
平成 31 年度第 1 回美唄市総合教育会議録 

 

1 と き  令和元年 7 月 9 日(火) 

       午後 3 時 30 分 ～ 午後 4 時 20 分 

2  ところ    市長会議室 

3 出席委員 

    板東市長 高橋教育委員 土肥教育委員 齋藤教育委員 今野教育委員 

4 説明員 

総務部(事務局) 

福地総務部長 村上総務課長 平野総務課長補佐 新総務課総務係長 

杉本企画財政課長 

 

教育委員会 

森川教育部長 阿部学務課長 高橋学務課長補佐 桜井学務課長補佐 

青木学務課総務係長 

谷村生涯学習・スポーツ振興課長  

 

5 開会 

6 協議事項 

 （1）契約締結の件(美唄市立中央小学校大規模改修工事) 

 （2）その他 

７ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



概要記録 

15：30 

●福地総務部長 定刻になりましたので、ただいまから平成 31 年度第 1 回美唄市総

合教育会議を開会いたします。本日は、お忙しい中、ご出席をいただきましてあり

がとうございます。本日の会議の司会進行を努めさせていただきます総務部長の福

地と申します。どうぞよろしくお願いいたします。開会に先立ちまして、板東市長

からご挨拶を申し上げます。 

 

●板東市長 ご苦労様でございます。各委員の皆様には、時節柄何かとご多忙のと

ころ、本日の会議にご出席いただき、誠にありがとうございます。また、各委員の

皆様には、日頃より美唄市の子どもたちの教育の充実発展のために大変なご尽力を

賜っておりますこと、心から感謝申し上げたいと思います。 

 さて、この総合教育会議は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律」に基づいて、首長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教

育課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政を推進するため、

首長と教育委員会が協議を行なう場として、全ての地方公共団体に設けることとさ

れたものであります。 

 これまで、市長部局と教育委員会、それぞれ責任と役割分担を着実に果たしてい

くことは大前提であり、重要なことであると考えておりますが、教育行政について

子どもたちにとって何が必要なのかということを、同じテーブルの場で協議させて

いただくということが大変重要であると、このように考えております。これまでも

教育委員の皆様とはさまざまな機会でお会いし、お話をさせていただいております

が、さらに、こういう場で議論を深めることができるのは大変意義深いものと思っ

ております。この会議が大きなきっかけとなりますことを心から期待をいたしまし

て、私の挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

●福地総務部長 それでは早速、会議に入りますけれども、総合教育会議設置要綱

第 4 条の規定により市長が議長になりますことから、会議の進行をお願いしたいと

思います。どうぞ、市長よろしくお願いいたします。 

 

●板東市長 それでは、要綱に基づきまして、議長を務めさせていただきたいと思

いますので、ご協力のほどお願いいたします。本日の協議事項は、「契約締結の件（美



唄市立中央小学校大規模改修工事）」と「その他」の 2 点となっております。本日は

委員の皆様と忌憚のない意見交換等を行ないたいと思っておりますので、何卒よろ

しくお願いいたします。それでは早速、会議を進めてまいります。 

 はじめに協議事項の 1 つ目、「契約締結の件(美唄市立中央小学校大規模改修工

事）」についてであります。資料の説明をお願いします。 

 

●阿部学務課長 それでは私から、「契約締結の件」についてご説明を申し上げます。 

 美唄市立中央小学校の大規模改修工事についてでございますが、これにつきまし

ては、令和元年 6 月 2 日に入札を執行しております。 

契約の目的につきましては、美唄市立中央小学校大規模改修工事において、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により、

次のとおりに契約を行なう内容となっております。この第 2 条では、議会に掛けな

ければならない契約の予定価格が 1 億 5,000 万円以上の工事ということで、この工

事は条例規定により、議会の議決に付すこととなっているところでございます。 

契約の方法につきましては、一般の入札を行なったところでございまして、その

結果、契約金は 2 億 7,170 万円ということになっております。 

工事の中身といたしましては、学校の両面防水シート・内外装の工事・屋内体育

館の屋根吹き替え工事を予定しているところでございます。工事料につきましては、

2 億 7,170 万円となっておりますが、工事は 2 年間の予定でございまして、全ての

工事を実施しますと予定価格は 4 億円ということになっております。 

財源の内訳につきましては、文部科学省から 2 箇年に渡って学校改善交付金が総

額で 1 億 1,110 万円を予定しているところでございます。また、地方債からの財源

につきましては市債を予定しているところで、2 年間の投資を行ないたいと考えて

おります。 

契約の相手方は近藤・広瀬経常建設共同企業体、美唄市東 6 条北 8 丁目 1 番 3 号、

代表者は近藤建設株式会社 代表取締役の近藤勝雄社長でございます。 

この工事の総額は 4 億円で、工事料 2 億 7170 万円を差し引いた、残り 1 億 2,830

万円につきましては、ＬＥＤ化を含めた電気工事・温水ボイラーを設置したいとい

うことで、本体工事・電気工事・機械設置工事の 3 本を予定しているところでござ

います。工期につきましては、令和元年 8 月から令和 2 年 9 月までの 13 か月を予定

しているところでございます。 

工事の内容につきましては以上でございます。 

 



●板東市長 ただいま資料の説明をしていただいたのですが、私の考え方を話す前

に１つ質問します。今回の中央小学校の工事で予定価格が 4 億円とのことですが、

このあと東小学校や南美唄小学校も、同様の工事を行なうのですか。 

 

●阿部学務課長 いま東小学校と南美唄小学校の統合について話し合いをしていま

すので、それがまとまれば学校の整備を行ないたいと思っています。 

 

●板東市長 校舎の工事で 2 億 7,170 万円かかるが、東小学校も同額が見込まれる

という考え方でよいですか。 

 

●阿部学務課長 中央小学校も東小学校も学校本体・児童数もほぼ同様なので、同

じ金額がかかると思われます。 

 

●板東市長 両方の校舎を改修工事して 8 億円かけるとして、将来的にはどのよう

な想定をしていますか。 

 

●阿部学務課長 建物は RC構造で 50から 60年の耐用ができると考えていますので、

今回改修して 10 年使用しつつ、その中で学校再建も考えています。 

 

●板東市長 いまお話があったとおり、中央小学校の改修工事で 4 億円、東小学校

も改修するとなれば併せて 8 億円をかけて、かつ 10 年使用するとのことでしたが、

私の考え方としては、学校の統廃合を進めているなかで、他の自治体の校舎と比べ

て美唄市は古い校舎をさらに 10 年も使うのはどうなのかとの疑問があり、子どもた

ちにはもっと良い教育状況を与えた方がよいのではないかと、そういう意味では教

育に向けてやることもあろうかと思いますけれども、委員の皆様とこの場を借りて

協議したいというのが私自身の考え方でございます。 

私の考え方も含めて述べさせていただきましたが、この件について、ご意見、ご

質問があればお願いいたします。 

 

●高橋委員 新しく学校を建てるという考え方は面白いのですが、それは果たして

何年後ぐらいに考えていますか。 

 

●板東市長 具体的な年数は決めていないが、私の任期が 4 年なので、4 年以内に



着工したいと考えています。 

 

●齋藤委員 中央小学校の修繕を早急にしていただきたいです。修繕をしたうえで、

そのあと新しい学校を建てるということを考えていただきたいと思います。 

 

●板東市長 4 億円をかけなくても、最優先の修繕は必要だと思っています。修繕

に全く手を付けないのではなく、必要な修繕はやるという前提です。 

 

●齋藤委員 春になったら予算がついて設計など行なわれますが、それを白紙に戻

すという意味ですか。 

 

●板東市長 問題はそれ以上にお金がかかるということですよね。8 億円もかけて

修繕することが必要かどうかと私は思います。 

 

●齋藤委員 とりあえず冬までの間に体育館の屋根、雨漏り、廊下、フェス、床の

貼り換えの修繕をしていただきたいと思います。床は割れていて、それが原因で子

どもたちが転倒して怪我をするおそれがありますので。 

 

●板東市長 予算の有無に関わらず、必要な修繕は行ないます。 

 

●齋藤委員 今回、校舎の修繕をすれば 2 億 7,000 万円くらいの工事料がかかると

思います。そして来年度はボイラー関係とか照明関係の工事ですよね。 

 

●阿部学務課長 もし予算がついたとしたら、一緒の工事を行ないます。 

 

●齋藤委員 予算があれば必ず工事はやりますということですね。それはもう間違

いないですね。 

 

●阿部学務課長 はい。 

 

●板東市長 例外なく、必要な修繕は当然すぐにでもやらなければならない。 

 

●齋藤委員 今までお金が無くて修繕出来なかったが、我々が要望して、やっと中



央小の修繕をしてもらえる。その気持ちを分かってほしいと思います。 

 

●板東市長 もちろん、分かります。必要な修繕は早急にやろうと思っています。

ただ金額的に先ほど申し上げたとおり、8 億円もお金を費やして直すよりも、私は

美唄の学習環境整備のため、来年とは言わなくても早く新築した方が良いと思いま

す。 

  

●齋藤委員 そうですね。市長自身の考えが揺るぎないのであればそれで良いと思

います。それで新築の話が止まっていくのではないかとも思ったので。 

 

●板東市長 新築を早くスタートすれば、より良い環境を子どもたちに提供できる

のではないかと私自身は思いますし、今の校舎を約 50 年使用していて、今後も使い

続けるのは如何なものかと。それならば、少なくても 4 年以内に何らかの制度を作

りながら、新築をどんどん進めていきたいです。問題は学校の父兄に対して、今の

時点で何年後に工事をするとは言えないが、予算の目途をつけて 2・3 年後には行な

えれば良いと思います。 

 

●今野委員 新校舎建築について私は反対じゃないです。予算の目途がついてなく

ても、校舎の改修は早急にしてほしいです。現場を見ると子どもたちの身の危険を

感じる状態であり、ガラスの破損や雨漏り等で子どもたちが怪我につながるおそれ

があります。今回の改修が行なわれることについて中央小学校の父兄は周知してお

りますが、もしも改修が行なわれない場合、責任の所在は何処になりますか。 

 

●板東市長 危険性の高い改修は早急に行ないますので、やらないということは絶

対に無いです。ただ、必要最低限の予算に抑えながら早い段階で新築した方が、子

どもたちにより良い環境を与えられるのではないかと思います。 

 

●土肥委員 新校舎の建築で、どのくらいお金が掛かるのか私たちには分からない

ですよね。予算が掛かり過ぎて新築しない方が良かったとなれば、それはそれで問

題だと思います。私たち委員はお金がいくら掛かるのか分からないので、新築する

ことが良いのか悪いのか判断つかないです。 

 

●板東市長 私自身はこの時点で判断しかねますが、より良い環境を子どもたちに



提供するにはどうしたら良いかを、ここで立ち止まって考え直す必要があると思い

ます。今の校舎であと 10 年使うのは、他の自治体の校舎と比べても相当に古い感じ

がしますよね。 

 

●土肥委員 私たちは学校訪問のときしか校舎を見てなくて、他の学校もよく分か

らないのですが、毎日みている先生や生徒たちにしてみれば、少しでも早く改修し

てもらえるようにと、もう本当に切なる願いだと思います。早急に改修されるため

の予算が、どこまで掛けられるのか分からないですよね。 

 

●板東市長 今回の改修は今年度中には間に合わないのですか。例えば校舎を直す

場合、いま 4 億円というお金と早急の改修工事料 2 億 7,000 万円という予算は、補

正予算を使っても掛けられないのですか。 

 

●桜井学務課長補佐 今、屋根の工事で 3 か月、屋上防水工事が 7 か月の予定で、

控え工事に関しては 2・3 か月という設定をしておりまして、工事期間は 12 月から

3 月中頃までおおよそ 3 か月を予定しています。トータルで実質的な主体工事が 10

か月、控え工事が 3 か月という工程を組んでいます。 

 

●板東市長 例えば工程が遅れたりすると、授業に影響はあるのか。 

 

●桜井学務課長補佐 そのような工程でクラス編成や財政と学校との打ち合わせも

終わっているみたいなので、授業を日替わりにすれば移動替えしなくても、影響は

無いのかなと思います。ただ、電気や機械設備工事も想定しておりますので、一緒

に含めてやるという話になると、工期がずれ込むと子どもたちのクラス活動をする

のに影響がでるかなというのはあると思います。 

 

●板東市長 事務局としては、今言ったのも含めて、私が問題として繰り返す日程

の猶予期間ですよね。お金の問題にも踏み込んで、かなり整理しないと議論も進ま

ない。 

 

●阿部学務課長 屋上の雨漏りについて危険性はありますが、体育館の屋根工事に

ついて、単独の工事 2,500 万円ですが、これだけでも実施していただきたいと思っ

ています。 



 

●板東市長 工事料は 4 億からどのくらい変わりますか。 

 

●今野委員 私たちに猶予期間はありますが、相手には猶予期間は無いと思います。 

 

●板東市長 体育館の工事で 2,500 万円ならば、単独で改修工事できますよね。1

億 5,000 万円以下の工事ならば、すぐにできます。 

 

●阿部学務課長 今年度の工事料が 2 億 7,000 万円で、2 年間の工事で電気工事と

機械工事が含まれて 4 億円の予定です。ただ、電気工事と機械工事は別工事で、こ

の工事も早急に行なわなければなりません。 

 

●土肥委員 2 億 7,000 万円の予算について、議会で調べないのですか。 

 

●板東市長 法的には問題ないですし、議会は承認と判断したということですね。 

 

●土肥委員 板東市長が、今回の改修にお金をかからないようにしようとなった場

合、今回の改修工事は宙に浮くということか、それとも全く無しということですか。 

 

●板東市長 今回の決定で、発注も本契約もしていませんからストップとなります。

予算としては見送るというか要検討とし、どこまで必要かを議論しながら必要な支

援をバックアップします。 

 

●土肥委員 工事を絶対にやらなければならないという決まりでは無いということ

ですよね。 

 

●板東市長 予算は予算ですから、経緯を細かに確認して、必要なのかを議論して

いかなければなりません。それらの議論を集約して、これからあるべき施設を増や

すために、予算を確保する方が良いのかなというのが私の思いです。 

 

●土肥委員 私たちが思っているのは、学校というのは現在進行形で子どもたちが

学べる所であり、色々と理想はあると思いますが、子どもたちに対してどこまで学

校環境を整えてあげられるか、そのために予算をいくらつけるのが良いのか、その



辺の判断が私たちにはできないです。 

 

●板東市長 具体的に対案が無いと、なかなか難しいですね。 

 

●高橋委員 当時は研究会で、市が中心となって、今後の美唄のあるべき教育はど

うしたら良いかということで、児童数が将来的に減っていくのが分かっていて、皆

さんに理解をしていただいたなかで、どういう教育が美唄に合っているかというも

のに取り組んでいました。この研究のために 1 年間東京で資料を集めて、地域との

関係や同意を得られるよう行ないました。今後どうなるか分かりませんけれども、

十分地域の同意を得られる考え方で、学校教育を守っていただけるよう、市長には

4 年間頑張っていただきたいと思いますね。 

 

●板東市長 私の考えとしては、学校・幼稚園・保育所等があって 1 つの地域だと

思います。地域に残したいという意向があれば、1 つの案として結果的にあり得る

と思います。私が言いたいのは、子どもたちがサッカーや野球をやりたいという希

望的な形を受け入れて、一定のキャパを持って、それらを政策で作ります。作った

らすぐ統合という話ではなくて、20 年後 30 年後の将来を見通した中でそういうも

のを作っていく、そんな感じでやっていきたいという気持ちを持っています。今新

築したから即統合にはならないですし、それぞれの地域事情もありますから。私と

しては地域の同意を得て、学校を作るというのが私の思いです。 

 

●齋藤委員 それはいわゆる汎化ということで考えてよろしいですか。 

 

●板東市長 現実的には 1 万人いかないので、1,000 人規模で使用することを考え

ており、中学校はそれまでに認識も変わっていく。 

 

●齋藤委員 それは汎論ですよね。 

 

●板東市長 社会教育が合致すれば、運動等で子どもたちも沢山使うだろうし、学

校が終われば地域の大人たちが色んな形で色んな考え方を子どもたちに伝えること

もできるでしょうし、少子化ほどやれることもあるでしょう。それらを新しい学校

のなかで、子ども中心で地域の方を含めたものをこれから作りたいと私は思ってい

ます。今の人は趣味で使うとはなかなか言えないでしょうけれど、1 つの志の歩み



というか、そういう形にしてあげたいと思います。 

 

●今野委員 学校の改修について、どんどん経費が膨れ上がりそうですが、話が無

くなるということだけは避けていただきたいと思います。まずは子供の安全安否が

第一だと思っていますので。中央小学校に限らず、東小学校の廊下の雨漏りが何年

も前から酷いので、危険箇所は無くすと市長が言うのであれば、早急に改修をお願

いしたいと思います。それともう１つ、事務局から出なかったのですが中央小学校

の生徒玄関で施錠が 1 箇所壊れており、誰でも開けて入れる状態なので、今回の改

修工事で併せてお願いしたいと思います。 

 

●板東市長 漏水は 1 箇所だけ直すのではなく、屋根全体等の工事が必要になりま

すので高額になると思いますが、教育部長どうですか。 

 

●森川教育部長 東小学校の雨漏りについては、早急に対応したいと思います。中

央小学校の玄関を改修すると、すごい経費になると思います。玄関のガラスのとこ

ろを全部直すと相当な金額になると思うので、他の改修や緊急性を含めて対応を考

えたいと思います。 

 

●板東市長 結果として、改修費が 4 億円かかるか分からないですけれども、今言

った必要な安全確保、これは絶対に改修を行ないます。 

 

●齋藤委員 新しい校舎を建てるのは勿論賛成です。それは早急に行なってもらい

たいです。ただ、先程言った色々な形で何十億円も掛けて、臨時会をやれなくて、

出来なくなるというのが非常に失礼なという思いで、その辺を含めて理解していた

だきたい。 

 

●板東市長 分かりました。 

皆さんに色々な議論を重ねていただきまして、今一度立ち止まって、別の観点から

もう一回見直したいと思います。 

 

●齋藤委員 これまでに入札したものはどうなりますか。 

 

●板東市長 契約は、一旦中断という形ですね。このままでは出来ないということ



です。もう一回危険な箇所を調べて、金額がどこまでで収まるのかを確認してから

発注する。危険箇所の確認は既に行なっていますから、あとは予算で落とせるとこ

ろは落としていくという感じになります。 

 

●森川教育部長 我々は補助のラインも考えていたので、基準を満たさなければ補

助金を貰えないということがありますね。これまで改修工事の予算総額を 4 億円で

算出していましたが、これから改修計画や予算を見直していきますので、補助金は

出来るだけ貰うようにしますが、ちょっと難しいかなと思います。 

 

●齋藤委員 修繕の総額が 2 億 9,000 万円。4 億円の見積もりに対して、1 億 1,000

万円の補助金ですよね。立ち止まることに意味が無いと思います。 

 

●阿部学務課長 一般財源になる可能性があるので、そう言った場合どのくらい揺

れるのかということになりますし、議会で振り返るとなれば 1 億 5,000 万円以上の

予算額となります。 

 

●板東市長 それは財源の問題ですよね。今の校舎を辛抱して 10 年使うのか、それ

とも 4 年以内に目途を付けて早い段階で新しい校舎を建てるか、そういう問題です

よね。今この場で決議したら、辛抱して 10 年使うことになりそうですね。 

 

●今野委員 とても話にならない危険箇所の改修は、これから行ないますよね。 

 

●板東市長 それは行ないます。 

 

●齋藤委員 こういうやり方だから、もう 10 年、校舎を建てられないという話では

無いですよね。 

 

●板東市長 いえ、それはあります。 

 

●阿部学務課長 小学校と中学校について、南美唄小学校はいま統合になる可能性

がありますけれども、他の 4 校は 2 クラスずつ学級があります。これが 1 学年 1 学

級になりますと、クラス替えが出来ない状況となりますので、その頃には統合を進

めていくことになると思っています。学校適正化計画ではイメージ図として、市内



1 校小中一貫校というのがありまして、これは例としてですが、市長の考え方に近

いので、そのイメージで捉えていただければと思います。学校が古いというのは中

央小学校も東小学校も、健全化など色々なことがありまして、ずっと直せない期間

が長かったと思います。今の段階で統合が決まって、遅れながら建つことがやっと

できる状況になりまして、もっと早い時期に出来れば良かったと思います。 

 

●土肥委員 新しい学校ということに取り組まないのは何とも言えないですよね。

それを即時以後、形にしないと、中止となるおそれがある、そういうことですよね。 

 

●板東市長 そうです。私としては予算編成時から責任を持ってやるしかないって

ことです。新しい校舎を作るため、全力で取り組むしかないです。 

 

●土肥委員 私は、今の子どもたちが安心安全で勉強できる環境を整えていただき

たいです。 

 

●今野委員 子供にお金を掛けてほしいという願いです。 

 

●板東市長 私はもっと増やしたいと思っていますが、無理に与えると言っても限

界枠で、構造上の問題で後追いだと結構コストが掛かりますので、なかなかできな

い状況ですね。最新のＩＣＴ機器も順次入れたいとは思います。 

 

●今野委員 危険箇所は早急に改修していただけるという前提で、聞いていただけ

たということとして良いですか。 

 

●板東市長 それはもう間違いなく、危険箇所の修繕は絶対に行ないます。 

それでは、この件につきましては、最初の段階対応を補正して、お話を聞いて、

財政協議して、そのなかで最終的な判断をしたいと思いますが、他にご意見やご質

問はありませんか。 

他に無ければ、次に移ります。協議事項の 2 つ目、その他についてです。その他

について、何かありますでしょうか。 

 

●板東市長 校舎も昔は木造でしたけど、道内の木を使った校舎ってどうですかね。 

 



●高橋委員 宮大工が作るような学校ですね。 

 

●齋藤委員 学校自体がもう限界ですよね。 

 

●土肥委員 もう 50 周年になりますかね、中央小学校も東小学校も。 

 

●板東市長 そうですよね。他に何かございませんか。 

 

●福地総務部長 他に無いようですので、以上をもちまして第一回の総合教育会議

を終了したいと思います。お疲れ様でございました。ありがとうございました。 

 

 16：20   終了 

以上会議の顛末を記載する。 

 


