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      （開会 午後２時２５分） 

〇議長（鶴岡恵司君） 

ただいまより、本日をもって招集されました、平成２９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。 ただいまの出席議員数は、７名でご

ざいます。欠席の申出は、水上議員であります。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（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、４番 田中議員  

７番 藤井議員を指名します。 

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 議案４件と追加議案１件でござ

います。 

次に、監査委員から 平成２8年１２月分 ないし、平成２９年２月分に関

する、例月出納検査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 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３ 

〇議長（鶴岡恵司君） 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） 

平成２９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、

行政の報告を申し上げます。 

北空知圏学校給食センター稼働開始から約２年が経過し、調理・配送業務

共に特段の問題は無く、順調に給食の提供がなされております。 



各学校での給食の状況につきましは、昨年１２月と今年の１月に、圏内１６

校の小・中学校の給食時間に、組合職員と栄養教諭が学校訪問を行い、児童・

生徒・教員からの声を傾聴しました。 

給食の献立・味・量については概ね好評であり、また、残食を減らす為、体

力に合わせた配膳量にする等、それぞれのクラスで工夫がなされておりました。 

次に、地場産食材の利活用・拡大に向けた取組として、北空知圏地場産農産

物利活用推進協議会をとおしまして栄養教諭などによる、新たなメニュー開発

を進めております。先月２８日に雑穀米ご飯の試食会を実施しました。 

今後も、学校給食については、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、食に対する関心を高めるとともに、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

の向上を図ってまいります。 

以上、運営の一端を申し上げ、報告といたします。 

〇議長（鶴岡恵司君） 以上で 報告を終わります。 

日程第４ 議案第１号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例 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１号について、提案理由を申し上げます。 

今回の提案する条例は、現行の北空知圏学校給食組合議会議員等の議員報酬

及び費用弁償に関する条例が、深川地区消防組合、北空知衛生センター組合、

北空知葬祭組合と異なり、会議等の費用弁償の距離を片道２キロメートル以上

から支給することになっているため、他の組合の規定と同様、深川市職員旅費

支給条例に定めた額にあらため、また、議員の報酬の支給方法等が他の行政委

員会の委員等の報酬の支給方法等と異なっていることを明確にするため、 

附則の二で、北空知圏学校給食組合議会議員等の議員報酬及び費用弁償に関

する条例を廃止し、新たに、特別職の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例を、地方自治法第２０３条の２の規定にもとづき制定し、監査委員など

行政委員会の委員等に対して支給する報酬、費用弁償を規定するものでありま

す。 

以上第１号議案につきまして説明申し上げました。よろしく御審議のほど

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。 

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、よって議案第１号は 可決されました。 

◎日程第５ 

〇議長（鶴岡恵司君） 日程第５ 発議第１号 北空知圏学校給食組合議会議

員の議員報酬及び費用弁償に関する条例 について を議題とします。  

提出者の説明を求めます。辻本議員。 

〇２番（辻本智君） ただいま議題となりました発議第１号北空知圏学校給食

組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例について、提出者を代表

し提案理由を申し上げます。 
   第１号議案により北空知圏学校給食組合議会議員等の議員報酬等及び費

用弁償に関する条例が廃止されましたため、本条例の制定を行うものであり

ます。 
   内容につきましては、お手元の議案のとおりでありますが、ご審議の上、

原案にご賛同賜りますようよろしく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、発議第１号を採決いたし

ます。 

〇議長（鶴岡恵司君） 本件は、原案とおり同意することにご異議ありません

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、発議第１号は原案のとおり可決しま

した。 

◎日程第６ 

〇議長（鶴岡恵司君） 日程第６ 議案第２号北空知圏学校給食組合会計歳入

歳出補正予算（第２号） を議題とします。 

提出者の説明を求めます。長谷川事務局長 

〇事務局長（長谷川孝康君） 議案第２号 平成２８年度北空知圏学校給食組

合会計予算補正予算（第２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らん願います。 

第１条で、歳入歳出にそれぞれ１，１７５万２千円を追加し、予算総額を

２億７，０８１万２千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、７款１項１目施設設備整備基金１，１７５万２千円の増額は、



平成２８年１２月２０日に制定いたしました「北空知圏学校給食組合基金条

例」第２条（２）で定めております、組合の施設設備の整備、解体及び維持

管理に基づく事業の経費に充当する資金として、平成２７年度決算において

生じました余剰金を積み立てるものございます。 

戻りまして４ページをお開き願います。 

２、歳入、２款１項１目繰越金１，１７５万２千円の増額は、平成２７年

度からの繰越金を計上するものであります。 

以上、補正予算（第２号）についての、ご説明を終わらせていただきます

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（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２号は原案のとおり決定いた

しました。 

◎日程第７ 

〇議長（鶴岡恵司君） 日程第７ 議案第３号 平成２９年度 北空知圏学校

給食組合会計予算 について を議題とします。  

提出者の説明を求めます。長谷川事務局長 

〇事務局長（長谷川孝康君） 議案第３号 平成 2９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２億５，０００万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。 

 ９ページをお開き願います。1款 1 項 1目議会費は５3万円であり、組合議

会経費であり前年度と同額を計上しております。 

 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３，５７２

万７千円であり、前年比６００万６千円の減額となる主なものとしては、構

成市町からの派遣職員を、現在の４名から１名減の３名で見積もったことに

よるものです。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ページの 2款 2項 1目監査委員会費は、3３万３千円であり、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、２５万４千円

であり、教育委員の委員及び運営委員会の報酬・日当と費用弁償等でありま

す。 

１３ページ。4 款１項 1 目 学校給食費は、2 億 1 千９１万５千円であり、

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。主な増減額は、児童生徒数の減に伴い、平成２９年度より、道費栄

養教諭の定数が、２名から１名に減員となりますことから、当組合負担で栄

養士１名を採用する人件費が増額となっております。また、児童生徒の減に

伴い給食数が減りますことから、給食材料費が減額になっております。 

１４ページをお開き願います。5 款 1 項公債費は、平成 26 年度借入しまし

た給食配送車の償還金となっております。 

  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。記載しております３件の業務委託は、平成３０年度当初

からの業務を円滑に進めるため、平成 2９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。 

  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 ２億４，３２１万は、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。 

８ページをお開き願います。４款 諸収入は、調理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 678万 7千円を計上しております。 

  ５ページをお開き願います。平成２９年度の歳入歳出予算合計額は２億５

千万円で、対前年度比８００万円の減となっております。 

  以上で、平成 2９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（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３号は原案のとおり決定いた

しました。 

◎日程第８ 



〇議長（鶴岡恵司君）日程第８ 議案第４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）議案第４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。 

教育委員会委員でございます 西田 康二さんが、本年３月３１日をもっ

てその任期が満了となりますことから、その後任の委員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四条第二

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。 

秩父別町の教育長 西田 康二 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、平成２７年から教育委員会委員として

その職務に専念し、教育行政の伸展に貢献され、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４号を採決します。 

本件は、これに同意することに、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４号は原案のとおり決定いた

しました。 

◎追加日程第１ 

〇議長（鶴岡恵司君） 次に、先程書記長から説明のありまたした追加議案を

議題とします。追加日程第１ 議案第５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 を議題とします。 

提出者の説明を求めます。議案第５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） 議案第５号について、提案理由を申し上げます。 

教育長でございます平山泰樹さんから、先般、本年３月３１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、早川 雅典 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。 

早川 雅典 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４月１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（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５号を採決します。 

本件は、これに同意することに、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５号は原案のとおり決定いた

しました。 

◎閉会 

〇議長（鶴岡恵司君） 以上をもちまして、本臨時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４５分閉会） 
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