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令和３年度第３回江別市学校給食会理事会議事録（概要） 

 

日  時 令和４年３月２８日（月）１５時０１分～１５時３７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、田中理事、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（９名）  

欠席理事 粟野理事、三浦理事（２名） 

事 務 局 根廻事務局長、森山事務局次長、佐藤事務局員、吉田事務局員 

（４名） 

関係部局 千葉教育部次長 

傍 聴 者 なし 

会議次第 １．開会 

２．理事長挨拶 

３．議事 

   報告事項第１号 令和３年度江別市学校給食会計決算見込について 

報告事項第２号 令和３年度江別市学校給食会運営事務会計決算見込について 

議案第１号   令和４年度江別市学校給食会事業計画（案）について 

議案第２号   令和４年度江別市学校給食会計予算（案）について 

議案第３号   令和４年度江別市学校給食会運営事務会計予算(案)について 

４．その他 

５．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≫ 

・令和３年度江別市学校給食会計 

令和３年度江別市学校給食会運営事務会計 

決算見込算定資料 

≪議案資料≫ 

・令和４年度江別市学校給食会事業計画（案） 

 令和４年度江別市学校給食会計予算（案） 

 令和４年度江別市学校給食会運営事務会計予算（案） 

 算定資料 

 

▼会議内容 

 

【開会】 

（司会：根廻事務局長） 

皆さま、こんにちは。 

定刻になりましたので、令和３年度第３回江別市学校給食会理事会を始めさせていただきます。 

本日は年度末のお忙しい中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

事務局長の江別市学校給食センター長の根廻でございます。 

今回は、令和３年度の決算見込のご報告と、令和４年度の予算案の提出をさせていただきますので、

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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本日は、粟野理事、三浦理事より、所用によりご欠席という事で、事前にご連絡をいただいており、

田中理事、早川理事はまだ見えられておりませんが、現在のところ、全理事１１名中、７名のご出席

をいただいており、過半数となっておりますことから、本理事会が成立しておりますことをご報告い

たします。 

 

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 

・報告事項の令和 3 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の決算見込資料 

・議案の令和 4 年度江別市学校給食会事業計画案、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の予算案資料 

となっております。不足等ございましたら、事務局にお申し出ください。 

 

 それでは、ただいまより、令和３年度 第３回 江別市学校給食会理事会を開会いたします。 

中村理事長、ご挨拶をお願いいたします。 

 

（中村理事長） 

 皆さん、こんにちは。年度末のお忙しいなか、お集まりいただきました。 

 今年は非常に雪の多い年でした。まだかなりの高さの雪が残っているところもあります。 

 本日は、年度の最後ということで、令和３年度の決算見込と、令和４年度の予算について、皆さん

に審議していただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

≪傍聴希望者なし≫ 

 

（司会：根廻事務局長） 

それでは、次第の３、議事に入りたいと思います。 

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） 

報告事項第１号 「令和３年度江別市学校給食会計決算見込について」、 

報告事項第２号 「令和３年度江別市学校給食会運営事務会計決算見込について」を事務局から 

一括して、説明願います。 

 

（根廻事務局長） 

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 令和３年度江別市学校給食会計決算見込について 

 

まず、「報告事項資料」の１ページをお開き願います。 

 

１ページの「報告事項第１号 令和３年度江別市学校給食会計決算見込書」をご覧ください。 

上段の収入の１段目、前年度からの繰越金で収入見込額は、７７８万７，０８３円です。 

次の段の児童給食費収入は、３億２，０４５万２，１５２円を、次の段の生徒給食費収入は、１億

９，０６１万１，３５９円を見込んでおります。 
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また、次の段の職員給食費収入は、３６５万５，５０６円を見込んでおります。 

 

児童給食費、生徒給食費及び職員給食費収入が、合わせて約２，８７９万円と大幅に減少した要因

としましては、昨年５月にセンター調理場で新型コロナウイルスの集団感染が発生し、調理業務を１

６日間停止したことにより、所管する１６小中学校に在籍する児童生徒の３月分及び２月分の給食費

を、約２，７００万円減額したためです。 

 

父母試食費収入、過年度収入、雑入につきましては、記載のとおりになっております。 

次に下段は、令和３年度江別市学校給食会計決算における支出の見込みになります。 

主食費、副食費及び牛乳費につきましては、予算額に対して不用額が発生していますが、不用額に

は、センター調理場が調理業務を停止したことによる食材などの購入が減少したことも含まれていま

す。 

 

代替品費につきましては、新型コロナウイルス感染症による学級等の閉鎖が今年１月以降頻繁に発

生しており、その分の代替品の購入に要する支出が増加したことにより、６０万２，９１７円の予算

超過を見込んでおります。 

 償還金は、過年度給食費の還付です。年度締め後に令和２年度の給食費の還付が必要となり、償還

金の科目を新設して還付したものです。 

 

当初予算額と支出見込額の比較としては、３，４２０万９，６７７円の減額になり、科目ごとの金

額は、記載のとおりです。 

 

表の下段、欄外に記載のとおり、収入見込額５億２，８８５万３，８５２円と支出見込額 

５億２，４０５万２，３２３円との差額は、４８０万１，５２９円となり、この残額につきましては、

令和４年度に繰り越すことになります。 

 

次に、２ページの報告事項第１号の資料をご覧ください。 

上段の「現年度分給食費収納状況調書」では、ただいまご説明しました収入のうち、現年度の給食

費に係る調定額、収入見込額、未納見込額、収納率を記載しております。 

 

１段目、児童給食費収入の収納率は、９８．４８％、次の段の生徒給食費収入の収納率は、 

９８．４４％となる見込みです。 

これに、職員給食費収入と父母試食費収入を加えた合計調定額は、５億２，２７８万２，３４９円、

収入見込額は、５億１，４８０万３，６３３円となり、全体の収納率は９８．４７％となる見込みで

す。 

 

 次に、下段の「過年度分給食費年度別収納状況調書」は、平成１８年度から令和２年度までの、過

年度の収納等の状況になります。 

 

報告事項第２号 令和３年度江別市学校給食会運営事務会計決算見込について 

 

続きまして、報告事項第２号「令和３年度江別市学校給食会運営事務会計決算見込」について 

ご説明いたします。 

 

３ページの「令和３年度江別市学校給食会運営事務会計決算見込書」をご覧ください。 

上段の収入のうち、２段目の市補助金は、江別市からの補助金で、予算現額 
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１，６７２万５，０００円と同額が入金されていますので、収入見込額は予算と同額になります。 

 

 次に、下段の支出をご覧ください。 

 科目ごとの予算現額、支出見込額等につきましては、記載のとおりとなり、支出見込額は、合計 

１，５９０万８５円になります。 

 

次に、表の下段、欄外をご覧ください。 

収入見込額１，６７２万５，０００円と支出見込額１，５９０万８５円との差額は、 

８２万４，９１５円となり、この残額については、市へ返納することとなっております。 

 

以上で報告事項第１号から第３号の説明を終了いたします。 

 

（中村理事長） 

ただいま事務局から説明がありましたが、ご質問等ありますか。 

 

（中村理事長） 

一つ説明願いたいことがあります。 

１ページの支出で、代替品費が当初の予算より増加することについて、何か説明はありますか。 

 

（根廻事務局長） 

 代替品費は予算額約 120 万円に対し、支出見込額が約 180 万円と、60 万円増加する見込みとなっ

ております。 

理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響で学級等の閉鎖が発生しておりますが、

その際に主食及び牛乳の発注を止めることができた場合に、代替品としてカステラ、食物アレルギー

対応をしている子どもたちには大福餅を提供しており、学級閉鎖が増えると連動して代替品費の支出

が増えることになります。 

 

（中村理事長） 

承知しました。他はどうですか。 

 

（中村理事長） 

もう一つ、２ページの収納状況について、現年度の収納率は９８．４７％との説明ですが、これは

前年度と比べてどうですか。 

 

（根廻事務局長） 

令和２年度の収納率は９８．４４％だったので、０．０３％の上昇を見込んでおります。 

続きまして過年度分の収納状況ですが、表の一番下の右側、収納率が１５．３５％を見込んでおり

ます。昨年度は１４．３２％でしたので、１．０３％の上昇を見込んでおります。 

 

（中村理事長） 

他はどうでしょうか。皆さんからありませんか。 

 

 （なし） 

 

（中村理事長） 

ないようでしたら、報告事項第１号と第２号については、了承していただけますか。 
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≪異議なし≫ 

 

（中村理事長） 

 それでは了承されたということで、次に進みたいと思います。 

事務局から、議案第１号「令和４年度江別市学校給食会事業計画（案）」から議案第３号「令和４ 

年度江別市学校給食会運営事務会計予算（案）」まで、一括で説明願います。 

 

（根廻事務局長） 

私から議案について説明いたします。 

 

議案第１号 令和４年度江別市学校給食会事業計画（案）について 

 

まず、「議案第１号 令和４年度江別市学校給食会事業計画（案）について」を説明いたします。 

「議案資料」の１ページをお開き願います。 

 

「令和４年度江別市学校給食会事業計画（案）」をご覧ください。 

 

１の基本方針はこれまでどおり、『本会は、学校給食の教育的な観点に基づき、学校における食に 

関する基本的な生活習慣の習得などを円滑に実施するため、良質かつ低廉で安全な学校給食を供給し、

給食内容の充実とともに学校給食の円滑な運営実施を図ることを基本とする。』としております。 

 

 次に、２の重点事項につきましても、令和３年度と同様になりますが、各項目について説明いたし 

ます。 

 

 （１）で学校給食の適正実施等について、（２）、（３）では、地場産及び道内産の食材を優先 

して使用することとしております。 

 （４）については、東日本大震災から１１年が経過しましたが、いまだに食材の放射能汚染の危惧 

が払拭されておらず、放射能検査も継続されていることから、「食材産地の情報提供等」についての 

項目を残しており、（５）は食育の推進、（６）は、公立小中学校における校内体制や全体計画に 

基づき、「第３次江別市食育推進計画」の目標達成について示しております。 

最後に、（７）は給食センター各種事業の推進に協力するとしております。 

なお、基本方針及び重点事項につきまして、何か修正した方が良い点がありましたら、後程ご審議 

くださいますようお願いいたします。 

 

 次に、２ページをご覧ください。 

３の学校給食費単価についてご説明いたします。 

 

冒頭に記載のとおり、主食の原材料費及び加工賃の上昇、牛乳の値上げに伴い、主食費、牛乳費が 

増額となるものの、副食費を調整することにより、１食単価としては、令和３年度と同額で賄うこと

が可能であると判断し、１食単価を令和３年度と同額とするご提案になります。 

 

次に、（１）の１食単価についてご説明いたします。 

今年度と同様の、小学校低学年が２８９円、中学年が２９２円、高学年が２９５円、中学校が３５１

円となります。 
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次に、（２）１食単価の内訳 ①の主食費ですが、北海道学校給食会から示されている主食関連の

価格資料によりますと、パンの原料である道産強力(きょうりき)粉は、令和３年度と比較して 

約１６．９％の値上げ、うどんの原料である道産普通粉及びラーメンの原料である道産強力(きょう

りき)粉は、いずれも約１６％の値上げ、精米は約９．１％の値下げとなっています。 

 

さらに、パンの基本加工賃が約４．５９％、米飯の加工賃が約４．８９％値上がりしており、人件

費高騰の影響も及んでいます。 

そのため、単価の上昇は避けられませんが、高いパンの回数を減らすなどし、上昇幅を出来るだけ

抑えた設定としています。 

 

次に、②の副食費についてですが、副食費は、主食費と牛乳費の増額分を吸収するため、小学校低

学年は２．１１円、中学年は２．０２円、高学年は１．８２円、中学校は１．３９円の減額となり、

それぞれの単価は記載のとおりとなります。 

 

次に、③の牛乳費についてですが、令和４年度につきましても、牛乳は、２００㏄の紙パックで提

供いたします。 

牛乳の保護者負担額は、北海道農政部が全道を区域分けして入札した結果により、令和３年度より

０．９５円高い税込４９円６６銭といたします。 

 

次に、（３）の年間給食日数についてですが、令和４年度は、前年度比プラス１日となる２０２日

で、校長会と調整しております。 

なお、１週間における主食の種類別回数は変更なく、米飯は２．５回、パンは１．５回、麺は１回

となっております。 

 

議案第２号 令和４年度江別市学校給食会計予算書（案）について 

 

 続きまして、議案第２号「令和４年度江別市学校給食会計予算書（案）」についてご説明いたしま 

す。 

３ページの「令和４年度江別市学校給食会計予算書（案）」をご覧ください。 

 

上段の「収入」の１段目、繰越金は、先ほど報告事項第２号でご説明したとおり、４８０万１千円 

となっております。 

 

 児童給食費収入及び生徒給食費収入については、先ほど２ページでご説明した１食単価に、３月 

３日現在の令和４年度児童生徒数見込及び予定食数に、収納率を掛けて算定しております。 

児童給食費収入は、児童数が１１１人増加する見込により６３７万３千円の増、生徒給食費収入は、 

生徒数が１３４人減少する見込により、８４３万９千円の減で算定しております。 

合計では、前年度予算より５８８万円減の５億５，２３８万２千円となっております。 

 

下段の「支出」の１段目の主食費から３段目の牛乳費までにつきましては、先ほど、２ページでご 

説明した１食単価に、学校・学年別の児童生徒数等と予定食数を掛けて算定しております。 

 

主食費は、米飯及びパンの加工賃等が値上げになっておりますが、児童生徒数の減により、若干の 

減額となっています。 

 

副食費は、主食費及び牛乳費の値上がり分を吸収したことに加え、児童生徒数の減により、減額と 
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なっております。 

 

牛乳費は、牛乳単価の値上がりによる増額となっております。 

このことから、支出予算額も収入予算額と同額の、５億５，２３８万２千円で計上しております。 

 

議案第３号 令和４年度江別市学校給食会運営事務会計予算書（案）について 

 

続きまして、議案第３号「令和４年度江別市学校給食会運営事務会計予算書（案）」についてご説 

明いたします。 

 ４ページの「令和４年度江別市学校給食会運営事務会計予算書（案）」をご覧ください。 

 

上段の「収入」ですが、運営事務会計は、学校給食会職員の給与や事務処理に要する経費を、江別 

市から補助金として受けており、令和４年度は、１，６７１万８千円が予算措置されていますので、

同額を収入に計上しています。 

令和３年度と比較して、７千円の減額となっております。 

 

次に、下段の「支出」ですが、科目ごとの予算金額につきましては、記載のとおりで、合計では、 

収入金額と同額の１，６７１万８千円であります。 

 

次に、増減の大きい項目についてご説明いたします。 

 

４段目の共済費は、社会保険料の事業主負担分を支出する科目です。令和３年度から加入している 

中小企業退職金共済の、加入直後に適用される掛金への助成が終了するため、１１万９千円の増とな

っております。 

 

下から３段目の使用料及び賃借料につきましては、平成２９年度にリースを開始した印刷機の契約 

期間が終了し、再リースに移行することによる減で、１５万６千円の減となっております。 

  

以上で議案第１号から議案第３号までの説明を終わります。 

 

（中村理事長） 

事務局から、議案第１号から議案第３号までについて説明がありましたが、質問等はありませんか。 

 

（中村理事長） 

 議案第１号の２ページで、１食単価は変えないが主食費と牛乳費は上がるということですが、これ 

は大丈夫なのでしょうか。 

 

（根廻事務局長） 

 １食単価は変えず、主食費と牛乳費が上がる分は副食費で調整させていただきたいと考えておりま 

す。 

 

（早川理事） 

 ４月からいろいろなものの値段が上がるとのことです。給食費は令和２年度に改定され、江別は全 

道的にも高いほうだと思います。この状況で来年度、質を落とさないで給食を提供することはできる 

のでしょうか。 

もう一つ、江別は小麦が特産だからか、パンの回数が多いと感じます。パンは単価が高いので、い 
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ま週２．５回となっているご飯の回数を増やすことを検討してはいかがでしょうか。ご飯を弁当箱に

入れている関係で増やすことが難しいとも聞いていますが、例えば一人ずつ釜からよそう形に変える

ことはできないでしょうか。 

一時的にお金がかかるかもしれませんが、将来のことを考えたときに米飯の回数を増やすことを検

討できたら、給食費を据え置いたまま、質は下げないでやっていけるのではないかと考えます。 

 

（中村理事長） 

 事務局から回答願います。 

 

（森山事務局次長） 

 早川理事のご指摘のとおり、当市の給食費は道内でも高い方ですが、これは地場産野菜の積極的な 

活用など、さまざまな要因によるものです。 

 来年度のパンの原料費、加工賃はかなり上がることになっておりますが、主食費の設定に当たって 

は、栄養教諭が提供するパンの種類を精査し、前年度の上がり幅より圧縮した結果、副食費へのしわ 

寄せは、牛乳費の上昇と合わせても、前年度より圧縮しております。 

 

 また、主食の種類ごとの回数については、米飯を一度に全校分製造することができない制約がある 

ため、現在の形になっております。 

 米飯の提供は、当市のような弁当箱方式のほか、おひつを各学級に運び一人ずつよそう方式があり 

ますが、弁当箱方式を変えるとなると炊飯設備を全て更新し、入れ物なども新たに調達することに多 

額の経費がかかるため、十分な検討が必要となってまいります。 

 

 直近で給食費を改定した令和２年度は６年ぶりの改定でしたが、このときは給食でよく使われる食 

材の価格の動向などを材料として、改定の是非とその上昇幅などについて理事会でご審議いただきま 

した。 

 物価の上昇がこのまま続くとすれば、消費者物価指数などの指標を活用し、次回の改定の時期など 

を検討する必要が出てくる可能性があると考えております。 

 

（早川理事） 

 施設の問題など、難しいことは承知しているが、何か変えていかないとまた給食費を上げざるを得 

なくなることも考えられ、検討が必要だと感じています。 

 

（中村理事長） 

 令和４年度については議案のとおりでやっていけると考えているわけですね。 

 

（森山事務局次長） 

 そのように考えております。 

 

（中村理事長） 

 他にどうでしょうか。ご質問はありませんか。 

 

 （なし） 

 

（中村理事長） 

それでは、審議してよろしいですか。 

 議案第１号から議案第３号までを承認することとしてよろしいでしょうか。 
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≪異議なし≫ 

 

（中村理事長） 

 議案第１号から議案第３号まで承認されました。 

 議事はすべて終了しましたが、事務局からその他何かありますか。 

 

（根廻事務局長） 

 次回の理事会は、令和４年度の決算報告等について、６月に開催の予定です。時期が来ましたら別 

途ご案内いたします。 

また、年度が変わり人事異動があった場合は、後任の理事に当たる方への引継ぎ方、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） 

 それではこれで、令和３年度第３回江別市学校給食会理事会を閉会いたします。 

理事の皆様、大変お疲れさまでした。 

 

 

 

（１５：３７ 散会） 


