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平成３０年度第１回江別市学校給食会議事録 

 

日  時 平成３０年７月６日（金）１５時００分～１５時４０分 

場  所 江別市立学校給食センター 研修会議室 

出席理事 中村一治理事長、萬直樹副理事長、長谷川伸監事、佐藤秀人理事、鎌田俊博理事、林

博行理事、大野仁寛理事、横山浩之理事 （８名） 

欠席理事 遠藤絵里理事、野澤孝志理事、松下章子理事 （３名） 

事 務 局 鈴木知幸事務局長、森山明彦事務局次長、鈴木正春事務局員、木村仁事務局員、伊藤

忠信教育部次長 （５名） 

傍 聴 者 なし 

会議次第 １．開会 

２．委嘱状の交付 

３．理事および職員の自己紹介 

４．役員（理事長）選出 

５．理事長・副理事長挨拶 

６．議事 

    報告事項第１号 平成２９年度江別市学校給食会計決算について 

    報告事項第２号 平成２９年度江別市学校給食会運営事務会計決算について 

    会計監査報告 

７．その他 

８．閉会 

配布資料 ・平成２９年度江別市学校給食会計決算書（収入） 

・資料１ 平成２９年度江別市学校給食会計決算書（現年度分・収入） 

・資料２ 過年度分給食費年度別納入状況調書 

・平成２９年度江別市学校給食会計決算書（支出） 

・平成２９年度江別市学校給食会運営事務会計決算書（収入） 

・平成２９年度江別市学校給食会運営事務会計決算書（支出） 

・監査報告書 

・平成３０年度江別市学校給食費算定資料 

 

▼会議内容 

１．開会 

事務局長（鈴木センター長）： 

 

皆さま、こんにちは。 

定刻になりましたので、平成３０年度 第１回 江別市学校給食会理事会を始めさせていただきます。 

横山理事につきましてはこれから出発するとの連絡が入っております。 

後ほど到着すると思いますので始めさせていただきます。 

 

本日は、お忙しい中、当理事会にお集まりいただきましてありがとうございます。 

私は江別市学校給食会の事務局長を務めております、給食センター長の鈴木と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

また、私の左隣は、教育部伊藤次長、右隣は、事務局次長の森山業務係長、その右隣は、対雁調理場の

鈴木場長でございます。 



- 2 - 

 

 

学校給食会理事会は、会則第 9 条第 2 項において、理事の過半数の出席をもって成立することとなっ

ておりますが、現時点で、11 名のうち、横山理事を除きまして、７名の出席がありますので、理事会が

成立しておりますことをご報告いたします。 

それでは次第に従いまして進めさせていただきます。 

 

２．委嘱状交付 

事務局長（鈴木センター長）： 

 

江別市学校給食会は、理事１１名をもって組織されており、市立小・中学校における学校給食事業の円

滑な運営を図ることを目的としております。 

今年度は、理事の改選期ではございませんが、各推薦団体の役員交代や人事異動により、理事 11 名の

うち６名の方が新たに理事に就任されています。 

新任の皆様におかれましては、各機関・団体から推薦いただいておりますが、改めまして給食会の理事

をお引き受けいただきましたことに対し、お礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

それでは、新任の理事の方に委嘱状を交付いたします。 

本来であれば野田理事長が役員改選をもって退任されることとなりますので、野田理事長から委嘱状を

交付するところですが、本日欠席されておりますので、江別市学校給食会会則第６条に「副理事長は理事

長を補佐し理事長事故あるときはその職務を代理する。」とあることから、あて職により新たに副理事長

となります萬教育部長から委嘱状を交付していただきます。 

萬教育部長、よろしくお願いいたします。 

 

○ 萬教育部長が委嘱状交付 

 

事務局長（鈴木センター長）： 

なお本日、所用で欠席の遠藤理事につきましては、後日、本人へ交付いたします。 

 

３．理事自己紹介 

事務局長（鈴木センター長）： 

続きまして、新任の理事もいらっしゃいますので、中村理事から半時計回りの順に自己紹介をお願いし

ます。 

 

事務局長（鈴木センター長）： 

先ほど申しあげましたように、今回は改選期ではございませんが、前理事長の野田理事が退任、副理事 

長の渡部理事が異動いたしました。給食会会則第 5 条によりまして、役員は、理事長 1 名、監事 2 名を

理事の互選で選出することとなっております。副理事長 1 名は、教育部長をあてるとされておりますの

で、萬教育部長に就任していただきます。 

 

理事長の選出ですが、どなたかご提案はございますか。  

なければ、事務局案としまして、中村一治理事にお願いしたいと思いますが、理事の皆さんいかがでし

ょうか。 

 賛同いただけましたら、拍手をお願いいたします。 
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＜拍手＞ 

  

それでは、中村一治理事に理事長をお願いいたします。 

恐れ入りますが、中村理事長は理事長席に、萬副理事長は副理事長席にお移りください。 

それでは、中村理事長、萬副理事長、ご挨拶をお願いいたします。 

 

中村理事長： 

理事長を仰せつかりました中村一治と申します。 

先ほども申し上げたように退職して６年経っております。 

私が教職員時代、給食に関わったのは２５年以上前ですが当時、当別町だけが給食がなく、当別町に学 

校給食を作ろうということでその設立の委員をやりいろいろな学校、地域に出向き、特に恵庭とか先進地

域の学校給食、センターなどを見学した記憶があります。 

後は、教頭時代に千歳で給食運営委員会の役員をやったことがありますがそれ以外は直接関わったこと 

がなく、学校給食会というものがどういうものか良くわかっていない状況で役を受けましたが、皆さま、

どうぞいろんなご意見をお願いいたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

萬副理事長： 

こんにちは。 

副理事長に就任いたします萬 直樹と申します。 

安全、安心でおいしく栄養バランスのとれた学校給食は、学校給食会の取り組みがあって成り立ってい 

るものと感じております。 

中村理事長をしっかり補佐して副理事長の役を務めたいと思います。 

皆さん、ご協力よろしくお願いいたします。 

  

事務局長（鈴木センター長）： 

ここで、まず、事前にお配りした資料の確認をさせていただきます。 

本日使用する資料は、 

・次第 

・学校給食会理事名簿 

・表紙に「平成29年度江別市学校給食会計、江別市学校給食会運営事務 

会計決算資料」と書かれた資料。 

・監査報告書 

参考として、３月２６日に開催した平成２９年度第２回学校給食会理事会で配布した 

・平成３０年度江別市学校給食費算定資料 

をお配りしております。 

不足等はありませんでしょうか。 

これ以降の議事の進行につきましては、中村理事長、よろしくお願いいたします。 

 

６．議事 

中村理事長： 

それでは報告事項に入ります。 

報告事項第１号 平成２９年度江別市学校給食会計決算についてと、報告事項第２号 平成２９年度 

江別市学校給食会運営事務会計決算について事務局より一括説明願います。 
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事務局長（鈴木センター長）： 

私から、報告事項について、ご説明いたします。 

報告事項第１号と第２号は、２つの給食会計の決算報告であり、３月の理事会において見込額として報 

告したものですが、今回は確定した決算数値を説明させていただきます。 

 それでは、「報告事項第１号、平成２９年度江別市学校給食会計決算について」ご説明いたします。 

 「報告事項資料 平成２９年度江別市学校給食会計、江別市学校給食会運営事務会計料」の1ページ 

「平成２９年度江別市学校給食会計決算書（収入）」をご覧ください。 

前年度からの「繰越金」は、２６６万７，１８２円です。 

 「児童給食費収入」は、予算現額３億３５０万４，０００円に対して、収入済額は、 

３億６０６万６，４６３円となり、２５６万２，４６３円の増となります。 

「生徒給食費収入」は、予算現額１億９，６５６万４，０００円に対して収入済額は、 

１億９，５７７万５，４５０円となり、７８万８，５５０円の減となりました。 

 それぞれの増減の要因としましては、「児童給食費収入」は、収納率が当初の見込みを上回ったことと

転入等に伴う児童数の増加に起因した食数の増加により増となったものです。    

また、「生徒給食費収入」は、収納率が当初の見込みを下回ったことにより減となったものです。 

 なお、それぞれの収納率につきましては、２ページでご説明いたします。 

「職員給食費」「父母試食費」は、ご覧のとおりとっております。 

前年度以前の未収金の徴収による「過年度収入」は、予算額５４５万８，０００円に対して、 

収入済額４４４万３，１０８円となり、１０１万４，８９２円の減となりました。 

なお、過年度収入の内訳につきましては、３ページでご説明いたします。 

雑入は、廃食油を売払った収入で、３，５９６円でした。 

 学校給食会計の収入済額合計は、５億１，３５９万３，２５０円となり、当初予算額に比較すると、 

１０万５，７５０円の減となりました。 

 

次に、２ページの資料１「平成２９年度江別市学校給食会計決算書（現年度分・収入）」をご覧くださ

い。 

 「児童給食費収入」につきましては、調定額３億１，０５７万６，２７７円に対し、収入済額は、 

３億６０６万６，４６３円となり、収納率は９８．５５％。 

「生徒給食費収入」につきましては、調定額１億９，９９６万８，７２１円に対し、済額は、 

１億９５７７万５，４５０円で、収納率は９７．９０％となります。 

 なお、前年、平成２８年度の児童給食費の収納率は９８．７１％、生徒給食費の収納率は９７．７４％

でした。 

 「職員給食費」、「父母試食費」につきましては、ご覧のとおりとなっております。 

給食収入現年度分の調定額の合計は、５億１，５１８万２，４４９円、収入済額は、 

５億６４７万９，３６４円、収納率は９８．３１％となります。 

 なお、平成２８年度の収納率は９８．３４％でしたので、前年度より０．０３ポイント低下しておりま 

す。 

 

 次に、３ページの資料２、「過年度分給食費年度別納入状況調書」をご覧ください。 

  平成１６年度から平成２８年度までの各年度の未納給食費の調定額の合計、３，９４３万８，９６６円

に対し、収入済額が４４４万３，１０８円となり、収納率は、１１．２７％です。 

平成２８年度が１２．２２％でしたので、前年度より０．９５ポイント低下しております。 

   

なお、未納世帯数は延べ６０１世帯ですが、複数年度にまたがって未納となっている世帯がありますの 

実世帯数は２３０世帯となっております。   
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次に、４ページの「平成２９年度江別市学校給食会計決算書（支出）」をご覧ください。 

こちらは、江別市学校給食会計の支出の決算になります。 

米飯・パン・麺などの「主食費」の支出済額は、１億３，９０７万３，６９４円で、予算額に比べて 

３４３万６，３０６円の減となっており、野菜、肉や魚、調味料等「副食費」の支出済額は 

２億８，７７４万７，７０１円で、予算額に比べて、２９４万２９９円の減となりました。 

減となりました要因としましては、主食、副食ともに、中学校の生徒数の減少によるもの等であります。 

「牛乳費」の支出済額は７，８８０万１，１９５円で、予算額に比べて５万４，１９５円の増となって 

おります。 

「代替品費」は、集団風邪の発生等により給食を停止できた場合に、カステラ等の代替品を提供した 

のですが、平成２９年度の支出額は、７９万９，５７５円で、予算額に比べて２９万５，４２５円の減と

なりました。 

「公課費」は、消費税ですが、ご覧のとおりとなっております。 

「償還金」は、過年度に遡って給食費に減額があった場合に生じますが、平成２９年度においてはあり 

ませんでしたので、支出はございません。 

学校給食会計の支出済額合計は、５億７６９万９，７６５円となり、予算額に比べて、 

５９９万９，２３５円の減となりました。 

表の下部分に記載しておりますが、先ほどご説明いたしました１ページの収入済額の合計 

５億１，３５９万３，２５０円から、支出済額５億７６９万９，７６５円を差し引いた 

５８９万３，４８５円が、平成３０年度への繰越金となります。   

 

 

２．報告事項第２号 平成２９年度江別市学校給食会運営事務会計決算について 

 

 次に、「報告事項第２号、平成２９年度江別市学校給食会運営事務会計決算について」ご説明いたしま

す。 

 ５ページの「平成２９年度江別市学校給食会運営事務会計決算書（収入）」をご覧ください。 

「江別市からの補助金」ですが、当初予算額２千４４万６,０００円と同額が収入済みとなっています。 

「雑入」補正額の１０万４，０００円は、１２月初旬から３月まで病気休暇により無給となった職員の 

社会保険料及び特別徴収の住民税本人負担額で、収入済額は、１０万１，５１４円となります。 

市補助金と雑入を合わせた収入済額の合計は、２千５４万７，５１４円となります。 

次に、６ページの「平成２９年度江別市学校給食会運営事務会計決算書（支出）」をご覧ください。 

「報酬」は、理事会及び監査に出席していただいた理事長・理事・監事への報酬であり、理事会と監査 

をそれぞれ２回開催いたしました。 

「給料」は、給食会職員の給与です。事務職員２名、徴収担当員１名の計３名分となっております。徴 

収事務職員が１２月初旬から３月まで病気休暇により支出がなかったことから、６３万２，９８５円の支

出の減が発生しています。 

「職員手当」は、給食会職員の時間外手当と通勤手当です。 

「共済費」は、職員３名と臨時職員１名の健康保険料・厚生年金保険料などの社会保険料の事業主負担

分の支出です。 

 「賃金」は、臨時職員１名へ支払われるものです。 

 「需用費」は、印刷製本費及び事務用消耗品等の購入費です。予算額４２万円に対し、 

  事務用品その他の購入に不足が生じたため、役務費より１３万９９５円流用し、支出額は、 

５５万９９５円となりました。 

 「燃料費」は、給食費の徴収担当職員が使用する車両の燃料費です。燃料単価の上昇により不足が生じ

たため、賃借料より２，９２１円流用し、支出額は、７万１，９２１円となりました。 

 「被服費」は、職員の徴収事務職員の上着等の購入によるものです。 
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 「役務費」は、給食費の口座振替収納事務手数料や郵便料金などの支出です。先にご説明した、需用費

に流用した額１３万９９５円を引いた１６４万３，００５円が予算現額となり、１５４万４，４２７円

を支出しています。 

 「委託料」は、給食費の徴収や収納に関する電算管理業務の委託料です。 

「賃借料」は、徴収担当職員が使用する車両及び印刷機の借り上げ料です。先にご説明した、燃料費に

流用した額２，９２１円を引いた４２万４，０７９円が予算現額となり、４０万６，５１２円を支出し

ています。 

「負担金及び交付金」は、北海道社会保険協会への負担金です。 

「社保等本人負担額」は先に収入で説明した、病気休暇により無給となった職員の社会保険料及び特別 

徴収の住民税本人負担額です。 

 以上、「報酬」から「負担金補助及び交付金」までの給食会運営事務会計支出済額の合計は、 

１，９２７万６，５１６円となります。収入額２，０５４万７，５１４円との差額１２７万９９８円に 

つきましては、江別市へ返納しております。 

  

以上で報告事項の説明を終わります。 

 

中村理事長： 

事務局から報告事項の説明がありましたが、質疑につきましては、監査報告のあとに一括でお願いしま

す。 

それでは、会計監査報告を長谷川監事よりお願いいたします。 

 

長谷川監事： 

平成３０年6月２２日、江別市立学校給食センターにて行いました監査の結果を報告いたします。 

平成２９年度学校給食会計、学校給食会運営事務会計、各々の収支状況及び決算につきまして、松下章

子監事と共に帳簿及び証書類をそれぞれ照合するとともに現金残高の点検を行った結果、証書類と現金の

収支は適正であり、出納残高も一致し正確であると認めました。 

また、江別市学校給食会で行っている学校給食費の決定及び徴収並びに給食物資の調達と支払いについ

ても会則等の規定に従い適正に処理されていると確認いたしました。 

以上です。 

 

中村理事長： 

長谷川監事から監査報告がありましたが、先の報告事項第１号及び第２号と合わせて質疑ございません

か。 

それでは、その他、質疑がなければ平成２９年度江別市学校給食会計他１件の決算を承認することとし

てよろしいですか。 

異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

中村理事長： 

それでは、承認されたものとします。 

議事が皆様のおかげで終了いたしました。 

事務局から その他で何かございますか。 

 

事務局長（鈴木センター長）： 

例年でしたら、次回の理事会は来年３月開催の予定ですが、来年度に向けて給食費の改定を検討してお
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ります。 

給食費の改定を行う場合は、当理事会において改定案をお諮りし、承認を得る必要がございますので、

その場合は、10月ごろに理事会を開催させていただく形になりますので、よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上です。 

 

中村理事長： 

それでは、以上をもちまして、平成３０年度 第１回江別市学校給食会理事会を終了します。 

 

                                （１５：４０ 散会） 


