
令和３年第１０回教育委員会議臨時会 会議録 

  

１．開 催 日 時 等  令和３年１２月３日（金） 

           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．欠 席 委 員  ４番 委 員 巻   礼 子  

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  ３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 ニセコ町会計年度任用職員の任用等について 

   報告第２号 令和４年度（2022 年度）当初教職員人事異動希望状況について 

   報告第３号 区域外就学の承諾について 

   報告第４号 区域外就学の協議に対する同意について 

議案第１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（次年度新就学児童生徒の対象者の認定） 

   議案第２号 令和４年度（2022 年度）使用高等学校用教科用図書の採択につ 

いて 

   議案第３号 ニセコ町幼児センター預かり保育実施要綱の一部改正について 

   議案第４号 ニセコ町幼児センター一時保育実施要綱の一部改正について 

   議案第５号 ニセコ町休日保育事業実施要綱の一部改正について 

   議案第６号 ニセコ町幼児センター第３子以降給食費免除実施要綱の一部改 

正について 

   議案第７号 令和４年度（2022 年度）ニセコ町教育費予算（案）について 

 



※ 報告第３号、報告第４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、「３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等について」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 令和４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（教育長補足説明）・・・ 

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 区域外就学の承諾について」、「日程第６ 報告第４号 

区域外就学の協議に対する同意について」、「日程第７議案第１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３件については、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５ 報告第３号 区域外就学の承諾について」、「日程第６  報告第４ 

号 区域外就学の協議に対する同意について」、「日程第７議案第１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３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３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、これより議事は公開とします。 

 

教育長：「日程第８ 議案第２号 令和４年度使用高等学校用教科用図書の採択について」 

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：「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。 

・・・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２号 令和４年度使用高等学校用教科用図書の採択について」 

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９ 議案第３号 ニセコ町幼児センター預かり保育実施要綱の一部改正に 

ついて」を議題といたします。説明をお願いします。 

・・・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８ 議案第３号 ニセコ町幼児センター預かり保育実施要綱の一部改正 

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１０ 議案第４号 ニセコ町幼児センター一時保育実施要綱の一部改正に 

ついて」を議題といたします。説明をお願いします。 

・・・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１０ 議案第４号 ニセコ町幼児センター一時保育実施要綱の一部改正 

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１１ 議案第５号 ニセコ町休日保育事業実施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。 

・・・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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１１ 議案第５号 ニセコ町休日保育事業実施要綱の一部改正につい 

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１２ 議案第６号 ニセコ町幼児センター第３子以降給食費免除実施要綱 

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。 

・・・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：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１２ 議案第６号 ニセコ町幼児センター第３子以降給食費免除実施要 

綱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 ９時４０分 

開会 ９時４５分 

 

教育長：「日程第１３ 議案第７号 令和４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・・・ 

 

〇学校給食センター 

下田委員：毎年予算要求をしても計上されないものはありますか。 

学校給食センター長：修繕料は１０～１５万円アップで要求すると５万円アップ程度で抑 

えられということがあります。今年度も５０万円程の予算をもっていますが、既に 

３万円程しか残っていなくて、次に何か壊れると不足が生じる状態です。ただ、予 

算につきましては、不足した場合は補正対応ということで計上されないということ 

はないですが、当初予算に計上されていないと、早急に対応することができないと 

いうことで不安があるので、毎年増額をお願いしていますが、なかなか難しいです。 



消耗品費につきましても要求額より減額という結果になることがありますが、今年 

は手袋が相当値上がりをしていまして、業者からなるべく安い物を購入していまし 

たが、その在庫もなくなってきているとのことで、今後値上がりが想定されていま 

すので、その分は上乗せをしているところです。 

越湖委員：トレイの洗浄機にささくれがあるということは、破片が入るという可能性もあ 

るので、至急修繕をお願いします。 

教育長：食品等の安心安全は大事ですので、町への予算要求をしていきたいと思います。 

 

休憩  ９時５５分 

開会 １０時１５分 

 

〇学校教育課 

下田委員：教員住宅の老朽化の話は以前からありますが、先程の説明の中の、教員住宅を 

行く行くは民間へ移行という話は、具体的にはどのくらいの時間を想定しています 

か。 

学校教育課長：ＳＤＧＳ街区ができるのがまだ４～５年かかると聞いています。全部をそ 

こに移行させるということではなくて、一戸建ての住宅や比較的新しい住宅はきち 

んと確保していこうと思っています。一方で、古い教員住宅の建て替えということ 

も言われていますが、建て替えてこれからも管理をしていくということは難しいと 

思っています。こちらとしては先生達の住居の数の確保が目的で、これまでは民間 

住宅がなかったので町が作るという選択肢しかありませんでしたが、今はこれだけ 

民間住宅が増えているということを考えれば、町としてある程度の戸数を借り上げ 

るという方法もあると思いますし、都市部に行くと先生達は当たり前に自分の住む 

所は自分で選ばれるということもあるので、そのようなかたちにシフトしていかざ 

るを得ないのかと思っています。 

下田委員：住環境が悪いという認識があるので、良くしていかなければいけないという思 

いがあります。新しい住宅が雨漏りをしている状況だとなると、優先順位からする 

ともっと深刻な問題だと思っています。住宅が悪いと、先生達も来たがらなかった 

りモチベーションも下がると思います。 

教育長：先生達の住宅事情としては、ニセコ町内に自宅があって他の町村に通っていたり 

その逆のパターンもあって、昔のように町内に住むというのはだんだんなくなって 

きていると思っています。管理職の先生達も、単身でいらっしゃる方も増えていて、 

住宅環境なのか先生達の考え方の違いなのかということもあって、山麓地区は早め 

にご自宅を建てられて近隣で異動している状況だと感じています。住環境が良くて 

是非来ていただきたいということは前提としてあると思いますが、今は住環境に対 

して多様化が進んでいると思います。 

学校教育課長：先生達のニーズの話ですが、決して華美な良い所に住みたいという先生は 

実はそれ程いません。その理由としては、みなさん二重生活が多いということもあ 

って、安い所に入りたいという希望があります。これまで各地域で言われてきてい 

たのは、地域で生活をして地域に関わってほしいということでしたが、今はその構 

図は完全に崩れてしまっているということです。例えば町として新しい住宅を建て 

ると当然家賃が上がるので、それはミスマッチだと思います。家族でいらっしゃる 

方は当然来ていただきたいので、そういう方に対しては一戸建ての住宅を用意して 



います。それぞれの先生達のライフスタイルに合った住宅を提供すべきではないか 

という話をしているところです。 

下田委員：ニセコ小学校のパソコン教室を通級用に使うということですが、巡回は来年度 

から始まりますか。 

学校教育係長：倶知安町との調整になりますが、先日、中地区の通級の会議がありまして、 

そこで倶知安町教育委員会とお話をして、ある程度の道筋はたっています。４月に 

すぐということにはならないと思いますが、倶知安小学校の方で調整いただくよう 

になります。何とか来年度には形づくりをしていきたいと思っています。そうなる 

と、もう少し支援が必要な子どもたちが増えると思っています。 

下田委員：倶知安の学校にとっても良いことだと思います。 

学校教育係長：倶知安小学校で今までみていた子どもたちが、北陽小学校等も自校化する 

ようなので、人数が減ることになります。こちらに巡回して来るとなると、先生の 

必要性が倶知安にも出てくるので良いと思います。 

下田委員：是非進めていただければと思います。 

    インターナショナルスクールのスキー授業の予算は、例年どおりですか。 

学校教育係長：人数によって多少の増減はありますが、例年どおりです。 

下田委員：手洗い給湯設備は無理ですね。 

学校教育係長：古い施設を新しくするとなると物凄い熱量が必要になってくるのと、大き 

い物なのですぐに対応とはなかなかいかないです。いろいろなパターンを想定しま 

したが、難しいと思います。 

大橋委員：スクールバスに一時間以上乗っているという子がいるようなので、かわいそう 

   だと思いました。バス停まで歩いている子もいると思いますが、一番遠くてどのく 

   らい歩いていますか。 

学校教育係長：今一番遠い子でバス停が家の近くに立てられない子がいて、１㎞くらい歩 

くことになっていると思います。ただ、現状では家庭のお仕事の関係で、バスには 

乗っていません。 

大橋委員：いろんな地域から通ってきているので大変だとは思いますが、何とか良い方法 

はないかと思いました。 

学校教育係長：バス停を置くだけではなくて、バスを一台増やさなければ乗っている時間 

が増えるだけになると思います。 

大橋委員：ことばの教室用のパーテーションの予算は、特別支援のためですか。 

学校教育係長：ことばの教室に通うためのものです。自校化した時には教室も整備しなけ 

ればいけないと思いますが、現時点ではパソコン教室の大きな改修は予定していま 

せん。現在の広い教室を仕切るために、ホワイトボード型のパーテーションがある 

ので、それを仕切りに入れようと思っています。 

大橋委員：給湯設備に関しては現状で良いと思います。 

越湖委員：近藤小学校の平均台は補修をして使っているようなので、危険性もあると思う 

ので、早急に対応をお願いしたいです。 

学校教育課長：国の令和３年度の補正予算案が先日出まして、年度内なのか繰り越しにな 

るのかわかりませんが、例えばトイレの改修は、避難所機能の強化ができるかとか、 

脱炭素化ＬＥＤ照明も対象ということになっています。通常のメニューではのって 

いないので補正で上がってきたりしています。その他に、ＧＩＧＡスクールの関係 

では、先生たちの端末は現在算定に入っていないので、町の方で独自にＷｉｎｄｏ 



ｗｓのパソコンを配置していますが、先生たちもできれば子どもたちと同じｃｈｒ 

ｏｍｅｂｏｏｋが欲しいという話もあります。今回の新しいメニューの中では、教 

師にも一人一台の端末の整備という話も出てきていまして、それももしかすると補 

助でもらえる可能性もでてきたということがあります。これについては今提案して 

いる予算にはのせていませんが、最終予算案が固まる時にはもしかすると整理して 

盛り込む可能性があるということだけお伝えしておきます。 

教育長：国の動きもありますので、できるだけ有効活用していきたいと思います。 

下田委員：校舎の劣化調査の件ですが、緊急的なところはありますか。 

高校教育係長：緊急的なところはその都度修繕をしてきたので、今のところは問題ないと 

思います。ただ、目に見えないところで劣化が進んでいる恐れもありますので、強 

風等があった時に不具合が生じる危険は考えられると思います。 

下田委員：今すぐに雨漏りをするようなところはありますか。 

高校教育係長：雨漏りは今のところないですが、６年前に屋上の排水溝がつまって水浸し 

になったことがありました。その時は３階の踊り場の天井から水がシャワーのよう 

に出ました。本来であれば浸み込まないはずですが、コーキング等も傷んでいるの 

で、ある程度水が溜まると隙間から浸み込んでしまうということです。 

下田委員：トラクターはオーバーホールで何とか永らえる見込みですか。 

高校教育係長：オーバーホールを毎年しているからか、今のところは、幸いにして大きな 

故障はないので、このまま続けると数年はもつのではないかと考えています。購入 

すると９００万円くらいで、補助金も探しましたが高校で受けられるメニューとし 

ては違うものでした。 

越湖委員：網戸は熱中症の関係もあるので、早めに対応をした方が良いと思います。見守 

り伝書鳩は、今の時代にも沿った物を使った授業は良いと思います。グローバル観 

光課に関しての要望はありますか。 

高校教育係長：先進地視察の旅費であったり、観光英語の授業を行う時に講師を呼んでス 

ピーチをしてもらうための謝礼等、一か所ではなく細かく計上しているものがあ 

ります。その他、宮城県で行われる観光サミットの関係や、備品でモバイルプロ 

ジェクターの購入等もあります。 

越湖委員：グローバル観光課として、目立つようにやっていけると良いと思います。ＡＬ 

Ｔの先生も来られたので、交流を深めて英語にも力を入れられたらと思います。 

 

休憩 １１時５５分 

開会 １３時００分 

 

〇こども未来課・幼児センター 

下田委員：ファミリーサポートセンターは、どのくらいの利用者を見込んでいますか。 

こども未来係長：ファミリーサポートセンターは、提供会員と依頼会員をあわせて最低で 

も２０名は必要で、どちらになることもできます。見込み数ですが、提供会員は資 

格のある方で１０名程度、依頼会員はわかりませんが、最低の２０名は超えると思 

っています。 

こども未来課長：子育て支援センターのところでも説明しましたが、一時預かりのニーズ 

が非常に高くなっていて、定員を大幅に超えた人数で運営していますので、そこか 

ら移っていくことが考えられます。子育て支援センターの一時保育が、一歳六ヶ月 



以上のお子さんをお預かりしていますが、これまでのアンケートの結果からも、産 

後間もない時から預かってほしいというニーズもいただいているので、そのような 

家庭の利用も増えると思っています。国庫補助の基準が５０名ですが、そのライン 

にのるのではないかということで、歳入にも計上しています。 

下田委員：金額はどの程度ですか。 

こども未来係長：時間帯が９時から１７時で、時間外が７時から９時と１７時から２０時 

になります。３０分単位で料金を考えていまして、相場としては３０分３００円か 

ら４００円程度になります。病児と病後児も行いまして、病児や病後児は看護師の 

資格を持った方が対応することで予定しているので、その場合は３０分４００円か 

ら５００円程度と単価が高くなります。 

大橋委員：今の事業をニセコ医院の２階で行うということですか。 

こども未来課長：基本的には預かってもらえる方の家で行うことになります。ファミリー 

サポートセンターに、特別な保育室を用意しなければいけないという仕組みではあ 

りません。利用の相談に対応できる活動拠点として、ニセコ医院の２階が活用でき 

ないかということで検討しているところです。窓口だけに使うにはもったいないの 

で、どうしても調整がつかなくて家が使えない場合は、ニセコ医院の２階のスペー 

スを利用して一時的に預かるということもできると考えています。 

   利用料の関係ですが、預けたい人が預かってくれる人に直接支払うということにな 

りますので、町を経由するものではありません。先程説明しました料金でいくと、 

最低賃金をきってしまう金額になります。制度としては、有償ボランティアという 

位置づけなので、妥当な金額ではあると考えています。 

越湖委員：愛星学園は利用がいっぱいだと聞いていますが、委託するということはショー 

トステイをお願いするということですか。 

こども未来課長：子育て短期支援事業は、例えば両親が急に入院しなければいけなくなっ 

たという時に、どうしてもお子さんの預け先がないといった場合、宿泊も含めてフ 

ルで預かってくれる場を確保するということです。緊急的にお子さんを預けなけれ 

ばいけなくなった万が一の場合に、備えておきたいというものです。愛星学園は児 

童養護施設で、２４時間対応でお子さんを預かっている施設なので、万が一そのよ 

うなケースが発生した場合は、お願いするということで考えています。 

大橋委員：おもちゃを先生たちが消毒しているようなので、なるべく負担を減らせるよう 

に備品を整備した方が良いと思います。 

 

休憩 １３時３５分 

開会 １３時４０分 

 

〇町民学習課 

下田委員：家庭の事情や習い事で、思うように出たくても出られない子もいるかと思いま 

す。ポイント制についての話も総合教育会議でも出ていましたので、改善の余地や 

必要があるのであれば、検討をお願いしたいと思います。 

越湖委員：あそぶっくのブックトラックとは、どのような物ですか。 

町民学習係長：移動式で本を並べて展示する物です。 

越湖委員：ストーンサークルはどのような管理をしていますか。 

町民学習係長：草刈りをして除草剤をまいています。 



越湖委員：埋蔵文化財の整理資材とは、どのようなものですか。 

町民学習係長：試掘調査をする際に必要なスコップ等の資材を購入する経費です。 

越湖委員：はじめての子どものスキー教室はありますが、スキーだけではなくスノーボー 

ドの講習は行わない予定ですか。夜間のスキー・スノーボードの講習会はあるよう 

ですが、子ども向けの予定はありますか。 

スポーツ係長：はじめてのスキー教室は、スキーの苦手なお子さんに対して、毎年冬休み 

中に３日日程で行う教室です。１日目は体育館の周りでスキー靴の着脱や、スキー 

を履いて歩きます。残りの２日で実際にスキー場へ行ってスキーに慣れることによ 

って、冬休み明けのスキー授業がスムーズにできるように支援をする事業ですので、 

今のところスノーボードは考えていません。夜間スキーの件でスキー連盟にも確認 

しましたが、指導の人材が手薄だということで、できれば乗れる方で楽しんでいた 

だきたいということでお願いされているので、その方向で進めていきたいと思って 

います。 

越湖委員：ストリートバスケットのゴールですが、劣化によって落ちてくる危険性がある 

と思いますが、どの程度の状況ですか。 

スポーツ係長：春から毎日外に置いてあるものなので、日差しの関係等もあって、購入か 

ら１０年以上が経過しているので劣化していると思っています。台は水を入れるよ 

うになっているのでその重さと、アスファルトから金具を出して、金具と針金で結 

び付けているので、倒れる心配はありません。オリンピック効果もあったのかもし 

れませんが、かなり小学生から高校生まで使っていただいていました。 

下田委員：スキーのリフト券補助で、1日券の補助の使用率は３３％程度ですか。 

スポーツ係長：昨年の実績では３３％です。 

下田委員：減っているように感じます。 

スポーツ係長：シーズン券の購入がかなり増えているので、そちらにシフトしているのか 

と思っています。 

下田委員：利用する子は、シーズン券を何か所も買いますか。 

スポーツ係長：３か所のうち２か所から購入できることにしています。 

下田委員：保護者の分の要望はあるが予算計上されないということですか。 

スポーツ係長：スキー場でも、町民割引を設定していただいたり、子どもと一緒に行くと 

安く購入できたりという優待券も配布していただいているので、もう少し詰めてい 

きたいと思います。 

下田委員：ホイルローダーは昨年からの要望ですか。 

スポーツ係長：昨年からの要望事項です。町民センターの横の車庫に入っていますが、オ 

イルが漏れていることもあるので、そろそろ購入時期かと思います。 

下田委員：オーバーホールでつなげると良いですね。 

スポーツ係長：昨年もくみあいセンターでみてもらいましたが、オイル漏れでエンジンル 

ームの中も酷いという話でした。 

下田委員：めん羊舎の使い方で、地域の方々との意見交換の場も考えていますか。 

有島記念館係長：数年前に地域の方々から意見をいただいて、公募するということになる 

と公募を受けた時点で見せて欲しいということでしたが、今回は町の直轄でやる事 

業で、しかも景観を変える事業でもありませんので、今は考えていません。 

下田委員：であれば、お知らせはした方が良いと思います。 

    来年の開放１００年ということですが、もう少し町民の理解を深めてもらうと良 



いと思います。青少年公募絵画展も、もっと町内の中学生等に参加してもらえば、 

機運も高まって、町民も見に行くのではないかとか、先日の有島青少年文芸賞のこ 

ともありますが、町民が行くようになればもっといろいろな意見が出てくると思い 

ますので、１００年イベントもあるので、地元の子どもたちがたくさん参加して機 

運が高まってくれるようになると良いと思います。 

大橋委員：地域おこし協力隊の裁量事業の内容を教えてください。 

有島記念館係長：今年の１１月から地域おこし協力隊の方が配置されまして、イベントを 

企画したいと考えている方なので、イベントをやる際に外部から講師を及びするた 

めの謝礼を１０万円程見込んだところで、今年度の実績はありません。 

越湖委員：有島記念館を観覧された方がめん羊舎も観覧されると思いますが、子どもたち 

の社会授業の一環として、昔の遊びができるというようなことも加わると、遊びの 

場として使えて良いと思います。 

 

休憩 １５時００分 

開会 １５時１０分 

 

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７号 令和４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７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。 

    ・・・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：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。 

 


