納入業者を対象にコンプライアンスの向上を図るため、研修会を開催しました。

・テ ー マ　　新しい食品の表示について

・実施日時　　平成27年７月30日（木）15:10～15:30

・場　　所　　横浜市社会福祉センター

・講　　師　　健康福祉局食品衛生課担当係長

・参加人員 182人

(2) 他団体の事業支援

 市内公立小学校の給食事業の充実発展とその運営及び食の安全・安心、地産地消、食育等

  に資する他団体の事業に対して後援を行いました。 

1

2

3

4

5

(3) 学生ボランティア制度の発足【新規】

 学校給食用物資を取り扱う本財団の業務に関わり、学校給食用物資や食育、横浜市の学校給

食の仕組みの理解を深め、学校栄養職員を目指す学生のスキルアップや資質向上を

支援しました。

・登録人数 ７人　４大学

・参加活動実績　　　　物資購入選定委員会（２人）

（延べ人数） 親子料理教室（１人）

出張食育教室（５人）

平成27年８月３日から

平成28年３月31日まで

　(一社)横浜すぱいす

平成27年８月３日から

９月７日まで

平成27年12月19日

平成27年1月14日　横浜市教育委員会  第59回横浜市学校保健大会

 第２回親子料理教室　食育研究協議会

　横浜市環境創造局  はま菜ちゃん料理コンクール

 横浜の子どもが作る弁当コンクール

団体名 事業内容

　食育研究協議会  第１回親子料理教室

実施日

平成27年7月11日
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１　会議の開催

  (1)　評議員会

開催日 開催場所

定時 本財団

第２号議案

H27.6.26 ５階会議室 第３号議案

第４号議案

第５号議案

第６号議案

第７号議案

   (2)　決議の省略による議決（評議員会）

議決日

第１回 提案事項１

H28.3.31 提案事項２

   (3)　理事会

開催日 開催場所

  第１回　　　　H26.6.6本財団

第２回 本財団 規程類の制定及び改正の件

H27.10.28 ５階会議室 平成27年度中間事業報告の件

第３回 本財団

横浜市との協約案の報告の件

評議員会への決議の省略による議案提案の件

平成27年度定時評議員会招集及び提出議案の件

報告事項２

H28.3.23 ５階会議室

５階会議室H27.6.5

庶　務　概　要庶　務　概　要庶　務　概　要庶　務　概　要

規程類の制定及び改正の件

審　　議　　事　　項

第１号議案

第２号議案 平成26年度事業報告及び計算書類等の承認の件

第３号議案

規程類改正の件

第１号議案

報告事項１

審　　議　　事　　項

報告事項１

第１号議案

第１号議案 平成26年度計算書類等承認の件

第８号議案

評議員１名選任の件

平成28年度事業計画書及び収支予算書等の承認の件

定款一部変更の件

理事５名選任の件

監事１名選任の件

役員及び評議員の報酬等に関する規程一部変更の件

監査業務手当決定の件

提出議案等の修正にかかる理事長への委任の件

決　　議　　事　　項

平成27年度事業計画書及び収支予算書の報告の件

報告事項２ 平成26年度事業報告の内容報告の件

役員及び評議員の報酬に関する規程の改正の件

評議員の選任の件

第２号議案

報告事項１
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   (4)　決議の省略による議決（理事会）

議決日

第１回 提案事項１

H27.6.26 提案事項２

提案事項３

提案事項４

提案事項５

第２回

H27.12.28

第３回

H28.3.31

   (5)　委員会

　　学識経験者、消費者、保護者代表、学校給食

　関係者で構成され、学校給食に供給する食材の

　製造・流通の各段階における安全性を確保する

　ための検討を行いました。

　　学校給食関係者で構成され、学校給食で使用

　する物資について、本財団規格基準への適合性

　等を審査し、安全で良質な物資の選定を行いま

　した。（冷凍食品：11回、一般食品：６回）

　　学識経験者及び給食実施校長で構成され、給

　食用物資納入業者の資格審査及び決定を行いま

　した。本年度は、１者の新規登録及び１者の更

　新登録を承認しました。

　　学校給食関係者で構成され、給食実施校から

　報告のあった不良品等を納入した業者に対する

　制裁処置を審議しました。

　【制裁処置状況】

　　学校給食関係者により構成され、平成28年度

学校給食基準献立作成委員会 　基準献立原案及び毎月の献立について審議し、

　決定しました。

　　行政職員、本財団の役職員により構成され、

　本財団の委託業務に関する指名業者の選定に

  ついて審議し、決定しました。

非業務執行理事３名及び監事２名との責任限定契約締結の件

常務理事に事務局長の職務を委嘱する件

事務局長の選任の件

決　　議　　事　　項

理事長選定の件

常務理事選定の件

小川浩之理事長の報酬を決定する件

伊奈保秀常務理事の報酬を決定する件

物資納入業者制裁処置判定委員会 ４回

物品供給等一般競争入札参加資格審

査・指名業者選定委員会

２回

　納入業者登録抹消　１業者

　文書厳重注意　　　５業者

６回

物資納入業者資格審査委員会 １回

委　員　会　名　 開催回数 委　員　会　の　概　要

物資購入選定委員会 17回

学校給食食材安全監視委員会 ２回
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２ 役員等に関する事項（平成28年３月31日現在）

　(1)　評議員　６名

　(2)　役員（理事５名　監事２名）

３ 事務局組織及び職員に関する事項（平成28年３月31日現在）

監　　事

職名

事務局長 1

職員数

事務局長

佐久間　　和　子 税理士（横浜国際税理士法人代表社員）

人材派遣職員 1

契約・発注係 　５名（うち人材派遣１名）

食品安全係 　５名

弁護士（村瀬・田鍋 法律事務所）村　瀨　　統　一

　４名総務企画係

26計

食育推進係

係長 4

常勤職員 11

非常勤職員等 9

　11名(うち給食相談員６名)

常務理事

理　　事

理　　事

理　　事

横浜市立小学校長会副会長

横浜市立永田台小学校長

伊　奈　　保　秀

丸　山　　智　美

野　渡　　祥　子

住　田　　昌　治

常勤役員

横浜市PTA連絡協議会副会長

公益社団法人神奈川県栄養士会

第一県民活動事業部役員

監　　事

横浜市立小学校長会会長

横浜市立北方小学校長

氏　　　　名 所属団体名

持　田　　一　

角　野　　公　利

元横浜市港北区長

役　職　名

横浜市PTA連絡協議会会長

一般財団法人横浜市安全教育振興会副理事長

横浜市食生活等改善推進員協議会会長

畑　井　　展　子

評議員

評議員 元横浜市立東小学校校長

評議員

評議員

評議員

評議員

森　川　　智　之

遠　藤　　志津江

上　島　　汐　路

理 事 長 小　川　　浩　之

氏　　　　名役　職　名 所属団体名

常勤役員
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