
学校給食課

１  学校給食の概要

区　　　分

合　　計

２  平成27年度学校給食会計収支決算（小学校）

　　収入の部

110,459,850

13,051,740

988,140

643,264

81,450

17,160,410

142,384,854

　　支出の部

15,277,582

85,347,970

25,729,470

126,355,022

収支差引残高　
３  給食費収納状況（小学校）

平成27年度 前年度

現 年 度 分 967,380 99.22 99.12

滞 納 繰 越 分 448,730 68.77 53.36

合 計 1,416,110 98.88 98.67

不納欠損処分　 74,400 円

４　未納者に対する催告実施状況

実施回数等

 　９回      570通

　 11日間      151件

　 ８日間      252件

５　法的措置

（１）支払督促申立て（民事訴訟法第382条関係）
内　　　容 対象者 申立件数 納付額

支払督促申立書  　８人 　８件 183,050円

※前年度からの継続を含む。

（２）債権差押命令申立て（民事執行法第143条関係）

内　　　容 対象者 債権申立延べ件数 取立件数

債権差押命令申立書  　３人  　３件  　１件

（３）債権差押え後の状況

取立後の対象者

 　３人

合 計

224,300円

取立後の対象額

 児童給食費市補助金（牛乳代）

収入済額（円）

過 年 度 分 給 食 費

補 助 金

　131,150円

988,140

区 分

申立対象額

繰 越 金

福生第六小学校

給食第一係・給食第二係

　26,269件（日割納入者含む。）

　 3,273件（日割納入者含む。）

　   271件

学　校　名

　第二学校給食センター

科　　　目

未納残額

101,150円

科　　　目

小　学　校

125,915,840 124,499,730

福生第五小学校

福生第一小学校

２箇所

収納額（円）

 預金利息、試食会費等

児 童 給 食 費

1,296
福生第二小学校

　第一学校給食センター

７小学校

説　　　　　　　　　　　　明

教 職 員 給 食 費

福生第七小学校

支出済額（円）

　野菜、果物、魚、肉類、調味料等の購入代

 前年度繰越金

　牛乳486,991本

給食センター 給食人員（人）

福生第三小学校

1,292
福生第四小学校

2,588

 　臨戸訪問による催告

内　　　容

雑 収 入

収納率（％）

合 計

説　　　　　　　　　　　　明

主 食 費 　パン等（78回）米飯（114回）計192回

407,350円

123,511,590

30,000円

牛 乳 費

副 食 費

 　催告文書等発送

 　電話催告

調定額（円）

1,436,870

124,478,970

取立額（一部）

未納額（円）

 16,029,832円

納付額

57,150円44,000円

未納残額

延べ件数等

（平成24年度分）

申立対象額

－ 388 －



学校給食課

６  平成27年度学校給食（ミルク）会計収支決算（中学校）

　　収入の部

　　支出の部

７  学校給食実施回数及び延べ人員

27年度 62,291 86,614 102,449 41,497 54,486 86,340 57,623 491,300 70,185.7 8,682
前年度 65,130 84,492 101,931 43,168 52,894 86,211 63,009 496,835 70,976.4 8,406
27年度 189 191 190 188 190 190 190 1,328 189.7 192
前年度 188 187 188 189 188 189 189 1,318 188.3 191

※延べ人員数には教職員を含む。

27年度 19,637 29,788 16,919 66,344 22,114.7
前年度 22,907 29,038 19,768 71,713 23,904.3
27年度 155 155 155 465 155.0
前年度 164 167 166 497 165.7

※中学校においては、ミルク給食のみ実施。また延べ人員数には教職員を含む。

８　中学校昼食実施回数及び延べ人員

27年度 12,529 21,452 13,725 47,706

前年度 13,184 19,687 13,142 46,013

27年度 166 169 170 505

前年度 167 171 171 509

27年度 75 127 81 94

前年度 79 115 77 90

27年度 22.1 26.2 32.8 26.4

前年度 23.4 24.6 28.2 25.2

※延べ人員数には教職員を含む。

９　地場産野菜使用状況

全体 福生市 羽村市 瑞穂町
27年度 60 56 8 13

前年度 57 57 － －

27年度 11 10 3 4

前年度 10 10 － －

※小学校給食は、福生市・羽村市・瑞穂町で重複使用あり。

科　　　目 収入済額（円） 説　　　　　　　　　　　　明

生 徒 給 食 費 3,352,976 　　　65,274本

教職員給食費 56,531 　   　1,070本

補 助 金 95,776 生徒給食費市補助金

雑 収 入 158 預金利息

繰 越 金 1,570 前年度繰越金

合 計 3,507,011

科　　　目 支出済額（円） 説　　　　　　　　　　　　明

牛 乳 費 3,505,157 　    66,344本

合 計 3,505,157

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　収支差引残高 　　1,854円

学校名
一小 二小 三小 四小 五小 六小 七小 合計 平均 給食ｾﾝﾀｰ

人員・回数

人  員

回  数

　　   学校名
一中 二中 三中 合計 平均

人員・回数

人  員

回  数

学校名
一中 二中 三中 合計

区分

人　員

回　数

平　均

率

小学校給食

7

区分
中学校昼食
福生市

※平成27年度に使用した主な野菜
　 小学校給食（玉ねぎ、にんじん、大根、じゃがいも、かぼちゃ等　11種類）
　 中学校昼食（ミニトマト、にんじん、ゴーヤ、玉ねぎ、さつまいも等　９種類）

回　数

種  類

8

9

8

－ 389 －
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