
1  学校給食の概要

区　　　分

合　　計

２  平成16年度学校給食会計収支決算（小学校）

　　収入の部

126,021,960

9,404,180

744,060

643,770

114,343

208,383

合             計137,136,696

　　支出の部

26,498,207
（1,261,819）
85,750,522

（4,083,358）
24,331,416

（1,158,638）
136,580,145

（6,503,815）
  (   ) 内数値は、消費税額で内数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収支差引残高     556,551　円

３  給食費収納状況（小学校）

平成16年度 前年度

現 年 度 分 3,107,93097.76 97.25

滞 納 繰 越 分 8,617,8607.95 8.17

合 計 11,725,79092.07 92.23

４  平成16年度学校給食（ミルク）会計収支決算（中学校）

　　収入の部

8,862,074

409,359

260,644

9,532,077

　　支出の部

9,532,077

9,532,077

　第二学校給食センター

小　学　校
第四小学校
第五小学校
第六小学校

未納額（円）

科　　　目 収入済額（円） 説　　　　　　　　　　　　明

138,534,070135,426,140

9,361,920 744,060

区 分 調定額（円）

  前年度繰越金繰 越 金

収納率（％）

副 食 費 　野菜、果物、魚、肉類、調味料等の購入代

牛 乳 費 　牛乳　602,154本

科　　　目 支出済額（円）

給食第一係・給食第二係

　　36,060 件（日割納入者含む。）

　  2,793件（日割納入者含む。）

　　226件

学　校　名 給食人員（人）

3,520

第二小学校

第一小学校

７小学校２箇所

給食センター

　第一学校給食センター

  児童給食費市補助金（牛乳代）

第三小学校
第七小学校

1,740

1,780

科　　　目 収入済額（円）

過年度分給食費

補 助 金

雑 収 入

説　　　　　　　　　　　　明

児 童 給 食 費

教 職 員 給 食 費

  預金利息、試食会費等

生 徒 給 食 費 　225,788 本

教 職 員 給 食 費

説　　　　　　　　　　　　明

主 食 費 　パン（90回）米飯（75回）麺（21回）　計（186回）

合 計

147,895,990136,170,200

収納額（円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収支差引残高     0　円

合 計

科　　　目 支出済額（円） 説　　　　　　　　　　　　明
牛 乳 費 　235,920 本

合 計

　 10,132 本

補 助 金   生徒給食費市補助金



５  学校給食実施回数及び延べ人員
　　　　　　　　　　（単位：人）

　　　　　　月
学校名

7,229 9,31911,9877,00611,1919,44011,1368,696 7,56611,1328,277102,979105,857
(15) (17) (21) (12) (19) (17) (19) (15) (13) (19) (14) (181) (181)
7,66410,51913,5437,48811,16310,58311,6799,276 8,01111,5108,337109,773110,768
(15) (17) (22) (12) (19) (18) (19) (15) (13) (19) (14) (183) (183)
7,80510,71714,4087,91811,85211,97511,5719,899 8,53912,4579,236116,377118,606
(15) (17) (22) (12) (18) (19) (18) (15) (13) (19) (14) (182) (183)
5,176 6,658 8,931 5,056 7,869 7,960 7,581 6,309 5,382 7,847 5,861 74,63078,715
(15) (16) (22) (12) (19) (19) (18) (15) (13) (19) (14) (182) (184)
3,906 5,327 6,744 3,794 5,962 5,456 6,115 4,652 4,041 5,385 4,328 55,71056,809
(15) (17) (22) (12) (19) (18) (20) (15) (13) (18) (14) (183) (183)
5,905 8,63110,7406,189 9,565 9,434 9,179 7,761 6,715 9,359 7,132 90,61085,903
(15) (17) (21) (12) (19) (19) (18) (15) (13) (19) (14) (182) (183)
6,319 8,03910,5406,114 9,708 9,511 9,575 7,707 6,566 9,228 7,193 90,500 93,091
(15) (16) (21) (12) (19) (19) (19) (15) (13) (19) (14) (182) (183)
44,00459,21076,89343,56567,31064,35966,83654,30046,82066,91850,364640,579649,749
(105) (117) (151) (84) (132) (129) (131) (105) (91) (132) (98) (1,275)(1,280)

6,286.38,458.610,984.76,223.69,615.79,194.19,548.07,757.16,688.69,559.77,194.991,511.392,821.3
（15.0 ） （16.7 ） (21.5)（12.0） （18.9） （18.4） （18.7） （15.0） （13.0） （18.9） （14.0） （182.1） (182.8)

459 543 653 341 545 460 587 434 352 390 277 5,041 5,503
(15) (18) (22) (12) (19) (19) (20) (15) (13) (19) (14) (186) (186)
7,751 8,137 9,805 6,912 9,834 9,210 9,194 7,664 7,983 7,673 6,923 91,08683,213
(14) (14) (19) (12) (17) (16) (16) (15) (14) (15) (15) (167) (155)
7,158 8,64710,4585,59210,6619,575 9,574 8,652 6,758 8,701 5,488 91,26488,532
(13) (17) (19) (10) (19) (17) (17) (16) (14) (17) (12) (171) (165)
4,666 5,475 5,293 3,410 5,580 5,578 5,890 4,960 4,340 4,845 3,533 53,57052,253
(15) (18) (19) (11) (18) (18) (19) (16) (14) (17) (14) (179) (160)
19,57522,25925,55615,91426,07524,36324,65821,27619,08121,21915,944235,920223,998
(42) (49) (57) (33) (54) (51) (52) (47) (42) (49) (41) (517) (480)

6,525.07,419.78,518.75,304.78,691.78,121.08,219.37,092.06,360.37,073.05,314.678,640.074,666.0
（14.0） （16.3） （19.0） （11.0） （18.0） （17.0） （17.3） （15.7） （14.0） （16.3） （13.7） （172.3） (160.0)

　　※　中学校においては、ミルク給食のみ実施。（　）は実施回数を示す。
　　　　延人員数には教職員を含む。

６　中学校昼食実施回数及び延べ人員

　　区分
人　　員 1,580 1,986 2,700 2,035 2,056 2,366 2,339 2,289 2,185 2,124 1,835

回　　数 13 14 19 12 15 16 16 15 14 15 14

平　　均 122 142 142 170 137 148 146 153 156 142 131

率 27.3 21.6 21.6 25.8 20.9 22.5 22.3 23.2 23.8 21.6 19.9

　　※　教職員含む。

３

第一中学校

　　　　　　　　　　　　　
合計

23,495

163

144

22.8

11 12 17年１ ２６ ７ ９ 10４ ５

11 12４ ５ ６ ７ 前年度合計

第一小学校

第二小学校

第三小学校

17年１ ２ ３ 合　　計９ 10

第四小学校

第五小学校

第六小学校

第七小学校

小学校合計

小学校平均

給食センター

第一中学校

第二中学校

第三中学校

中学校合計

中学校平均


