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令和２年度事業報告 

 

 

Ⅰ 概況 

 

本年１月国内で第１例目の患者の報告があってから新型コロナウイルス感染症は瞬く間

に国内に感染が広がり、２月には学校休業の要請、３月からの実施となり５月までの間学

校給食が休止となる事態となり、本会も大きな影響を受けました。同時に学校給食を主な

仕事としている本会委託加工工場の経営が危惧されることとなり、学校が再開されても主

食の提供が困難となる恐れがありました。 

全国学校給食会連合会をはじめ関係機関と協議する中で、令和 2 年度学校休業臨時対策

費補助金が創設され委託加工事業者に対し支払われるキャンセル料、違約金も対象になる

との見解が示され、全国学校給食会連合会が本事業の補助事業者とされ各都道府県学校給

食会もその事務の一部を代行することとなりました。 

このことにより本会では３月分、４月分の委託加工費について、キャンセル料としてす

でに発注された委託加工費の一部をすべての委託加工工場に対し支払うこととしました。 

本会の主要事業である物資供給事業の状況は、児童・生徒数の減少、新型コロナウイル

ス感染症対策のための学校休業による学校給食中止もあり、供給額としては前年を１１．

１２％下回る結果となりました。主食については、北信地域の 3共同調理場、南信地域の

1 センターで精米提供を新たに始めましたが、前年を１３．６１％下回る状況となりまし

た。また、一般物資については、野菜価格が安定的に推移したこと、職員の営業努力もあ

り主食の落ち込みほどにはなりませんでしたが、児童・生徒数の減少もあり、前年を９．

３８％下回る状況となっております。 

  今後も児童・生徒数の減少による影響を最小限にとどめ、事業の継続・発展のため、本

会の基本理念である「安心できる食材を安価で安定供給する」ことを一層推し進め、保護

者、児童生徒、学校関係者の方々から更に深い信頼を寄せていただくよう努力していく必

要があります。 

 

 

Ⅱ 主な事業について 

 

１ 委託加工工場の衛生管理について 

主食物資の異物混入防止対策をはじめノロウイルス等の食中毒の防止の為、年２回の在

庫調査に合わせ委託加工工場に対する衛生指導を実施しました。なお、例年実施しており

ました長野県食品衛生コンサルタント協会の協力による衛生指導につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症対策として中止としました。 
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２ 基本物資について 

例年実施してまいりました、基本物資に係る各種研修会につきましては、新型コロナウ

イルス感染症対策として中止としました。なお、品質向上のためパンの審査会につきまし

ては、長野県パン・米飯製造事業者協議会の協力のもと、審査員と学校給食会のみの参加

とし実施、結果につきましては審査員のコメントとともに各委託加工業者に送付しました。 

提供米の品質や安全については、３００項目に亘る残留農薬検査、カドミウム分析試験、

ＤＮＡ検査を実施いたしました。さらに、毎月、日本穀物検定協会による鮮度検査も実施

しました。 

米飯供給の児童・生徒等の給食提供数は７５，４１６人で前年比１，１５８人、１．５

１％の減となり、小麦粉につきましては、供給児童生徒等の給食提供数は１７５，０５０

人で前年比２，６８４人、１．５１％の減となりました。 

学校休業により 3月から 5月にかけて給食が中止となり、基本物資が提供できない事態

となりました。小麦粉価格、米飯価格ともに据え置きの中で児童生徒数の減少もあり、主

食の取扱高は、９億７，０３０万円となり、前年比１億５，２７３万円１３．６１％の減

となりました。 

 

基本物資の供給数量一覧 

 

３ 一般物資について 

     学校給食が再開された 6 月以降取扱高を増やすため、コロナ過の中での新たな需要の掘

り起こし、食材提案等様々な活動をしたこと、比較的野菜が安定した価格で推移したこと

もありましたが、３月から５月にかけて行われた学校休業の影響が大きく、一般物資の取

扱高は１３億４，４９９万円となり、前年比１億３，９２２万円９．３８％減となりまし

た。 

 

 

○ 一般物資の取り扱いの概要 

ア 取引業者 ２０６社 全国の漁協、ＪＡ、食品製造業者、卸売・小売業者、農産物生産

者等 

イ 供給先       ２７４校（場） 

内訳  ・単独校 ２０７校 ・共同調理場  ６７場 

 

種類 

 
 

小麦粉（25kg袋） 
脱脂粉乳 

（kg） 

精 米 

（kg） 

白麦米 

（kg） 

米粉 

ミックス粉 

(25kg袋） 

マーガリン 

（kg） パン用 めん用 

加工等 

実使用量 
16,253 6,933 15,877 669,857 15,599 828 1,243 

実使用量 

前年比 
△2,483 △2,357 △2,242 △103,447 △2,511 △89 △132 
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 ウ 取扱物資 

商品分類 種 類 主  な  商  品 
売上割合

（％） 

1 乳製品 30 バター、チーズ類 1.76 

2 ジャム類 83 ジャム、チョコレート、ピ-ナッツクリーム、はちみつ 1.06 

3 植物油 17 米・大豆・菜種・ゴマ・コーン・オリーブ油、サラダ油、ラー油 2.10 

4 油脂 9 マーガリン類 0.07 

5 缶詰類 120 果物、野菜、山菜、魚介類 11.02 

6 乾物類 413 パスタ類、春雨・麺類、小麦粉、豆類・乾燥野菜、凍豆腐 

煮干・いりこ類 

12.43 

7 調味料 460 砂糖、ケチャップ、ソース、しょう油、味噌、食酢、カレールー 

スープ、みりん風調味料、マヨネーズ、ドレッシング 

料理酒、各種香辛料 

7.93 

8 米飯用 289 各種ご飯の素、漬物類、ふりかけ類、佃煮、納豆、白麦米、 

もち米、強化米、五平もち 

7.05 

9 デザート 394 ヨーグルト、アイスクリーム、プリン、ゼリー、ジュース、果物類、 

野菜類 

7.69 

10 ハム 151 ハム、ベーコン、焼豚、ソーセージ、フランク類 10.04 

11 肉類 133 牛・豚・鶏肉、ハンバーグ、かつ類、ミートボール 1.30 

12 魚介類 586 魚類の切り身、焼魚、煮魚、フライ、エビ・イカ・貝類、 

シーフードミックス等 

7.83 

13 卵製品 69 うずら卵、鶏卵、卵焼き、オムレツ類、液卵、茶碗蒸等 2.37 

14 凍菜類 150 ポテト・南瓜・グリーンピース・インゲン・絹さや・コーン、 

ブロッコリー・ほうれん草・小松菜などの凍菜 

6.66 

15 冷凍食品 278 おやき、五平もち、シュウマイ、餃子、春巻、コロッケ、 

冷凍うどん、各種揚げ物 

11.34 

16 練製品 77 竹輪、カマボコ、さつま揚、はんぺん、魚肉すり身等 5.86 

17 洗剤 7 石鹸、各種洗剤、消毒用アルコール、洗浄酢 0.14 

18 白衣類 59 防水エプロン、白衣、長靴、手袋、マスク 等 0.10 

19 調理用具 112 ラップ、アルミホイル、アルミカップ、検食用ポリ袋等 0.70 

20 開発食品 31 地場産物を使用し、県学校栄養士会と共同開発した食品 2.56 

計 3,468   100.00 
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４ 「学校給食における長野県産物活用促進事業」の実施 

(公財)長野県学校給食会が主催し、長野県学校保健会栄養教諭・学校栄養職員部会の長

野県農産物活用委員会の協力により実施しました。 

  （１） 学校給食に長野県産物を活用した献立コンクール 

審査会 令和２年１０月２日（金）   長野県学校給食会 会議室 

      審査 書類審査  参加 １１６チーム 

（審査員１１名）   

 

入 賞（受付順） 

 

 〈自由献立部門〉 

王滝村立王滝小中学校 

西箕輪学校給食共同調理場 

箕輪町立箕輪中学校 

天龍村学校給食共同調理場 

      長野市鬼無里学校給食共同調理場 

上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校 

〈課題献立部門〉 

安曇野市南部学校給食センター 

飯田市立高陵中学校 

佐久市学校給食浅科センター 

高山村学校給食センター 

 

（２） 学校給食に長野県産物を活用した調理講習会 

中止 

 

（３） 長野県産物を活用した加工食品の活用促進 

    栄養教諭・学校栄養職員部会のご協力を得て開発した開発加工食品については、ア

レルゲン対応など製品規格の見直しをする中で休売をした一部の製品について販売を

再開しました。 

 

 

  （４） 長野県産物を活用した学校給食献立レシピ集の刊行 

      全４２ページ  ９５０部作成 

      配布 県・市町村教育委員会 公立義務諸学校 共同調理場 他 
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５ 長野県産物活用促進事業 

   長野県産を１００％使用した冷凍液卵をはじめ、ワカサギ、レンコン、マコモダケ、ヤ

ーコン、冷凍ブロッコリーなど県産の食材の供給に努めてまいりました。また、今年度は

新たに県産ほうれん草の販売を開始しました。 

さらに「豊丘村たけの子プロジェクト」、地域活性化支援グループ西山「淡竹会」など地

域振興事業に対しましても引き続き協力をしました。 

 

６ 食育支援事業 

学校給食フェア 

      期日 令和２年１月２４日（金）～３０日（木） 

      全国学校給食週間に合わせ県教育委員会で開催した学校給食フェアに対し、後援

し食育教材の貸し出し、サンプル品の提供等、協力をしました。 

 

７ 令和２年学校給食用パン審査・品質向上研修会 

  （１）学校給食用パン審査・品質向上研修会 

     期日 令和２年７月２０日(月)     

     審査委員   （一社）日本パン技術研究所研究調査部 並木利文氏 

             長野県工業技術総合センター     羽生 隆氏 

 

     採取した数   ２８委託加工工場 

         評価            優：１８個   良：１０個   可：なし  不可：なし 

     ※研修会は中止 

（２）学校給食用パン審査会 

     期日 令和２年１２月４日（金）    

     審査委員   （一社）日本パン技術研究所研究調査部 並木利文氏 

             長野県工業技術総合センター     羽生 隆氏 

              

     採取した数   ２８委託加工工場 

         評価            優：１６個   良：１２個   可：なし  不可：なし 

 

８ 令和２年の刊行物 

   （１）－２０１９年－令和元年度「学校給食会年報」（学校給食に関する刊行物令和２年

３月３１日発行） 

   （２）「学校給食会だより」 

第１８４号 （令和２年１月３１日発行） 

       第１８５号 （令和２年８月３１日発行） 

   （３）「長野県産物を活用した学校給食献立レシピ集」（令和２年３月１日発行） 
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Ⅲ 財務状況 

 

令和２年度財務状況について、まず収益を見ると経常収益計は、２３億２，３８０万円

で前年度決算額の８９．１％となりました。また経常費用においては、２３億５，２４７

万円で前年度決算額の９０．４８％となりました。 

収益から費用を引いた当期経常増減額は、２，８６７万円のマイナスとなりました。 

    

 

Ⅳ 今後について 

 

   今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐための３ケ月にも及ぶ学

校給食の中止等が本会の事業、とりわけ主食事業の脆弱さを浮き彫りにした年であったと

思います。毎年のようにいくつもの委託加工工場が休廃業する現実があり、その事の危機

感を持っていたつもりですが、学校休業のさなかに行われた本会の在庫調査、衛生指導に

おいて、このままでは廃業しなければならないとの現場の声を聴くにつけ予想以上に厳し

い現実があることを認識させられました。設立以来の大きな事態に直面したのではないか

と思います。 

設立時の理事長池上隆祐が「独立自尊の精神」を理念とし「学校給食はそれを食する児

童生徒のためにのみある」という使命感を掲げ昭和３２年公益法人として私たちはスター

トしました。ともすれば忘れてしまいがちなこの理念と使命感を改めて思い起こした年と

なりました。 

   昭和５４年長野県において全国学校給食研究大会が行われた折、それまでの学校給食会

の活動を振りかえり「私たちの歩める道」という小冊子を作り関係者に配布しました。そ

の中のあとがきで池上はこう記しています。「昭和３２年４月１日私たちは自らの足で自ら

選んだ道を歩き始めました。独立自尊のこの道は、きびしく険しい苦難に満ちた長い道程

でした。又これからも自らの力で一歩一歩切り開いて進まねばならぬ道なのです。この道

は、私たち給食会の者だけで歩んだ道ではなく、限りなく多くの同行の方々と共に歩ませ

て貰った道でもあります。」 

   令和３年度は中長期の経営計画策定に着手することになっております。設立当時の理念

と使命感を自覚し、役職員一丸となって本会の運営をしていくことが重要と考え、日々努

力してまいります。 
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Ⅴ 会 議 

 

 １ 理 事 会 

（１）第１回理事会  令和２年２月２７日（木）  於本会会議室 

［議  事］                           

  議案第１号  令和元年度事業報告（案）の承認について 

    議案第２号  令和元年度収支決算（案）の承認について 

議案第３号  公益財団法人長野県学校給食会就業規則の一部 

を改正する規則（案）について 

    議案第４号  公益財団法人長野県学校給食会再雇用職員、嘱 

託職員、臨時職員及びパート職員に関する取扱 

要綱の一部を改正する要綱（案）について 

    議案第５号  評議員会の開催期日及び付議案件について 

    その他    任期満了に伴う理事及び監事の改選について 

 

（２）第２回理事会  令和２年１１月２６日（木） 於本会会議室 

［議  事］ 

報告第１号  令和２年度の経営状況及び決算見込みについて 

議案第１号  令和３年度事業計画（案）の承認について 

議案第２号  令和３年年度収支予算（案）の承認について 

     

２ 評 議 員 会 

（１）第１回評議員会   

令和２年３月２３日（月）  於本会会議室 

      [議  事]                     

報告第１号  公益財団法人長野県学校給食会就業規則の一部 

を改正する規則について 

    報告第２号  公益財団法人長野県学校給食会再雇用職員、嘱 

託職員、臨時職員及びパート職員に関する取扱 

要綱の一部を改正する要綱について 

    報告第 3号  令和元年度事業報告について 

    議案第１号  令和元年度収支決算の承認について 

    議案第 2号  任期満了に伴う理事及び監事の選任について 

     

（２）第２回評議員会 

   令和２年１１月２７日（金）  於本会会議室 

［議  事］                           

報告第１号  令和２年度の経営状況及び決算見込みについて 

報告第２号  令和３年度事業計画について 

報告第３号  令和３年年度収支予算について 
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３ 監事による監査会 

    令和２年２月１８日（火）    於本会研修室 

 

 

 

４ 学校給食用小麦粉製品・米飯加工賃協議会(令和３年４月以降分) 

（１） 加工賃協議会事前懇談会 

    ・ パン、米飯 令和２年１２月１１日(金)    於本会研修室 

・ めん    令和２年１２月１１日(金)    於本会研修室 

（２）学校給食用小麦粉製品・米飯 加工賃協議会 

令和３年１月７日(木)     於ホテル信濃路 

・ソフトめん加工賃 基準めん８０g 一食当たり３１．３８円で据え置き 

 ・パン加工賃    基準パン７０g 1個当たり３２．９６円で据え置き 

・炊飯加工賃   食缶方式精米１００g一食当たり２９．１６円で据え置き 

         一食方式は一食等たり３８．８８円で据え置き 

・特別輸送費   令和３年４月よりパン、めんの基準に但し書きを追加する。 

・ソフトスパゲッティ式めんは、運搬車１台につき１ｋｍ増すごとに２０２円を

加算する。 

但し、当日食缶を回収する場合は、米飯の特別輸送費と同額の２９４円とする。 

・パンは、運搬車１台につき１ｋｍ増すごとに２０２円を加算する。 

但し、当日食缶を回収する場合は、米飯の特別輸送費と同額の２９４円とする。 

    ・米飯は、運搬車１台につき１ｋｍ増すごとに２９４円を加算する。 

     但し、当日食缶を回収しない場合は、パンの特別輸送費と同額の２０２円とす

る。 

 

 

Ⅵ その他 

 

各種大会・会議への参加 

 （１）第７１回全国学校給食研究協議大会   於熊本市  中止 

   （２）県牛乳普及協会関係 

    ・学校給食用牛乳推進懇談会 令和２年２月２０日（木）      於松本市 

    ・牛乳普及協会総会     令和２年７月１７日（金）      於長野市 

（３）県栄養教諭・学校栄養職員部会関係 

・定例総会         書面開催 

    ・県栄養教諭・学校栄養職員部会夏期研修会    中止 

 

 

 



10 

 

（４）県麺業協同組合関係 

  ・総会           書面開催 

  ・県麺業協同組合衛生管理研修会   中止 

（５）長野県学校給食パン・米飯製造事業者協議会関係 

  ・総会       書面開催 

  ・研修会      中止 

（６）県ＰＴＡ連合会関係 

    ・定期総会         書面開催 

（７）全国学校給食会連合会関係 

    ・令和元年度第２回 定例総会  令和２年２月２１日（金）     於東京都   

・令和２年度第 1回 定例総会       書面開催 

・管理職研修会     於東京都    中止 

・初任者研修      於東京都    中止 

     ・実務担当者研修    於東京都    中止  

（８）関東甲信静ブロック学校給食会関係  

    ・研究協議会    於神奈川県    中止 

    ・事務担当者会    於山梨県     中止 

    ・連絡協議会    於長野県     中止 

  （９）長野県教育委員会との共催又は協力事業 

    ・第３９回長野県栄養教諭・学校栄養職員夏期研修会  中止 

    ・長野県学校保健・安全・給食大会           中止 

 

Ⅶ 附属明細書 

 

定款第８条に定める事業報告書の附属明細書は特記事項がないため記載なし。 


