
平成３０年第１１回教育委員会議臨時会 会議録 

  

１．開 催 日 時 等  平成３０年１２月２１日（金） 

           午前９時００分開会 午後３時３１分閉会 

２．開 催 場 所  ニセコ町総合体育館会議室 

３．出 席 委 員 等  教  育  長 菊 地   博 

           １番 委 員 日野浦 あき子 

           ２番 委 員 下 田 伸 一 

           ３番 委 員 越 湖 明 美 

           ４番 委 員 萬 谷 政 博 

４．欠 席 委 員  なし 

５．事務局出席者   学校教育課長 加 藤 紀 孝 

           町民学習課長 佐 藤 寛 樹 

           学校給食センター長 高 田 生 二 

           幼児センター長 酒 井 葉 子 

           学校教育課総務係長 亀 山 友 紀 

６．会議録署名委員  １番 委 員 日野浦 あき子 

７．議     件 

   会議録署名委員の指名について 

   教育長の報告 

   報告第１号 ニセコ町教育委員会臨時職員の採用について 

   報告第２号 平成３０年度ニセコ町教育費予算の補正について 

   報告第３号 請負契約の変更について 

   報告第４号 平成３１年度当初教職員等人事異動希望状況について 

   報告第５号 平成３１年度学校給食費の答申について 

   報告第６号 区域外就学の承諾について 

   報告第７号 平成３１年度における小中学校への就学支援について 

   議案第１号 平成３０年度ニセコ町特別支援教育就学奨励費の支給対象者の決定

について 

   議案第２号 平成３１年度ニセコ町教育費予算（案）について 

 ※ 報告第７号及び議案第１号は秘密会の議事として議決し非公開。 



８．議 事 の 概 要    

教育長：定刻となりましたので、ただ今から第１１回教育委員会議臨時会を開催いたしま

す。 

本日の議事日程は、予めお配りした議事日程表のとおりです。 

「日程第１、会議録署名委員の指名」を行います。 

会議規則第１２条第５項の規定により、「１番 日野浦委員」を指名いたします。 

次に「日程第２ 教育長の報告」について、私から説明いたします。 

・・・教育長から教育長の報告について説明・・・ 

教育長：教育長の報告の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。 

越湖委員：中学校での岩崎先生のペップトークを聞かせていただきました。小学生には少

し難しいかと思いましたが、是非高校生にも聞いていただきたい。時間等合えば

一般の方にも聞いていただきたいと思いました。 

教育長：他に質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第３ 報告第１号 ニセコ町教育委員会臨時職員の採用について」を議題と

いたします。説明をお願いします。 

・・・幼児センター長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第１号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第４ 報告第２号 平成３０年度ニセコ町教育費予算の補正について」を議

題といたします。説明をお願いします。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、各管理職が内容説明・・・ 

教育長：「報告第２号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第５ 報告第３号 請負契約の変更について」を議題といたします。説明を



お願いします。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第３号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第６ 報告第４号 平成３１年度当初教職員等人事異動希望状 

況について」を議題といたします。説明をお願いします。  

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明、教育長から補足説明・・・ 

教育長：「報告第４号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第７ 報告第５号 平成３１年度学校給食費の答申について」を議題といた

します。説明をお願いします。 

・・・給食センター長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第５号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第８ 報告第６号 区域外就学の承諾について」を議題といたします。 

説明をお願いします。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第６号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・・質疑なしの声・・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

日野浦委員：「報告第７号 平成３１年度における小中学校への就学支援について」及び「議

案第１号 平成３０年度特別支援教育就学奨励費支給対象者の決定について」

は、個人情報の取扱にかかわることであることから、今回の教育委員会議での

議事を「秘密会」とすることを発議いたします。 



教育長： ただいま日野浦委員から発議のあった件について、討論を行います。反対、また

は賛成の討論はありますか。 

（討論なしの声） 

教育長：それでは採決いたします。 

「報告第７号」及び「議案第１号」を「秘密会」とすることにご異議ありませんか。 

            （異議なしの声） 

教育長：異議なしと認めます。よって、会議規則第６条の規定により、「報告第７号」及び

「議案第１号」は、「秘密会」とすることに決しました。 

・・・・秘密会審議・・・・ 

教育長：これで「秘密会」の議事は終わりましたので、これより議事は公開とします。 

教育長：それでは、「日程第１１ 議案第２号 平成３１年度ニセコ町教育費予算（案）に

ついて」を議題といたします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

・・学校教育課長が議案を読み上げ、担当課係長等が内容説明・・ 

①町民学習課スポーツ係 

教育長：ＳＢＢ認定講習会参加旅費がありますが、ＳＢＢとは。 

スポーツ係長：スキー・ビィンディング・ブーツのことで、レンタルスキーの調整等のた

めの講習があります。町民学習課では３名が資格者で２年ごとに更新があり

ます。 

下田委員：スキーシーズン券の購入者は増えていますか。 

スポーツ係長：年々増えています。今年度は購入率５０％を目指したいと思っています。 

下田委員：１日券の利用率はどの位ですか。 

スポーツ係長：だいたい３０％位です。 

下田委員：町内の３スキー場に協力いただいていますが、倶知安町のスキー場はどうです 

か。 

スポーツ係長：倶知安町ではヒラフが安く買えるようです。 

下田委員：東急で実施しているスキースクールの受講者は、ニセコの子が多いようです。

山も繋がっているので何とかならないものかと思いました。 

下田委員：子ども体験活動として新規事業を予定しているようですが、講師等ある程度当

てがあったり、ＣＳも絡んだりしているのですか。 

スポーツ係：ある程度です。事業実施にあたっては、スポーツ推進委員や地域の方、教育



委員さんのご協力をいただきながらになると思います。倶知安町で実施している

ので、参考にしながら実施したいと考えています。 

教育長：ＣＳ事業というよりは町民学習課の事業で、学校の学びとは別の場で、子ども達

の能力を育てることを目的としたものです。 

下田委員：移動式のバスケットゴールを購入したいとのことでしたが、高校や中学校の体

育館の一般開放での活用でなんとかならないものでしょうか。 

スポーツ係長：学校開放を利用できれば可能だと思います。現在木曜・土曜だけの利用な 

ので振替えることはできると思います。 

高校の一般開放については学校教育課が担当となっていて、協議していない状況 

です。利用団体もどのように考えるか調整も必要になります。 

②町民学習課有島記念館係 

越湖委員：郷土資料は何処に保管予定ですか。また、維持費はどの位見込んでいますか。 

有島記念館係長：保管場所は建物裏手を想定しています。 

       維持費含めて、クラウドファンディングの活用を考えていますが車庫等あ

れば良いと思っています。 

       集まり方によって部分的なものになるか、１両持ってくるかになるかと思

います。 

下田委員：記念館のＤＶＤの視聴場所は若干狭いと思いますが、お客さんから何か反応等

はありますか。 

有島記念館係長：特にご意見はいただいていません。 

下田委員：外のトイレは川側からアクセスできるのですか。 

有島記念館係長：危険が伴うため、開けておりません。 

日野浦委員：２３年が経過した展示室の空調設備について、何とかしていただきたいと思 

います。 

教育長：基本設計や基本構想等まとまりしだい皆さんにお示ししたいと思っています。 

有 島 記 念 館 係 長：改修して、何年耐用年数が伸びるのか、エネルギー効率等を含め検討し

ているところです。 

③町民学習課町民学習係 

日野浦委員：放課後子ども教室の保険代について、現在は任意で掛けているとのことでし

たが、値段と掛けている人数を教えてください。 

町民学習係長：１３人が掛けていて、５００円ほどです。 



日野浦委員：今まで掛けていて、傷害保険を使った子はいましたか。 

町民学習係長：いないと思います。 

日野浦委員：全員加入がよいと思います。 

町民学習係長：今回全員加入できるよう予算計上しております。 

越湖委員：今後バスを利用して町内活動等予定していて、行動範囲も広がるので、そうい

った保険対応があればありがたいです。 

保険は一律になりますか。 

町民学習係長：登録者数は４０数名ですが、１日平均２０名ほど利用しているので、利用

人数平均で計算したものです。 

教育長：個人ではなく、その日の参加者全員が対象ということになります。 

越湖委員：成人式の琴演奏への謝礼は何名分ですか。着付け分等も入っているのですか。 

町民学習係長：琴の会の方４名想定で、着付け分は入っておりません。 

④学校教育課総務係        特段なし 

⑤学校教育課学校教育係 

下田委員：タブレットの購入について、中学校は先生用、ニセコ小学校は児童用となって 

いますが。 

学校教育係長：学校からの要望台数を計上しています。 

     ２０２０年からプログラミング教育が始まることもあり、他町村でも導入が進 

    んでいるので、学校のカリキュラム編成等実態に応じて整備を進めたいと思って 

    います。 

下田委員：近藤小と中学校のタブレットの活用はどうなっていますか。 

学校教育係長：学校毎に設定を変更する必要があって、運用的にはなかなか厳しい状況で 

すが、２台・６台で活用しているところです。 

下田委員：近藤小学校体育館の改修工事について、地域の方々とのやりとりは行う予定で 

すか。 

学校教育係長：既存の老朽化した部分で、機能が減っている部分を同じ機能で復旧すると 

いう工事で、学校と調整を行っています。 

教育長：校長とは、基本的に現在のＰＴＡとの意見交換を重視したいと考えて進めている 

ところです。 

越湖委員：副読本『私たちのニセコ』は、変更した部分だけ小冊子で配布するのではなく、 

写真や記載等大きく変更するということですか。 



学校教育係長：だいたい４年ごとに、前回平成２７年度分も平成２３年度に改訂していま 

すが、基本的な町の流れの歴史の部分はそのままで、航空写真や町並み・風景等時 

点修正など行います。検討する際は、先生達との意見交換等も行います。 

越湖委員：流れとして、各学校に保管しているものですか。 

学校教育係長：教科書と同じ形で、委員会から発注して新３年生に配布しています。 

越湖委員：高学年の子はそのまま使用するということになりますか。 

学校教育係長：３・４年生の単元で２年間使用しています。 

教育長：３・４年生で「私達の町を知る」というような単元があって、教科書は一般的な 

ものを使い、副読本として作成しています。ある程度の部数作成して、また使用 

することになります。 

学校教育課長：今回は全面改訂ではなく、一部改訂になります。 

前回も図や地図等最新の写真等入れて改訂しており、最低限の改訂を行うことにな 

っています。 

日野浦委員：デマンドバスやスクールバスの状況については、何も問題ありませんか。 

学校教育係長：スクールバス利用者も増えており、７時２０分始発で８時から８時５分に 

は学校に到着できるよう路線組みがかなり難しくなっています。登校便は５路線    

ですが、６便走らせたりして、既存台数で効率よく対応できるよう苦慮している 

ところです。 

日野浦委員：生徒数も増えているので、路線を組むのも大変だと思います。 

学校教育係長：同じ路線でも曽我地区の児童生徒が増えていたり等、路線ごとの融通・工 

夫も必要だと考えています。 

⑥学校教育課高校教育係 

越湖委員：ラベンダーのアロマオイルについて、前年度ラベンダーがあまり良い出来でな 

くてもオイルの抽出はできるのですか。 

高校教育係長：エアハウスで栽培出来るので大丈夫と思います。 

越湖委員：抽出については、一度教えていただいたとのことでしたが、一回教えてもらっ 

ただけで、試験的に色々できるのですか。 

高校教育係長：調合の結果、３種類に限定して作っていて、生徒に任せても大丈夫です。 

教育長：学校の授業時間で行うことになりますか。 

高校教育係長：農業コースの授業や課外授業での作成になります。 

下田委員：先生達からＩＣＴ等の要求はないですか。 



高校教育係長：パソコンのスペックが古いので、それだけは変えて欲しいと要望がありま 

す。 

⑦学校給食センター 

下田委員：人手不足は何とかならないでしょうか。 

学校給食センター長：何処でも困っています。ヒラフ地区でも人を確保するために様々な手を 

打っていて、太刀打ちできない状況。賃金だけの問題でもないと思っているので、 

外部委託等視野に入れてもいい時期にあるかもしれません。 

下田委員：現状何名足りないのですか。 

学校給食センター長：２名足りません。ある程度の経験も必要になります。 

萬谷委員：人手が見つからないのはしょうがないと思うので、機械化を図るなど業務の軽 

減も必要だと考えます。 

学校給食センター長：スペースが手狭なので、置き場所の確保が必要です。倶知安町の給食セ 

ンターでは、米研ぎ器等の機器があります。 

⑧幼児センター 

越湖委員：ままごと用の冷蔵庫が高額だと思いました。 

幼児センター長：木で作られているものなのでどうしても高額になってしまいます。 

下田委員：テラスの改修工事は、普通の木材を考えていますか。 

事務係：増築棟と同じプラスチックの土台の上にチップを乗せたものを考えています。 

越湖委員：除雪機はガソリン代やメンテナンス代もかかると思いますが。 

事務係：説明は略しましたが、ガソリン代は計上しています。メンテナンス代も都度計上 

したいと思っています。 

教育長：「議案第２号」の提案理由の説明が終わりました。 

それではこれまでの説明を通した総括質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

・・・・質疑なしの声・・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１１ 議案第２号 平成３１年度ニセコ町教育費予算（案）について」は、

提案のとおりとすることに異議ございませんか。 

・・・・異議なしの声・・・・ 

教育長：異議なしと認め、「議案第２号」は、原案のとおり決しました。 

教育長：日程第１２その他、説明・協議事項についてです。 



何かございますか。 

・・・特になし・・・ 

教育長：その他連絡事項等ございませんか。 

・・・学校教育課長等から今後の日程の説明・・・ 

教育長：この際ですので、各委員から何かございませんか。 

・・・なしの声・・・ 

教育長：以上で、第１１回教育委員会議臨時会を終了いたします。ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 


