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令和３年度第１回江別市学校給食会理事会議事録（概要） 

 

日  時 令和３年７月２０日（火）１５時００分～１５時４１分 

場  所 江別市立学校給食センター 研修会議室 

出席理事 中村理事長、西田副理事長、早川理事、柏原理事、和田理事、松本理事、長谷川理

事、伊藤理事（８名）  

欠席理事 田中理事、粟野理事、三浦理事（３名） 

事 務 局 根廻事務局長、森山事務局次長、佐藤事務局員、八木橋事務局員、吉田事務局員 

（５名） 

関係部局 千葉教育部次長 

傍 聴 者 なし 

委嘱状交付 中村理事長より委嘱状を交付 

会議次第 １．開会 

２．委嘱状の交付 

３．役員の選出 

４．理事の紹介 

５．議事 

    報告事項第１号 給食センターにおける新型コロナウイルスの集団感染の発

生から収束までについて 

報告事項第２号 令和２年度江別市学校給食会計決算について 

    報告事項第３号 令和２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 

６．その他 

７．閉会 

配布資料 ・次第 

・江別市学校給食会理事名簿 

≪報告事項資料≫ 

・給食センターにおける新型コロナウイルスの集団感染の発生から収束までについて 

・令和２年度江別市学校給食会計決算書 

・現年度分給食費収納状況調書・過年度分給食費年度別納入状況調書 

・令和２年度江別市学校給食会運営事務会計決算書 

・令和２年度江別市学校給食会計等決算監査報告書 

 

▼会議内容 

 

【開会】 

（司会：根廻事務局長） 

ただ今より、令和３年度 第１回江別市学校給食会理事会を開催いたします。 

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。 

また、この度は、各機関・団体からの推薦により、給食会理事をお引き受けいただきましたことに

対し、お礼を申し上げます。 

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

ろしくお願いいたします。 

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。 
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今年度は、理事の改選期に当たっており、再任の理事が３名、新任の理事が８名となっております。 

本日の議事につきましては、報告事項が、給食センターにおける新型コロナウイルス感染者の発生

から収束までについて、令和２年度江別市学校給食会計及び江別市学校給食会運営事務会計決算報告

並びに会計監査報告となっておりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

なお、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、８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。 

 

 

【委嘱状の交付】 

（司会：根廻事務局長） 

今回は、改選期のため、前理事長の中村理事から委嘱状を交付していただきます。 

西田理事 ⇒ 早川理事 ⇒ 柏原理事 ⇒ 和田理事 ⇒ 松本理事 ⇒ 長谷川理事 ⇒ 伊藤理事 の順

に、中村理事が席の前で交付する、という形をとりますので、中村理事、よろしくお願いいたします。 

なお本日、所用で欠席の田中理事、粟野理事、三浦理事につきましては、後日、本人へ委嘱状を交

付いたします。 

 

（中村理事、委嘱状を交付） 

 

 

【役員の選出】 

（司会：根廻事務局長） 

先ほど申し上げましたように、今回は理事の改選期ということで、まず役員の選出をお願いいたし

ます。役員は、会則第５条によりまして、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、教育部長を充てるとされておりますので、西田教育部長に就任して

いただきます。 

理事長ですが、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、中村一治理事に引き続き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。 

 

 （拍手多数） 

 

それでは、中村一治理事に理事長をお願いいたします。 

次に監事ですが、事務局案としまして、お１人は、江別市ＰＴＡ連合会から選出された長谷川理事

に、もうお１人は江別消費者協会の伊藤理事にお願いしたいと思いますが、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。 

 

 （拍手多数） 

 

それでは長谷川理事、伊藤理事に監事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、西田副理事長は副理事長席にお移りください。 

 

それでは、中村理事長からひと言、ご挨拶を頂戴したいと思います。 
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（中村理事長） 

皆さん、こんにちは。大変暑いなか、お集まりいただきました。 

今日、学校で勤務していまして、教室の室温は３１℃ありましたが、子どもたちは頑張っていまし

た。 

１１名の理事のうち３名が留任、残り８名は新任となりました。 

皆さまにお願いしたいのは、給食会はただの承認機関ではありませんので、皆さまからご意見をい

ただいて、より良い学校給食にしていきたいと考えています。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

【理事の紹介】 

（司会：根廻事務局長） 

中村理事長、ありがとうございました。 

続きまして、新任の理事の方もいますので、時計回りの順に自己紹介をお願いします。 

 

 （理事自己紹介） 

 

（司会：根廻事務局長） 

ありがとうございました。 

それでは、続きまして、事務局の紹介をいたします。 

私が事務局長の根廻です。 

千葉教育部次長です。（挨拶） 

森山事務局次長です。（挨拶） 

佐藤事務局員です。（挨拶） 

八木橋事務局員です。（挨拶） 

吉田事務局員です。（挨拶） 

 

配付資料の確認ですが、本日、お手元にお配りしました資料は、 

・次第 

・江別市学校給食会理事名簿 

・ホチキス止めされた「報告事項資料」 

・参考資料として、今年３月２５日に開催しました「令和２年度 第２回江別市学校給食会理事会 

資料」です。 

今年３月の理事会資料は、新任理事の方の参考として、本年度の事業計画及び予算を配付しており

ますので、後ほどご覧ください。 

不足等ございましたら、事務局にお申し出ください。 

 

 （不足等なし） 

 

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。 

 

 

【議事】 

（中村理事長） 

それでは議事に入ります。 
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報告事項第１号 給食センターにおける新型コロナウイルスの集団感染の発生から収束までについ

て、事務局から説明願います。 

 

（根廻事務局長） 

「報告事項第１号 給食センターにおける新型コロナウイルスの集団感染の発生から収束までにつ

いて」ご説明いたします。 

資料の１ページをご覧ください。 

 

 まず、「１ 経過」についてでありますが、５月１３日、調理補助員１名が新型コロナウイルス

に感染したことが判明、１４日、センター調理場を休止、１８日、江別保健所と相談の上、センター

調理場を閉鎖、２０日、１０人目となる新型コロナウイルスの感染者が確認されました。 

３１日には、職員の健康観察期間が終了したことから、センター調理場の職員が出勤し、全館を換

気し、玄関や事務室などを消毒した後、新たな感染防止対策を検討・実施しました。 

６月１日には、感染防止対策の確認などのため、江別保健所が来所し、追加で実施すべき感染防止

対策や給食を再開しても差し支えない旨の助言・指導がありました。 

２日以降、その助言や指導を踏まえた感染防止対策を実施、３日には、学校長及び保護者へ給食の

再開を周知し、７日に給食を再開しました。 

 

次に、「２ 給食提供の状況」についてでありますが、５月１４日に、給食センターの給食提供停

止、対象校へ午前授業への対応を要請、１７日、黒糖パンと牛乳のみを提供、１８日から２１日の間

は、パンと牛乳のみの提供し、各家庭へ副食持参の協力を要請、２４日から６月４日までは、全ての

給食の提供を停止し、各家庭へ弁当持参の協力を要請しました。 

なお、要請の対象となった給食センターが担当する対象校は１６校で記載のとおりです。 

 

次に「３ 新たな感染防止対策」についてでありますが、これらは給食センターで検討・実施した

対策に、６月１日に保健所から指導や助言があったものを加えた対策です。 

具体的には、各部屋の出入口に手指消毒液の増設、食事や打合せなどで使用した椅子やテーブルな

どのこまめな消毒、換気の徹底、パーテーション及びサーキュレーターの設置を行いました。 

 

今後も、感染防止対策を徹底し、安全安心な給食の提供に努めてまいります。 

 

説明は以上です。 

 

（中村理事長） 

ただ今の説明について、質問等はありませんか。 

 

（早川理事） 

５月、給食センターの職員に新型コロナウイルス感染症の陽性者が出てセンター調理場が閉鎖にな

った期間がありましたが、こういった事態が起きた時の対応方法などは決まっていますか。 

 

（根廻事務局長） 

現時点で対応をまとめたものは存在していないため、これから整備していきたいと考えます。 

 

（早川理事） 

校長会でも新型コロナウイルス感染症の陽性者が出ました。 

デルタ株が流行してきていて、また同じことが起きるかもしれません。 
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給食センターも危機管理をしっかりやっていただきたいと思います。 

非常時の対処方法や指揮命令、給食費減額などについてある程度決めておけば、素早い対応が取れ

ると考えます。 

保護者や子どもが困らないよう、マニュアルの整備をお願いしたいと思います。 

 

（根廻事務局長） 

ご意見を踏まえ、検討していきたいと考えます。 

 

（中村理事長） 

続きまして、報告事項第２号 令和２年度江別市学校給食会計決算について及び報告事項第３号 

令和２年度江別市学校給食会運営事務会計決算について、事務局から一括説明願います。 

 

（根廻事務局長） 

報告事項第２号 令和２年度 江別市学校給食会計決算について、及び報告事項第３号 令和２年

度 江別市学校給食会運営事務会計決算について、一括してご説明いたします。 

資料の２ページをご覧ください。 

 

新任の理事の方もいらっしゃいますので、まず、学校給食会計と学校給食会運営事務会計の２つの

会計について、ご説明いたします。 

 

学校給食会計は、前年度の繰越金や児童生徒などの給食費、さらに過年度分の給食費などを収入と

し、給食の食材の購入費を支出とする会計です。 

学校給食会運営事務会計は、江別市の補助金を収入として、学校給食会職員の給料や手当、購入し

た食材の代金を支払う口座振込手数料、滞納者への督促に使う通信費、給食費徴収業務に使用する車

の燃料費などを支出する会計です。 

これらは、学校給食法により、学校設置者が事務費を負担することになっていることから、江別市

からの補助金を財源とし支出しております。 

報告事項第２号と第３号は、「学校給食会計」「学校給食会運営事務会計」の２つの給食会計の決

算報告であり、今年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、決算数値が確定しまし

たので、説明させていただきます。 

 

「令和２年度 江別市学校給食会計決算書」の上段「収入」をご覧ください。 

前年度からの「繰越金」は、１，２０８万５４１円です。 

次に、「児童給食費収入」は、予算現額３億３，２７９万８，０００円に対して、収入済額は、３

億２，２４７万８，８０４円となり、１，０３１万９，１９６円の減額となりました。 

次に、「生徒給食費収入」は、予算現額２億４０９万５，０００円に対して収入済額は、 

１億９，１７９万８，４４０円となり、１，２２９万６，５６０円の減額となりました。 

「職員給食費収入」及び「父母試食費収入」は、記載のとおりとなっております。 

児童、生徒、職員給食費の収入済額が減少した理由は、新型コロナウイルス感染症対策のため、一

斉休校が実施されたことに伴い、年間提供食数が減少したためです。 

前年度以前の未収金の徴収による「過年度収入」は、予算現額５３６万９，０００円に対して、収

入済額５４１万４，６２６円となり、４万５，６２６円の増額となりました。 

雑入は、臨時休業期間に購入した食材費用に係る補償金などで、１２２万１，１１８円でした。 

これらの結果、学校給食会計の収入済額合計は、５億３，６６３万２，４０７円となり、予算現額

との比較では、２，０１４万７，５９３円の減額となりました。 
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次に、下段の「支出」をご覧ください。 

米飯・パン・麺の「主食費」の支出済額は、１億５，７３７万７０１円で、予算現額に比べて 

９８万９,７０１円の増額となりました。 

次に、肉、野菜や魚、調味料などの「副食費」の支出済額は、２億９，０７６万７，７０１円で、

予算現額に比べて、２，４３１万７，２９９円の減額となりました。 

「牛乳費」の支出済額は７，９９９万７，２３７円で、予算現額に比べて４１３万９，７６３円の

減額となりました。 

主食費、副食費、牛乳費の減額の要因としましては、収入の減額要因でもご説明しましたとおり、

新型コロナウイルス感染症対策のため、一斉休校が実施されたことにより、給食提供数が減少したこ

とによるものです。 

「代替品費」は、学級閉鎖等による集団風邪の発生など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ものですが、支出額は、７０万９，６８５円で予算現額に比べて 

４６万７，３１５円の減額となりました。 

学校給食会計の支出済額合計は、５億２，８８４万５，３２４円となり、予算現額に比べて、 

２，７９３万４，６７６円の減額となっております。 

表の欄外、下部分に記載しておりますが、先ほどご説明しました収入済額の合計 

５億３，６６３万２，４０７円から、支出済額５億２，８８４万５，３２４円を差し引いた７７８万

７，０８３円が、令和３年度への繰越金となります。 

 

次に、３ぺージをご覧ください。 

上段「現年度分給食費 収納状況調書」の「児童給食費収入」は、①調定額 

３億２，７４２万６，１３５円に対し、②収入済額は、３億２，２４７万８，８０４円となり、収納

率は９８．４９％になります。 

「生徒給食費収入」は、①調定額１億９，５０７万３，８９９円に対し、②収入済額は、 

１億９，１７９万８，４４０円で、収納率は９８．３２％になります。 

なお、前年、令和元年度の児童給食費の収納率は９８．６９％、生徒給食費の収納率は 

９８．３５％でしたので、児童給食費は昨年度より０．２％の減少、生徒給食費は、昨年度よりも 

０．０３％の減少となっております。 

「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①調定額の合計は、５億２，６１４万４，２２２円、②収入済額は、 

５億１，７９１万６，１２２円、収納率は９８．４４％となりました。 

なお、前年、令和元年度の収納率は９８．５８％でしたので、前年度より０．１４％減少しており

ます。 

 

次に、下段の「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１８年度から令和元年度までの１４年間の各年度の未納給食費の③調定額の合計、 

３，７８１万３，４３９円に対し、④収入済額が５４１万４，６２６円となり、収納率は 

１４．３２％です。 

令和元年度が１５．８８％でしたので、前年度より１．５６％減少しております。 

 

資料４ページをご覧ください。 

次に、報告事項第３号 令和２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。 

 

上段の「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１，７１１万８,０００円と同額が収入済となります。 
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次に、下段の「支出」をご覧ください。 

１行目の「報酬」は、給食会の臨時職員２名へ支払った報酬となっております。 

次に、「給料」は、給食会職員の給与で、事務職員２名、徴収担当職員１名の計３名分となってお

ります。 

次に、「職員手当」は、給食会職員の時間外手当と通勤手当になります。 

次に、「共済費」は、職員３名と臨時職員２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。 

次に、「報償費」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、監査ともに２回開催いたしました。１９万８，０００円が予算現額となり、 

１２万７，６００円を支出しています。 

次に、「需用費」は、印刷製本費及び事務用消耗品等の購入費です。不足が生じたため、 

７万１，４５１円を流用した４９万５，４５１円が予算現額と支出済額になります。 

次に、「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。需用費へ流用

した７万１，４５１円を引いた２６２万４，５４９円が予算現額となり、２２２万７，８２５円を支

出しています。 

次に、「委託料」は、令和２年５月末で終了した電算管理業務の委託料で、１６９万１，８００円

を支出しています。 

次に、「賃借料」は、徴収担当職員等が使用する車両の借り上げ料で、４１万４００円を支出しま

した。 

最後に、「負担金補助及び交付金」は、北海道社会保険協会への負担金です。 

 

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、 

１，５４９万６，７９４円となります。 

収入済額１，７１１万８，０００円との差額１６２万１，２０６円は、江別市へ返納しております。 

 

説明は以上です。 

 

（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、監事から会計監査の報告をお願いいたします。 

 

（伊藤監事） 

監事の伊藤祥子です。 

令和３年６月２８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。 

令和２年度、学校給食会計、学校給食会運営事務会計おのおのの収支状況および決算につきまして、

長谷川伸監事とともに、諸帳簿、およ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、江別市学校給食会が行っている、学校給食費の決定および徴収、ならびに給食物資の調達と

支払いについては、会則等の規定に従い、適切に処理されていると認めました。 

以上です。 

 

（中村理事長） 

ただ今の監査報告につきまして、先の報告事項第２号及び第３号と合わせて質疑ございませんか。 
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  （なし） 

 

（中村理事長） 

その他、質疑がなければ、報告事項を承認することとしてよろしいですか。 

 

  （異議なし） 

 

 

【その他】 

（中村理事長） 

議事が終了いたしましたが、事務局から、「その他」で何かありましたら、お願いします。 

 

（根廻事務局長） 

次回の理事会は来年３月開催を予定していますので、よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上です。 

 

 

【閉会】 

（中村理事長） 

 それでは、以上をもちまして、令和３年度第１回江別市学校給食会理事会を終了します。 

 皆さん、お疲れさまでした。 

  

 

 

（１５：４１ 散会） 


