
平成 29 年度第２回美唄市総合教育会議録 

 

1 と き  平成 29 年 11 月 22 日（水） 

       午後 4 時 00 分 ～ 午後 4 時 50 分 

2  ところ    市長会議室 

3 出席委員 

    髙橋市長 星野教育長 高橋教育委員 森田教育委員 齋藤教育委員  

  土肥教育委員   

4 説明員 

《総務部》 

中平総務部長 村上総務課長 置田総務課長補佐 田村総務課主幹 

福地総合戦略室長 杉本総合政策課長 村谷財政課長 

《教育委員会》 

森川教育部長 阿部学務課長  西田学務課長補佐 高橋学務課総務係長 

5 開会 

6 協議事項 

 （1）平成３０年度教育費予算について 

 （2）その他 

7 その他 

8 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



概要記録 

１６：００ 

●髙橋市長 教育委員の皆さん、今日は大変お忙しい中、ご出席いただきましてあ

りがとうございます。それでは、今年度、第 2 回目の総合教育会議を開催したいと

思います。それでは、はじめに協議事項の１つ目、平成３０年度教育費予算につい

ての説明をよろしくお願いします。  

●森川教育部長 資料の平成 30 年度教育予算での協議・調整事項」について、私

の方からご説明します。教育費の予算の中で平成３０年度に向けましては、様々な

課題がありますが、本日は主なものだけ箇条書きにしてまいりました。 

まず、学校教育関係では、「学力向上対策」、新学習指導要領に対応した学習環境

の充実、ICT 機器等の整備を教育予算の最大の柱としています。 

教育課程の具体的内容を示す学習指導要領は、概ね 10 年に 1 回改訂されてきて

おり、次期学習指導要領は小学校では平成 32 年度から、中学校では平成 33 年度

から全面実施されることとなっております。 

この次期学習指導要領では、児童生徒が主体的・対話的かつ深い学びを行う、ア

クティブ・ラーニング、能動的な学習の視点、いわゆる、これまでの教師が講義形

式で、児童・生徒に知識を伝達するスタイルではなく、課題把握やディスカッショ

ン、発表、プレゼンテーションなどの能動的な学習を取り込んだ授業であり、この

ことが新学習指導要領の最大の改正内容となっているところです。 

ICT の整備については、各市町村においても、この新学習指導要領の全面改正を

見据え、整備拡充に向けた取組を加速させている状況であり、市教委としても、小

学校では平成 32 年度、中学校では平成 3３年度の完全実施の前、移行期間中に、

これら学習に不可欠な ICT 機の整備を段階的に行っていきたいと考えております。 

次に、NRT 標準学力検査の拡充ですが、現在、小学校 2 年〜５年、中学校１年

〜２年で実施していますが、これを未実施の小学校 6 年と中学校３年を加えて実施

できるよう予算を増額していただきたいと考えております。 

これは、子供達の学びの履歴を各年で知ることにより、その子供の学習状況を知る

ことができ、そのことで、その子供の強み、弱みを知ることにより指導に生かした

り、ひいては、教師の資質の向上にもつながるものと考えております。これに伴う

増加予算は、概算費用で合計約４０万円であり、空知管内における市町では、既に、

ほとんどの自治体が小学校２〜６年、中学１～３年までを実施している状況にあり

ますので、項目として上げさせていただきました。 

 



次に、複式学習支援員の授業時数の増加についてですが、現在、峰延小学校、南

美唄小学校、茶志内小学校に複式学習支援員を 1 名ずつ配置しており、3 年から 6

年の理科、社会の学習支援を年間一人当たり 2５０時間、3 人合計 750 時間の範

囲で授業や授業準備を行っております。来年度から、茶志内小学校と南美唄小学校

で複式学級が増えることから複式で学習支援が必要な授業も増加されます。これま

でも、複式学級支援員の受け持ち時間が足りず、教頭も複式授業解消のために授業

を行ってきましたが、支援員による授業に要する時間が年間合計１５０時間程度、

平成 30 年度、増加することが見込まれますので、項目として上げさせていただき

ました。 

次に、就学援助充実の検討、新入学児童生徒学用品費の入学前支給についてです

が、これは、これまで準要保護世帯に該当する児童生徒については、入学後の 4 月

に支給しておりましたが、要保護世帯いわゆる生活保護世帯が国の要綱改正により

平成 29 年 3 月から平成３０年 4 月以降の新入学児童生徒については、入学前の平

成 30 年 3 月の支給になったほか、こうした国の動きを踏まえた道内の自治体にお

いても平成 29 年度から入学前支給に対応した取り組みを行う自治体も出てきてお

り、こうした状況を踏まえ、本市においても、新入学児童生徒学用品費については、

平成 31 年 4 月以降に入学する児童生徒から入学前支給をしたいと考え、項目とし

て上げさせていただきました。 

次に、教育環境の整備についてですが、まず、小中学校の大規模改修については、

平成 27 年度に策定した「美唄市立小中学校施設整備計画」に基づき、施設の建築

年や老朽度、学校の要望などを総合的に勘案し計画的に改修を行うこととしており、

平成 30 年度は、小学校では、中央小学校の校舎防水・外壁及び内部改修工事実施

設計、体育館 床ウレタン塗装及び屋根吹き替え工事、放送室機器入れ替え工事、

中学校では、美唄中学校 体育館屋根葺き替え工事、美唄中学校及び東中学校の校

舎及び体育館の煙突改修工事、これはアスベスト対策も含んでいます。また美唄中

学校及び南美唄中学校 校舎放送室機器入替工事で、このほか、老朽化したスクー

ルバス中型 1 台の更新について上げさせていただきました。 

次に 生涯学習関係ですが、「社会教育施設」では、まず、市民会館の重油タンク

の改修工事があります。これは、国の危険物の規制に関する規則等の一部を改正す

る省令、平成２３年 2 月 1 日施行により、設置後 40 年を経過した地下タンクにつ

いては、腐食防止措置等をしなければならないという基準が定められたのを受け、

市民会館の地下タンクが平成 30 年１１月 13 日で 40 年を迎えることから、この

対応のために、現行の地下タンクの腐食防止等と、地上にタンクを新たに設置した



場合のその後のメンテナンスを含めた費用の比較検討の結果、地上に重油タンクを

設置する工事をしたいと考えているものです。 

次に「スポーツ施設」では、市営野球場の実施設計に基づく改修工事として、社

会資本整備総合交付金を使いながら、内外野グラウンド、バックネット、外周フェ

ンスなどの工事をあげさせていただきました。 

サンスポーツランドのテニスコートでは、テニスコート内トイレが、現在汲み取

り式であることから、これを簡易水洗化するための修繕をしようとするもので、小

学生のソフトテニス大会の開催では、選手、保護者などで、来場者が 1,000 人を

超える大会もあり、こうした大会期間中、汲み取り式が敬遠され、パークゴルフ場

の作業員用倉庫トイレ、1 か所を使用し長い列となっているなど、利用者から水洗

化についての要望があるところであり、項目として上げさせていただきました。 

総合体育館では、メインアリーナの南面、西面の暗幕について、当初の施設建築

時昭和 63 年以降更新をしていないことからかなり損耗がしていることから、所々

隙間ができているため競技にも一部支障が出ていることから、更新をしたいと考え

ております。 

温水プールでは、防火扉の修繕であります。防火扉が閉じない状態でありますの

で、これを修繕するもので、すでに消防から指摘を受けているものでありますので、

項目として上げさせていただきました。 

次に「図書館の充実」については、行財政改革の取組項目「図書館のアウトソー

シング」として平成 30 年度から指定管理者制度導入することで取り進めているも

のですが、現行の図書購入費 3,200 千円から平成 30 年度は５，５００千円への確

保と、教育委員会側に司書免許を有する職員の新たな配置をしていただきたいとい

うことをあげさせていただきました。教育委員会に配置される職員の役割は、行政

の意思や政策を反映する生涯学習推進計画や子ども読書活動推進計画の管理及び推

進、図書館資料の選書・廃棄の管理、郷土資料の収集等のほか、指定管理者単独で

は対応が難しい学校図書館との調整・連携、また、住民登録情報の取り扱い等を担

当するものです。特に、図書館資料の選書・廃棄の管理においては、指定管理者が

選書又は廃棄しようとする資料が市の基準に沿っていることを教育委員会が最終判

断することで、責任の所在を明確にするとともに資料収集の一貫性を保とうとする

ものであり、図書館の指定管理業務には必要不可欠な役割を持っているものです。 

以上、平成３０年度の教育費予算として協議・調整させていただきたいと思いま

す。私からは以上でございます。 

 



●髙橋市長 来年度予算について、教育委員会から説明をさせていただきました。 

ただいま教育部長から説明がありました件で、皆さんからご意見、ご質問等あれば

お願いいたします。ご意見等はよろしいでしょうか。 

●齋藤教育委員 学力向上対策のなかで ICT 機器等の整備とありますが、是非、実

現していたただきたい。実現した後は、このような機器は進歩が速いので、10 年

もすれば型遅れとなるので、機器の更新についても計画的に今後、検討していただ

きたいと思います。 

●森川教育部長 教員委員会としても同じ考え方で齋藤委員のおっしゃるとおり、

機器も時代にあうよう対応し計画的に行っていきたいと考えております。 

●髙橋市長 計画的にとのこととサイクルが早いので全体を見て検討しなければな

らないと思います。また、これから子供も減少しているので、都心部と変わらない

充実した ICT 教育をしていかなければならないと考えております。 

●高橋教育委員 ハードの機械の整備もそうですが、ソフトの面では先生たちの教

育ということで、講習会の充実も必要ではないかと思います、統配合の問題がある

ので、導入については、将来を見据え、それを見越してハード整備を行ってもらい

たいし、使う側の先生たちのソフト面も充実してもらいたいと考えております。 

●森川教育部長 おっしゃる通りでございますので、そのように予算の調整をさせ

ていただきたいと思っております。 

●森田教育委員 ＮＲＴ標準学力検査の拡充についてですが、学校訪問した時に、

先生方も非常に一生懸命に学力向上のため、取り組んでいただいておりました。現

在は 

全国、全道と比べてどうなのか、去年の子供達と比べてどうなのか結果は出ている

が、そうではなくて子供達一人一人の各個人の昨年に実施した４年生の時と 5 年生

になったときにどうなのかがわかるよう、全学年ができるようにし、次につなげて

いくことが大事だと思いますので、今実際できていない学年を含めて全学年でのテ

スト実施をお願いしたいと思います。 

●髙橋市長 子供達一人ひとりが去年と比べてどうであったか、わからないとなら

ないと思います。総体的にわかっても対処法としては見つけられません。個人個人

についてわかれば、ピンポイントで対処ができると考えております。 

●森川教育部長 おっしゃるとおりでございまして、少し踏み込んだ話をさせてい

ただくと学力テストの一人一人の学びの履歴や強み、弱みをどうしていくかは非常

に重要であり、また一方教える側の教師のほうの見方を変えると、1 年間何を教え

たか振り返りも大きい役割があるとされています。これは教師の資質向上に大きく



つながることもとても重要なものとなっております。これら 2 つの観点から是非、

実現したいというのが教育委員会の考え方です。 

●森田教育委員 総合体育館のトイレの整備について、利用されている方もたくさ

んいると思いますが、女性用トイレの洋式トイレが非常に少ない。少しずつ増やす

努力をしてほしいと思います。 

●髙橋市長 たしかに、今の子供達は洋式トイレを生活の中で日常的に使用してい

ます。 

●森川教育部長 おっしゃるとおりと考えています。 

●髙橋市長 トイレの整備については他の施設も含め、計画的に改修をしていくこ

とを進めていきたいと考えております。意外と見積もりを取ると費用がかかるので

十分に計画を立てて改修していきたいと思います。 

●齋藤教育委員 図書館の充実について指定管理の導入に伴い、図書購入費が増加

になっているのは非常にうれしいことですが、指定管理の導入に伴いさらに増額し

ていけないかと思っております。 

●高橋市長 指定管理者制度移行に伴った予算の増額ということで、これは内部で

十分検討してまいりたいと考えています。 

●森川教育部長 これまでのパブリックコメントや市議会の常任委員会の質疑の中

で同様の説明したように図書館業務の指定管理導入によるアウトソーシングでコス

トダウンになったその一部を図書購入費にあてることとしていきたいと考えていま

す。図書購入費の現状でいいますと平成 28 年度は、美唄市は市民一人当たり１３

４円、空知管内市民一人当たりでの平均では２２１円で、まだ乖離がございますの

で、今年度最低ラインとして５００万円程度の予算を協議事項として上げさせてい

ただきました。 

●髙橋市長 そのほかの自治体の図書購入費の平均になんとか追いつこうという考

え方で、どんな本が必要としているのかの協議検討も必要です。また、指定管理に

伴い利用者の方のサービスの向上につながり、利用者の方が享受できるよう、十分、

教育委員会で協議をしていただき指定管理者と連携していただきながら必要なサー

ビスの提供をしていただきたいと考えております。 

●髙橋市長 その他何かありますか。ないようですので次に移ります。協議事項の

2 つ目にその他について何かありますか。 

●高橋教育委員 以前にも教育委員会で話をしましたが、保育園と幼稚園について

ですが、現状は、保育園は福祉、幼稚園は教育委員会の管轄となっていますが、市

立幼稚園の廃園、保育園では少子化となり、将来的にその一元化を進め将来を担う



子供達や市民に分かりやすくするため、就学以前の子供達は、福祉か教育委員会の

どちらかで受け持っていただき、進めていくほうがよいのではないかと考えます。 

●髙橋市長 保育園と幼稚園の所管が違っていて分かりづらい。行政は縦割りとい

われるが情報の共有がなかなか難しい状況です。子供を育てるという観点から一つ

になったほうがわかりやすいと思うが、法律の問題等が出てくるのですか。 

●星野教育長 幼小連携、今は幼保小連携というが、法律的には今は、厚生労働省

と文科省に分かれている。しかし実際のところ秋田県では教育委員会が保育園を持

っているところがあり、北海道が遅れている状況です。北陸の富山県や福井県、長

野県など教育委員会で保育所を持っているところが増えている。縦割りではなく、

いずれ美唄市も将来的に一元化し教育委員会で保育所を持つことを検討する必要も

あるだろうと考えております。 

●髙橋市長 今後、他の自治体の例を参考しながら調査研究していきたいと考えて

おります。一元化する効果等は何かありますか 

●星野教育長 効果は大きいです。今は、福祉部門と教育委員会でなかなか連携が

取れていません。意見交換はしますがそれが、実際、それが保育現場、幼稚園現場

で活かされているかというと、そうはなっておりません。秋田県は一元化すること

が良いから進んだと思います。美唄も積極的に北海道の取り組みを見るのではなく

リードするように、できるのであれば今から協議をして何年か後にできるような取

り組みも必要と考えております。 

●髙橋市長 0 歳児保育や子育て支援との連携は難しいのではないかと思いますが

どうですか。 

●星野教育長 どこまで教育委員会、福祉で持つかの協議は必要です。今、公立幼

稚園でもっている特別教育支援員を認定こども園の「ひまわり」に持っていくこと

は、教育費と保育費に分かれているため予算上できません。障害のある子供達をど

う見るかは、一元化されれば解決することになりメリットはあります。ただし教育

と福祉のすみ分け等の整理しなければならない問題はたくさんあります。 

●高橋教育委員 子育ての現場は、人材不足であると認識しています。保育園の現

状として、新採用の応募が一人もいなかったと聞いている。そういうところは代替

えの臨時職員での対応しかないです。一元化することで人材の交流も可能となりま

す。今後、小さな子供を見てほしい親はたくさんいるので、就学前の子供達は一元

化することを進めていただきたいと思います。 

●土肥教育委員 特別支援について、最近、学校訪問で行くと、特別支援を必要と

する子供の数が増えている気がする。学校現場では特別支援の充実と看板を掲げ、



先生たちは頑張っている。学校現場だけに任せるのではなく教育委員会として支援

する形を、具体的に行動を起こせることはないかと思います。これから特別支援を

必要とされる子供がすごく増えていくものと思いますので、その対策を考えていた

だきたいと思います。 

●髙橋市長 数というのはどれぐらい増えていますか。 

●星野教育長 特別支援については、今の形となってちょうど 10 年経ちます。特

別支援の充実は、手厚くする方向は加速しているが美唄市は乗り切れていない。特

別学校支援員は不足している。一人でも支援の必要な子供がいれば一つの学級を作

りなさいと加速していて財政が豊かな自治体はそれができていますが、美唄市とし

てはなかなかできていませんので、可能なかぎり力をいれていかなければなりませ

ん。支援を必要とする子供のクラスを分ける、分けないは、それぞれメリットとデ

メリットがあるが同じクラスにいるデメリットのほうが大きいので、教育委員会と

しても今後、特別支援について考えていく必要があります。 

●森田教育委員 特別支援の障害の結果については、医師の診断が必要となるが、

親が診断を受けさせないと、グレーゾーンの子供達が増えていると学校訪問をして

感じています。 

●髙橋市長 親が自分の子は違いますよ。普通ですよと言い普通学級におくという

ことですね。 

●星野教育長 その辺は、福祉のテラン広場での位置づけで、グレーゾーンの子供

達をどうするのか。これはとても重要な部分で、教育部門ではできないので、グレ

ーゾーンの子供達を市長部門の福祉でどうするのか。このことは、教育委員会と連

携のなかで取り組んでいきたいと思っています。 

●髙橋市長 10 年間特別支援をやってきて、現状増えている実態の中で国はどう

考えていますか。指針見たいものは出ているのですか。先ほど、「お金のある自治体」

はとの話があったが、国はどう考えているのでしょうか。 

●星野教育長 国はしっかりやれと指針は出していますが、お金は出してくれませ

ん。札幌などの裕福な市は進んでいます。 

●髙橋市長 国に対して、教育長会議などや教師側で文科省に対して要望はしてい

ますか 

●星野教育長 要望はしていますが、形式的なものなので、国に響くような要望を

しなくてはならないと思います。ただ特別支援の充実というだけではダメです。 

●高橋教育委員 親はなかなか診断を受けてくれないから、学校に入る前からふる

いにかける必要がある。グレーゾーンであることはわかっているが、親が認めたく



ないため、小学校に上がるときに先生に報告はありません。 

●髙橋市長 グレーゾーンから指導して、普通に改善することはありますか。 

●星野教育長 まれにはあるかもしれせんが、通常は継続して特別支援をする状態

が必要です。国は来年度予算のなかで特別指導教員の増員としてあげているが、全

国レベルであり北海道では数人となっており、美唄には配置されるのは難しく、美

唄独自でしなければなりません。国は特別支援員の増と、一方では統廃合を進め教

師の減をおこなっています。トータルで増減はどうなっているかはわかりません。

国は都合の悪いことを言いません。 

●髙橋市長 難しい問題ではあるが、子供達のためになんとかしていかなければな

らないことだと考えております。 

●星野教育長 ただいま説明した来年度予算は、平成 32 年度小学校学習指導要領

の全面改正、平成 33 年度の中学校の学習指導要領の全面改正に向けた予算であり、

その移行期間までに、他の自治体と相違のないようにＩＣＴと学力検査の件につい

ては、教育は平等なので是非、予算を付けてもらうようにしたいと考えております。

教育予算の充実は人づくり、街づくりにつながるので、子供の教育を充実したいと

考えております。 

●髙橋市長 他にないようなので、協議事項について、終わらせていただきます。 

次に次第の３のその他について、事務局から何はありますか。 

●事務局 ありません。 

●髙橋市長 委員の皆様から何かありますか。 

●齋藤教育委員 図書館の指定管理についてですが、今手を上げているのはＢＭＣ

で指定管理の選定委員会の代表者が同じであり、その辺について何か対策を考えて

いれば、教えてもらいたい。 

●星野教育長 現在の選定委員会の代表者が副市長となっており、選定委員会の代

表とＢＭＣの代表権を副市長がもっております。前回の選定委員会でも話題となり

まして、美唄未来開発センターでは副市長が代表取締役、もう一人の専務が代表権

をもっており、二人のうちどちらかが図書館の責任者となるかＢＭＣ内で話した結

果、指定管理となった場合、専務が最高責任者となってやっていくことと聞いてお

ります。図書館の指定管理については、副市長が関与することはなく、ＢＭＣの代

表権を持った専務が最高責任者としてやっていくと聞いております。 

●髙橋市長 図書館業務については、専務が代表で、他の業務は副市長がやるとい

うことですが、ＢＭＣという会社があってその中で、内部的にすみ分けをするとい

うことですか。 



●星野教育長 民法の双方代理により、同じ名前でも人格が別であれば契約できま

すがＢＭＣの代表権を持った代表取締役専務が契約者になっても問題がなく、契約

者は代表権のある副市長「藤井英昭」ではなく、代表権のある専務と考えています。 

●髙橋市長 このことは、市民に対してわかりやすい説明をすべきと考え、市民が

誤解を招かないようにしたいと思います。 

●齋藤教育委員 選定委員会の代表の副市長が抜けるのか、ＢＭＣの代表者から抜

けるのか、二つのうちどちらかをおりてもらいたいがどうでしょうか。 

●星野教育長 図書館の選定時には副市長は、選定委員会を抜けることとしており

ます。 

●齋藤教育委員 これについて、一般市民は理解できるのでしょうか。 

●星野教育長 これからしっかりと市民説明をし、市議会での議論もありますので

その中で教育委員会の考え方を説明し、議論していきたいと考えております。 

●星野教育長 私たちは理解できるが、市民にとっては難しいと思うのでしっかり

と説明を行いたいと考えております。 

●高橋市長 他に何かありませんか。なければ、以上で第 2 回総合教育会議を終了

いたします。 

 

１６：5０  終了 

 

以上会議の顛末を記載する。 

 

 


