
別添３（第４の１関係）

府県 滋賀県

（１）　会議等の名称 学校給食用牛乳供給推進会議 第１回学校給食用牛乳供給推進協議会 第２回学校給食用牛乳供給推進協議会 実態調査

（２）　日付 令和4年2月1日 令和3年9月8日 令和4年3月2日
①令和３年６月８日、②令和４年１月３１日
③令和４年３月２３日

（３）　場所 書面開催（資料配布） 書面開催（資料配布） 書面開催（資料配布） 学乳供給事業者の生産工場

（４）　参加機関と
　　　 人数

（資料配付先）
県ＰＴＡ連絡協議会、県教育委員会事務局、
県栄養教諭・学校栄養職員研究会、県学校
給食会、県牛乳事業協同組合、行政等

（資料配付先）
府学校給食会、市学校給食協会、全農京都
府本部、行政

（資料配付先）
左記と同じ。

（調査実施主体）
京都府牛乳協会

（５）　議題

・滋賀県の酪農情勢について
・学乳事業について
・生乳の需給状況について

・令和２年度事業実績について（計画と実績
との比較）
・令和３年度１学期の供給実績について（前
年度実績との比較）
・令和４年度供給価格について

・令和３年度供給実績（１、２学期の実績、前
年及び計画との比較）
・令和３年度事業の補助金見込額について
（計画との差）
・令和４年度事業の実施について及び学乳
事業における食中毒関連事案（農林水産省
資料）
・令和４年度供給計画、府内の供給校の統
廃合について
・飲用済み学乳紙容器の資源化等について

（調査目的）
①及び③
生産工場における衛生管理の確認

②供給事業者と共同で企画した衛生講習会
の状況確認

（６）　概要

・県内の酪農全般に係る情勢について説明
・学乳供給事業に係る役割分担、供給価格
決定方法などついて説明
・関係者への質問票の送付、後日、回答資
料の送付。

上記内容の資料を送付 上記内容の資料を送付 （調査内容）
①及び③
・工場内の検査分析機器、衛生、品質管理
の実施状況を確認
・他府県で発生した乳業事故の事例につい
て提供及び説明。また府内保健所による衛
生管理に係る点検への対応状況について聴
取。

②当該衛生講習会に講師とともに参加。

（７）　成果

関係者・現場担当者との書面による質問、回
答送付を通じて、学乳事業に係る理解醸成
と学乳供給における現状の共有ができた。

・令和２年度の事業実績について関係者間
で確認するとともに、令和３年度の実施状況
について報告することにより、認識の共有を
図ることできた。
・飲用済みの紙パック処理について、予定ど
おり各学校で自校処理がなされていることを
共有、確認することができた。

令和３年度の事業実施状況及び令和４年度
の活動概要について、関係者間で共有でき
た。

①及び③
HACCPに基づく衛生管理の実施がなされて
いることが確認できた。

②従業員に対する衛生教育を定期的に行う
ことが重要であること、令和４年度事業で予
定されている衛生管理に関する研修実施に
向け講師の確保が課題であることが把握でき
た。

令和３年度学校給食用牛乳供給円滑化推進事業の実施結果                
（近畿農政局）

京都府
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別添３（第４の１関係）

府県

（１）　会議等の名称

（２）　日付

（３）　場所

（４）　参加機関と
　　　 人数

（５）　議題

（６）　概要

（７）　成果

学校給食用牛乳供給事業代表者会議
（第１回）

学校給食用牛乳供給事業代表者会議
（第２回）

学校給食用牛乳供給事業代表者会議
（第３回）

学校給食用牛乳供給事業代表者会議
（第４回）

令和3年7月30日 令和3年10月25日 令和4年2月1日 令和4年3月14日

スイスホテル南海大阪 スイスホテル南海大阪 ホテルグランヴィア大阪 スイスホテル南海大阪

府内学乳供給業者、（一社）大阪府牛乳協
会（事務局）
計21名

府内学乳供給業者、（一社）大阪府牛乳協
会（事務局）
計19名

府内学乳供給業者、（一社）大阪府牛乳協
会（事務局）
計17名

学乳供給業者、（一社）大阪府牛乳協会（事
務局）
計18名

・紙パックの回収廃止にかかる全体の動向
・供給先市町村の紙パック処理に向けた取り
組み状況・当該市町村に対する今後の対応
方針
・供給事業者の視点から考える、供給市町村
別に実現可能な配送の合理化案
・今後のストロー供給等のあり方について（意
見交換）

・紙パックの回収廃止にかかる市町村の動向
について
・紙パック回収廃止にかかる大阪市の動向に
ついて
・令和４年度学乳需要量調査及び市町村の
紙ストロー・ストローレス容器等に関する要
望・要請の取り扱いについて

・学校給食用牛乳の異味異臭事案について
・大阪府学校給食用牛乳供給対策要綱、大
阪府学校給食用牛乳供給事業者認定基準
及び統一仕様の改正について
・農林水産省の学校給食用牛乳供給事業
WEB会議の内容について
・その他（今後のスケジュール）

令和４年度学乳事業について

上記資料について説明、意見交換。
その他、
・紙の自校回収の現況を各乳業者から確
認。
・配送合理化に向けた取り組み案について、
各供給事業者から提案説明。
・今後のストロー供給等のあり方について、関
係者間で継続的に相談、協議していくことを
確認。

上記資料について説明、意見交換。
また、紙パックの自校処理が困難な場合や、
紙ストロー、ストローレス容器の供給が困難な
事業者への対応について議論。

上記内容の資料を送付 上記内容の資料を送付

紙パックの自校回収の現況の確認や配送効
率化に向けた取り組み、ストロー供給のあり
方等について関係者間での議論を通じ、情
報収集できたとともに、関係者間の現状認識
を共有できた。

紙パックの自校回収への対応、及び紙スト
ロー、ストローレス容器等への対応につい
て、関係者間で情報共有が図れた。

学乳の異味異臭事案の発生防止のための
注意喚起、学乳事業者認定に係る基準の一
部改正、更に学乳事業に係る今後のスケ
ジュール等について関係者に情報共有を図
ることにより、事業の円滑な執行に資すること
ができた。

令和４年度事業に係る学乳供給価格、供給
事業者認定基準等の変更点や留意事項等
について、関係者に周知することができた。

 （近畿農政局）

令和３年度学校給食用牛乳供給円滑化推進事業の実施結果                

大阪府
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別添３（第４の１関係）

府県

（１）　会議等の名称

（２）　日付

（３）　場所

（４）　参加機関と
　　　 人数

（５）　議題

（６）　概要

（７）　成果

学校給食用牛乳供給推進協議会
牛乳学校給食用牛乳供給事業

出前授業
食品衛生研修会 実態調査

令和4年1月31日 令和3年12月9日 令和4年11月29日 令和３年10月27～12月７日

書面開催（資料配付） 大阪市内小学校（１校）
ウェブによる動画視聴

（（一社）日本乳業協会から動画配信）
学乳供給事業者工場

（資料配付先）
大阪府、大阪府教育庁、大阪市教育委員会
事務局、（公財）大阪府学校給食会、大阪畜
産農業協同組合

当小学校児童、教諭
計34名

府内学乳供給業者　10業者
（一社）大阪府牛乳協会　４名

（調査実施主体）
当協会及び府学校給食会
計11回

・学校給食用牛乳の異味異臭事案の発生に
伴う大阪府学校給食用牛乳供給事業者認
定基準の改正について
・令和4年度学校給食用牛乳供給推進補助
金について
・令和４年度学校給食用牛乳供給価格等決
定スケジュール予定

牛乳、酪農への関心や飲用促進を目的とし
た食育授業（（一社）日本乳業協会によるミル
ク教室）

（内容）
・衛生管理の基礎
・工程での衛生・品質管理
・一般衛生管理（各社の改善事例の紹介）
・品質事故事例研究

（調査目的）
学乳の円滑な供給、牛乳の安全性確保、乳
業事故等の未然防止のため、牛乳生産工場
内の衛生管理、配送管理の状況について確
認

上記内容の資料を送付 牛乳、酪農への関心・理解を深めてもらえる
よう、クイズ形式での授業や、バターの手作り
体験等の実習を開催

上記内容の資料（（一社）日本乳業協会作
成）を用い、動画配信による講義を実施。

・学乳供給事業者の工場における施設設
備、衛生管理、品質管理等の状況について
確認
・また事故等発生した場合の緊急連絡体制
について確認

学乳の供給事業者の認定基準に係る改正
点等や今後のスケジュールについて、関係
者に周知することができた。

牛乳への関心や理解を深めてもらうとともに、
健康への役立ち、食に携わる人への感謝の
気持ちを学べる機会を提供できた。

供給事業者に対し、衛生・品質管理及び一
般衛生管理、品質事故事例について確認し
てもらい、HACCPに基づく衛生管理につい
て周知することができた。

衛生管理への認識の共有、管理徹底への周
知ができた。

令和３年度学校給食用牛乳供給円滑化推進事業の実施結果                
 （近畿農政局）

大阪府
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別添３（第４の１関係）

府県

（１）　会議等の名称

（２）　日付

（３）　場所

（４）　参加機関と
　　　 人数

（５）　議題

（６）　概要

（７）　成果

学校給食用牛乳供給推進事業協議会
（第１回）

学校給食用牛乳供給推進事業協議会
（第２回）

学校給食用牛乳供給事業実に係る
説明会

学乳関係講習会「もう～もう～スクール」

令和3年6月7日 令和4年3月16日 令和4年1月26日 令和３年11月８日、10日、24日、25日

書面開催（資料配付） 書面開催（資料配付） オンライン開催
オンライン開催
（主催：兵庫県酪農農業協同組合）

（公財）県体育協会、県学校栄養士協議会、
県PTA協議会、県酪農農業協同組合、ﾊｲｸ
ｵﾘﾃｨﾐﾙｸ農業協同組合、県教育委員会事務
局、神戸市教育委員会、行政、兵庫県牛乳
協会（事務局）
計９機関

（公財）県体育協会、県学校栄養士協議会、
県PTA協議会、県酪農農業協同組合、ﾊｲｸ
ｵﾘﾃｨﾐﾙｸ農業協同組合、県教育委員会事務
局、神戸市教育委員会、行政、兵庫県牛乳
協会（事務局）
計９機関

学乳供給事業者、県教育委員会、行政、兵
庫県牛乳協会（事務局）
計15名

（オンライン実施校）
西宮市内小学校、三田市内小学校、芦屋市
内小学校

・兵庫県における学乳事業の概要
・令和２年度学乳事業の実績及び令和３年
度学乳事業の実施計画について
・事業の推進上の課題について
・（一社）日本乳業協会の食育事業の紹介

令和３年度学乳事業の実施状況及び令和４
年度実施計画について
・令和３年度事業遂行状況
・令和４年度学乳供給計画（スケジュール、
供給に係る統一仕様、供給計画量、区域等）
・令和４年度学乳事業（事業概要、事業計
画）

・令和３年度事業の実施状況について（進捗
状況）
・令和４年度学乳事業の推進について（スケ
ジュール、市町等かたの要望事項）

酪農のお話及び牛乳のお話
　酪農生産現場、兵庫県酪農農業協同組合
及び実施校をつなぎリモートによる講義

上記内容の資料を送付 上記内容の資料を送付 学乳事業の実施状況及び令和４年度事業実
施計画について説明、意見交換。

・酪農のお話として、牛の餌、子牛の育成等
の説明、製造施設の紹介。

・牛乳のお話として、牛乳の処理、栄養、成
分、製品となって届くまでの検査などに関す
る説明や質疑応答を実施。

学乳の供給の現状、今後の計画について関
係者に共有するともに、本事業計画につい
ても周知することができた。

学乳の供給の現状、今後の計画をはじめ、
本計画に対する市町等から学乳納品時間、
納品時の衛生管理、ストローに対する脱プラ
スチック等の要望について、関係者に共有
し、本事業計画について周知できた。

本事業の進捗状況及び令和４年度事業の計
画、今後のスケジュール等について情報共
有が図れた。

授業の当日、生徒からは、乳牛や牛乳・乳製
品について多くの質問があり、関心の高さが
見受けられた。

令和３年度学校給食用牛乳供給円滑化推進事業の実施結果                
 （近畿農政局）

兵庫県
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別添３（第４の１関係）

府県

（１）　会議等の名称

（２）　日付

（３）　場所

（４）　参加機関と
　　　 人数

（５）　議題

（６）　概要

（７）　成果

兵庫県 和歌山県

現地調査等
①委託製造に係る調査
②配送ルートに関する調査

学校給食用牛乳供給推進会議 食品衛生研修会
学校給食用牛乳供給推進会議

（第１回）

①令和３年７月
②令和３年10月

令和3年6月29日 令和4年11月29日 令和3年5月12日

メールによる調査 飛鳥荘
ウェブによる動画視聴

（（一社）日本乳業協会から動画配信）
県民文化会館

（調査実施主体）
兵庫県牛乳協会
計１回

県教育委員会、県学校栄養研究会、学校給
食会、畜産農業協同組合、県ＰＴA協議会、
行政、県牛乳協会
計15名

供給事業者　３業者
県牛乳協会　１名

県学校給食会、県農業協同組合連合会、行
政、県牛乳協会
計７名

（調査目的）
①災害や事故発生時における対応、体制の
確認のため、供給事業者に対し供給の現状
を把握

②配送ルートの効率化の検討のため、供給
事業者に対し配送の現状を把握

・令和２年度学乳事業実績について
・令和３年度学乳事業実施計画について
・その他（衛生管理・保存食について）

（内容）
・衛生管理の基礎
・工程での衛生・品質管理
・一般衛生管理（各社の改善事例の紹介）
・品質事故事例研究

・令和２年度学乳事業実績について
・令和３年度事業実施計画について

（調査内容）
①
・製造可能本数、供給本数、代替供給可能
本数
・配送方法、配送容器の規格
・委託製造の可能時間
・緊急連絡先

②
配送場所、配送時間を含めた配送ルート

・上記内容について説明。
・県内の酪農状況について説明
・供給実態について関係者間で意見交換

上記内容の資料（（一社）日本乳業協会作
成）を用い、動画配信による講義を実施。

上記内容について説明。また事故事故発生
時における代替供給マニュアル（素案）につ
いて説明。

①各供給事業者の製造可能本数、代替供
給の余力を確認できたとともに、緊急連絡先
など災害、事故発生時の対応に必要な情報
を共有、周知することができた。

②県内の配送状況を把握することができた。
今後、配送効率化を推進するための検討材
料としたい。

・事業実施計画について関係者間に周知す
ることができた。
・学乳のうち「品質及び衛生検査のための試
飲料」について、今後の有償供給に向けた
検討について、関係者間と共有が図れた。
・学乳供給事業者における衛生管理の取組
について関係者間で共有できた。

供給事業者に対し、衛生・品質管理及び一
般衛生管理、品質事故事例について確認し
てもらい、HACCPに基づく衛生管理につい
て周知することができた。

本事業の実施状況、事業実施計画等につい
て、関係者間で了解が得られた。また、事故
発生時の代替供給に係る対応案について、
認識の共有を図ることができた。

令和３年度学校給食用牛乳供給円滑化推進事業の実施結果                
 （近畿農政局）

奈良県
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別添３（第４の１関係）

府県

（１）　会議等の名称

（２）　日付

（３）　場所

（４）　参加機関と
　　　 人数

（５）　議題

（６）　概要

（７）　成果

学校給食用牛乳供給推進会議
（第２回）

学校給食用牛乳供給推進会議
（第３回）

学校給食用牛乳出張講座 食品衛生研修会

令和3年6月2日 令和4年2月2日 令和3年8月20日 令和3年11月29日

県民文化会館 県民文化会館 書面開催（資料配付）
ウェブによる動画視聴

（（一社）日本乳業協会から動画配信）

県学校給食会、県農業協同組合連合会、供
給事業者、行政、県牛乳協会
計８名

県学校給食会、県農業協同組合連合会、供
給事業者、行政、県牛乳協会
計８名

（資料配付者）
田辺市内学童小学生及び教員
計７７名

供給事業者　計２業者
県牛乳協会　２名

・令和２年度学乳事業実績について
・令和３年度事業実施計画について

令和３年度事業実績について （内容）
・パンフレット「「3-A-Dayは元気の合言葉」
・パンフレット「ぼくとわたしの骨骨（コツコツ）

元気　カルシウムUP」
（いずれも　（一社）日本乳業協会作成資料）

（内容）
・衛生管理の基礎
・工程での衛生・品質管理
・一般衛生管理（各社の改善事例の紹介）
・品質事故事例研究

上記内容について説明。また事故事故発生
時における代替供給マニュアル（案）及び非
常時の連絡網（案）について説明。

・令和３年度事業実績（２学期までの状況）に
ついて説明
・コロナ禍等による学乳供給のキャンセル本
数について説明
・令和４年度事業（予定）について説明
・供給キャンセルの場合における学校、供給
業者での対応状況について意見交換

各自で自習してもらえるよう、上記内容の資
料を送付。

上記内容の資料（（一社）日本乳業協会作
成）を用い、動画配信による講義を実施。

本事業の実施状況、事業実施計画等につい
て、供給事業者を含め関係者間で認識の共
有が図れた。また、事故発生時の代替供給
に係る対応について、関係者間で確認・了
解を得ることができた。

本事業の実施状況について関係者に共有
できた。また、学乳供給のキャンセル等に係
る対応について、連絡ルートの確認、納品等
ルールの徹底について、関係者間に周知す
ることができた。

牛乳の成分や栄養について理解を深める内
容が記載された資料を送付することにより、
低学年向けに、牛乳に関する知識や飲用へ
の理解醸成を図ることができた。

供給事業者に対し、衛生・品質管理及び一
般衛生管理、品質事故事例について確認し
てもらい、HACCPに基づく衛生管理につい
て周知することができた。

和歌山県

令和３年度学校給食用牛乳供給円滑化推進事業の実施結果                
 （近畿農政局）
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