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３校(5/18)

2019年度

事業報告書

公益財団法人　よこはま学校食育財団



          



　＊<　　>内は、平成30年度実績

　　2019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）

（1） 学校給食用物資の調達

　　　横浜市からの委託を受け、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　給食実施回数 回

ウ　給食用物資取扱額　（金額：円単位）

 (2)　学校給食用物資納入業者の登録

  新規登録申請のあった１者(新規登録１者)の新規登録を行いました。

納入業者登録状況（2020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。実登録業者数は97者+４組合（年度当初：96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

（定款第４条第１項第２号）　

 (1) 給食相談員の巡回        巡回相談校数   延べ　559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、納入業者による学校納入時の、品

 　質、規格、鮮度等の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。

2019 年 度　　事 業 報 告 書

（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

事　　業　　の　　状　　況

351 <350校>

177 <188回>

区　分 2019年度 2018年度 増△減率(%)

取 扱 総 額 8,707,244,118 8,904,164,812 △ 2.2

増△減

△ 196,920,694

主食（パン・米飯）及
び牛乳等 3,258,892,907 3,438,248,662 △ 5.2△ 179,355,755

副食物資（食肉類・冷
凍食品類・卵類・野菜
果実・調味料等）

5,319,107,463 5,349,247,746 △ 0.6△ 30,140,283

冷凍食品類管理委託料 129,243,748 116,668,404 10.812,575,344

計

年度当初登録件数 5(1) 24 25 33 8 30 29(3) 154(4)

パン・米
飯・牛乳

冷凍食品 一般食品 青果 鶏卵
食肉・
食鳥

その他
（組合・
管理委
託）

1

登録抹消

新規登録 1

年度末登録件数 5(1) 24 26 33 8 30 29(3) 155(4)
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 (2) 物資納入業者等への訪問指導 　　　 訪問数    31件　<34件>

 (3) 食品衛生検査等（回収検査・事前検査）

　 　物資の安全・安心の確保のため、学校に納入された物資を回収し検査を実施しました。

　　ア　検査機関　　　　　　　　一般財団法人　食品環境検査協会

　　イ　総検査検体数              439　検体　< 447 検体>

　　ウ　総検査項目数            6,415　項目　< 6,457 項目>

  　エ　検査食品及び検査項目について

 (ｱ)　回収検査　

　 a　微生物検査　　194検体　<198検体>

　※検査結果： 「つみれ（チルド）」1検体から大腸菌群が検出されました。これは、食品衛生法の
規格基準に不適合なため、製造業者に対し厳重注意、改善指導を行いました。
この他に、「鶏肉」２検体からE.coli、サルモネラ属菌が、1検体からサルモネラ属
菌、カンピロバクターが、1検体からE.coliが検出されました。また、「木綿豆腐」
４検体から大腸菌群が、「生つみれ」５検体、「豚肉」２検体からE.coliが検出さ
れました。これらについて、納入業者等に対し、その都度改善指導を行いました。

　豆腐類 油揚げ、生揚げ、木綿豆腐、焼き豆腐 生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌

　めん類
蒸し中華めん、ちゃんぽん麵、ほうと
う

生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌

　デザ－ト類
黄桃缶、グレープゼリー、パイン缶、ラフ
ランスゼリー、りんごゼリー、ピーチゼ
リー　等

生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌

　米飯・パン類
ツイストロール、ぶどうパン、白飯、麦ご
はん、胚芽ごはん　等

生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、サ
ルモネラ属菌

　冷凍魚介類
鮭フレーク、あじフィレ、いか短冊、生つ
みれ、たら角切り、むきえび　等

生菌数、大腸菌群、E.coli、黄色ブドウ
球菌

　一般食品類
うずら卵缶、スイートコーン、豆乳、凍り
豆腐、ちりめんじゃこ、まぐろ油漬け、ま
ぐろ水煮（フレーク）等

生菌数、大腸菌群、E.coli、黄色ブドウ
球菌

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

　冷凍食品類
えびフライ、メヒカリフライ、コロッケ、
ししゃもフライ、きびなごフライ、春巻、
ほうとう（冷凍）　等

生菌数、大腸菌群、E.coli、黄色ブドウ
球菌

　　新規登録業者の衛生管理状況の点検や、衛生検査結果・苦情報告等により改善が必要と思われる
　物資納入業者・製造業者に対し現地訪問し、施設の改善確認や物資の衛生的な取り扱いについて助
　言を行い、再発防止を図りました。

食　品　分　類 品　　　　　名 検　査　項　目

　食肉・食鳥類
　食肉加工品類

牛肉、鶏肉、豚肉、鶏卵
ハンバーグ、ベーコン、ウインナソーセー
ジ

E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属
菌、カンピロバクター、腸管出血性大腸
菌 O157・O111・O26他
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　 b　成分規格検査　　17検体　<16検体>

 ※検査結果：すべて成分規格基準に適合していました。

　 c　食品添加物・理化学検査　　73検体　<101検体>

　※検査結果：食品添加物等の規格基準にすべて適合していました。

　 ｄ　残留農薬　　63検体　<63検体>

 ※検査結果：残留農薬等の残留基準にすべて適合していました。

　 e　遺伝子組み換え　　　5検体　<6検体>

※検査結果：すべて財団規格に適合していました。

注）定性ＰＣＲ法：DNA（遺伝子）の特定部位を増幅して、特定のDNAが含まれているかを確認する検査方法

　 f　アレルギー物質　　40検体　<37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あるいは抗原の濃度を検出・定量する際に用る検査方法

　 一般食品 スイートコーン（ホール）レトルト 容器包装詰加圧加熱殺菌食品成分規格

　※検査結果： すべて不検出でした。

食　品　分　類 品　　　　　名 検　査　項　目

　冷凍食品類
　一般食品類
　パン類
　めん類

メルルーサフライ、ししゃもフライ、タラ
ポーションフライ、春巻、ナン
丸パン、ぶどうパン、ソフトフランス
蒸し中華めん、ほうとう、そうめん　等

卵・乳・そばたんぱく質（２種類のELISA
法）
※食品ごとに検査項目を決定

食　品　分　類 品　　　　　名 検　査　項　目

　一般食品類 大豆、乾燥大豆、大豆水煮 遺伝子組み換え（定性ＰＣＲ法）

食　品　分　類 品　　　　　名 検　査　項　目

青果・野菜・豆類

あまなつみかん、かき、こまつな、
キャベツ、ごぼう、さやいんげん、ブ
ロッコリー、ズッキーニ、もやし、セ
ロリ、たまねぎ、ぽんかん、かぼ
ちゃ、なし、なす、にんじん、ねぎ、
ピーマン、ほうれんそう、みかん、メ
ロン、りんご　等

残留農薬　89項目
ＢＨＣ、ＤＤＴ、エンドリン、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

　一般食品類
うずら卵缶、パイン缶、栗（蒸しレトル
ト）、凍り豆腐、ちりめんじゃこ等

甘味料、保存料、漂白剤、過酸化水素、
鉛・スズ

　デザート類
アイスデザート、黄桃缶、グレープゼ
リー、パイン缶、ピーチゼリー、パインア
プル　等

着色料、甘味料、保存料、鉛・スズ

　冷凍食品類
春巻、ポークシューマイ、冷凍パイン
等

甘味料、保存料

　冷凍魚介類 いか短冊、さめ（角切り）、むきえび　等 漂白剤、総水銀

　食肉
　食肉加工品類

豚肉、ハンバーグ、ベーコン、ウインナー
ソーセージ

保存料、発色剤、粗脂肪、水分

　魚肉練り製品類 さつま揚げ、ちくわ 保存料

食肉・鶏卵 豚肉、鶏卵 抗菌性物質

食　品　分　類 品　　　　　名 検　査　項　目

食　品　分　類 品　　　　　名 検　査　項　目

　牛乳・乳製品 牛乳、チーズ、プルーン発酵乳 各成分規格
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　 g  ヒスタミン　　　31検体<17検体>

　 h　栄養成分分析　5検体<1検体>

　※検査結果：分析値は適正な範囲内でした。

　 i　その他の検査　９検体<３検体>

　※検査結果：すべて不検出でした。

 (ｲ) 事前検査

　  給食用物資が規格に適合しているか確認するため、食肉類の産地判別検査を実施しました。

　ア　検査機関　　　株式会社　同位体研究所

　イ　検査検体数　　36検体<30検体>

　※検査結果：すべて国内産でした。

(5) 納入業者による自主検査

　ア　アレルギー物質　155検体<147検体>

　※確認結果：すべて適合していました。

　イ　ヒスタミン　102検体<112検体>

　※確認結果：すべて適合していました。

　一般食品類 リンゴジュース パツリン

　冷凍魚介類
あじフィレ、さば立田揚げ、いわし切
り身、かつお角切り、さば切り身　等

ヒスタミン

　食肉加工品類
　魚肉練り製品類
　冷凍食品類

ハンバーグ、さつま揚げ、ちくわ、なる
と、
きびなごフライ、さば立田揚げ、ししゃも
フライ、タラポーションフライ、ほきフラ
イ、メヒカリフライ、ナン、ほうとう　等

卵・乳たんぱく質

食品分類 品　　　　名 検　査　項　目

　食肉・食鳥類 豚肉、鶏肉、牛肉 産地判別検査

　  アレルギー物質及びヒスタミンは健康被害に直接つながるため、学校納入前に窓口業者による
　自主検査を求め、運用基準に適合しているか物資納入前の確認を実施しました。

食品分類 品　　　　名 検　査　項　目

０検体＜５検体＞

(4) 産地判別検査

　食品分類 品　　　　名 検　査　項　目

　冷凍魚介類 もうかさめ 放射性物質検査

　一般食品類 凍り豆腐、ナン、豆乳
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、
食塩相当量

　食品分類 品　　　　名 検　査　項　目

　冷凍魚介類 あさり 麻痺性貝毒

　食　品　分　類 品　　　　　名 検　査　項　目

　冷凍食品類
　一般食品類

かつお角切り、さば切り身、あじフィ
レ、いわし、生つみれ、ちりめんじゃ
こ

ヒスタミン

　※検査結果： すべて運用基準以内でした。

　食品分類 品　　　　名 検　査　項　目
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(6) 放射性物質の測定

　  摂取量の多い主食（ご飯）及び牛乳を中心に給食用物資の放射性物質検査を実施しました。

　ア　検査機関 横浜市衛生研究所　　　　

横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所

一般財団法人　食品環境検査協会

　イ　検査検体数　　　337検体<363検体> 　（単位：検体）

※検査結果：すべて不検出でした。

注１）一般食品には乾物類、豆腐類を含む

注２）主食：米、はいが米、麦

(7) 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、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。

(8) ホームページによる給食用物資に関する情報発信

　　給食用物資の産地情報及びアレルギー情報等を毎月ホームページに掲載し、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は、横浜市教育委員会が市ホームページ

　に掲載し、情報提供を行いました。

　　また、給食実施校の給食物資についての疑問等に応えるため、「知って役立つ食品情報」欄をホーム　

　ページに設け情報発信を行っています。

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）

 (1) 食育の推進

ア　地産地消の推進

　　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環境創造局及びJA横浜と協力

  し、対象校へ市内産野菜(キャベツ、大根)を供給しました。

イ　イベントの開催

（ｱ）親子料理教室の開催

　親子で楽しく料理をしながら、子どもが食材や食生活に関心をもてるようにするため、

学校給食用のパンや給食人気メニューを取り上げ、料理教室を開催しました。

給食物資納入業者の協力を得て、会場設定や講師依頼をしました。

2019年７月30日（火） 横浜市社会福祉センター
  港南福祉保健センター
生活衛生課食品衛生係長

165人

０
<０>

337
<363>

開催日 場所 講師 参加人員

冷凍食品 一般食品 計

検査検体数
164

<177>
166

<177>
６

<９>
０

<０>
０

<０>
１

<０>

食品分類 主食 牛乳 青果類 食肉 海産物

市内産キャベツ・大根を使った

「はま菜ちゃんたっぷり野菜の豆にゅうみそスープ」
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1 2

いろいろな形にして 豆腐の話と給食の

楽しくパン作り 麻婆豆腐作り

(ｲ) 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（食材塾）を開催しました。

開催日時 場所
内容

参加数

1
2019年７月６日(土)

９時から12時30分まで

横浜市中央卸売市
場本場水産物施設
（神奈川区山内町）

市場探検隊（施設見学）
魚の利用についての講話

10人

2
2019年11月16日（土）
10時から14時まで

横浜市技能文化会館
12組
24人

給食人気メニュー
（ごはん、麻婆豆腐、だいこんの
中華炒め、わかめスープ、黒みつ
かん）

8月23日 11月16日

開催日時 会　場 参加数 実施献立（太字を調理）

1
2019年8月23日(金)

1回目： 9時から12時まで
2回目：13時から16時まで

横浜綜合パン㈱
福浦工場

各回16組
64人

給食のパン生地を使ったパン作り
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（ｳ）出張食育講座の開催

　食育の講演を行いました。

  ウ　情報提供

  (ｱ) 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。

  (ｲ) ホームページを活用した食育の情報発信

 a 給食相談員が学校訪問をした際に、給食室の様子や一食分の献立の写真を撮影し、その献立の
 給食室での作り方とともに保護者・児童・市民の皆様へ「学校ごと」のコーナーで紹介しました。

 ｂ 給食の献立の中から、児童に人気のある料理や、保護者から掲載希望のあった料理を中心に、
 家庭用の作り方や分量にアレンジして「献立ごと」のコーナーに追加しました。
 50音順や、材料別に検索できるようにリニューアルしました。

ｃ 給食献立の中からお弁当のおかずに向くものを月に１～２回、合計11品を紹介しました。
　（ひじきごはん、白身魚の野菜あんかけ、こふきいも（アレンジ）、チキンライス、夏野菜のペンネ、豚角煮丼の具

ｄ「季節の献立」のコーナーに「旬を味わおう」の記事を追加し、旬の食材の栄養的な特徴や
　横浜市での栽培の歴史等について紹介をしました。

ｅ「給食室ボイス」のコーナーに、学校での食育の取組を掲載しました。（２校追加）

3 1 2 23

　　中華風煮魚、かぼちゃのそぼろ煮、イタリアンペースト、こまつなのふりかけ、だいこんとにんじんのいり煮）

1月 3月 計
掲載料理数 2 4 2 3 3 3
掲載月 ５月 ６月 ７月 ９月 10月 11月 12月

23 49 61 57 340掲載献立数 16 33 28 50 23

掲載月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

参加人数(人） 508 484 135 106 62

９月 10月 １月

11月 12月 計

1,295

【テーマ：３R夢クッキング】
「食品ロス」(使い切りレシ
ピ）を使った料理教室

5
戸塚区役所
地域振興課

2019年12月12日(木)
　9時から13時まで

戸塚地区セ
ンター

９名 戸塚区民

計
実施回数(回) 17 15 5 4 1 42

実施月 ６月 ７月

【テーマ：魚を食べよう】
魚の上手な食べ方の教材作りと
横浜市の学校給食に使われてい
る魚についての講話

4
戸塚区役所
地域振興課

2019年10月17日(木)
　9時から13時まで

戸塚地区セ
ンター

12名 戸塚区民

【テーマ：３R夢クッキング】
食品ロス防止冊子（使い切りレ
シピ）を使った料理教室

3
保土ヶ谷区
食育研究会

2019年8月22日(木)
15時から16時45分まで

坂本小学校 14名
保土ヶ谷区食
育研究会教諭

団 体 名 開催日時 会　場 参加数 対　象 講義内容

食品ロス削減についての講話、
【テーマ：３R夢クッキング】
食品ロス防止冊子(使い切りレ
シピ)を使った料理教室

2
戸塚区役所
地域振興課

2019年8月１日(木)
　9時から13時まで

戸塚地区セ
ンター

12名
戸塚区在住親

子

【テーマ：３R夢クッキング】
食品ロス防止冊子(使い切りレ
シピ)を使った料理教室

1
神奈川区役所
地域振興課

2019年７月30日(火)
　9時から13時まで

神奈川地区
センター

14名
神奈川区在住
親子
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　(ｳ)　給食献立関係の資料を希望校に貸し出しました。（パネル9校、掲示資料4校、給食ﾚﾌﾟﾘｶ3校
　　DVD3校、基準献立表1校、掲示資料3校、給食レプリカ画像データ4校、

 豆つまみゲームセット1校）

　(ｴ)　中区福祉保健課主催の「中区食育展」に、平成30年度よこはま学校食育財団の食育推進の
　取組を掲示資料として提供しました。（場所：中区役所、期間：5/30～6/14)

  (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。
講座数：民間企業　10件　　行政機関　10件

  (ｶ) 学校給食基準献立予定表の配付

      家庭配付用学校給食基準献立予定表を作成し、給食実施校へ配付しました。

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項第４号）

(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により、給食食材等に関する各学校の要望等の収集を行い、

  食材調達に活かしました。また、各学校において給食提供に伴う衛生管理の要改善点を発見し、

　学校長及び給食関係職員に改善に向け助言することで、より安全な給食の実施に結び付けました。

(2) 他都市等との情報交換

  　「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。

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項第５号）

(1) 学校給食用物資納入業者向けコンプライアンス研修

  　学校給食用物資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。

(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

(3) 学生ボランティア制度

　  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を支援しました。

　ア　登録状況

　イ　参加活動実績

　横浜市環境創造局
第17回
はま菜ちゃん料理コンクール

本選　2019年11月10日

参加実績
(延べ人数)

6 6

登録人数(人) 登録大学数(校)

5 3

　食育研究協議会 親子料理教室
2019年７月20日
2019年12月14日

参加事業
親子料理
教室

合計

食品表示法について 165人

　一般社団法人横浜すぱいす 第５回
横浜の子どもが作る弁当コンクール

2019年６月１日から
2020年１月31日まで

団体名 事業内容 実施日

2019年７月30日（火）
横浜市

社会福祉センター

横浜市健康福祉局
食品衛生課食品表示

担当係長

開催日 場所 講師 テ ー マ 参加人員

2019年７月19日（金）
大都市学校給食
連絡協議会

福岡市
各政令指定都市
の学校給食会等

各都市の諸問題につい
て研究協議、親睦

年月日 内容 場所 都市 備考（詳細）
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(4) 平成31年度神奈川県立高等学校横浜中地区高校生インターンシップ（就業体験）

 神奈川県立高等学校横浜中地区より依頼を受け、インターンシップを受け入れました。

  栄養士を目指す高校生が「戸塚区３R夢クッキング教室」に参加しました。

 料理教室終了後、食育推進係（管理栄養士）がよこはま学校食育財団の業務や栄養士の仕

　事について、高校生に説明をしました。

１　会議の開催

(1) 評議員会

報告事項１ 2019年度事業計画書及び収支予算書報告の件

定時 本財団 報告事項２ 平成30年度事業報告の件

第１号議案 平成30年度計算書類等承認の件

第２号議案 提出議案等の修正にかかる理事長への委任の件

監事１名の辞任に伴う選任の件

評議員の辞任に伴う選任の件

(2)　決議の省略による議決（評議員会）

(3) 理事会

第１号議案 規程類の改正の件

第１回 第２号議案 平成30年度事業報告及び計算書類等の承認の件

第３号議案 2019年度定時評議員会招集及び提出議案の件

第２回 本財団

報告事項１ 2019年度職務執行状況報告の件

第３回 本財団 第１号議案 規程類の改正及び制定の件

第２号議案

第３号議案

会議室 2020年度事業計画書及び収支予算書等の承認の件

第５号議案

理事５名及び監事１名の任期満了に伴う改選の件

報告事項１ 2019年度中間事業報告の件

提案事項１

提案事項２

野渡理事の辞任に伴う選任の件

鈴木理事の辞任に伴う選任の件

提案事項１

提案事項２

評議員１名選定の件

理事１名選定の件

会議室

第４号議案

評議員会への決議の省略による議案提出の件

第１回
提案事項１ 理事の選任の件

2019.4.1

第２回

開催日 開催場所 審　　議　　事　　項

本財団

2019.6.10 会議室

2020.3.24

2019.11.7

議決日 決　　議　　事　　項

第３回

2020.3.31

2019.9.12

第３号議案

2019年8月1日（木）
       9:00～14:00

戸塚
地区センター

食育推進係

①食品ロス防止について
②３R夢クッキング教室の補助
③よこはま学校食育財団の業
　務、栄養士の仕事について

開催日 開催場所 審　　議　　事　　項

2019.6.25 会議室

3名
（2校）

庶　務　概　要

実施日 開催場所 担当者 インターンシップ内容 参加人数
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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

2019.4.1 提案事項２

第２回

2019.6.18

提案事項１ 理事長の選定の件

第３回 提案事項２ 専務理事の選定の件

2019.6.25 提案事項３ 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

第４回

2019.9.12

第５回

2019.9.12

第６回

2020.3.25

(4) 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。

　※2019年度開催なし

　　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、物資規格への適合性等

　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：10回、一般食品：５回）

　※冷凍食品１回中止(委員長委任により健康教

　　育課の委員等で審査)

　　学識経験者及び給食実施校長で構成され、

　登録更新希望業者92者(内組合３者)及び新規

　登録希望業者３者の資格審査を行いました。

　　学識経験者及び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、令和元年度

学校給食基準献立作成委員会 　・令和２年度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、

　本財団の労力・物品調達に関する指名業者の

　選定等について審議し、決定しました。

物資購入選定委員会 15回

提案事項１
非業務執行理事永野美雄氏との責任限定契約締結の件
(同日２回目開催)

提案事項１ 決議の省略により評議員の同意を求める件

提案事項１ 評議員会への追加提出議案の件

委　員　会　名　 開催回数 委　員　会　の　概　要

学校給食食材安全監視委員会 0回

　　文書厳重注意　　　　　 ７件

6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

3回

物資納入業者資格審査委員会 2回

物資納入業者制裁処置判定委員会 4回

決　　議　　事　　項

理事長の選定の件

金子勝巳理事長の報酬を決定する件

提案事項１ 2019年度定時評議員会提出追加議案の件
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２ 役員等に関する事項（2020年3月31日現在）

　(1)　評議員　６名

　(2)　役員（理事６名　監事２名）

横浜市課長級市派遣

３ 事務局組織及び職員に関する事項（2020年3月31日現在）

横浜市立小学校長会副会長
横浜市立中山小学校長

監　　事 中　村　　俊　規 弁護士（中村俊規法律事務所）

横浜市PTA連絡協議会役員

理　　事 野　渡　　祥　子
相模女子大学栄養科学部非常勤講師兼
公益社団法人神奈川県栄養士会理事

理　　事 橋　本　　静　江

理　　事 永　野　　美　雄

係長

9

食育推進係 　８名(うち給食相談員４名)

計 24
食品安全係 　６名

非常勤職員等

中　上　　　直　

4

常勤職員 10

監　　事 岡　本　　好　生
公認会計士・税理士
（公認会計士税理士岡本好生事務所）

事務局長 総務企画係 　４名
職名 職員数

事務局長 1

契約・発注係 　５名

元横浜市中区長

常務理事
兼事務局長

鈴　木　　光　敏

常勤役員

常勤役員

役　職　名 氏　　　　名 所属団体名

評議員 水　野　　哲　宏 元横浜市港南区担当理事(福祉保健センター長)

理 事 長 金　子　　勝　巳

専務理事 池　澤　　一　郎

評議員

評議員 竹　本　　靖　代 一般財団法人横浜市安全教育振興会常務理事

評議員 守　分　　光　代 横浜市食生活等改善推進員協議会会長

横浜市立小学校長会会長
横浜市立六浦小学校長

評議員 大　谷　　珠　美

役　職　名 氏　　　　名 所属団体名

評議員 秋　好　　直　樹 横浜市PTA連絡協議会会長

－11－


