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開園から4年目を迎える幼児センター「きらっと」は、幼稚園と保育所、子育て支援センターの機能
を相互に連携協力し、乳幼児が健康に安全で情緒の安定した生活ができるよう教育・保育環境の充実に
努めます。また、乳幼児の成長に応じた養護と教育、保護者同士の共通理解、小学校との連携、特別支
援が必要な乳幼児への支援の充実を進めます。

主な経費
臨時職員給与などの人件費 2,636万円
施設の運営経費 972万円
給食材料費 774万円
その他の経費（負担金など） 19万円

主な経費
スクールバス運行業務委託料 3,446万円
事務費ほか 4万円

主な経費
外国語指導助手報酬 385万円
外国青年海外旅行傷害保険料 3万円
外国青年招致事業特別会員会費等 7万円
その他共済費・旅費・需用費など 111万円

幼児センター「きらっと」の運営 4,401万円
（担当：幼児センター事務係）

財　源　
保育料 2,861万円
国・道の補助金 498万円
その他負担金 79万円
ニセコ町の負担額 963万円

スクールバス運行事業 3,450万円 外国語指導助手の配置 506万円

町内循環バス「ふれあいシャトル」は、スク
ールバスの代わりとして子どもたちの登下校に
も利用しています。そこで町では、ふれあいシ
ャトルを使って登下校する児童生徒の乗車費用
として、運行事業者のニセコバスに運行経費の
一部を支払っています。
なお、ふれあいシャトルの全体運行経費につ

いては、56ページをご覧ください。

（担当：学校教育課学校教育係）

ニセコ高校の教育目標『国際理解教育』実現
のため、外国語指導助手を配置します。また、
小・中学校の児童生徒への英語指導と、社会教
育と連携した事業として行う英会話教室を通し
て、地域での国際交流活動を進めます。

（担当：学校教育課高校事務係）
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財　源　
国からの補助金 128万円
ニセコ町の負担額 330万円

財　源　
国の負担額 16万円
ニセコ町の負担 105万円
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主な経費
小学校施設整備 11万円
中学校施設整備 19万円

主な経費
各種大会出場経費 184万円
各種大会バス借上料 51万円
部活動運営費 50万円
各種大会運営費補助 2万円

主な経費
報酬・謝礼 84万円
検診手数料 35万円
事務用品 2万円

児童生徒健康診断 121万円 学校施設環境整備事業 30万円

児童生徒の健康を保ち増進させるため、学校
保健安全法に基づいた検診や検査を行います。
■検診：内科、歯科、耳鼻咽喉科、眼科、心臓
■検査：結核、尿、ぎょう虫卵
■対象：小・中学生
※内科、歯科検診、尿検査は毎年全員が受けま
す。そのほかはそれぞれ定めています

※耳鼻科、眼科の医師派遣事業と心臓検診事業
に対して国の補助金があります

（担当：学校教育課学校教育係）

老朽化した学校施設の修繕や環境整備を行い
ます。本年度は、近藤小学校の体育館と中学校
の教室に網戸を取り付けます。

（担当：学校教育課学校教育係）

部活動などへの補助 287万円

中学校での部活動費や各種大会出場経費の一
部を補助します。

（担当：学校教育課学校教育係）

主な経費
小学校関係費 343万円
（うち理科備品 162万円）
中学校関係費 115万円
（うち理科備品 97万円）

主な経費
特別支援教育支援員賃金
ニセコ小学校2人 486万円
ニセコ中学校1人 243万円

特別支援教育の推進 729万円 教材・教育備品などの購入 458万円

特別支援学級の児童生徒を除く、ＬＤ（学習
障害）やＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、身体
などに障がいを持つ児童生徒が日常生活や学習
活動を行うため、そのサポートをする「特別支
援教育支援員」をニセコ小学校とニセコ中学校
に計3人配置します。

（担当：学校教育課学校教育係）

小・中学校で必要な図書や教材などの備品を
購入します。また、ニセコ小学校の大規模改修
に伴い、教職員用のいすや掃除器具の保管用ロ
ッカーを購入します。
そのほか、新学習指導要領対応の理科教育教

材として各小中学校へ新たに備品を購入します。

（担当：学校教育課学校教育係）



Ⅰ

人
づ
く
り
・
教
育
・
文
化

Ⅰ人づくり・教育・文化
１　幼児教育、小・中・高校教育

17

農業・観光研修生派遣費補助 20万円 給食調理機器などの購入 451万円

農業後継者・観光産業従事者の養成を図るた
め、幅広い知識と技能を習得し視野を深めるこ
とを目的として、ニセコ高校の生徒が参加する
国内の農業・観光産業先進地研修費（交通費・
宿泊費・保険料など）を補助します。

(担当：学校教育課高校事務係)

古くなった食器の入れ替えや不足している調
理機器などを購入します。

（担当：学校給食センター）

主な経費
調理機器類の購入　 243万円
食器の購入 208万円

就学援助 800万円 高等学校教育振興事業補助　203万円

教育の機会均等を図るため、経済的理由によ
り就学が困難な小・中学生の保護者に対して、
学用品や給食費などを援助します。
また、普段町内の学校に通っている軽度の障

がいを持つ児童生徒が、必要に応じて特別支援
教室へ通うときの交通費の援助を行います。

（担当：学校教育課学校教育係）

ニセコ高校生が行う現場実習や資格取得、農
業クラブや体育系の各種部活動、全道大会出場
などに係る経費の一部を補助します。

（担当：学校教育課高校事務係）

主な経費
現場実習費（委託費） 11万円
資格の取得費　 57万円
（補助率2分の1）
部活動への補助 8万円
各種大会への参加費 127万円
（交通費全額、宿泊費上限8,000円）

主な経費
国内研修　20万円（1人上限10万円）

主な経費
小学生（対象予定児童数33人） 351万円
中学生（対象予定生徒数24人） 424万円
通級教育交通費扶助 25万円

給食調理機器などの修繕 19万円

調理機器の部品交換などの修理や給食配送車
の修繕を行います。

(担当：学校給食センター)

主な経費
調理機器等・給食運搬車の修繕費 19万円
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教職員の研修と福利厚生 153万円 教職員住宅の維持管理　 692万円

教職員個々の能力を向上させるため、教職員
が参加する研修に対する補助や、教育研究団体
の活動に対して補助します。また、教職員の健
康診断も実施します。

(担当：学校教育課学校教育係)

現在、町では30戸の教職員住宅を管理してい
ます。今後も適正に管理し、住環境の維持を図
ります。
また、長年の使用により屋根などが腐食して

いる教員住宅（本通39号、40号住宅）1棟2戸
の屋根ふき替え工事を行います。

(担当：学校教育課総務係)

主な経費
教職員住宅の修繕 268万円
屋根修繕工事等 410万円
除雪作業手数料 7万円
火災保険料 7万円

学校給食用材料購入 2,961万円 学校給食配送など管理業務の委託 345万円

町内の小学校から高校までの児童・生徒・先
生551人分の給食の材料費です。給食センター
では、地元食材を活用しながら1年間に
104,143食分の給食が作られます。
今年度は保護者負担軽減のため、前年度より

も食材費が値上がりした分を町が負担します。

(担当：学校給食センター)

各学校への給食の配送や給食センターのボイ
ラー管理、電気の保安管理や夜間機械警備など
の業務を民間業者に委託します。

(担当：学校給食センター)

主な経費
食材購入費 2,961万円

主な経費
学校給食配送等委託料 223万円
電気工作物保安管理委託料 30万円
夜間警備保安管理委託料 30万円
施設内清掃委託料 45万円
その他委託料 17万円

主な経費
研究活動費 30万円
研修センターへの負担金 51万円
教職員健康診断経費 72万円

財　源　
給食費 2,871万円
ニセコ町の負担額 90万円

昨年完成した給食センター
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主な経費
解体工事費
・高校教頭住宅 147万円
・近藤小学校校長、教頭住宅 314万円主な経費

建設工事費
・中学校教頭住宅 1,738万円
・高校教頭住宅 1,738万円
・近藤小学校校長住宅 1,738万円
・近藤小学校教頭住宅 1,738万円
車庫・物置設置費 486万円
宅地外構・地盤改良工事 663万円
その他建設経費 104万円

教職員住宅建設工事 8,205万円 教職員住宅解体工事 461万円

築30年以上が経過している中学校教頭住宅、
高校教頭住宅、近藤小学校校長及び教頭住宅の
新築工事を行います。なお、中学校・高校教頭
用住宅は、宅地の地盤改良工事と外構工事を実
施します。

(担当：学校教育課総務係)

老朽化した高校教頭住宅、近藤小学校校長・
教頭住宅3棟を解体します。

(担当：学校教育課総務係)
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今年の児童生徒数は

平成22年4月1日現在の各学校の児童生徒数（昆布小学校はニセコ町内の児童数のみ）と幼児セ
ンターの園児数は次のとおりです。

学校名

H22

H21

増　減

ニセコ小学校 近藤小学校 昆布小学校 ニセコ中学校 ニセコ高等学校

213 19 2 127 105

218 20 4 123 107

－5 －1 －2 ＋4 －2

短 時 間

長 時 間

合 計

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

― ― ― 16 13 14 43

2 11 16 14 18 10 71

2 11 16 30 31 24 114

財　源　
国からの交付金 2,402万円
ニセコ町の負担額 5,803万円

幼児センター
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