
平成２５年度　　事　業　報　告　書

事　　業　　の　　状　　況

処　　務　　の　　概　　要
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１　対象学校及び対象人員

区  分 平成２５年度　(人) 増△減　(人) 増△減率　(％)

小学校 589,500 △ 2,100 △ 0.4

中学校 257,300 2,100 0.8

高等学校 6,900 △ 1800 △ 20.7

特別支援学校 17,500 1100 6.7

国・私立学校 18,900 0 0.0

合　　計 890,100 △ 700 △ 0.1

出典:平成２５年度公立学校統計調査報告書学校調査編 （対象人員は百人未満切捨て）

２　事　　業

　（１）学校給食の安定供給及び安全安心に関する事業　　　《定款第４条第１項第１号関係事業》

　　　　　　　　　　　　安定供給安定供給安定供給安定供給にににに関関関関するするするする事業事業事業事業

　　　　①　物資供給数量

平成２５年度数量 増 △ 減 増△減率　(％)

29,325,557食 △ 684,765食 △ 2.3

1,018,476.57kg 7,034kg 0.7

458,102.57kg △ 15,268kg △ 3.2

560,374.00kg 22,302kg 4.1

1,456,232.94kg △ 170,355kg △ 10.5

660,899.94kg △ 89,027kg △ 11.9

795,333.00kg △ 81,328kg △ 9.3

150,681,374本 △ 2,781,425本 △ 1.8

1,351,158.00kg △ 94,364kg △ 6.5

1,320,097.00kg △ 95,784kg △ 6.8

31,061.00kg 1,420kg 4.8

6,650.00kg △ 2,353kg △ 26.1

886.00kg 45kg 5.4

〔参　考〕主要物資取扱数量
小麦粉 パン加工用 1,488,714.800kg （パン一食当り平均重量　50ｇ）
脱脂粉乳 パン加工用 59,522.418kg （関税免除、ニュージーランド産）

629 255,200

　　　　事事事事　　　　　　　　　　　　業業業業　　　　　　　　　　　　のののの　　　　　　　　　　　　状状状状　　　　　　　　　　　　況況況況　　　　

学 校 数 (校) 平成２４年度　(人)

1,299 591,600

55 8,700

60 16,400

33 18,900

2,076 890,800

物　　　資　　　名 平成２４年度数量

パ               ン 30,010,322食

め　　　　　     ん 1,011,442.89kg

加工委託めん 473,370.89kg

冷　凍　め　ん 538,072.00kg

米　　    　　　穀 1,626,587.78kg

精米(含委託炊飯用) 749,926.78kg

無　　洗　　米 876,661.00kg

牛　　　　　    乳 153,462,799本

一　  般  　物  　資 1,445,522.00kg

常　温　物　資 1,415,881.00kg

地場産・冷凍物資 29,641.00kg

調  理  用  小  麦  粉 9,003.00kg

調  理  用  脱  脂  粉  乳 841.00kg
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米　穀 自校炊飯用精米 1,397,873.000kg
委託炊飯用精米 58,359.940kg

地場産物（八丈島外水産物等） 24,919.000kg

　　　　②　取扱物資利用促進活動の実施
物資情報、パンフレットの配布、食品サンプルの提供、地区学校給食展への協力外

　　　　　　　　　　　　安全安心安全安心安全安心安全安心にににに関関関関するするするする事業事業事業事業

　　　　①　学校給食用物資の安全・衛生検査の実施
　　　　　　　取扱物資についての各種規格検査及び細菌検査

検　体　数

(一財)日本穀物検定協会 63

(株)環境研究センター外 7

(一財)日本穀物検定協会 3

オリエンタル酵母工業(株) 7

(株)環境研究センター 4

給食会食品検査室 72

　　　　②　加工委託品に関する事業
　　　　　ア　パン抜取調査の実施
　　　　　　期  日　平成25年9月17日(火)、18日(水)　 内　容 官能審査（焼き色､形均整､香り､味等を評価)、製品重量及び乾物量検査
　　　　　　場  所　東京都学校給食会館 対　象 学校給食パン27検体(27工場)

審査員 一般社団法人日本パン技術研究所研究調査部チーフ並木利文　他4名　

　　　　　イ　衛生講習会の開催
　　　　　　　第１回　期　日　平成25年5月17日(金)
　　　　　　　　　　　内　容　学校給食衛生管理基準に基づく加工委託工場の衛生管理について
　　　　　　　　　　　講　師　女子栄養大学短期大学部   教 授　 金田　雅代
　　　　　　　　　　　参加者　パン・めん加工委託工場　48社　60名
　　　　　　　第２回　期　日　平成25年8月23日(金)
　　　　　　　　　　　内　容　相手に信頼を伝えるコミュニケーションついて　～クレーム未然防止と初期対応～
　　　　　　　　　　　講　師　株式会社ザ・アール　　専属講師　　武川　加留子
　　　　　　　　　　　参加者　パン・めん加工委託工場　43社　75名
　　　　　　　第３回　期　日　平成25年11月15日(金)
　　　　　　　　　　　内　容　食中毒防止及び異物混入防止について
　　　　　　　　　　　講　師　東京医科大学　　兼任教授　中村　明子　
　　　　　　　　　　　参加者　パン・めん・米飯加工委託工場　43社　54名
　　　　　　　臨　時　期　日　平成26年1月31日(金)
　　　　　　　　　　　内　容　ノロウイルス対策及び正しい手洗い方法の確認について
　　　　　　　　　　　講　師　東京都学校給食会事務局長　　山口博康　　

　　　　　　　　　　　参加者　パン加工委託工場　24社　33名

［［［［精米･委託炊飯42.4%、無洗米55.7%(つがる36.8%、こまち13.7%、まっ
しぐら2.7％、胚芽精米1.3%、もち米1.2%)、備蓄米1.7%］］］］

［［［［ﾑﾛｱｼﾞ(冷凍、削り節)、ﾄﾋﾞｳｵ(冷凍)、糸寒天、
　明日葉(冷凍、うどん(乾麺)、粉末)］］］］

検　査　項　目 対　　象　　品　　目 検　査　機　関

放射性物質検査 国内産物資全般

残留農薬検査 小麦粉・米穀

DNA・重金属検査 米穀

　　　　　　　　　　　　　　　サラヤ株式会社

アレルギー物質検査 めん類

ヒスタミン検査 八丈島産トビウオ、ムロアジ

細菌検査 めん類、一般物資等
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　　　　　ウ　加工委託工場の衛生巡回指導及びＡＴＰ拭取り検査
パン工場　延べ 24工場
めん工場　延べ 20工場

　　　　③　給食会取扱製品製造工場等の実地調査
米穀　産地(青森県・秋田・岩手・宮城) 平成25年９月４日～６日
たけのこ　製造工場(熊本) 平成25年６月25日～26日
しいたけ　(熊本椎茸)　製造工場・椎茸農協(熊本) 　　　　　　　　〃
米サラダ油16.5kg　(オリザ油化)　製造工場(愛知) 平成25年７月22日～24日
米サラダ油1.5kg　(築野食品)　  パッキング工場(和歌山) 〃
クジラ肉　(和歌山県学給、大井水産)　加工工場(和歌山県) 〃
のり　(千葉県漁連)　製造工場(千葉県) 平成25年７月29日
砂糖　(三井製糖)　製造工場(千葉県) 〃
ソース　(高橋ソース)　製造工場(埼玉県) 平成25年８月28日
りんご缶詰　(木村食品)　製造工場(青森県) 平成25年11月26日～27日

        ④　検査機器の貸出し
　　　　　　・細菌検査用簡易ふらん器 昭島市立つつじヶ丘南小学校外９校
　　　　　　・残留脂肪検査用紫外線ランプ 都立田無特別支援学校外５校
　　　　　　・ＡＴＰ拭き取り検査器 港区立青山小学校外11校
　　　　　　・手洗いチェッカー 大田区立三園中学校外３校
　　　　　　・糖度計 文京区立汐見小学校

　（２）学校給食における食育に関する事業　　　《定款第４条第１項第２号関係事業》

　　　 ①　各種講習会、研修会等の実施
　　　 　ア　調理講習会の開催（東京都教育委員会共催)

期　日 平成25年6月12日(水) 内　容 「祭り寿司」と東京の食材を使った料理
場　所 東京都学校給食会館 講義　「味覚の授業」～子どもに伝承する味～

講　師 千葉県立保健医療大学　助教授　杉﨑幸子
オテル・ドゥ・ミクニ　シェフ　三國　清三

参加者 栄養教諭、学校栄養職員　調理実習37名　講義　60名　
　　　　 イ　パン実技講習会の開催（東京都教育委員会共催)

期　日 平成25年8月5日(月)、6日(火) 内　容 製パン実技とパンの品質判定の習得
場　所 東京都学校給食会館 講　師 一般社団法人日本パン技術研究所　研究調査部チーフ　並木　利文

参加者 栄養教諭、学校栄養職員外　31名

　　 　②　学校における食育を支援する事業
　　 　　ア　研究活動助成
　　　　　　　　・東京都小学校食育研究会　　　　 （小学校給食関係者）

・東京都中学校食育研究会 （中学校給食関係者）
・東京都高等学校給食研究協議会　　　　　 （高等学校給食関係者）
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・東京都立特別支援学校給食研究協議会 （特別支援学校給食関係者）
・東京都学校給食研究会 （小・中学校栄養教諭、学校栄養職員）
・東京都学校調理師会 （学校調理師）
・東京都立学校栄養士会 （都立学校栄養教諭、学校栄養職員）
・全国学校食育研究会 （学校給食関係者）

　　 　  イ　講演会助成　(共催)
　　　　　　・東京都小学校食育研究会

期　日 平成25年6月28日(金) 内　容 小学校現場にいかせる食育
場　所 東京都学校給食会館 講　師 (株)エビータ代表取締役管理栄養士・健康運動指導士 浅野　まみこ

参加者 小学校給食関係者100名

　　　　　　・東京都中学校食育研究会
期　日 平成25年6月20日(木) 内　容 中学生の体力向上と栄養について
場　所 葛飾区立新小岩中学校 講　師 東海大学体育部体育学会　教授　小澤　治夫

参加者 中学校給食関係者27名

期　日 平成26年2月4日(火) 内　容 時間栄養学について
場　所 東京都学校給食会館 講　師 早稲田大学先進理工学部電気・情報生命工学科　教授　柴田　重信

参加者 高等学校給食関係者23名

　　　　　　・東京都立特別支援学校給食研究協議会
期　日 平成25年7月25日(木) 内　容 特別支援学校における偏食指導
場　所 東京都学校給食会館 講　師 サカモトキッチンスタジオ　坂本　廣子

参加者 都立特別支援学校給食関係者117名

　　　　　　・東京都学校給食研究会
期　日 平成26年2月21日(金) 内　容 「食育成果のとらえ方」
場　所 東京都学校給食会館 講　師 女子栄養大学短期大学部　教授　香川　明夫

参加者 東京都学校給食研究会会員　140名

　　　　　　・東京都学校調理師会
期　日 平成26年3月26日(水) 内　容 インフルエンザ流行への備え
場　所 東京都学校給食会館 講　師 首都大学東京　客員教授　矢野　一好

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加者 学校調理員18名

　　　　　　・東京都立学校栄養士会
期　日 平成25年6月27日(木) 内　容 日本の食文化と美味しい食事～栄養士として知っておきたいこと
場　所 東京都学校給食会館 講　師 分けとく山　総料理長　野崎　洋光

参加者 都立学校栄養教諭、学校栄養職員70名

　　　　　　・多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会
期　日 平成25年7月26日(金) 内　容 食中毒発生状況等について
場　所 東京自治会館 講　師 東京都多摩小平保健所 生活環境安全課食品衛生第一係長　幾田　泰久

内　容 調理場における衛生管理
講　師 前日本学校調理師会会長　山本　五十六
参加者 共同調理場関係者241名

　　　　　　・東京都高等学校給食研究協議会　
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　　 　　ウ　調理講習会助成　(共催)

　　　　　　・東京都学校調理師会
期　日 平成25年7月23日(火) 内　容 　調理実習・講習会
場　所 東京都学校給食会館 講　師 　料理研究家　管理栄養士　田口　道子

参加者   学校調理員43名
　　　　　　・東京都学校給食研究会

期　日 平成25年12月13日(金) 内　容 　基本の和食
場　所 東京都学校給食会館 講　師 　日本料理　「賛否両論」　笠原　將弘　

参加者 　東京都学校給食研究会会員91名
　　　　　　・東京都立学校栄養士会

期　日 平成25年10月29日(火) 内　容 　素材の持ち味を生かした美味しい料理
場　所 東京都学校給食会館 講　師 　分けとく山　総料理長　野崎　洋光

参加者   都立学校栄養教諭、学校栄養職員38名

　　　 ③　学校給食における健康づくり事業等助成事業

　　　 　　各地区学校給食展及び講習会等への支援

期　　日 助成内容

府中市教育委員会 参加者 580名 7月23～24日 助成金交付

北区教育研究会　食育研究部 参加者　25名 7月24日 助成金交付

東久留米市栄養士会 参加者 320名 7月26日 助成金交付

台東区教育員会 参加者　26名 8月20日 助成金交付

武蔵村山市立第四中学校 参加者　26名 8月23日 助成金交付

稲城市学校給食共同調理場 参加者1373名 8月24日 助成金交付

武蔵村山市立第七小学校 参加者　40名 8月26日 助成金交付

江戸川区立ニ之江中学校 参加者 735名 9月7日 助成金交付

参加者　80名 9月20日 助成金交付

足立区教育委員会 来場者 37万名 10月12～13日 物資提供・パン

地産地消給食献立実習会

団　　　体 事　業　名

給食センター探検隊

調理実習

学校給食栄養展

食育料理講習会

稲城ふれあい保健・医療まつり

食育料理講習会

生活リズム向上公開講座

    東京都生活学校連絡協議会 対話集会（食プロジェクト）

あだち区民まつり
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葛飾区教育委員会 来場者 348名 10月17～18日 物資提供・パン

板橋区学校栄養士会 参加者   36名 11月7日 助成金交付

青梅市学校給食展実行委員会 参加者 150名 11月9日 物資提供・パン

東京都中学校技術・家庭科研究会 参加者 110名 11月16日 助成金交付

東久留米市立第九小学校 参加者　54名 11月16日 助成金交付

多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会 参加者  38名 12月10日 助成金交付

中野区学校栄養士研究会 参加者　18名 1月9日 助成金交付

全国学校栄養士協議会 参加者　35名 2月14日 助成金交付

世田谷区学校栄養職員会 参加者 200名 2月15日 助成金交付

　　2014たま食育フェスタinせいせき　　                             参加者 600名 2月22～23日 助成金交付

　　食育リーダー研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加者　35名 3月13日 助成金交付

　　　 ④　東京都教育委員会における健康づくり推進計画に伴う事業

　　　　 ア　健康づくりフォーラムの共催(東京都教育委員会、関係団体)

期　日 平成26年1月18日(土) 内　容   展示コーナーにおける物資・検査機器、広報誌等の展示

場　所 文化学園大学新都心キャンパス

         イ　食育を推進するための講習会の開催　（対象：保護者及び児童生徒）

　　　　　　・親子学校給食パンづくり教室（後援　(一社)東京都小学校ＰＴＡ協議会、東京都公立中学校ＰＴＡ協議会、東京都教育委員会）

期　日 平成25年7月25日(木) 内　容   学校給食パンを手作りし、学校給食パンの理解を深める

場　所 東京都学校給食会館 講　師   一般社団法人日本パン技術研究所　研究調査部チーフ　並木　利文

  東京都学校給食パン協同組合　技術部長　　　　　宮崎　宗一郎

参加者   都内小・中学校に就学する児童・生徒及び保護者34名

　　　　　　・保護者対象食育講演会（後援　(一社)東京都小学校ＰＴＡ協議会、東京都公立中学校ＰＴＡ協議会、東京都教育委員会）

期　日 平成26年1月20日(月) 内　容   食育講演会

場　所 東京都学校給食会館 講　師 　女子栄養大学　副学長　香川　靖雄

参加者   学校給食関係職員　60名

参加者   都内小・中学校に就学する児童・生徒及び保護者38名

　　目黒区教育委員会

第37回葛飾区学校給食展

板橋区学校栄養士会講演会

第5回青梅市学校給食展

第9回中学生創造ものづくりフェア

親子料理教室

講演会「アレルギー対応食について」

　　食物アレルギーと食育

　　学校カリキュラムを生かした食育の実践

世田谷区学校給食70周年展

　　多摩市教育委員会
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　　　 ⑤　施設、各種機材等の貸出

         ア　東京都学校給食会館の利用公開

回　数 人  員

　　　　人 　　 回 　　　　人 　　　回 　　　　人 　　 回 　　　 人 　　　回 　　　 人

大研修室 78 4,115 4 430 40 2,078 15 625 19 982

会議室 58 554 11 170 25 208 2 10 20 166

小研修室 43 1,213 4 63 10 295 17 396 12 459

調理実習室 53 1,834 4 71 15 765 15 381 19 617

和室 27 131 0 0 4 25 12 51 11 55

合　計 259 7,847 23 734 94 3,371 61 1,463 81 2,279

　　　   イ　ビデオテープ、ＤＶＤおよび食育教材の貸出し
　　　　　　・学校数及び数量　　延べ20校、50本

　（３）学校給食の情報及び資料の提供に関する事業　　《定款第４条第１項第３号関係事業》

　　 　①　給食会ホームページの運営
　　　　　　  学校給食及び食育に関する情報提供を行う。

　　 　②　広報「東京都の学校給食」の発行
　　　　　　　年6回、各9,000部発行　
              各学校、教育委員会及びＰＴＡ等に配布

　　　 ③　物資情報の発行　　
              年11回、各2,000部発行
　　　　　　　学校及び教育委員会等に配布

　　　 ④　取扱物資案内書の発行　
              2,000部発行
              学校及び教育委員会等に配布

使 用 状 況 内　　　　　　　訳

東　京　都 研究７団体 そ　の　他 給　食　会
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　（４）その他この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４号関係事業》

　　　 ①　東京都教育委員会から受託する学校給食に関する事業

　　　 　ア　衛生管理研修会の開催
参加者　

期　日　第1回　平成25年11月 6日（水）～ 7日(木） 37名 学校栄養職員経験者、新規採用者

　　　　第2回　平成25年11月13日（水）～14日(木） 41名 学校栄養職員経験者、新規採用者

　　　　第3回　平成25年11月20日（水）～21日(木） 42名 学校栄養職員経験者、新規採用者

　　　　第4回　平成25年11月27日（水）～28日(木） 42名 学校栄養職員経験者、新規採用者

場　所　東京都学校給食会館

内　容　1　調理場施設・設備等の拭き取り検査、細菌検査結果発表

　　　　2　手鼻、食材等の細菌検査

　　　　3　手洗い効果確認のための細菌検査

　　　　4　調理器具類の洗浄消毒効果確認のための大腸菌群検査

　　　　5　食器の残留物検査

　　　　6　ATP検査

講　師　独立行政法人日本スポーツ振興センター　学校安全部　安全支援課　主任専門職　峯田　一弘

　　　 　イ　リスクマネージメント研修会の開催
参加者　

期　日　第1回　平成25年11月 6日（水）～ 7日(木） 37名 学校栄養職員経験者、新規採用者

　　　　第2回　平成25年11月13日（水）～14日(木） 41名 学校栄養職員経験者、新規採用者

　　　　第3回　平成25年11月20日（水）～21日(木） 42名 学校栄養職員経験者、新規採用者

　　　　第4回　平成25年11月27日（水）～28日(木） 42名 学校栄養職員経験者、新規採用者

場　所　東京都学校給食会館

内　容　学校給食におけるリスクマネージメント研修

講　師　公益財団法人東京都学校給食会　業務課　食育推進係　食育専門員　黒葛原　廣子

　　　 　ウ　都立学校給食調理業務委託に伴う講習会等の開催

　　　　　　 都立学校給食調理業務委託に伴う事務事業の受託

　　　　　　　 学校数及び調理業務受託業者数

　　　　　　　　 高等学校　　　　55校　　　16社

　　　　　　　 　特別支援学校　　56校　　　20社

　　　　　　　　 中・高一貫校　 　9校　　　 7社
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　　　　　事務事業の実施

日      時 内　容　及　び　講　師 対象及び人員 開催場所

・都立肢体不自由特別支援学校の児童・生徒の学校生活及び留意点

　講師：東京都立北特別支援学校校長　　引間　宗人

・食べる機能の発達と障害

　講師：日本歯科大学附属病院助教 歯科医師　町田　麗子

・摂食・えん下機能障害の対応の実態

　講師：日本歯科大学附属病院講師　歯科医師　高橋　賢晃

・食品の大腸菌群検査

・ＡＴＰ拭き取りキット等を活用した衛生的な手洗いの指導

　実技指導：公益財団法人東京都学校給食会　三井　彩

・味覚の授業

・調理の基本と形態別調理

　講師：服部栄養専門学校日本料理主席教授　中山　篤

・学校給食衛生管理について

　講師 一般財団法人東京顕微鏡院 食と環境の科学センター

　　　理事　　麻布大学客員教授　伊藤　武

事   業   名

　事前衛生管理
　研修会

高等学校
特別支援学校
中高一貫校
合同

平成25年4月2日

・学校給食の衛生管理について～学校給食調理従事者研修
マニュアルから学ぶ～
　講師：淑徳大学　看護栄養学部 栄養学科
　　　　客員教授　　田中　延子

　みらい座
　いけぶくろ

　形態別調理
　講習会

特別支援学校

平成25年8月7日

都立肢体不自由
特別支援学校
調理従事者
13社　39名

学校給食会館

形態別調理実習
平成25年8月8～9日

都立肢体不自由
特別支援学校
調理従事者
13社　延べ68名

学校給食会館

調理従事者
43社　　471名

学校給食会館

特別支援学校

実務管理者
業務責任者及び
業務責任者代理
19社　 107名

　衛生講習会

高等学校
特別支援学校
中高一貫校
合同

平成25年8月20日
調理従事者
43社　625名

　みらい座
　いけぶくろ

受託者事前研修会

高等学校
中高一貫校

平成26年3月28日

・学校給食における衛生管理の課題について

　講師：女子栄養大学短期大学部
　　　　　教授　金田　雅代

実務管理者
業務責任者及び
業務責任者代理
24社　82名
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　（１） 理事　　１０名

常　　勤

非 常 勤

常　　勤

非 常 勤

 金 山   滋 美 非 常 勤 東京都公立中学校ＰＴＡ協議会監事

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

　（２） 監事　　２名

非 常 勤

非 常 勤

        処　　　務　　　の　　　概　　　要

１．役員等に関する事項

平成26年3月31日現在

役  職  名 氏　　名 任　　    　期 法人以外の現職

独立行政法人日本スポーツ振興センター福岡支所長

理　　　事  塩 塚　 宏 治 武蔵村山市立第四中学校栄養教諭

理　　　事  宍 戸　 鈴 子 西東京市立田無小学校長

理　事　長  藤 本　 龍 夫

　平成25年６月20日

　　～平成27年定時評議員会終結まで

理　　　事  板 谷　扇一郎 小平市立学校給食センター所長

理　　　事

理　　　事  國府島　勇 三

理　　　事  鳥 越　 裕 之 福生市教育委員会事務局学校給食課長

理　　　事  前 田　 　 哲 東京都教育庁地域教育支援部長

理　　　事  髙 橋　 信 一 中野区教育委員会事務局次長

理　　　事  髙 山   嘉 通 東京都特別支援学校ＰＴＡ連合会副会長

監　　　事  浦 田　　 泉 　平成25年６月20日
　　～平成27年定時評議員会終結まで

いずみ会計事務所所長

監　　　事  加 島　俊 雄 前日野市教育委員会教育長
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　（３） 評議員　　１１名

常　　勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

役  職  名 氏　　名 任　　    　期 法人以外の現職

評　議　員  青 木 　孝 子

　平成23年４月１日

　　～平成27年定時評議員会終結まで

葛飾区立新小岩中学校長

評　議　員  浅 地 　信 浩

評　議　員  永 井　 俊 子 一般社団法人東京都小学校ＰＴＡ協議会副会長

評　議　員  真 如 　昌 美 東大和市教育委員会教育長

元財団法人東京都学校給食会常務理事

評　議　員  小笠原　行 伸 目黒区教育委員会教育長

評　議　員  金 田 　雅 代 女子栄養大学短期大学部教授

評　議　員  徳 田 　安 伸 東京都立稔ヶ丘高等学校統括校長

評　議　員  八田野　芳 孝 檜原村教育委員会教育長

評　議　員  道 家 　元 雄 武蔵野栄養専門学校校長

評　議　員  同 前 　雅 弘 株式会社大和証券グループ本社名誉顧問

評　議　員  和 田　喜久男 東京都立葛飾ろう学校長
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２．事務局組織及び職員に関する事項

　      　　１ 名

データ管理係５名 課　　長 　      　　１ 名

 業務課長 物資係　　　４名 主　　事 　      　１３ 名

事務局長
(業務課長
事務取扱)

総務課長 庶務係　　　２名 職　　名 年度末現在人員

経理係　　　２名 事務局長

合　　　計         　１９ 名

食育推進係　３名 再 任 用         　　２ 名

食品衛生コンサルタ
ント　　　　１名

臨時職員         　　２ 名
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３．会議の開催

　(１)　理事会

　　開催場所 会議の結果

承　認

可　決

 ③ 理事の任期満了に伴う理事候補者10名の選出について 可　決

可　決

― 可　決

新宿
京王プラザホテル

可　決

 ① 理事候補者の選出について 可　決

可　決

承　認

 ② 資金運用方針書案について 可　決

 ③ 人事規程の一部を改正する規程 可　決

 ④ 職員給与規程の一部を改正する規程 可　決

回　数 開催年月日　 議　　　事　　　事　　　項

　みなし決議
　平成25年第３回

平成25年６月26日 　　理事長の選定について

　平成25年第４回 平成25年７月25日 　　理事長の選定について

平成25年第２回 平成25年６月14日
新宿

京王プラザホテル

 ① 平成24年度事業報告及び決算について

 ② 行政庁に届け出る事業報告等に係る提出書類のうちその他の提出書類
　の承認について

 ④ 監事の任期満了に伴う監事候補者２名の選出について

平成25年第５回 平成25年11月５日
新宿

京王プラザホテル  ② 職員給与規程の一部を改正する規程について

平成26年第１回 平成26年2月24日
東京都学校給食会館

会議室

 ① 平成26年度事業計画案及び収支予算案について
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　(２)　評議員会

　　開催場所 会議の結果

承　認

可　決

 ③ 任期満了に伴う理事10名の選任について 可　決

 ④ 任期満了に伴う監事２名の選任について 可　決

― 可　決

 ① 理事の選任について 可　決

可　決

　(３)　監事会の実施

内容　：　平成24年度事業報告及び財務諸表の監査

内容　：　平成25年度事業の中間報告及び財務諸表の監査

内容　：　平成26年度事業計画案及び収支予算案等ついて

４．資金の運営管理

　(１)　期首現金預金高 225,671,106円

　(２)　学校給食用物資購入資金借入金

　　　　 みずほ銀行動坂支店からの借入(年間累計額) 0円

回　数 開催年月日　 議　　　事　　　事　　　項

平成25年
定時

平成25年6月20日
新宿

京王プラザホテル

 ① 平成24年度事業報告及び決算について

 ② 評議員３名の選任について

　　　　 平成25年６月５日　　東京都学校給食会館

　　　　 平成25年10月30日　　東京都学校給食会館

　　　　 平成26年２月13日 　 東京都学校給食会館

　みなし決議
　平成25年第１回
　臨時

平成25年７月15日 　　理事の選任について

　平成25年第２回
　臨時

平成25年11月26日
新宿

京王プラザホテル  ② 評議員の選任について
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