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新しい給食センターの建物が平成21年3月に完成しました。今年度は、8月下旬の運用開始に向けて
建物周辺の整備を行います。また、旧給食センターは、新給食センター運用開始後に解体工事を行いま
す。8月下旬からは、新しい給食センターでより「安全」「安心」な給食を提供します。

開園から3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
外構工事 1,000万円
旧施設解体工事 368万円

学校給食センター施設整備事業 1,368万円
（担当：学校給食センター）

幼児センター「きらっと」の運営 4,333万円
（担当：幼児センター事務係）

新給食センター内の給食調理室

幼児センター「観劇」

財　源　
ニセコ町の負担額 1,368万円
（うち借金［町債］ 450万円）

財　源　
保育料 1,998万円
国・道の補助金 498万円
後志管内他町村（広域保育負担金） 98万円
その他負担金 79万円
ニセコ町の負担額 1,660万円

主な経費
臨時職員給与などの人件費 2,579万円
施設の運営経費 911万円
給食材料費 800万円
その他の経費（負担金など） 43万円
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主な経費
小学校関係費 146万円
中学校関係費 121万円

主な経費
特別支援教育支援員賃金
ニセコ小学校1人 185万円
ニセコ中学校1人 185万円

特別支援教育の推進 370万円 教材・教育備品などの購入 267万円

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1人ずつ配置します。

（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、各学校で使用する机やいす
なども購入します。

（担当：学校教育課学校教育係）

主な経費
外国語指導助手報酬 372万円
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
その他事務費（旅費など） 115万円主な経費

スクールバス運行業務委託料 3,390万円
事務費ほか 4万円

スクールバス運行事業 3,394万円 外国語指導助手の配置 497万円

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。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や、社会教
育と連携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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部活動などへの補助 192万円 学校施設環境整備事業 917万円

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）

老朽化した学校施設の営繕や環境整備を行い
ます。本年度は、各小学校遊具の改善、整備を
行うほか、中学校に避難用設備を設置して更な
る安全対策を図ります。
また、老朽化が進む二セコ小学校校舎の改修

に向けた基本設計の調査を実施します。

（担当：学校教育課学校教育係）

主な経費
ニセコ小学校改修調査 714万円
各小学校施設整備 154万円
中学校施設整備 49万円

児童生徒健康診断 139万円 就学援助 275万円

児童生徒の健康を保ち増進させるため、学校
保健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。その他はそれぞれ定めています

（担当：学校教育課学校教育係）

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。

（担当：学校教育課学校教育係）

主な経費
小学生（対象予定児童数20人） 166万円
中学生（対象予定生徒数 9人） 109万円

主な経費
部活動運営費 50万円
各種大会出場経費 84万円
各種大会バス借上料 58万円

※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

主な経費
報酬・謝礼 81万円
検診手数料 30万円
事務用品 28万円

財　源　
国の負担額 16万円
ニセコ町の負担額 123万円
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給食調理機器などの修繕 126万円 学校給食用材料購入 2,831万円

7月まで使用する現在の給食センターの調理機
器・施設設備などの修理や給食運搬車の修理、
新給食センターへ移設する調理機器の改造修理
を行います。

(担当：学校給食センター)

町内の小学校から高等学校までの児童・生
徒・先生538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99,627食分の給食が作られます。

(担当：学校給食センター)

主な経費
食材購入費 2,831万円

高等学校教育振興事業補助 211万円 農業・観光研修生派遣費補助 65万円

ニセコ高校生が行う現場実習や資格取得のほ
か、農業クラブや体育系の各種部活動、全道大
会出場などに必要な経費の一部を補助します。

（担当：学校教育課高校事務係）

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、ニセコ高校生が国内外の農
業・観光産業先進地を視察する研修費（交通
費・宿泊費など）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 44万円
（補助率2分の1）
部活動への補助 11万円
各種大会への参加費 145万円
（交通費全額、宿泊費上限5,000円）

主な経費
国内研修 20万円（1人上限10万円）
海外研修 45万円（1人上限45万円）

主な経費
調理機器等・給食運搬車の修繕費 18万円
移設調理機器改造修繕費 108万円

※ニセコ町の負担16万円は新センターの試験調
理に使用する材料費です

財　源　
給食費 2,815万円
ニセコ町の負担額 16万円

7月まで使用する現給食センター

昨年サミットが開催された洞爺湖町のウインザーホテルでも
研修を受けています
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主な経費
屋外ホームタンク設置工事（2基） 19万円

学校給食配送など管理業務の委託 257万円 教職員の研修と福利厚生145万円

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)

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)

主な経費
研究活動費 30万円
研修センターへの負担金 50万円
教職員健康診断経費 65万円

主な経費
学校給食配送等委託料 193万円
電気工作物保安管理委託料 34万円
夜間警備保安管理委託料 30万円

主な経費
屋根ふき替え工事費 235万円
（富士見1号、2号）
教職員住宅の修繕 95万円
除雪作業の手数料 1万円
火災保険料 8万円
公立学校共済住宅事業災害分担金 1万円
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教職員住宅の維持管理 340万円 教職員住宅屋外ホームタンク設置 19万円

現在、町では29戸の教職員住宅を保有してい
ます。これらの住宅を適正に管理し、住環境の
維持を図ります。また今年度は、屋根などが腐
食している教員住宅、1棟2戸の屋根ふき替え工
事も実施します。

(担当：学校教育課総務係)

屋外ホームタンク未設置の教職員住宅2棟に、
ホームタンクを設置します。

(担当：学校教育課総務係)

給食配送車両
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主な経費
償還金 206万円

主な経費
ニセコ小学校教頭住宅 1,638万円
ニセコ高等学校教頭住宅 1,638万円

教職員住宅建設工事 3,276万円 教職員住宅建設費の償還（借金の返済） 206万円

築40年以上経過しているニセコ小学校教頭用
住宅とニセコ高等学校教頭用住宅の改築工事を
行います。

(担当：学校教育課総務係)

公立学校共済組合融資事業で建設したニセコ
高等学校校長住宅（平成11年度建設）の譲渡代
金（借金）を返済します。償還は今年度で完了
します。

(担当：学校教育課総務係)

今年の児童生徒数は

平成21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

H21

H20

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

217 18 4 123 107

232 20 3 115 107

－15 －2 1 8 ±0

短 時 間

長 時 間

合 計

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

― ― ― 15 15 15 45

4 12 11 16 10 27 80

4 12 11 31 25 42 125

財　源　
国からの交付金 773万円
（ニセコ小学校教頭住宅）
ニセコ町の負担額 2,503万円

幼児センター
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