
   令和元年第５回教育委員会議定例会 会議録 

  

１．開 催 日 時 等  令和元年７月８日（月） 

           午前９時００分開会 午前１０時４２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 前 原 功 治 

           町民学習課長 佐 藤 寛 樹 

           学校給食センター長 富 永   匡 

           幼児センター長 酒 井 葉 子 

           学校教育課総務係長 工 藤 亜津子 

６．会議録署名委員  ２番 委 員 下 田 伸 一 

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 ニセコ町放課後子ども教室安全管理員の委嘱について 

   報告第２号 ニセコ町教育委員会特別支援講師及び臨時職員の採用について 

   報告第３号 交通違反の報告について 

   報告第４号 令和元年度教育関係施設等の整備状況について 

   報告第５号 請負契約の締結について 

   報告第６号 令和元年度ニセコ町教育費予算の補正について 

   議案第１号 ニセコ町教育委員会事務職員の懲戒処分について 

   議案第２号 ニセコ町立北海道ニセコ高等学校寄宿舎管理に関する規則の一部改 

正について 

   議案第３号 修学旅行の引率業務等に従事するニセコ町立学校職員の勤務時間の

割振り等に関する要領の一部改正について 



   協議案第１号 ニセコ町社会教育中期計画の策定について 

   その他説明・協議事項 

   町民学習課長 ・ニセコエクスプレス収蔵事業について 

学校教育課長 ・ニセコスタイルの日について 

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５回教育委員会議定例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、「２番 下田委員」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、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

日野浦委員：有島記念館第１回運営委員会の内容をお聞きしたい。 

町民学習課長：全体評価については、少数の中で質を下げないでやっているという評価を 

いただいております。その部分で、スタッフも荷重がかかっているところもあるので、 

そのあたりを施設として発信し、町としてどのようにとらえていくかの位置づけをは 

っきりした方が良いという意見もありましたし、こちらとしましても適正なスタッフ 

の配置は長年の課題なので要求していきたいと思っております。施設面では老朽化が 

進んでいるところもありますが、その中で有島記念館なくしては全ての事業が展開で 

きないので、本末転倒にならないように、有島を中心とした事業展開に留意すべきだ 

というところです。 

教育長：有島記念館も１名スタッフが減員になりまして、その中で一生懸命取り組んでい 

ると思います。順調に星座忌などの各事業でもたくさんの方々が来ておりますし、７ 

月に能登谷安紀子さんが１４日に見えられるので多くの方が来場されると見込まれ 

ておりますし、藤倉先生のはり絵教室も１５名の少人数ではありますが、参加された 

方々にははり絵を通していろんな作品づくりを楽しんでもらいたいと思います。 

教育長：その他に質疑はありませんか。 

下田委員：報告ということで、６月２９日にアンヌプリ登山を実施しました。子育てママ 

の会の代表の方を中心に、町内のアウトドア事業者と総勢６０名（お子さん３０名、

大人３０名）、役場の若い職員の方々にも出席をいただいて大変助かりました。 

子どもだけで参加されている方もいて、そこには大人がペアになっています。下は３ 

歳から上は６０歳代までの参加でした。当日は曇りでしたが、頂上に上がったら雲海 

で羊蹄山も見えて記念写真を撮って無事に戻ってきました。次回はＣＳの９月１日の 

アンヌプリ登山がありますが、それに先立って実施してまいりました。 

教育長：子どもたちの教育は学校だけでは大変な部分もありますので、いろんな方々が子 

どもたちの活動を充実させようという動きが出てきたのは良いことだと思います。無 

事に子育てママの会の登山が終了したというところです。 

教育長：その他にありませんか。 

・・・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 ニセコ町放課後子ども教室安全管理員の委嘱について」

を議題といたします。説明をお願いします。 

・・・町民学習課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、質疑を行います。質疑はありませんか。 

日野浦委員：石角先生の年齢は。 

町民学習課長：６７歳です。 

教育長：その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４ 報告第２号 ニセコ町教育委員会特別支援講師及び臨時職員の採用に 

ついて」を議題といたします。説明をお願いします。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、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 交通違反の報告について」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 令和元年度（2019年度）教育関係施設等の整備状況につ

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：「報告第４号」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。  

・・・（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 請負契約の締結について」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５号」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。 

・・・（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 令和元年度（2019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。 



・・・町民学習課長、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６号」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。 

・・・（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９ 議案第１号 ニセコ町教育委員会事務職員の懲戒処分について」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、内容説明・・・ 

教育長：「議案第１号」の提案理由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。 

・・・（質疑なしの声）・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

「議案第１号 ニセコ町教育委員会事務職員の懲戒処分について」は、提案のと 

おりとすることにご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１号」は、原案のとおり決しました。 

教育長：「日程第１０ 議案第２号 ニセコ町立北海道ニセコ高等学校寄宿舎管理に関する 

規則の一部改正について」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、内容説明・・・ 

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、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。 

「議案第２号 ニセコ町立北海道ニセコ高等学校寄宿舎管理に関する規則の一部 

改正について」は、提案のとおりとすることにご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１１ 議案第３号 修学旅行の引率業務等に従事するニセコ町立学校職員 

の勤務時間の割振り等に関する要領の一部改正について」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、内容説明・・・ 

教育長：「議案第３号」の提案理由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。 

・・・（質疑なしの声）・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

「議案第３号 修学旅行の引率業務等に従事するニセコ町立学校職員の勤務時間 

の割振り等に関する要領の一部改正について」は、提案のとおりとすることにご異



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３号」は、原案のとおり決しました。 

教育長：「日程第１１ 協議案第１号 ニセコ町社会教育中期計画の策定について」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。 

・・・町民学習課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「協議案第１号」の提案理由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。 

・・・（質疑なしの声）・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

「協議案第１号 ニセコ町社会教育中期計画の策定について」は、提案のとお 

り諮問することにご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、「協議案第１号」は、原案のとおり決しました。 

教育長：その他、説明・協議事項はありませんか。 

町民学習課長 ・ニセコエクスプレス収蔵事業について 

学校教育課長 ・ニセコスタイルの日について 

教育長：その他連絡事項等ございませんか。 

    ・・・（教育長から研修視察について、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。 

下田委員：少年の翼セミナーの選考会の状況について。 

町民学習課長：選考会を行いまして、結果５年生が定員１０名のところ１１名、６年生は

１０名のところに１４名ということで、５年生は１名６年生は４名落選というこ

とになりました。ここ数年は定数で納まっていたのですが、今回はそれぞれ落選

された方がおりました。５年生が１名落選したわけですが、６年生が１名となれ

ば考える余地も温情的にはあったかもしれませんが、ここはドライにやるしかな

い部分もあったりします。６年生になればデリケートな部分もあります。 

下田委員：ここ数年は定数で納まっていたということですが、今年の６年生から２クラス

になので定数が適正なのかというところと、各学年１０名ずつで高島市と薩摩川

内市が隔年で実施されるということですが、座席等のキャパシティーの問題で２

０名定員ですか。 

町民学習課長：実際に来られている鹿児島県薩摩川内市の人数も同じくらいなので、事業

運営上適正な人数かと思っています。少年の翼セミナーはホームステイがなくて、

こちらにも１２月末に来ますがロッヂに泊まるのでホームステイはありません。

そのような状況と、引率スタッフの問題もありまして、今回は町民学習課４名が

引率になりますが、４名でどのくらいの対応ができるかということ、サブリーダ

ーが２名行きますがそこまで負担はかけられないというところです。 

下田委員：感情の話にはなりますが、誰ひとり置き去りにしない社会の実現を目指したい

ニセコ町なので、実際に泣いていたという声を聞いたので。これまでは納まって

いたかもしれませんが、特に今年は６年生が落選していたということで、何とか



ならないのかという思いがありました。今後子どももまた増えていきますし。 

越湖委員：選考方法は。 

町民学習課長：選考はくじびきですで、今年度から作文を始めましたが、先方の方法を参

考にしました。先方は作文を書いて選考をするようですが、こちらは作文のでき

では選考をしていません。ただ、最初に参加したい理由を書いてもらって、動機

づけの一つとして目的意識を持ってもらおうということなので、作文のできでは

選考していません。今回は心苦しい部分もあったのですが、運営面やスタッフの

関係などの事情で決定しました。 

教育長：内部検討としては、６年生は最後のチャンスなのでできれば全員と 

いう考えもなかったわけではないのですが、当初定員をうたって募集をしている関

係で、担当としても抽選という苦渋の決断をしたところです。傾向としては翼セミ

ナーに集中する傾向があります。洋上セミナーはホームステイの受入もあるので、

人数が満たない状況です。こちらとしては、別な土地を経験したり子どもたちと交

流してくるということを考えれば、両方まんべんなくというふうに考えているとこ

ろですが、飛行機や新幹線に乗るということもあって翼セミナーの方が人気がある

ようです。何より、ホームステイの受け入れがないので、逆に家庭でホームステイ

を躊躇する傾向が出てきたということです。それは高島市の方でもあるということ

です。 

町民学習課長：ホームステイを受けることを前提に参加してくださいということで案内し

ていますが、翼セミナーが人気があって、人数を増やしてもホームステイを受け

入れる感覚がなければ、結果的には行かせるばかりになるという事務的な悩みも

あるので、そのあたりのホームステイの受入関係で共同で受け入れるとか、コミ

センを借りてみんなでやるとか違った方法も考えなければいけないと思いますが、

現状はそのような状況です。 

教育長：下田委員がおっしゃるように、今後も人数が増えることやいろんな 

考え方もありますので、今後も募集の在り方を含めて検討してまいりたいと思いま

す。 

教育長：その他に質疑はありませんか。 

・・・（質疑なしの声）・・・ 

教育長：ないようですので、以上で、第５回教育委員会議定例会を終了いたします。 

ご苦労様でした。 


