
令和３年第７回教育委員会議定例会 会議録 

  

１．開 催 日 時 等  令和３年９月１日（水） 

           午前９時００分開会 午後２時００分閉会 

２．開 催 場 所  ニセコ町役場 多目的ホール 

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 大 橋 理 絵           

           ４番 委 員 巻   礼 子           

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 芳 賀 善 範 

           こども未来課長兼幼児センター長 淵 野 伸 隆 

           学校給食センター長 富 永   匡 

           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 巻   礼 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  ニセコ町会計年度任用職員の任用について 

報告第２号  令和３年度（2021 年度）ニセコ町教育費予算の補正について 

報告第３号  請負契約の締結について 

（近藤小学校校舎棟増築工事（建築主体工事） 

   報告第４号  令和３年度（2021 年度）教育関係施設等の整備状況について 

議案第１号  有島記念館運営委員の委嘱について 

議案第２号  ニセコ町学習交流センターの設置及び管理に関する条例の一 

部改正について 

   議案第３号  令和４年度（2022 年度）ニセコ町幼児センター園児募集につ 

いて 

   議案第４号  令和４年度（2022 年度）ニセコこども館利用者募集について 

   議案第５号  令和２年度（2020 年度）ニセコ町教育委員会の活動状況に関 

する点検・評価報告書について 



   議案第６号  ニセコ町立学校職員の一般事故に係る処分について 

   議案第７号  令和３年度（2021 年度）要保護及び準要保護児童生徒の認定 

について 

※議案第６号及び議案第７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７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項の規定において、「４番 巻委員」を指名いたします。 

次に「日程第２ 協議案第１号 令和４年度当初予算の各学校要望事項について」 

を議題といたします。 

事務局から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・・・ 

 

①  ニセコ高校 （高校教育係長から予算要望の説明） 

教育長：「ニセコ高校要望事項について」の説明が終わりました。 

それでは「ニセコ高校要望事項について」の質疑を行ないます。 

質疑はありませんか。 

下田委員：観光実習室の網戸ですが、南側だけを開けて授業をしていたということですか。 

高校教育係長：北側はスズメバチが入るので閉めています。 

下田委員：室内はどのくらいの温度になりますか。 

高校教育係長：きちんと測定してはいませんが、日中ずっと日が当たる場所で３０度くら 

いにはなると思います。 

下田委員：普通教室もそうですが、校長室も以前から暑いということで聞いていましたが。 

高校教育係長：校長室は高校の中で一番暑い場所で、狭いのと西日があたって換気も良く 

ないです。 

下田委員：健康・安全に関わることなので、最優先が良いと思います。北海道の方で、ガ 

イドラインはありますか。 

学校教育課長：ありません。 

下田委員：実際に具合が悪くて動けなくなる生徒もいたということですが。 

高校教育係長：救急車を呼ばなかったケースでもこの夏は十数人程ありました。 

下田委員：安全配慮義務のようなものもあると思います。 

越湖委員：各自水を用意させる等の対策はありますか。 

高校教育係長：本来はダメですがこの夏は特例で許可しました。この暑さが来年もかとな 

るとわかりませんが、地球温暖化の傾向があるので、今後も続く可能性はあるかと 

思います。 

下田委員：道内の他の学校の状況はわかりますか。 

高校教育係長：データをつかんでいるわけではありませんが、当然扇風機はあると思いま 

す。エアコンまでは設置されていないと思います。 

教育長：他に質疑はありませんか。 



・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

休憩 午前９時３０分 

開会 午前９時４０分 

 

②  ニセコ中学校（学校長から概要、事務職員から予算要望の説明）   

教育長：「ニセコ中学校要望事項について」の説明が終わりました。 

それでは「ニセコ中学校要望事項について」の質疑を行ないます。 

質疑はありませんか。 

下田委員：昨年網戸の設置で９９万円予算措置されて解決されていない理由は何ですか。 

学校教育係長：財政査定で落ちたので、予算措置されていません。 

下田委員：先程の高校予算でも網戸の関係があって、熱中症になっているようにも聞いて 

いますので、是非、生徒の安心安全と体調管理に必要かと思います。 

越湖委員：文化的活動等における引率教員に係る経費については、自己負担をしていたと 

いうことですが、どのような費用が自己負担ということですか。 

綱本事務職員：例年、修学旅行の費用としては、交通費や宿泊料、食事代や文化体験に係 

る費用、添乗員経費等の諸経費ですが、これを全部たすと、北海道からいただく教 

員の引率旅費を超えてしまう金額になってしまいます。ホテル代も上限が決まって 

いて、ホテル代も高くなってきていますので、はみ出した分も含めると、最近は自 

己負担が多くなってきている状況です。補助金をいただいても 1人２千円前後の負 

担が出てしまうことから、今回の予算要望では、１人２千円の６人分ということで 

あげているものです。 

中村校長：昔の修学旅行は３泊４日で、青函連絡船に乗って津軽海峡を越えて行きました。 

青函トンネルができて、特急料金が値上がりとなり、新幹線になって値上がりと 

   いうことで物価も上昇しました。２泊３日の旅行をしていますが、北海道の旅費規 

   程では６万６千円程度しか先生方に支給されません。後志管内の学校は７万円程度 

   の保護者の負担で旅行に行っています。その差額については、それぞれの町の考え 

   方で、いろいろな形で補ってもらっていますが、簡単に言うと、教師に出る旅費と   

   保護者負担分との差額をこれからもお願いしたいということです。 

下田委員：人数の話ですが、今２年生が３９名ですが、４０名になったら２クラスになり 

ますか。 

石川教頭：８月に２年生に転入生が来まして、普通学級の生徒が４０名になっています。 

年度途中の２クラスはありませんが、来年度の４月に４１名になれば２クラスにな 

ります。 

巻委員：ニセコ中学校の改築に関わっていたので、正直その当時は生徒がこんなに増える 

とは思わないで設計もされていたと思いますが、特別支援学級が増えているような 

ので、学校全体の学習場所の確保が大丈夫なのかと思っています。また、新規でＱ 

Ｕのテストを要望されていますが、ＱＵは２回やっているところが多いと聞いてい 

ますが１回で良いのか伺います。 

中村校長：学習の場の確保につきましては、心配な状況にあります。私もニセコ中学校の 

卒業生で、当時の設置状況はＡ～Ｃ組の３クラスでした。その面積のまま建設して 

いますので、今の設置基準には合っていると思いますが、４０人が入るときつい状 



況です。保護者の方にも参観日で授業を見に来ていただいていますが、スペース的 

に大変な状況にあります。特別支援教室は増設をしていただいていて、３つの教室 

がありますので、今後につきましても大きな増設はなくても大丈夫かと思います。 

技術室と特別支援教室は増設をいただいています。ＱＵは中学校でも心に悩み持っ 

た子どもたちが複数名おります。スクールカウンセラー等に相談しながら進めてい 

ますが、学級の中でもいろいろなことで心の悩みがあって、それが問題行動に発展 

することが出てきています。心のあり様が今どこにあるのかということで、ＱＵテ 

ストをすると今すぐに担任が声掛けをしなければいけない生徒や、学校や家庭に不 

満のある生徒が客観的にわかりますので、それを是非進めていきたいと思っていま 

す。２回にした方が効果は抜群にありますが、今回は１回で要望しました。 

教育長：他に質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

休憩 午前１０時１０分 

開会 午前１０時２５分 

 

③  近藤小学校（学校長から概要、事務職員から予算要望の説明） 

教育長：「近藤小学校要望事項について」の説明が終わりました。 

それでは「近藤小学校要望事項について」の質疑を行ないます。 

質疑はありませんか。 

下田委員：冒頭、校長先生から児童数の推移の話がありましたが、今後何年かの展望はど 

うですか。 

古田校長：役場からいただいた台帳では、減っていく名簿にはなっています。建築ラッシ 

ュが進んでいるので、そこにお子さんがいるかはわかりませんが、例えば企業が会 

社をニセコ町に構えた時に、近藤地区に土地を買って住宅を建てることは想定され 

るかと思いますので、減ることはないと思います。 

下田委員：今増築をしていますが、増えた時に吸収しきれるのかというところもあります。 

古田校長：本当に小さな教室が３つあっただけなので、高学年であれば８人くらい入ると 

きつい状況です。来年のことだけを言えば、５・６年生が複式学級の１６人で予定 

していますが、もし１人転入生が入ると分けざるを得なくなりますので、教室も増 

になっていきます。 

下田委員：今年の夏は暑かったですが、網戸や空調は問題ありませんか。 

古田校長：昨年扇風機をたくさん購入していただきましたので、何とかしのぐことはでき 

   ました。今は工事の関係で騒音がある状況です。 

下田委員：刈払機の件ですが、先程中学校でも要望があった中で、充電式の音が静かな物 

でということでしたので、バッテリーの物だと静かで授業中も作業ができるので、 

検討していただきたいと思います。 

大橋委員：児童用トイレですが、今までは和式しかなかったということですか。 

古田校長：一階は女子トイレが２つで１つが和式、１つが洋式になっています。男子トイ 

レも同様で、二階も男女それぞれ和洋１つずつになっています。 

大橋委員：最近は和式のトイレを使えない子がいるということを聞きました。 

古田校長：実態はそのとおりで、１つしかない洋式トイレに並んでいる実態があります。 



教育長：洋式だと座るので除菌シートはあると思いますが、逆に洋式を嫌がるお子さんは 

いませんか。 

古田校長：保護者の方とも炉辺談話的に参観日の時にお聞きした中では、全部洋式にして 

くださいというようなご家庭の声が多かったと認識しています。 

教育長：それであれば良いですが、どうしても和式でなければという声があると、また元 

に戻すということにはなりませんので、保護者や児童の意向も適切に把握してお 

いていただければと思います。 

越湖委員：男子トイレが自動で流れるのは普通にあるのかもしれませんが、小学校に関し 

て一般的なのは手動か自動かどちらですか。このような世の中ですから、なるべく 

接触しないようにということはわかりますが、一般的な配置状況はいかがですか。 

赤沼教頭：これまでの勤務校の中では、小便器で一番多かったパターンは、ボタンを押す 

と一定の時間流れるという物です。大きな学校ですと、上にタンクがついていて、 

時間になると流れてくるという物もありました。近藤小学校については、一階のト 

イレはセンサー式になっているので、子どもが用を足した後しばらくすると流れま 

すが、二階のトイレがボタン式ではなく蛇口になっていて、回さないと水が流れな 

いということになっています。このタイプは珍しいと思います。 

越湖委員：平均台ですが、製造年月日にもよりますが、何か対応処置ができる程度ですか。 

赤沼教頭：平均台については、まっすぐ立っているところがぐらついてきたので、Ｌ字の 

金具で補強をして使っていますが、上に乗って安定して使用することが本来の目的 

なので、安全面のこともあって更新したいと考えています。 

教育長：他に質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

 

教育長：午前中の各学校からの要望事項が早く終了しましたので、進行の都合上、先に議 

事を進め、午後からニセコ小学校の要望事項の説明に入りたいと思います。 

 

教育長： 「日程第３ 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。 

・・・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：これより１時間休憩とします。１２時５０分より再開いたします。 

休憩 午前１１時２０分 

開会 午後 ０時５０分 

 

教育長：「日程第２ 協議案第１号 令和４年度当初予算の各学校要望事項について」の、 

ニセコ小学校の要望事項の説明をお願いします。 

 

④  ニセコ小学校 （学校長から概要、事務職員から予算要望の説明） 

教育長：「ニセコ小学校要望事項について」の説明が終わりました。 

それでは「ニセコ小学校要望事項について」の質疑を行ないます。 

質疑はありませんか。 

下田委員：お湯水栓の増設の見積金額はどのくらいですか。 

増川校長：見積金額は学校まで知らされていないので、教育委員会の方で承知していると 

思います。 

学校教育係長：調査まではかけたということで聞いていますが、相当高額で簡単にはいか 

ないということだったので、具体的な金額までは出していません。 

巻委員：１７節負担金のＰＴＡ連合会運営事業の１０万円の減額は何ですか。 

桑原事務職員：隔年で外部から講師をよんで講演会を実施しているものなので、次年度は 

経費が少なくなります。 

大橋委員：chromebook用の保護ケースは、どのようなタイプを考えていますか。 

桑原事務職員：しっかりした鞄ではなく、クッションがついていて、そのままランドセル 

や鞄に入れるような物です。 

教育長：１ページの給湯の関係で、手洗いとシャワーの配管が近くまで来ていないので、 

高額になるということですか。 

桑原事務職員：一階に大きなボイラーがありますが、配管は行っていないと思います。三 

階の家庭科室にはお湯が出る場所がありますが、配管がどう通っているかはわかっ 

ていません。 

学校教育課長：家庭科室は独自のボイラーが部屋にありますが、校内に給湯の配管はあり 

ません。ボイラーからいくとすれば、全面的な配管工事が必要になるのでかなりハ 

ードルが高いです。では配管をしないでできる方法があるのではないかということ 

で、電気式の小さいボイラーをそれぞれの洗い場に置いて、そこから給湯してはど 

うかということも検討しましたが、そうなると、今現在の小学校の電気系統がその 

電力量に耐えうるものではないので、キュービクル等全てをやりかえる必要がある 

ので、これも簡単にはいかないというところまで確認していました。その先にどの 

ような手段が取れるのかというところまでは、踏み込めていないのが実態です。 

教育長：他に質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第２ 協議案第１号 令和３年度当初予算の各学校要望事項について」の 

協議を終わります。 

休憩 午後１時１０分 

 開会 午後１時２０分 



教育長：「日程第５ 報告第２号 令和３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、各課長等内容説明・・・ 

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６ 報告第３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７ 報告第４号 令和３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８ 議案第１号 有島記念館運営委員の委嘱について」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：「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。 

「日程第８ 議案第１号 有島記念館運営委員の委嘱について」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９ 議案第２号 ニセコ町学習交流センターの設置及び管理に関する条例

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。 

・・・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９ 議案第２号 ニセコ町学習交流センターの設置及び管理に関する

条例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２号」は、原案のとおり決しました。 

 

教育長：「日程第１０ 議案第３号 令和４年度ニセコ町幼児センター園児募集について」

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。 

・・・こども未来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。 

「日程第１０ 議案第３号 令和４年度ニセコ町幼児センター園児募集につい 

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１１ 議案第４号 令和４年度ニセコこども館利用者募集について」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。 

・・・こども未来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、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

下田委員：今現在の人数の内訳はどのようになっていますか。 

こども未来課長：本日現在で７１人のお子さんが利用しています。５年生以上ですと、５ 

年生が２人、６年生の利用はありません。 

下田委員：定員は増えていますか。 

こども未来課長：昨年度から放課後子ども教室が町民センターで実施することになったの 

で、定員を８０人に増やしています。 

教育長：他に質疑はありませんか。 

・・・（質疑なしの声）・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１１ 議案第４号 令和４年度ニセコこども館利用者募集について」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１２ 議案第５号 令和２年度ニセコ町教育委員会の活動状況に関する点 

検・評価報告書について」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５号 令和２年度ニセコ町教育委員会の活動状況に関する 

点検・評価報告書について」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１３ 議案第６号 ニセコ町立学校職員の一般事故に係る処分について」

及び「日程第１４ 議案第７号 令和３年度要保護及び準要保護児童生徒の認定

について」の２件については、個人情報の取り扱いに関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。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１３ 議案第６号 ニセコ町立学校職員の一般事故に係る処分について」

及び「日程第１４ 議案第７号 令和３年度要保護及び準要保護児童生徒の認定

について」の２件については、「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、ニセコ町教育委員会会議規則第５条の規定により、「日程第１３ 議案第

６号 ニセコ町立学校職員の一般事故に係る処分について」及び「日程第１４ 議

案第７号 令和３年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について」の２件につ

いては、「秘密会」とすることに決しました。 

    ・・・秘密会審議中・・・ 

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

 

教育長：「日程第１５ その他協議・説明事項」についてです。 

何かございますか。 

・教育長：鉄道遺産群の事故について 

  



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７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。 

午後２時００分 閉会 


