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（開会 午後１時５５分）
〇議長（太田幸一君）
ただいまから、令和２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。
〇議長（太田幸一君）
ただ今の出席議員数は、８名であります。
出席議員が定足数に達しておりますので、令和２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。
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北空知圏学校給食組合議会会議規則第４６条の規定によ
り、３番 松本議員 ８番 長野議員を指名します。
ここで、書記長から諸般の報告をいたします。
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、組合長から提出がありました認定
１件、議案１件であります。
次に、監査委員から 令和２年３月分 ないし、令和２年１０月分に関する、
例月出納検査 結果報告、令和元年度決算審査意見、及び令和元年度定期監査報
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あります。以上で報告を終
わります。
◎日程第２
〇議長（太田幸一君）
日程第２ 会期の決定を議題とします。
お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、異議あ
りませんか。

（「異議なし」）の声あり）
異議なしと認め、会期は本日１日間に決定しました。
◎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）
令和二年第二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。
初めに、令和元年度の学校給食実施状況について申し上げます。
令和元年度の学校給食の期間は、平成３１年４月５日から開始し、新型コロナ
の感染拡大により令和２年２月２６日に終了しております。 この間、北空知管
内の小・中学校 1６校に、延給食日数１９１日間、３４万０千７７１食提供いた
しました。１日平均の給食数は、1，７８４食となっております。
次に、今年度について、７月の第 1 回臨時会以降の学校給食の提供状況につ
いて申し上げます。
新型コロナウィルス感染症に係る対応による休校措置への対策として、各学
校では、夏季休業の短縮措置が行なわれましたことから１学期は 8 月 7 日金曜
日に終了し、2 学期は１７日月曜日から、始まったところであります。
その間、8 月 3 日、前日の停電の影響で、副菜の一部が使用できなくなり、後
日、代替え食としてデザートの提供をおこなった以外は、調理・配送業務共に特
段問題は無く、ほぼ、順調に学校給食の提供をおこなっております。
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、学校給食米としてなな
つぼし精米で５０００ｋｇ（８４俵）の寄贈を受けました。
学校の臨時休業があったこともあり、本年度は４月～7 月 12 日分の給食費が減
額となり、保護者の負担が軽減されております。
次に、道産牛肉学校給食提供推進事業の活用について申し上げます。
新型コロナウィルスの影響で在庫が増えた道産牛肉を給食として活用する道の
事業の一環として、10 月 16 日には牛丼、11 月 26 日にはﾌﾟﾙｺｷﾞ丼、12 月 16 日
にはビーフシチューを提供しております。
いずれにしましても、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。
次に、調理業務委託についてご報告申し上げます。

令和３年４月からの調理業務の委託事業者を選定するに当たり、プロポーザル
方式による公募を実施致しましたところ、4 事業者から応募があり、去る 11 月
18 日に選考委員会において、審査基準に基づく書類審査、プレゼンテーション
及び質疑等を行い、審査致しました。
その結果、
「株式会社 東洋食品」に業務を行なわせるのが最も適当であると
認め、現在、委託契約締結に向けて鋭意取り進めているところであります。
以上 行政の一端を申し上げ報告とさせていただきます。
◎日程第４
〇議長（太田幸一君）
以上で 「行政報告」を終わります。
日程第４ 「認定第１号 令和元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」を議題といたします。
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）
ただ今、議題となりました認定第１号「令和元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。
令和元年度の学校給食数は、小学校に対しては 2２万２千 666 食、中学校には、
11 万 3 千６６１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。
８ページをお開き願います。
歳入・歳出それぞれ２億８千２５０万円の予算額に対しまして、歳入決算額 2
億 6 千５６７万９千９７８円でございまして、執行率で申し上げますと９４.0％
となったところであります。
また、歳出決算額 2 億６千０６９万 9 千５７９円でありまして 9２.3％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、４９８万０千３９９
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（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。

質疑ございますか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
＜なしの声＞
質疑を終わります。
本件は、原案のとおり認定することに異議ありませんか。
＜異議なしの声＞
異議なしと認め、認定第１号は認定されました。

◎日程第５
〇議長（太田幸一君）
日程第 5 議案第９号
「令和２年度北空知圏学校給食組合会計補正予算（第２号）」 を議題とします。
提出者の説明を求めます。
吉田事務局長
○事務局長（吉田健一君）
議案第９号「令和２年度北空知圏学校給食組合会計補正予算（第２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 498 万円を増額し、予算の総額を
2 億 7 千 598 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。
第２条で、債務負担行為の追加をするものであります。
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。
第２表債務負担行為補正でございますが、令和３年度当初から稼働させるにあ
たり、令和２年度中に契約行為を行うため債務負担行為を設定するものでござ
います。
ボイラー保守点検業務は、3 年間の長期契約を締結すると、有利な契約にな
るもの冷凍冷蔵庫保守点検業務は、契約行為を円滑に進めるため、今年度中に行

うものであります。
4 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。
5 ページをお開き願います。
歳入予算についてご説明申し上げます。
3 款、1 項、1 目繰越金 ４９８万０千円の増額は、令和元年度からの繰越金
を計上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 398 万 4 千円の増額は、令和元年度決算
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 99 万６千円の増額は、令和元年度決算におい
て生じました剰余金のうち、施設設備整備基金費に積立てる額を除いた額を積
み立てるものであります。
以上を申し上げまして議案第９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（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。
質疑ございますか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
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号を採決いたします。
本案を、原案のとおり可決することに、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、議案第９号は、原案のとおり可決されました。
◎閉会宣言
1. 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。
どうもご苦労さまでした。
（午後２時１４分閉会）
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