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      （開会 午後２時３５分） 

〇議長（太田幸一君） 

ただ今より、本日をもって招集されました、令和２年第１回北空知圏学校給

食組合議会定例会を開会いたします。  

ただ今の出席議員数は、８名であります。 

定足数に達しておりますので、令和２年第１回北空知圏学校給食組合議会定

例会は成立いたしました。 

 よって、これより、本日の会議を開きます。 

 

◎日程第１ 

〇議長（太田幸一君）  

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員には 会議規則

第４６条の規定により、５番 広田議員、８番 長野議員を指名します。 

〇議長（太田幸一君） 書記長から諸般の報告を申し上げます。 

〇書記長（末津靖士君）ご報告申し上げます。 

はじめに、本定例会に付議されます事件は、組合長から提出のありました議

案２件でございます。 

次に、監査委員から令和元年１２月分ないし、令和元年２月分に関する、例月

出納検査結果報告書の提出がありましたのでお手元に配布しております。 

次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職・氏名を一覧表とし

てお手元に配布してありますのでご覧ください。 

次に、本日の議事日程は、お手元に配布のとおりでございます。 

以上、報告を終わります。 

 

◎日程第２ 

〇議長（太田幸一君） 日程第 2 会期の決定についてを議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日の１日としたいと思いますが、異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（太田幸一君） 

異議なしと認めます。 よって会期は本日１日と決定いたしました。 

 

◎日程第３ 

〇議長（太田幸一君）  

日程第３ 行政報告を行います。山下組合長。 

 



〇組合長（山下貴史君） 

令和２年第１回北空知圏学校給食組合議会定例会の開会にあたり諸般の報

告を申し上げます。 

はじめに、「給食配送車の更新について」申し上げます。 

  今年度は、給食配送車五台のうち、平成八年車及び平成九年車の計二台を 

廃車処分とし、新たに一台を購入しています。 

  購入価格七百五十五万八千九百七十四円で購入しました車両は、令和二年

一月十日に納車となり、深川市内音江・納内・多度志方面の給食配送に稼働

しています。 

  次に、「インフルエンザによる学校及び学級閉鎖について」申し上げます。 

 インフルエンザによる学校・学級閉鎖が、一月二十一日から二月二十一日ま

でに十一件発生し、給食停止食数は、小学校で六百十九食、中学校で八百七

十六食、合計で、千四百九十五食となっておりますが、各学校からの給食停

止などの報告は円滑に進められ、調理・配送業務とも滞りなく、順調に給食

の提供が行われたところであります。 

  次に、「調理員の採用について」申し上げます。 

 調理員につきましては、人員に慢性的な不足を生じておりましたことから、 

当面の緊急的対応として、二月から人材派遣会社の社員二名を調理員として雇

用しています。 

  また、調理員、栄養士及び事務職員につきましては、新年度から会計年度

任用職員制度に移行することとなるため、雇用中の職員も含めて改めて公募

を行った結果、現在雇用中の職員については、全員から引き続き雇用の申し

込みをいただいております。 

  次に、「新型コロナウィルス感染症対策について」申し上げます。 

  北空知管内の小中学校では、北海道教育委員会からの要請を受けまして、

二月二十七日から春休みまで新型コロナウィルス感染症に対応した臨時休業

を実施しているところであります。 

 給食組合では、各学校から給食取り消しの連絡を受け、すぐに食材等の納品

をストップしましたが、臨時休業初日の２７日に 

ついては、牛乳をキャンセルするとともに、保存の可能なものについては、４

月以降の使用に回すなどの対応を取ったものの、その他の食材については、廃

棄処分となり、このほかに、３月上旬用の食材の一部においても、加工済みで

返品のきかないものや、消費期限切れのものが出るなど、廃棄処分となった食

材費の総額は、約６０万円となっております。 

  また、小中学校の臨時休業によって、給食の調理業務についても 

休止となりましたことから、調理員には有給休暇、または、休業手当の対象と



なる休暇を取ってもらいましたが、その後、小中学校の臨時休業の延長が 

決定しましたことから、春休みに学校が再開し、給食の提供が求められた場合

に備えまして、調理員にも出勤していただくよう手配し、長期休暇期間中に行

っております特別清掃や修繕工事などを、日程を繰り上げて三月十六日から 

実施しているところです。 

  「新型コロナウィルス感染症」に関しましては、まだ先行きが不透明な状

況でありますが、国や北海道の動向を注視しながら、給食の再開に備えまし

て、しっかりと準備をしてまいります。 

 以上、行政の一端を申し上げ、報告とさせていただきます。 

〇議長（太田幸一君）  

以上で 報告を終わります。 

 

◎日程第４ 

○議長（太田幸一君） 

日程第４ 議案第１号「令和２年度北空知圏学校給食組合会計予算」を議題

とします。 

提出者の説明を求めます。宮谷事務局次長 

〇事務局次長（宮谷 修君） 

  議案第１号 令和２年度北空知圏学校給食組合会計予算について説明申し

上げます。 

予算に関する説明書の１ページをお開き願います。 

第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億７千１００万円と定めるもの

であり、第２条で債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限

度額を定め、第３条で、一時借入金の最高額を７千万円と定めるものであり

ます。 

初めに、歳出予算から主なものについて説明申し上げます。 

９ページをお開き願います。 

１款１項１目議会費は５1万５千円であり、組合議会経費であります。 

次に、１０ページをお開き願います。 

２款１項１目一般管理費は３千５２５万５千円であり、派遣職員の給与関

係負担金が主な内容です。 

２款１項２目公平委員会費は２万９千円であり、委員報酬と費用弁償等で

あります。 

１１ページをお開き願います。２款２項１目監査委員費は、３１万７千円

であり、委員報酬と費用弁償等であります。 

１２ページをお開き願います。３款１項１目教育総務費は、２６万であり、



教育委員及び運営委員会委員の報酬・日当と費用弁償等であります。 

１３ページをお開き願います。４款１項１目 学校給食費は、２億３千２

６７万７千円であり、主な経費の内訳といたしましては、給食調理に係る運

転経費、調理機器の維持管理費、配送業務費、栄養士・調理員の人件費、食

材購入費等となっております。 

１４ページをお開き願います。 

 ５款１項公債費は、平成２６年度に借入しました給食配送車の償還金とな

っております。 

７ページをお開き願います。歳入予算の主なものについてご説明申し上げ

ます。 

１款１項１目 市町負担金 ２億６千３４６万７千円は、北空知１市４町

からの負担金であります。構成市町の内訳につきましては、説明欄に記載の

とおりです。 

８ページをお開き願います。 

 ５款１項１目納付金は、調理員などの保険料本人負担分として５６９万３

千円、同項２目雑入は、給食センター職員の給食費として１８３万７千円で

す。 

以上で、議案第１号 令和２年度北空知圏学校給食組合会計予算の説明を

終わりますが、ご審議の上 原案に賛同賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。   

〇議長（太田幸一君）  

説明が終わりましたので、これより質疑にはいります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（太田幸一君）  

質疑を終わります。本件は、討論の通告がありませんので、これより、議

案第１号を採決いたします 

本件は、原案とおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（太田幸一君）  

異議なしと認め、よって議案第１号は、可決されました。 

 

◎日程第５ 

〇議長（太田幸一君）  

日程第５ 「北空知圏学校給食組合教育委員会委員の任命について」を議題

とします。 

提出者の説明を求めます。山下組合長。 



〇組合長（山下貴史君）  

「議案第２号北空知圏学校給食組合教育委員会委員の任命について」提案理

由を申し上げます。 

 北空知圏学校給食組合教育委員会委員の石井 美雪さんが、本年 3 月 31 日

をもって任期満了となることから、その後任の委員として再び同氏を任命した

く、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第４条第２項の規定に基づ

き、議会の同意を求めようとするものでございます。 

 石井 美雪さんの生年月日及び住所につきましては、お手元記載のとおりで

ありますが、令和元年１０月から教育委員会委員としてその職務に専念されお

り、人格高潔にして識見豊かであり、教育委員として適任であると考えますの

で、よろしくご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（太田幸一君） 

説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（太田幸一君）  

質疑を終わります。本件は、討論の通告がありませんので、これより、議

案第２号を採決いたします 

本件は、原案とおり承認することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（太田幸一君）  

異議なしと認め、よって議案第２号は承認することに決定いたしました。 

 

◎日程第６ 

〇議長（太田幸一君）  

日程第６ 「北空知圏学校給食組合教育長の任命について」を議題としま

す。 

提出者の説明を求めます。山下組合長。 

〇組合長（山下貴史君）  

議案第３号「北空知圏学校給食組合教育委員会教育長の任命」について、

提案理由を申し上げます。教育長でございます早川 雅典 さんから、本年

三月三十一日付けをもって退任したい旨の申し出があり、これを承認するこ

とといたしましたので、その後任の教育長として、吉村 理明 さんを任命

したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基

づき、議会の同意を求めようとするものでございます。吉村 理明 さんの

生年月日及び住所につきましては、お手元記載のとおりでありますが、同氏

は、本年四月一日から深川市教育長に就任されます。地方行政に長年たずさ



われており、人格高潔にして識見豊かであり、教育長として適任であると考

えますので、よろしくご同意くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（太田幸一君） 

説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（太田幸一君）  

質疑を終わります。本件は、討論の通告がありませんので、これより、議

案第３号を採決いたします 

本件は、原案とおり承認することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（太田幸一君）  

異議なしと認め、よって議案第３号は承認することに決定いたしました。 

 

◎閉会 

〇議長（太田幸一君）  

以上をもちまして、本定例会に付議されました事件は、すべて終了しました

ので、令和２年第１回北空知圏学校給食組合議会定例会を閉会いたします。 

 （午後２時５０分閉会） 
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