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      （開会 午後２時３０分） 

〇議長（鶴岡恵司君）  

定例会の開会前に、先に行われました妹背牛町長選挙において田中一典 氏

が当選されましたので、田中副組合長から ご挨拶をいただきたいと存じます。 

〇田中副組合長（田中一典君） 

  ひとこと、ご挨拶申し上げます。先に開催されました臨時議会において選

任同意をいただきました金山泰明です。よろしくお願いします。 

○議長（鶴岡恵司君） 

つづきまして、当組合を構成する深川市議会において、水上議員にかわりま

して新たに選出された宮澤議員からも ご挨拶をいただきたいと存じます。 

よろしく、お願いします。 

○宮澤議員（宮澤孝司君） 

〇議長（鶴岡恵司君） 

ただ今より、本日をもって招集されました、平成２９年第２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名でございます。 

出席議員が定足数に達しておりますので、平成２９年第２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（鶴岡恵司君） 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 渡会議員 ８番 久

保議員を指名します。 

〇議長（鶴岡恵司君） 書記長から諸般の報告を申し上げます。 

〇書記長（吉田健一君）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 認

定１件議案２件でございます。 

次に、監査委員から 平成２９年３月分 ないし、平成２９年１１月分に関す

る、例月出納検査 結果報告書及び平成２７年度北空知圏学校給食組合歳入歳

出決算の審査意見並びに平成２８年度定期監査の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（鶴岡恵司君） 

日程第２、議席の指定を行います。 新たに議員になられました宮澤議員の議

席について議席は、北空知圏学校給食組合議会会議規則第３条第１項の規定に

より、議長において指定いたします。 

宮澤孝司議員の議席は３番といたします。 

◎日程第 3 

〇議長（鶴岡恵司君） 日程第 3 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１日間に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（鶴岡恵司君）異議なしと認めます。 

◎日程第４ 

〇議長（鶴岡恵司君） 日程第４ 行政報告を行います。 

山下組合長 

〇組合長（山下貴史君） 

平成２９年第２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。 

初めに、平成２８年度の学校給食実施状況についてご説明申し上げます。 

平成２８年度の学校給食の期間は、平成２８年４月６日から開始し、平成２

９年３月２４日に終了しております。   

北空知管内の小・中学校 1６校に、延給食日数２１１日間、４１万０千３５

６食提供いたしました。 

１日平均の給食数は、1，９４５食となっております。 

今年度については、調理・配送業務共、順調かつ適正に学校給食の提供がな

されております。 

次に、学校給食米の寄贈について報告申し上げます。 

昨年に引続き「北空知広域農業協同組合連合会」より、４．５月分の学校給

食米としてななつぼし精米で５，０４０ｋｇ（８４俵）の寄贈を受けました。 

このことにより、４，５月分の給食費が減額となり、保護者の負担が軽減さ

れております。 

今後も経費節減に努めますとともに、日常の施設・機械等の点検整備を綿密

に実施し、機能を充分発揮されますよう、適切な管理に努めてまいりたいと存

じます。 

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（鶴岡恵司君） 以上で 報告を終わります。 

◎日程第５ 



○議長（鶴岡恵司君） 

日程第５ 認定第１号「平成２８年度北空知圏学校給食組合会計歳入歳出決

算認定について」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 篠原事務局長 

〇事務局長（篠原孝法君） 

  ただ今、議題となりました認定第１号「平成２８年度北空知圏学校給食組

合会計歳入歳出決算認定」についてご説明申し上げます。 
はじめに学校給食実施状況について申し上げます。 
決算書２７ページをお開き願います。 
平成２８年度の学校給食数は、小学校に対しては 256,565 食、中学校

148,009 食の提供を行いました。 
次に学校給食に要しました予算の執行状況について申し上げます。 
２２ページをお開き願います。 
歳入・歳出それぞれ２億 7 千 81 万２千円の予算額に対しまして、歳入決算

額 2 億 7 千 123 万 1 千 629 円でございまして、執行率で申し上げますと

100.16％となったところであります。 
また、歳出決算額 2 億 5 千 888 万 5 千 984 円でありまして 95.60％となっ

たところであります。 
歳入・歳出の差引額につきましては、1 千 234 万 5 千 645 円の余剰を生じ

たところでございます。 
概略は以上でございますが、よろしくご審議のうえ認定くださいますようお

願い申し上げます。 
〇議長（鶴岡恵司君）  

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（鶴岡恵司君）  

質疑を終わります。 

お諮りします。本件は、原案通り認定することに、異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

異議なしと認め、よって認定第１号は 認定されました。 

◎日程第６及び日程第７ 

〇議長（鶴岡恵司君）  

日程について、お諮りします。 

日程第６、議案第６号と日程第７、第７号は関連する議案でありますので、

一括議題といたしたいと思います。 

これに異議ござませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、日程第６、議案第６号  

「北海道町村議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約の専決処分

の承認について」 日程第７、議案第７号 「北海道市町村総合事務組合規約

の一部を変更する規約の専決処分の承認について」以上２件を一括議題といた

します。 

提案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６号「北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する

規約の専決処分の承認について」及び議案第７号「北海道市町村総合事務組合

規約の一部を変更する規約の専決処分の承認について」の２件について、一括

して提案理由を申し上げます。 

本件は、北空知圏学校給食組合が加盟しております「北海道町村議会議員公

務災害補償等組合」「北海道市町村総合事務組合」において加盟団体の「西胆

振消防組合」が共同処理する事務の追加に伴い平成２９年６月１日をもって

「西胆振行政事務組合」に名称変更し、また「江差町ほか二町学校給食組合」

が構成する三町のうち、一つが脱退したため、８月１日をもって、「江差町・

上ノ国町学校給食組合」に名称が変更となりましたことから、一部事務組合を

構成する関係地方公共団体の協議によりこれを定めることが必要とになり、こ

の協議につきましては、加盟 地方公共団体の議決を経なければならないとさ

れております。協議 申し入れ書の提出期限が９月２９日のため、議会を招集

する時間的余裕がなかったことから同規約の一部を変更することについて、

「地方自治法」第 179条第 1項の規定に基づき「北海道町村議会議員公務災害

補償等組合」「北海道市町村総合事務組合」に係る規約変更については、平成

29年 9 月 27日付けで専決処分をいたしましたので、同第 3項の規定によりこ

れを議会に報告し、承認を求めようとするものであります。 

よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（鶴岡恵司君）  

  説明が終わりましたので、これより一括質疑にはいります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（鶴岡恵司君） 

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６号及び議案第７

号を一括して採決します 



本件は、承認することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認め、よって議案第 6号及び議案第７号は承認することに決定し

ました。 

◎日程第８ 

〇議長（鶴岡恵司君）  

日程第８ 「議案第８号平成 29 年度北空知圏学校給食組合会計歳入歳出補

正予算（第１号）」を議題とします。 

提出者の説明を求めます。  

篠原事務局長 

〇事務局長（篠原孝法君）  

議案第８号「平成２９年度北空知圏学校給食組合会計補正予算（第１号）」

についてご説明申し上げます。 

議案 1ページをご覧願います。 

第 1 条で、歳入・歳出予算の総額にそれぞれ 716 万円を増額し、予算の

総額を 2億 5千７１６万円とするものであります。 

第 2 項で、補正後の歳入歳出予算の款・項の区分の金額は、第 1 表歳入  

歳出予算補正によるところであります。 

2ページをお開き願います。 

第 1 表歳入歳出予算補正でございまして、補正の内容につきましては、歳

入歳出予算補正予算事項別明細書により説明させていただきます。 

３ページをお開き願います。 

歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の予算額を記載しております。 

その補正の内容につきまして、歳出からご説明申し上げます。 

5ページをお開き願います。 

２款、１項、１目一般管理費 １２６万８千円の減額は、派遣職員の交代

に伴いまして減額するものであります。 

４款、1 項、1 目学校給食費 155 万円の減額は、調理員である臨時職員

を、当初予算 15名から、14名体制で行うことにより減額するものでありま

す。需用費については、洗剤などの使用量の増と、傷んできた白衣やエプロ

ン等を買い替えたことにより増額するものであります。 

６ページをお開き願います。 

6 款、1 項、1 目施設設備整備基金費 869 万 9 千円の増額は、平成 28 年度

決算において生じました剰余金を積み立てるものであります。6款、1項、2

目学校給食費基金費 127 万 9 千円の増額は、学校給食負担金の平成 27 年度

と平成 28 年度決算において生じました剰余金を積み立てるものであります。 



以上、歳出合計が９９７万８千円の増となるものであります。 

次に、歳入予算についてご説明申し上げます。 

4ページをお開き願います。 

1 款、1 項、1 目市町負担金 488 万 7 千円の減額は、平成 28 年度からの

繰越金と支出するものの差額で計上しているものであります。 

3 款、1 項、1 目繰越金 1 千 234 万 4 千円の増額は、平成 28 年度からの

繰越金を計上するものであります。 

4 款、1 項、1 目納付金 29 万 7 千円の減額は、調理員 1 名分の共済費減

によるものであります。 

以上を申し上げまして議案第８号の説明とさせていただきます。 

よろしくご審議のうえ議決くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（鶴岡恵司君） 

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（鶴岡恵司君）  

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、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（鶴岡恵司君）  

異議なしと認め、議案第８号は原案のとおり決定いたしました。 

◎日程第 9 

〇議長（鶴岡恵司君） 

日程第９ 議案第９号北空知圏学校給食組合公平委員会委員の選任につい

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） 

「北空知圏学校給食組合公平委員会委員の選任について」提案理由を申

し上げます。公平委員会委員三名のうち現在、委員長であります江下 憲彰 

さんが、１２月１９日をもって任期が満了となりましたので、その後任の委

員として再び同氏を選任することについて、地方公務員法第９条の２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あります。 

 江下憲彰さんの生年月日及び住所につきましては、記載のとおりでござ

いますが、平成２５年から本組合公平委員会委員を務められ、人格円満にし

て高潔、人事行政に識見を有し、公平委員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（鶴岡恵司君）  

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（鶴岡恵司君）  

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９を採決いたしま

す。 

本件は、同意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（鶴岡恵司君） 

異議なしと認め、議案第９号はこれに同意することに決定いたしました。 

◎閉会 

〇議長（鶴岡恵司君）  

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、平成２９年 第２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４５分閉会） 
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