
令和３年第３回教育委員会議臨時会 会議録 

  

１．開 催 日 時 等  令和３年３月２５日（木） 

           午後３時００分開会 午後４時４３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 

６．会議録署名委員  ４番 委 員 大 橋 理 絵  

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 ニセコ町立学校教職員の人事異動について 

報告第２号 ニセコ町会計年度任用職員等の任用について 

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 長期休業期間等において新たな週休日を連続して設けるための 

町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領の制定について 

報告第５号 ニセコ町教育委員会事務局処務規程の一部改正について 

報告第６号 ニセコ町教育委員会事務決裁規定の一部改正について 

報告第７号 ニセコ町立中学校部活動指導員設置要綱の制定について 

報告第８号 ニセコ町立北海道ニセコ高等学校通学日補助金交付要綱の一部 

改正について 

   報告第９号 区域外就学の承諾について 

   議案第１号 ニセコ町学校運営協議会委員の任命について 

議案第２号 ニセコ町有島記念館長取扱規則の制定について 

議案第３号 ニセコ町立学校管理規則の一部改正について 

議案第４号 ニセコ町立学校管理規則の一部を改正する規則の一部改正につ 

いて 



議案第５号 ニセコ町教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

議案第６号 ニセコ町教育委員会職員の職の設置規則の一部改正について 

議案第７号 ニセコ町幼児センターの管理運理に関する規則の一部改正につ 

いて 

議案第８号 ニセコ町立北海道ニセコ高等学校新入生入学支援補助金交付要 

綱の制定について 

   議案第９号 ニセコ町立北海道ニセコ高等学校寮生帰宅交通費補助金交付要 

綱の制定について 

   議案第 10 号 ニセコ町立学校における「働き方改革」行動計画（第２期）の 

策定について 

   議案第 11 号 ニセコ町教育ＩＣＴ整備プランの改定について 

   議案第 12 号 ニセコ町立学校における「部活動の在り方に関する方針」の改 

定について 

   議案第 13 号 教育関係施設等の整備計画について 

   議案第 14 号 ニセコ町教育委員会職員の人事異動について 

※報告第９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３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、「４番 大橋委員」を指名いたします。 

次に「日程第２ 教育長の報告」について、私から説明をいたします。 

・・・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 ニセコ町立学校教職員等の人事異動について」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 ニセコ町会計年度任用職員等の任用について」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、関係管理職が内容説明・・・ 

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 長期休業期間等において新たな週休日を連続して設ける

ための町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領の制定について」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。 

・・・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 ニセコ町教育委員会事務局処務規程の一部改正につい

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、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 ニセコ町教育委員会事務決裁規定の一部改正について」

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、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。 

 

教育長：「日程第９ 報告第７号 ニセコ町立中学校部活動指導員設置要綱の制定につい

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７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１０ 報告第８号 ニセコ町立北海道ニセコ高等学校通学費補助金交付要

綱の一部改正について」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、内容説明・・・ 

教育長：「報告第８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１１ 報告第９号 区域外就学の承諾について」の件は、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１１ 報告第９号 区域外就学の承諾について」の件は、「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９号」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１号 ニセコ町学校運営協議会委員の任命について」の件を

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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１２ 議案第１号 ニセコ町学校運営協議会委員の任命について」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１号」は、原案のとおり決しました。 

 

教育長：「日程第１３ 議案第２号 ニセコ町有島記念館長取扱規則の制定について」の件

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：「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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１３ 議案第２号 ニセコ町有島記念館長取扱規則の制定について」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１４ 議案第３号 ニセコ町立学校管理規則の一部改正について」の件を

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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１４ 議案第３号 ニセコ町立学校管理規則の一部改正について」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１５ 議案第４号 ニセコ町立学校管理規則の一部を改正する規則の一部

改正について」の件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４号」の提案理由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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１５ 議案第４号 ニセコ町立学校管理規則の一部を改正する規則の一

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４号」は、原案のとおり決しました。 



 

教育長：「日程第１６ 議案第５号 ニセコ町教育委員会事務局組織規則の一部改正につい

て」の件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５号」の提案理由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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１６ 議案第５号 ニセコ町教育委員会事務局組織規則の一部改正につ

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５号」は、原案のとおり決しました。 

 

教育長：「日程第１７ 議案第６号 ニセコ町教育委員会職の設置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６号」の提案理由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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１７ 議案第６号 ニセコ町教育委員会職の設置規則の一部改正につ

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６号」は、原案のとおり決しました。 

 

休憩 午後３時５０分  

開会 午後４時００分 

 

教育長：「日程第１８ 議案第７号 ニセコ町幼児センターの管理運営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。 

・・・幼児センター長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「議案第７号」の提案理由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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１８ 議案第７号 ニセコ町幼児センターの管理運営に関する規則の一 

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７号」は、原案のとおり決しました。 

 

教育長：「日程第１９ 議案第８号 ニセコ町立北海道ニセコ高等学校新入生入学支援補助

金交付要綱の制定について」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。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「議案第８号」の提案理由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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１９ 議案第８号 ニセコ町立北海道ニセコ高等学校新入生入学支援補

助金交付要綱の制定について」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８号」は、原案のとおり決しました。 

 

教育長：「日程第２０ 議案第９号 ニセコ町立北海道ニセコ高等学校寮生帰宅交通費補助

金交付要綱の制定について」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。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「議案第９号」の提案理由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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第２０ 議案第９号 ニセコ町立北海道ニセコ高等学校寮生帰宅交通費補

助金交付要綱の制定について」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９号」は、原案のとおり決しました。 

 

教育長：「日程第２１ 議案第１０号 ニセコ町立学校における「働き方改革」行動計画（第

２期）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。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「議案第１０号」の提案理由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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第２１ 議案第１０号 ニセコ町立学校における「働き方改革」行動計画（第

２期）の策定について」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１０号」は、原案のとおり決しました。 

 

教育長：「日程第２２ 議案第１１号 ニセコ町教育ＩＣＴ整備プランの改定について」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。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「議案第１１号」の提案理由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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第２２ 議案第１１号 ニセコ町教育ＩＣＴ整備プランの改定について」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１１号」は、原案のとおり決しました。 

 

教育長：「日程第２３ 議案第１２号 ニセコ町立学校における「部活動の在り方に関する

方針」の改定について」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。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「議案第１２号」の提案理由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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第２３ 議案第１２号 ニセコ町立学校における「部活動の在り方に関する

方針」の改定について」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１２号」は、原案のとおり決しました。 

 

教育長：「日程第２４ 議案第１３号 教育関係施設等の整備計画について」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１３号」の提案理由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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第２４ 議案第１３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１３号」は、原案のとおり決しました。 

 

教育長：「日程第２５ 議案第１４号 ニセコ町教育委員会職員の人事異動について」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１４号」の提案理由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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第２５ 議案第１４号 ニセコ町教育委員会職員の人事異動について」

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１４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。 

・学校教育課長：近藤小学校の改築について 

 

教育長：その他連絡事項等ございませんか。 

・・・（総務係長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：ないようですので、以上で、第３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。 


