
平成３０年度 事業計画 
（平成３０年５月１０日～平成３１年３月３１日） 

１ 事 業 計 画 

神戸市では，小学校，義務教育学校，特別支援学校及び中学校（以下総称して「学校」という。）

の給食用食材調達等の事業については，従来，公益財団法人神戸市スポーツ教育協会（以下「スポー

ツ教育協会」という。）が実施してきたところであるが，平成 30年９月から，スポーツ教育協会より

事業移管を受け，「一般財団法人 神戸市学校給食会」（以下「給食会」という。）において下記事業

を実施する。 

・安全で良質な学校給食の食材の安定的な調達に関する事業

・学校給食における食育の推進，地産地消の推進に関する事業

・食材，地産地消及び食育についての情報発信に関する事業

なお，給食用食材調達等事業は年間を通じ，切れ目なく実施するため，事業計画は 1年間の計画を

記載する。 

  （１）学校給食推進事業 

安全で良質な学校給食用の食材の供給及び食品検査を実施する。 

ア 学校給食用の食材の供給

① 小学校・義務教育学校（前期課程）・特別支援学校

・学 校 数   169校 

・対象人員   83,000人 

・献立回数   189回（年間予定回数） 

・配 送 先   小学校，義務教育学校（前期課程），特別支援学校， 

学校給食共同調理場（2施設） 

② 中学校・義務教育学校（後期課程）

・学 校 数   82校 

・対象人員   37,800人 

・献立回数   193回（年間予定回数） 

・配 送 先   中学校，義務教育学校（後期課程），教育委員会委託の民間調理施設 

イ 安全性の確保

① 食品検査

・食品検査   定例検査及び残留農薬一斉分析検査等 

・放射性物質対策 産地情報の提供及び放射性物質検査

② 工場調査・衛生講習会

・食品工場等調査  衛生管理の専門機関とともに立入調査 

・衛生講習会  納入業者の衛生意識等の向上を図る 



（２）食育・地産地消推進事業 

ア 地産地消の推進

・「こうべ給食畑推進事業」等との連携により積極的に市内産野菜の利用を図る。

・農業生産者や企業，関係機関との連携のもと，市内産野菜を活用した加工品の提供を行

う。

イ 学校の食育を支援

学校，地域や関係機関をつなぎ，児童が食への感謝や労働の大切さを学ぶ機会として農業

収穫体験「ル＊ル＊ル プログラム」を北区や西区で実施するほか，食材納入業者の食育プロ

グラムの学校への提供等により，公民連携して学校の食育を支援する。 

（３）情報発信 

ア ホームページを活用した情報の発信

給食会独自のホームページを立ち上げ，学校給食用食材について購入価格の状況，微生

物・放射性物質等の検査の結果，食材の産地等とともに食育・地産地消事業について情報発

信を行う。 

イ 様々な広報媒体による情報の発信の検討

学校や保護者，児童生徒が必要とする食材に関する情報について，ホームページ以外の広

報媒体による情報発信のための方策をあわせて検討する。 



２　事業別収支予算書

事業 金額 事業 金額

給食・食育推進事業会計 2,825,306 給食・食育推進事業会計 2,825,306

　　学校給食推進事業 2,823,306　　学校給食推進事業 2,823,306

　　食育・地産地消推進事業 1,000　　食育・地産地消推進事業 1,000

　　情報発信 1,000　　情報発信 1,000

法人会計 10,147 法人会計 10,147

収益合計 2,835,453 費用合計 2,835,453

税引前当期一般正味財産増減額  (A) 0

※ 神戸市からの収入 法人税・住民税及び事業税  (B) 0

・ 負担金 　40,332千円 当期一般正味財産増減額　  (A)-(B) 0

収益の部 費用の部

平成30年5月10日から平成31年3月31日まで（単位：千円）



Ⅰ一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1)経常収益

基本財産運用益 0

事業収益 2,795,121

受取負担金 40,332

経常収益　計 2,835,453

(2)経常費用

事業費 2,825,306

管理費 10,147

経常費用　計 2,835,453

当期経常増減額 0

２．経常外増減の部

(1)経常外収益 0

経常外収益　計 0

(2)経常外費用 0

経常外費用　計 0

当期経常外増減額 0

当期一般正味財産増減額 0

一般正味財産期首残高 0

一般正味財産期末残高 0

Ⅱ指定正味財産増減の部

受取負担金 3,000

一般正味財産への振替額 △ 1,000

当期指定正味財産増減額 2,000

指定正味財産期首残高 3,000

指定正味財産期末残高 5,000

当期正味財産増減額 2,000

正味財産期首残高 3,000

Ⅲ正味財産期末残高 5,000

科目 金額

平成30年5月10日から平成31年3月31日まで（単位：千円）

３　予定正味財産増減計算書



金額 金額

Ⅰ　資産の部 Ⅱ　負債の部

１．流動資産 １．流動負債

現金預金 165,958 預り金 165,958

流動資産合計 165,958 流動負債合計 165,958

負債合計 165,958

２．固定資産

Ⅲ　正味財産の部

預金 3,000 １．指定正味財産

基本財産合計 3,000 出捐金 3,000

(2)特定資産 （うち基本財産への充当額） (3,000)

ソフトウェア 2,000 受取負担金 2,000

特定資産合計 2,000 （うち特定資産への充当額） (2,000)

固定資産合計 5,000 指定正味財産合計額 5,000

正味財産合計 5,000

170,958 170,958

科目 科目

負債及び正味財産合計

４　予定貸借対照表

平成31年3月31日現在（単位：千円）

資産合計

(1)基本財産



事業収入
負担金・

補助金収入

2,825,306 2,795,121 30,185

学校給食推進事業 2,823,306 2,795,121 28,185

食育・地産地消推進事業 1,000 0 1,000

情報発信 1,000 0 1,000

法人会計 10,147 0 10,147

当期収入合計 2,835,453 2,795,121 40,332

人件費 物件費 減価償却費

2,825,306 29,114 2,796,192 0

学校給食推進事業 2,823,306 29,114 2,794,192 0

食育・地産地消推進事業 1,000 0 1,000 0

情報発信 1,000 0 1,000 0

法人会計 10,147 2,964 6,183 1,000

当期支出合計 2,835,453 32,078 2,802,375 1,000

給食・食育推進事業会計

内訳

６　事業別予定支出明細書

　　　　　　　　　　　　　平成30年5月10日から平成31年3月31日まで（単位：千円）

給食・食育推進事業会計

内訳

５　事業別予定収入明細書

　　　　　　　　平成30年5月10日から平成31年3月31日まで（単位：千円）

合計科　目

科　目 合計
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