北空知圏学校給食組合議会
平成 30 年第 1 回定例会議事録
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招集日時 平成 30 年 3 月 22 日（水）午後２時２８分
招集場所 深川地区消防組合
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１番 鶴岡 恵司 君
２番 辻本
智 君
３番 宮澤 孝司 君
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６番 本村 修二 君
７番 藤井 雅仁 君
８番 久保 元宏 君
１.欠席議員 なし
１.傍聴人
なし
１.説明のため出席した者の職氏名
組合長
深川市長
山下 貴史 君
教育長
深川市教育長
早川 雅典 君
監査委員 深川市監査委員 金山 泰明 君
１.組合長の委任を受けて、説明のため出席した者の職氏名
副組合長 妹背牛町長
田中 一典 君
副組合長 秩父別町長
神薮
武 君
副組合長 北竜町長
佐野
豊 君
副組合長 沼田町長
金平 嘉則 君
事務局長
篠原 孝法 君
監査事務局長
辻 新二郎 君
１.本会議の事務に従事するために出席した者の職氏名
書記長 吉田 健一
書記
小西ちはる

（開会 午後２時３０分）
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３０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３０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、２番 辻本議員 ６番 本村議員を指名します。
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件でございます。
次に、監査委員から 平成２９年１２月分 ないし、平成３０年１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３０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。
北空知圏学校給食センターは稼働開始から約３年が経過し、調理・配送業務
は、順調行われておりまして、明日学校給食の最終日でございますが、本年度
は、昨年度と比べ残念ながら８千食少ない３９万６食を提供しております。
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２２日に地場産リンゴを用いたシフォンケーキの試食
会を実施し、好評を得ましたので、小中学校の卒業生の最後の給食にお祝いデ
ザートとして提供いたしたところであります。
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、簡単ではございますが、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
○議長（鶴岡恵司君）
日程第４ 議案第１号「平成３０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。 篠原事務局長
〇事務局長（篠原孝法君）
議案第１号 「平成３０年度北空知圏学校給食組合会計予算について」のご
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２億５，２００万円と定めるもので
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３，４２０万９千円であり、前年比１５１万８千円
の減額となる主なものとしては、派遣職員の年齢が下がったことにより経費が

減となったところです。
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ページでございます。2 款 2 項 1 目監査委員費は、２８万２千円であり、
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 万６千円で
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ページでございます。4 款１項 1 目 学校給食費は、2 億１，４６２万
４千円であり、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、厨房のエアコン増設、グレーチング塗装などの経費が増額と
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、Ｈ26 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。
記載の３件の業務委託は、平成３１年度当初からの業務を円滑に進めるため、
平成３０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 ２億４，５３４万６千円は、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、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６６５万１千円を計上しております。
以上で、議案第１号 平成３０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）
異議なしと認め、よって議案第１号は 決定されました。
◎日程第５
〇議長（鶴岡恵司君）
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。
提案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二号「北空知圏学校給食組合教育長の任命
について」提案理由を申し上げます。
教育長 早川雅典 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。
早川 雅典 さんの生年月日、住所につきましては、記載のとおりでありま
すが、同氏は、平成２９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（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。
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」の声あり）
異議なしと認め、よって議案第２号は同意することに決定しました。
◎日程第６
〇議長（鶴岡恵司君）
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」提案理由を申し上げます。
教育委員会委員の本多 一志さんが、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あります。
本多 一志 さんの生年月日、住所につきましては、記載のとおりでありま
すが、同氏は、平成２５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、採
決いたします
本件は、原案とおり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３号は原案のとおり同意いたしました。
◎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）
ただいま議題となりました議案第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」の提案理由を申し上げます。
同組合の委員の 西田 康二さんから、本年３月３１日をもって同職を
辞任したい旨の申し出があり、教育委員会にて同意されましたのでその後任
の教育委員会委員として、小林 宏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。

小林 宏明 さんの生年月日、住所につきましては、記載のとおりであ
りますが、小林 宏明 さんは、本年４月１日から秩父別町教育長に就任さ
れると聞いております。
小林 宏明さんは、昭和５６年北海道教育大学函館校を卒業後教員生活
に入られ、その後北海道教育大学釧路校並びに教職大学院教授などを歴任さ
れ、平成２６年から平成２８年には秩父別町立秩父別小学校長を務め、本年
３月に滝川市立東小学校長を最後に退職されるとお聞きしております。
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４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３０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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