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      （開会 午後２時２８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３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、７名であります。 

欠席の申し出は、廣田議員であります。 

定足数に達しておりますので、令和３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。 

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、1番 小田議員、6番 金子議員を指名します。 

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４件でございます。 

次に、監査委員から令和２年１１月分ないし、令和２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） 

よって会期は本日１日間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３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まして、行政

報告を申し上げます。 

はじめに「燦燦ひまわり油」の寄贈について報告申し上げます。 

１２月２３日「北竜町」さんより、コロナ禍の中でも、管内の児童生徒が元気

で健やかな生活が送れるようということで、ひまわり油４５０本（約１２３キロ

グラム相当）でありますけれども、寄贈を受けております。ありがたくちょうだ

いいたしました。 

 次に、給食の提供状況でありますが、暴風雪警報によりまして、２月１６日管

内全校、１７日８校が臨時休校になったことから、臨時休校になった学校につい

ては、給食の提供を休止しております。 

それを除いては、調理・配送業務とも滞りなく、今日の終業式まで順調に給食

の提供が行われたところであります。 

 次に調理業務委託の状況ですが、これについては、２月中に契約締結を完了し

ておりまして、現在、事業実施に向けての打合せを本格化されているところであ

ります。 

組合と事業者で意思疎通をしっかり行い、４月からの給食をしっかり提供でき

るよう努めてまいります。 

 なお、現在センターに在籍の調理業務職員につきましては１４名が委託会社に

移行することとなり、新規採用職員と合わせ、２４名体制で調理業務を行うと会

社から報告を受けているところであります。 

令和３年度は、調理業務の委託の初年度になりますが、引き続き地元の食材を 

積極的に取り入れた献立づくりや栄養教諭による給食指導を通して、関係者の

食に対する関心を高めてもらうとともに、発育期にある児童生徒に、安全でお

いしい給食を提供し、健康の保持・増進、体位の向上が図られるよう努めてま

いりたいと考えております。 

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）  

以上をもちまして、行政報告を終わります。 

 

◎日程第４ 

○議長（太田幸一君） 

日程第４、議案第１号、令和３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。吉田事務局長 

〇事務局長（吉田健一君） 

  ただいま上程されました議案第１号、令和３年度北空知圏学校給食組合会

計予算についてご説明申し上げます。 

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２億６千８４０万円と定めるもの

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 7，０００万円と定めるもので

あります。 

初めに、歳出予算から主なものについてご説明申し上げます。 

１４ページをお開き願います。 

1款 1項 1目議会費は４９万９千円であり、前年度に比べ１万６千円の減で

あります。公務災害補償額を他の組合と同額にしたことにより、共済費が減

額になったものであります。 

２款 1項 1目一般管理費は２千６１２万４千円であり、前年比べて９１３万

１千円の減額となります。主なものとしては、構成市町からの派遣職員を、現

在の３名から１名減の 2名で見積もったことによるものです。 

次のページの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

費用弁償等で前年同額であります。 

２款２項 1 目監査委員費は、委員報酬と費用弁償等の経費であり２６万８

千円であり、前年度に比べて 4 万 9 千円の減で、研修旅費・会議負担金の減

であります。 

３款 1 項 1 目教育総務費は、教育委員の委員及び運営委員会の報酬・日当

と費用弁償等 25万２千円であり、前年度に比べて 8千円の減、旅費等の減で

あります。 

１８ページ。４款１項 1目 学校給食費は、2億３千９１５万５千円であり、 

６４７万 8千円の増であります。 

主な増減額は、調理業務の委託に伴うものでございます。 

主な経費の内訳といたしましては、給食調理委託経費、調理機器の維持管

理費、配送業務費、会計年度任用職員の人件費、食材購入費等となっており

ます。 

２０ページをお開き願います。 

５款 1項公債費は、平成 26年度借入しました給食配送車の起債の償還金と

なっております。 

一番下の段に移りまして、令和３年度の歳出予算合計額は２億６千８４０



万円で、対前年度比２６０万円の減となっております。 

１０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 ２億４千３２１万円は、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、右欄の表に記載のとお

りでございます。 

４款 諸収入は、会計年度任用職員などの保険料本人負担分、給食センタ

ー職員の給食費で、予算額２６４万５千円を計上しております。 

次のページの一番下の段に移りまして、令和３年度の歳入予算合計額は２

億６千８４０万円で、対前年度比べて 260万円の減となっております。 

戻りまして４ページをお開き願います。 

第２表、債務負担行為についてご説明申し上げます。記載してます３件の

業務委託は、令和４年度当初からの業務を円滑に進めるため、令和３年度中

に契約を行う必要があることから、債務負担行為を、設定するものでありま

す。 

以上を申し上げまして、議案第 1号の説明とさせていただきます。 

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。 

  尾﨑議員 

〇７番（尾﨑圭子君） 

  貴重な時間をおかりします。 

  以前からの懸案事項であった学校給食調理委託は株式会社東洋食品に決定 

し、令和 3年の新年度から北空知１市４町の新たな小中学校給食が開始され 

ることになって新学期に遅延なく給食を提供すべくひとかたならぬ職員のご 

苦労を心から労いたいと思います。 

委託業者選考決定の経緯や委託業務開始までの詳しい報告を受ける過程で、 

４月２日には新人作業員を対象として試作調理で、完成した調理品は廃棄す 

ると伺ったところであります。廃棄をする理由は、新人職員の作業指導が目 

的で、機械を扱う手順や作業の理解と流れの習得のための試作であるためと 

いうことでありました。 

その調理品を活用し「北空知の給食に対して広く理解を得る趣旨の試食会 

を催すことが出来ないか」と地元教育長を始め、北空知管内数名の議員の共

感・同意を得て組合事務局に検討要請したところ、「試作調理の材料は使いま

わしとなるため、完成したものは試食として提供できる調理品にならない」と

の最終返答であったため要請は取り下げ、まずは無事に試作調理が実施され、



相応しい職場環境が整うよう願うことといたしました。 

  報道等でこのコロナ禍に NPO団体等が都会の貧困層への食材の配給や、社 

会的に食品ロスをなくす意識も高まる中、豊かに食材を提供できるこの地域に

誇りを感じているところではありますが、廃棄についてはどうなのか。 

前任議員からも当給食センターでの大量の廃棄を目の当たりにして疑問を

感じると伝え聞いていたこともあり、今後の北空知圏学校給食組合が、食育

の面でもこのことについて考えるべきであると思います。 

廃棄を避けるためにどのような対策や努力をすべきか、考えを伺いたい。 

〇議長（太田幸一君）  

  ただいまの質問に対しまして事務局より説明願います。 

〇事務局長（吉田健一君） 

  当センターにおける廃棄については、食べ残しが多く、この量につきまし 

ては、令和元年度におきまして年間約１４トンの残渣が出ております。 

  献立の中でも人気のあるメニューとそうでないメニューで食べ残しの差が

あります。特に和食によく使われる豆類やひじき、きのこ類、魚、野菜など 

の苦手な児童・生徒が多いようであります。 

現状、学校と給食センターと連携をして残食を減らすよう取り組んでござい

ますけれども、残念ながら残食量を大幅に削減ができていないという状況であ

ります。 

昨年度、全小学校５年生１７８名と全中学校２年生１５８名を対象に組合 

が実施しました嗜好調査によりますと、「ときどき残す・いつも残すあるいは

減らす」理由として、両学年とも、1位「きらいなものが出る」２位「量が多

い」３位「時間がない」という結果になりました。 

  その対策として、子どもたちには、栄養教諭が成長期にある児童生徒に必

要な栄養価やエネルギーを摂取できるように、安全・安心で、より食べても

らえるような献立づくりを進めてございます。 

それと並行して、食育の面で、食の必要性ですとか、重要性ですとか、食べ

物やその生産者への感謝の心を持たせるという食の指導、これらを並行して、

学校と連携して粘り強く続けていかなければならないというふうに考えてご

ざいます。  

また、保護者に対しては、給食だよりや試食会などを通して、豊かな食生活

に向けての啓発に努めていかなければならないというふうに考えてございま

す。 

答弁は以上です。 

〇議長（太田幸一君） 

  尾﨑議員 



〇７番（尾﨑圭子君） 

  要望としてですが、学校において、議員全員を対象とした試食会を実施し 

てほしいと思います。 

〇議長（太田幸一君）  

  ただいまの質問に対しまして事務局より説明願います。 

〇事務局長（吉田健一君） 

再質疑にお答えします。 

 学校での試食会の実施の要望についてですが、現在のコロナ禍では、実施 

について厳しいものがあろうかと思います。 

  コロナ禍が終息した際には、議員要望の件について、構成市町の教育委員

会とも相談の上、実施に向け検討してまいりたいと思います。 

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、議案第２号、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）  

ただいま議題となりました議案第２号、北空知圏学校給食組合教育長の任命

についての提案理由を申し上げます。 

教育長 吉村理明 さんの任期が、本年３月３１日をもって満了となります

ことから、その後任の教育長として、再び同氏を任命することについて、「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あります。 

吉村理明さんの生年月日、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、令和２年４月から教育長としてその職務に専念し、識見豊か

で信望も厚く、優れた人格は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、議案第３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）  

ただいま議題となりました議案第３号、北空知圏学校給食組合教育委員会委

員の任命についての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おひとりであります小林宏明さん

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。 

 小林宏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、平成３０年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。 



◎日程第７ 

〇議長（太田幸一君）  

日程第７、議案第４号、令和２年度北空知圏学校給食組合会計補正予算（第

３号）を議題とします。提出者の説明を求めます。 

  吉田事務局長 

〇事務局長（吉田健一君）  

ただいま上程されました議案第４号、令和２年度北空知圏学校給食組合会計

予算補正予算（第３号）につきましてご説明申し上げます。 

別冊の補正予算書をご覧願います。 

第１条で、歳入歳出にそれぞれ９６万８千円を追加し、予算総額を２億７ 

千６９４万８千円とするものであります。 

はじめに、歳出予算ついてご説明申し上げます。５ページをお開き願いま 

す。 

３、歳出、４款１項１目学校給食費に９６万８千円の増額は、エプロン用殺

菌保管庫を購入するものであります。 

戻りまして４ページをお開き願います。 

２、歳入、ですが、その財源として、３款１項１目繰入金で施設設備整備基

金から同額の９６万８千円を繰り入れするものであります。 

以上申し上げまして、議案第４号の説明とさせていただきます。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４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４号は可決されました。 

 

◎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３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５８分閉会） 
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