
令和２年第１０回教育委員会議臨時会 会議録 

  

１．開 催 日 時 等  令和２年１２月２４日（木） 

           午前９時００分開会 午後３時１５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 片 岡 辰 三 

           １番 委 員 下 田 伸 一 

           ２番 委 員 越 湖 明 美 

           ３番 委 員 萬 谷 政 博  

           ４番 委 員 大 橋 理 絵           

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 

           （各課担当係長（有島記念館係長欠席）） 

６．会議録署名委員  １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  ニセコ町会計年度任用職員の任用について 

  報告第２号  交通違反の報告について 

報告第３号  令和２年度（2020年度）ニセコ町教育費予算の補正について 

  報告第４号  令和３年度（2021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  令和３年度（2021年度）学校給食費の答申について 

  報告第６号  令和３年度（2021年度）における小中学校への就学支援について 

  報告第７号  区域外就学の承諾について 

  報告第８号  区域外就学に対する承諾について（第９条第 1項関係） 

  議案第１号  令和２年度（2020年度）要保護及び準要保護児童生徒の認定につい 

て（次年度新就学児童生徒の対象者の認定） 



  議案第２号  教育関係施設等の整備状況について 

  議案第３号  令和３年度（2021年度）ニセコ町教育費予算（案）について 

※報告第６号から報告第８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１０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 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３ 報告第１号 ニセコ町会計年度任用職員の任用について」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 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 令和２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 令和３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：「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。 

下田委員：希望者の人数が多いような印象を受けますが、状況を教えていただきたい。 

教育長：実際に希望があっても基準年数に達していない場合もありますので、そのまま異 

動になるかどうかはわかりません。基本的には基準年数等総合的に判断するとい 

うことで、あくまでも希望ということになります。 

下田委員：何か不安要素等の事情があったということではないですか。 

教育長：そのようなことではないと思います。病休や居住地の関係で異動希望を出されて 

いる方もいます。 

下田委員：特に職場環境に問題があるとかではないですか。 

教育長：それはないと思います。 

教育長：ほか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７ 報告第５号 令和３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。 

下田委員：以前、給食無償化についてのお話がありましたが、現在の状況を教えていただ 

きたい。 

学校給食センター長：今年度は２分の１ということで、来年度については今後のコロナの 

補助金の関係もありますが、来年度も引き続き同じような状況であれば、今年と 

同じような状況になる可能性はあります。まだ具体的な話はしていませんが、今 

後、予算のヒアリングの際にもその話も出てくるとは思います。今のところは今 

年度と同様にするという決定は全くありません。状況が変わらなければ同じよう 

な状況になる可能性はあるというところです。 

教育長：ほか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８ 報告第６号 令和３年度における小中学校への就学支援について」、 

「日程第９ 報告第７号 区域外就学の承諾について」、「日程第１０ 報告第８号  

区域外就学に対する承諾について」、「日程第１１ 議案第１号 令和２年度要保 

護及び準要保護児童生徒の認定について」の４件は、個人情報の取扱にかかわる 

内容であることから、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。 



本件について、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）・・・ 

それでは採決いたします。 

「日程第８ 報告第６号 令和３年度における小中学校への就学支援について」、 

「日程第９ 報告第７号 区域外就学の承諾について」、「日程第１０ 報告第８ 

号 区域外就学に対する承諾について」、「日程第１１ 議案第１号 令和２年度 

要保護及び準要保護児童生徒の認定について」の４件は、「秘密会」とすることに 

ご異議ありませんか。 

・・・（異議なしの声）・・・ 

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６号」か

ら「議案第１号」までの議事は、「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：「日程第１２ 議案第２号 教育関係施設等の整備について」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：「議案第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。 

下田委員：国のコロナ対策の予算で、遊戯室前のボルダリングウォールに８００万円とい 

うことですが、既存の物の利用率はどのくらいですか。 

町民学習課長：既存の物は高さが１ｍ８０㎝くらいなので、小さいお子さんでもすぐに上 

に到達してしまいます。今回はホールドを付けて大人も有効利用するとか、付け 

る用具を変える等考えています。クライミングウォールを本格的にやるのであれ 

ば、安全ベルトをつけるくらいの高さでなければ難しいですが、スポーツ関係者 

の情報を得た中で一定の高さということです。 

下田委員：もう少し町民や利用する方たちの声を聞いて進められたらと思いました。イメ 

ージでは、補助金でクライミングウォールやボルダリングウォールが良く出てき 

ますが、中央の１３号倉庫にも移動式の物があって、なかなか利用されるイメー 

ジが薄いという懸念があります。 

町民学習課長：中央倉庫群にあることは私も承知していまして、そこが活用されていない 

ということもあります。体育館では最初、遊戯室の遊具を更新しようという発想 

でしたが、本来はスポーツ施設なので、体育館の限られたスペースで運動をして 

いただくということになりました。 

下田委員：設置して喜ばれて物凄く使っていただければ一番良いですが、一度つけるとな 

かなか撤去ということにはならないと思います。別の話になりますが、町民セン 

ターで子どもたちがゲームをするのが流行っているので、子どもたちが体を動か 



せて、居場所にもなるようなことにうまく利用できればと思います。個人的には 

いかがなものかという意見です。 

大橋委員：全部実現した場合は総額いくらですか。 

町民学習課長：１２，６１２千円です。 

大橋委員：８００万円あるなら、もっと他のこともあると思います。 

下田委員：使い道が決められた補助金ですか。 

町民学習課長：流れに沿ったものであれば大丈夫です。内部や町長とも協議をして、今の 

施設を有効に使うということになっています。 

下田委員：今日開かれる委員会のメンバーは誰ですか。 

町民学習課長：副町長が委員長で、他は建設課長、総務課長で、そこで承認を受けた中で 

指名業者を選定するという会議です。 

大橋委員：マニアックな遊具だと思っていまして、最初は珍しいので遊ぶイメージはあり 

ますが、結局みなさんが長く使うということでいえば、慣れ親しんだ遊びやすい 

物の方が愛されると思います。 

町民学習課長：ご指摘のとおり事業者を選定する中で、長年同じ仕様ということではいけ 

ませんので、ホールドの位置を変えるところで変化をつけていこうとは考えてい 

ます。 

教育長：私も当初、未就学の子どもを対象にということで話を聞いていました。ですから、 

バランスボール等の子どもたちの遊ぶ物ということでしたが、この施設が体育館 

ということもあって、多少スポーツ的なことであることや、今はコロナで子ども 

たちの行き場がないということもあって、少し上の子どもたちも利用できる物と 

してスラックライン等もあわせて、一般の大人の方も使える物ということで、予 

算を有効に使って改善できるところは改善したいということです。ボルダリング 

につきましては、予算も張りますが、そこを活用して子どもたちのためになれば 

ということもあって、スポーツの専門家とも相談したうえで選定してきた経緯が 

ありました。確かに割高ということもあると思いますが、幅広い年齢層が活用で 

きるように施設を改修するということです。お母さんたちからも、今の状況では 

使いにくいので改善してほしいということもあったと聞いています。 

下田委員：スラックラインは良いと思います。他に、トランポリンやパンプトラック、ス 

ケートのランプが欲しいということは、体を動かせる場所としてあれば良いとい 

う話として事業者的にも聞きます。 

町民学習課長：機能向上として、今のスペースを活かして別付けでこのような設備ができ 

    ないかという視点でした。 

教育長：ほかに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１２ 議案第２号 教育関係施設等の整備計画について」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。 

 



休憩 午前１０時３０分 

                  開会 午前１０時４０分 

 

教育長：「日程第１３ 議案第３号 令和３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 学校給食センター 

大橋委員：給食にニセコの食材を積極的に取り入れているということでとても良いことだ 

と思っていますが、添加物に関して栄養士さんは意識をされていますか。 

学校給食センター長：地元の物を使うという部分で意識をしていると思います。 

大橋委員：どうしても添加物を使っている食材もあるとは思いますが、今後子どもたちの 

健康を考えて、できるだけ無添加という意識をみなさんにもっていただけると良 

いと思っています。 

学校給食センター長：どうしても調味料等はありますが、なるべく食材としてはニセコの 

物を使うということで、加工されていない物を使っています。ただ、加工されて 

いない物を使うということは、調理員の手間も増えるということもあります。給 

食センターは時間との戦いなのでどこまでできるかということはありますが、な 

るべく地元の物を使っていきたいと思っています。昨年からお話に出ているブロ 

ッコリーですが、農政課で音頭取りをしてもらって、地元のブロッコリーを加工 

して冷凍して出せるような体制がとれつつありますが、値段が何倍にもなってい 

るので、農政課の補助事業を使ってという話もあります。手探りですが地元の物 

をなるべく使えるように努力しています。 

萬谷委員：十分な対応はされていると思いますが、給食センターは虫が入ってはいけない 

ので、窓を開けられないと思います。空調は大丈夫ですか。 

学校給食センター長：調理場については相当な喚起がされていますし、事務所についても 

２４時間換気をしています。加湿器や空気清浄機を使って対応していますし、保 

健所の指導が年に２回あってコロナの関係で話をしましたが、そもそも給食セン 

ターの調理場に入る所は相当な衛生管理をしています。とは言っても調理員は給 

食センターに住んでいるわけではないので、その部分については事務職も含めて 

気を付けるということで衛生管理対策をしています。現状としては、マスクや手 

袋等の消耗品がなかなか入りずらくなっているのと、値段もマスクは落ち着いて 

いますが、手袋が倍以上の値段になっているのと、頼んでもなかなか入ってこな 

い状態です。給食施設のようなところ以外でも手袋を使う機会が増えたからだと 

思います。 

教育長：コロナ関連の配慮や注意事項は増えていると思います。最大限の注意をはらって 

    いるところです。 

休憩 午前１０時５７分 

                  開会 午前１１時００分 

 

 



② 学校教育課 

越湖委員：中学校のＡＬＴですが、高校のＡＬＴが来られていないので、今年度は高校も 

兼務して行ってきたと思いますが、それに対して時間外等の対応をしていたのか 

ということと、高校のＡＬＴが来られないのは仕方ないですが、来てもらうよう 

になっているのに来られない状況が続いている中で、ニセコ町から何か保障する 

ことはありますか。 

学校教育係長：中学校のＡＬＴは高校の授業にも連携で指導にいっています。ＪＥＴプロ 

グラムのつくり上、週３５時間の勤務時間になっていて、時間外勤務をさせては 

いけないという規定があるので、やりくりしながら行っていて、時間外等の経費 

はかかっていません。新しいＡＬＴはアメリカから来ますが、本来であれば４月 

に来日するところが延びているので待っていただいているところはありますが、 

その方への保障は特にありません。 

越湖委員：来られない状況は了解していると思いますが、それに対しては特にないですか。 

学校教育係長：ニセコ町に来るＡＬＴは待ってくれていますが、断っているＪＥＴの方も 

いるようです。 

越湖委員：少し時間を調整しながら中学校と高校で指導をしていたということですね。 

学校教育係長：忙しかったとは思いますが、時間をやりくりしながら指導をしていました。 

下田委員：課長が作成した資料ですが、Ｒ２年度の予算は今年度執行中の数字ですか。 

学校教育課長：当初予算ということで現年度分の予算は増えています。 

下田委員：１年前の予算要求額ですか。 

学校教育課長：当初に配分を受けた額です。 

下田委員：ここからどのくらい減りますか。 

学校教育課長：昨年は２，０００万円強が落ちていたと思いますが、年々教育費予算は増 

    えています。 

越湖委員：大会出場経費の中で、交通費が０円になっているところがありましたが、父兄 

に負担はかかっていませんか。 

学校教育係長：顧問の先生が公用車で送迎をしている大会もありますので、実績にあわせ 

て計上しています。人数が多い場合は、別枠で部活動の学校行事の経費でみてい 

るところがあるので、公用車や他のバスを利用する場合経費はかからないという 

ことです。交通費はＪＲを利用した時の金額で計上しています。 

教育長：高校は制服に限定しないで、必要な部分の保護者負担の軽減ということで、予算 

計上をしたところです。 

越湖委員：農業の研修がニュージーランドになっているのは、どのような経緯ですか。 

高校教育係長：先生達で検討した結果、ニュージーランドが金額的にも高くないのと時差 

もないので、生徒に一番負担がかからないのではないかということです。 

教育長：高校は今後、寮に関しての新築改築に向けて進むと思いますが、仮に新築になっ 

たとしても、募集で来年度各学校を回る交通費や旅費が予算計上されていますの 

で、新築までの間に生徒が増えて寮が溢れるような状況になった時のつなぎの対 

応も具体的に考えなければいけないと思います。みなさんのお知恵をお借りしな 

がら、高校についても生徒が集まるような学校にしてもらいたいということで、 

できるだけ支援をしていきたいと思います。 

 



休憩 午後０時０８分 

                  開会 午後１時１０分 

 

③ 幼児センター 

越湖委員：中庭の件ですが、毎年園児と一緒にいろんな農作物を作っていて、何かしらの 

収穫があったと思いますが、それに見合う場所があれば、手間暇がかかることを 

考えると、今後中庭を潰して職員室にするのは良いと思いますが、どのような状 

況ですか。 

幼児センター長：園舎の裏側に結構広い畑があります。そこは子どもたちだけでは管理が 

難しいので職員も関わってはいますが、子どもたちも手短にできるという部分で 

は半分でも大丈夫なくらいの広さがあります。中庭は直接目にふれる環境がとて 

も良いところではありますが、畑の広さ的な部分でいうと裏でも十分大丈夫です。 

越湖委員：中庭がなくなることによって、明るさはどうですか。 

事務係長：中庭には２つの機能があって、１つは建物の内部に光を取り込む機能と、もう 

１つは子どもたちが身近なところで作物を見たりということがあると思っていま 

す。今回の設計の中では、例え屋内化したとしても、そのような機能が保てるか 

どうかも含めて、設計の中で検討したいと思っています。全部潰す案もあります 

し、一部ということもシミレーションしながら進めていきたいと思っています。 

中庭が施設の真ん中にあって工事自体が難しい工事になることも想定されますの 

で、設計はできても工事費が高額になってしまったということでは大変なことに 

なるので、十分加味したうえで最終的な方針を決めていきたいと思っています。 

下田委員：協力隊の方も入られて人数的には困り感もなく運営されているようですが、来 

年度以降も協力隊に頼っていくような考え方ですか。 

幼児センター長：１名の方は英語ができる方で、保護者の方で両親ともに外国人という家 

庭もあって、通訳的な動きもしていただいているので大変助かっています。人数 

が多いクラスや１人担任のクラスもあってそこに入ってもらっているので、来年 

度もお願いしたいと思っています。 

下田委員：頼りながら運営できれば良いと思っていますが、協力隊は制度上２～３年で代 

わってしまうのが懸念されるところだと思いました。 

幼児センター長：クラス担任を配置する部分ではこれまでと同じかたちで配置を要望して 

いこうと思います。その中で補ってほしいところもありますので、補っていただ 

ければその分手厚くできるということもありますので、要望していきたいと思い 

ます。 

下田委員：集落支援員はいますか。 

幼児センター長：募集はしましたがいませんでした。 

下田委員：会計年度任用職員が減ったのは協力隊が入ったからですか。 

事務係長：予算上の集落支援員を計上していましたがいなかったので、今ある予算の中で 

やりくりをしたということです。来年度は今のところ募集はしないで、子育て支 

援センターの運営をしていこうと考えています。 

下田委員：中庭は当時は斬新な設計でしたが、工法的に可能ですか。 

事務係長：難しい工事になる可能性はあります。 

下田委員：当時の設計された方やコンセプトへの配慮も必要かと思います。 



休憩 午後１時４８分 

開会 午後１時５５分 

 

④ 町民学習課 

萬谷委員：野球場のナイター設備の予定はないですか。 

スポーツ係長：見積もりをとったところ、１億３～４０００万円くらいなので難しいと思 

います。以前お話が出ていましたが、多目的に使えるような規模感の小さい夜間 

照明の運動施設ができたらと思っています。 

下田委員：リフト券の関係で、もっと大胆に予算要求をあげてもらいたいと思っています。 

１年生から３年生の保護者もそうですが、希望は自由なので、１年生から６年生 

まででお願いしたい。また、４年生のヘリコプター体験搭乗の話もなくなったの 

で、４年生はラッキージェネレーションになれるくらいのことがあっても嬉しい 

と思いますので、是非スキー人口を増やして盛り上げて、２０３０年のオリンピ 

ックのアルペン競技がニセコ町で開催される際には、というくらいの思い切った 

予算要望をお願いします。 

休憩 午後３時００分 

                      開会 午後３時１０分 

教育長：「議案第３号」の質疑応答が終わりました。 

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１３ 議案第３号 令和３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３号」は、原案のとおり決しました。 

 

教育長：「日程第１４ その他、説明・協議事項」についてです。 

何かございますか。 

・・・（なしの声）・・・ 

教育長：その他連絡事項等ございませんか。 

    ・・・（なしの声）・・・ 

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１０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。 

 


