
平成 29 年度第１回美唄市総合教育会議録 

 

1 と き  平成 29 年５月 22 日（月） 

       午後 1 時 3０分 ～ 午後 3 時 20 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 吉田総務課総務係長 

齋藤総務課総務係主査 

教育委員会 

森川教育部長 阿部学務課長 高田図書館長 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）美唄市立栄幼稚園のあり方について 

 （2）美唄市立図書館の指定管理者制度導入について 

 （3）小中学校の適正配置について 

（4）その他 

７ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

概要記録 

１３：３０ 

●髙橋市長 それでは今日大変お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうご

ざいます。只今から、今年度第一回目の美唄市総合教育会議を開催いたします。本

日の協議事項につきましては、美唄市立栄幼稚園のあり方、美唄市立図書館の指定

管理者制度導入、昨年１１月２１日開催した第二回総合教育会議において協議され

た、小中学校の学校適正配置の三点となっております。何れの協議事項も本日の会

議で美唄市及び教育委員会としての方向性をまとめたうえで、しっかりと市民説明

をしていかなければなりませんので、各委員におかれましては、活発で、そして慎

重な意見をいただきますようお願いを申し上げます。それでは早速協議事項に入っ

てまいりたいと思います。協議事項の一つ目、美唄市立幼稚園あり方について説明

をお願いします。 

●森川教育部長 それでは私の方から一点目の協議事項、市立幼稚園のあり方につ

きまして、配布されました資料に基づきまして説明いたします。教育委員会事務局

では栄幼稚園については、園児数の減少、施設整備の課題及びセキュリティーの観

点から総合的に判断し、閉園する考えでおります。現在、本市の市立幼稚園は、栄

幼稚園のみとなっております。栄幼稚園は、平成１１年旧市立栄小学校の一部を園

舎として改修し、2 階には安田侃氏の彫刻ギャラリーが併設され、園舎の周辺は四

季折々の自然を感じることができる環境となっており、園舎と同一空間の中には安

田侃氏の彫刻や流路、池が調和良く配置され子供達はこの豊かな空間で、心を育み

ながら伸び伸びと生活しているところです。一方、子育てや幼児教育を取り巻く現

状につきましては、集団活動を基礎とした幼児教育の場として、家庭や地域が幼稚

園や保育所等に向ける期待は高いものの、昨年まとめました本市の人口ビジョンに

おきましては、出生数の減少傾向が続くことが推計されております。園児数の推移

につきましては、資料として配布させていただきましたが定員 35 名に対しまして、

平成１１年度までは満員となっていましたが、平成 20 年度以降は定員を割り推移

してきているところです。この要因としましては、少子化傾向に加え女性の雇用機

会の拡大等によりまして、幼稚園よりも保育所を選択する保護者が増えてきている

ことなどが挙げられ、この減少傾向は今後も続くものと推測しています。以上が園

児数の推移です。次に園舎についてご説明いたします。園舎は木造二階建て校舎の

一部を幼稚園として活用していますが、耐震構造になっていないことに加え、屋根



や外壁の老朽化が著しく 4 月には、煙突が老朽化により破損したところでもありま

す。市教委といたしましては、財政面に加え景観の観点からこの木造校舎に対して

は、今後の施設整備が課題となっているところであります。次にセキュリティー関

係についてご説明いたします。隣接するアルテピアッツア美唄については、今後美

唄富良野線が開通されますと、今以上に来訪者の増加が予想されるところであり、

これら来訪者の増加に伴い幼稚園内、園外の教育活動や安全性の確保が懸念される

ところであります。また、アルテ周辺はクマの出没地域であり 5 月からは年数回熊

の目撃情報があり、熊の生息地域であること等園児の安全性を担保するうえでは、

極めて脆弱なセキュリティー環境でもあり、セキュリティー強化については美唄警

察署からも強く求められているところであります。以上が栄幼稚園の園児数の推移、

施設の老朽化、セキュリティーについてであり、これらの課題を総合的に判断し、

冒頭ご説明させていただきましたとおり、栄幼稚園を閉園することとして内部協議

をしたところであります。なお、平成２９年度の園児数は途中入園予定の２名を含

め３１名となっています。市教委としましては、園児の安心な園生活を最重視する

ことに加え、現在配置されている幼稚園教諭の退職時期と今後の園児数の減少等を

踏まえ、来年度に入園する園児の募集停止を本年中に決定し、平成３２年３月末を

もって閉園したいと考えているところであります。以上でございます。 

●髙橋市長 ただ今教育部長から教育委員会の考えとして、本年中に来年度入園す

る園児の募集停止を行い、平成３２年３月末をもって閉園する旨の説明がありまし

た。このことについて、皆様方からご意見を伺いたいと思いまが、何かございます

でしょうか。 

●森田委員 最終的に入園を募集した時点で、最後に４名の子供がいつか閉園にな

るという説明もなしに入ってきたということは、少なくとも、その子供たちが卒園

するまであと一年ですよね、一年は維持するか、募集をかけるときに平成３３年に

は閉園になります。だけどこの幼稚園を使用したい方がいれば入園して欲しいとい

う募集の仕方がありえたのではないかと思います。あと栄幼稚園は環境も良かった

ですし、作品が立っていたり環境の面でもすごく重視されて、一時は定員が割れて

しまったけれども、今見たら栄幼稚園の入園者数は逆方向に上にあがってきている

と思います。それを考えたらせっかく入ってきてくれた子供たちや保護者に対して

は、きちんと最後まで責任を持って栄幼稚園を使ってあげさせるべきではないかと

私は思います。 

●髙橋市長 この件について、教育委員会は何か考え方があればお示しいただきた

と思います。 



●森川教育部長 庁内の公立幼稚園の検討委員会がございまして、その中でも議論

があったところでございます。その中で検討委員会でも整理いたしまして、今後美

唄富良野線が開通する予定もございますし、これまで以上に来訪者が増えることも

予想されるということに加え、先程も説明いたしまいたクマの出没等があり、幼稚

園のセキュリティーの関係として、園児の安全安心を確保する上で、セキュリティ

ーの問題が大きな課題になっているということや、このほか、先程触れましたが施

設の老朽化等の問題もあります。また、平成３２年３月末で４人残るということで、

先程森田委員の方からもそのまま維持して欲しいというお話があったところでござ

いますけれども、その人数が最大の人数ということでございますし、また場合によ

っては園児数の移動等によりまして、それよりも下がるかもしれない、これは予測

の範囲ですけれども、そういったことも可能性としてあるかもしれないことから、

少人数での幼稚園教育がはたしていいのだろうか、そういった課題があることを検

討委員会の中で、委員それぞれが確認した上で、できるだけ多くの子供たちの中で

の幼稚園教育が望ましいのではないかという考え方や、認定こども園ひまわりの方

に公立幼稚園の機能を移行することなどにつきまして、保護者等に丁寧に説明をし

て理解を求めていくことなどから、平成３２年３月末で閉園とすることで検討委員

会ではこのような経緯に達したところでありますので、それについてご説明に代え

させていただきます。私からは、以上でございます。 

●髙橋市長 平成３２年３月末ということでございますので、４名が在園をしたま

ま閉園を迎える。４名の対応については、認定こども園の対応を促すということを

考えていると、教育委員会としてはそのように考えているということですね。その

他それまでに、市民の方々との懇談を行いながら、平成３２年３月末をもって閉園

ということですが、あと他に何かありますか。 

●高橋委員 障がい児の問題は、発達障がいや多動性など、非常に受け入れ体制が

他と違うことから、私立幼稚園では受け入れられないということですよね。あと進

徳保育園だとか、市立の認可保育園がありますけど、いわゆる受け入れ体制につい

て、きちんとしてないとだめです。それから、認定されていないグレーゾーンに入

っている子が非常に多くて、親御さんがなかなか児童相談所に行って相談するとい

うこともされない方も多いみたいですから、実際問題としては結構そういうグレー

ゾーンにいる子供たちが多い中で、しっかりとした教育を確保しなければならない

わけですから、その点をきちんと整理して考えていかないと、確かに今部長から話

があったとおり現状の幼稚園の体制というのは大変でしょうけれども、ただそれを

今後管理していただいて受け入れ体制も考えていかなかったら、大変じゃないかな



と思います。 

●髙橋市長 この件について、教育委員会の考え方があればお示ししていただきた

いと思います。 

●森川教育部長 先程出ました検討委員会での意見の内容を整理ということで、ご

説明したいと思いますけれども、高橋委員の言われたとおりのお話でごもっともで

ございまして、検討委員会の方でもそういった議論がございました。具体的にはご

承知のとおり栄幼稚園につきましては、これまで希望者全員を受け入れてきたわけ

ではないという部分があるにしても、今までのやり方としましては障がいを持った

お子様に対しましては、特別支援コーディネーターや特別支援教育支援員等を配置

しまして、こうした対応をしてきたところであります。また、これまでの本市の障

がいをお持ちのお子様に対する子育て支援の考え方、取組などにつきましては、保

護者のニーズや障がいをお持ちのお子様の程度に応じた保育所や幼稚園における障

がい者保育の実施や子供療育広場というのがございますけれども、そういったこと

を有効的に活用し、通園する中で就学に向けた勉強を深めながら子供に係る関係者

の支援を行うなど、就学前から就学以降への切れ目ない支援体制づくりに努めてき

たという状況でございます。こうした支援体制の考え方や取組を基に今後も執り行

うということを大前提といたしまして、栄幼稚園の閉園後は、公立幼稚園の機能を

認定こども園ひまわりに移行するということでございますので、基本的には認定こ

ども園ひまわりで対応するということで閉了したところでございます。ただ、認定

こども園ひまわりは、保育所型の認定こども園となっておりますので、現状では先

程お話のあったような障がいをお持ちの方、あるいはグレーゾーンといわれる方の

入所者数が増えますと、現状の保育士数の確保という面では、大きな課題になって

くるということもございます。このため、まずは栄幼稚園の閉園時期である、平成

３２年３月末に見込まれる、認定こども園ひまわりの入所者数、グレーゾーンとい

われる方も含めての見込み数ですとか、栄幼稚園閉園に伴います、ひまわりへの入

園移行希望者数など、あらゆる動向も含めまして、認定こども園ひまわりの保育士

の確保など、そういったものを踏まえたうえで検討し、取り組むことが必要である

と考えております。そういった検討委員会での協議結果に対する整理としたことで

ございまして、只今のご意見ご質問等に対しての説明に代えさせていただきたいと

思います。以上でございます。 

●高橋委員 もう一点は保育士の確保についてですが、近年は美唄あたりでも保育

園の正職保育士の確保が相当難しくなってきているという現状があるということで

す。その保育士の確保を正職にしても臨時にしても代替にしても、確保に向けた手



厚いサポートがなければ、たとえ一園閉園した中で、他の保育園や幼稚園に移って

いくとなると、きちんとした人員配置をしないと困るのではないか。 

●髙橋市長 今の意見について、何か意見等があればお願いします。 

●森川教育部長 検討委員会の中でも、おっしゃるとおりかなり厳しい状況になる

ということでございますので、そういったことについて、教育委員会内部あるいは、

検討委員会の中でも十分認識した上で、市長部局の保健福祉部や人事担当を含めま

して、先程言いました状況を踏まえて、具体的な検討に取り組んで参りたいと考え

ております。以上です。 

●髙橋市長 その他何かございますか。私は、栄幼稚園は、美唄市の特徴ある教育

というよりも、特徴のあるまちづくりの中でも、最重要の位置付けをしているもの

だと思っております。さまざまな出先機関に上京したりしますけれども、必ずとい

っていいほどアルテピアッツァや幼稚園の話が出ます。関係機関などからも非常に

高い評価をいただいております。特に地方創生においては、廃校リノベーションで

上手く使った事例として、いろいろなものに紹介していただいたり、ここの幼稚園

は歴代の大臣も結構来ていますし、すごいと思ったのは、天皇陛下も来ていらっし

ゃいます。そうした意味では非常に美唄市のまちづくりにとってもアルテピアッツ

ァ美唄そのものが、市にとって非常に重要だと思っております。いろいろ心配事も

あるでしょうし、それから市民の皆様への丁寧な説明が必要だとか、指定管理の混

乱をきたすこともあのではないかなど、そういった意味で教育委員の皆様が心配さ

れる部分だと思っております。その他に、何か心配や懸念される部分があれば、ご

意見いただきたいと思います。 

私から、先程も触れたかと思いますけれども、美唄市全体の幼稚園枠があると思

います。今、民間の幼稚園が二園あると思いますけれども、それぞれに説明をして

いく中で、間口を増やしたり、或いは職員を増員したりしなくてもいいとは思いま

すが、美唄市の幼稚園枠というのは全体的に、他に二園あることや、ピパの子保育

園があることを考えて、今後どうしていきたいのか、どうされるのかということも

含めて、考え方をお示しいただきたいと思います。 

●阿部学務課長 私の方から説明させていただきます。公立保育所の枠は現在定数

が３５０名、実人員が平成２８年度では２１５名の６１．４％の入所率、私立幼稚

園は２１０名の定数に対して実人員が１１８名で５６．２％となっております。ア

カシヤ幼稚園につきましては、定数に満たないので平成２９年度は、５０名の定数

の見直しを行っています。新制度に移って５０名減らしました。定数を満たさない

と新制度の給付金は充足率が低いと、減額されるということになっていますので、



私どもと連携して定数の見直を行いました。公立幼稚園の栄幼稚園については３５

名の定員に３２名でしたので９１％ということになります。全体の入所率につきま

しては、５９５名の定数に対し実人員が３５５名で６１．３％の入所率となってい

るところです。これだけでいきますと私立幼稚園の入所率は、どんどん下がってい

くという状況になり、定数を減らして入所率を少し上げたということになりますが、

栄幼稚園の３５名が仮になくなったとしても、市の見込量と提供量の割合でいきま

すと栄幼稚園を仮に全部なくしたとしても、３５名全部を保育所か幼稚園で飲み込

むことが可能ということで、提供量が十分あると私どもは考えているところです。

私立幼稚園の経営についても、非常に子供の数が減ってきております。今年度も入

所されている子供のご兄弟が入ってくるご家庭が多く、全く新規のお子さんが非常

に少なくなってきていまして、私立幼稚園の経営も非常に厳しいということも伺っ

ております。 

●髙橋市長 子供が少なくなったからということも、主な一つの理由にあげられる

と思いますけれども、どんどん PR して集めればよいのでしょうけど、民間の幼稚

園が二つあるということを、調査する必要があるんでしょうかね。いずれにせよ人

口が減少するということによって、定員枠をそれぞれが減らしていかないと難しい

ということですね。うちの場合は職員がいるわけですけれども、確か先程も触れた

かと思いますが、今後の職員の対応だとかそういったことがちゃんと整理されてい

るのでしょうか。 

●阿部学務課長 栄幼稚園は職員と園長を含めて三人体制となっております。その

他に特別支援教育支援員という特別支援に係る方が３名入っているという中で教育

を行っておりますが、平成３０年 3 月に一名退職される予定です。また、平成３0

年度に園長が退職ということになっています。この平成３１年３月を一つ目途にし

て閉園ということも考えたんですが、先程も話があったとおり子供が残るというこ

とがありまして、検討委員会では３２年という結論になりました。ここで二人退職

になりますが、その他に先生がもう一人いらっしゃいまして、その方は保育士の免

許をお持ちの方です。この方については、人事に係ることですのではっきりとは申

し上げられませんが、最後まで係ってもらってその子供たちを保育園の方に導き出

すのかなど、何れにしても市からの出向で幼稚園に来ていただいていますので、閉

園を機に、どういう形か分かりませんが、戻っていただくような形で考えておりま

す。また、特別支援員の三人の方については、短時間保育に係っていただいており

ますので、ご本人方の意向が長時間保育の認定こども園ひまわりの方へ行く意向は、

お持ちでないというふうに聞いています。また、免許が幼稚園免許しか持っていな



い方と免許がない方がいらっしゃいますので、保育園の方での受け入れは難しいと

いうことでございます。公立保育所で不足が出た時には、保育士の免許を持った方

を雇用しなければならないといった状況になっております。 

●髙橋市長 取得している免許によって今後の対応が変わるということですね。相

手がある話なのでこれはいくつか考えられますが、一つはＰＴＡの親御さんの心配

がある。もう一方でアルテピアッツァもその協議の対象、相手方の対象となると思

いますが、NPO の方は相対的に何と言っているのでしょうか。 

●星野教育長 今回の総合教育会議の内容を踏まえて速やかに保護者説明、特に４

名残りますのでその方々に対しては、セキュリティーの関係ですとか今後の子供の

数の推移等々を合わせて、アルテピアッツァと栄幼稚園ともに未だに危ない地域に

ありますので、それを含めて保護者の方には、十分な説明をしていきたいと考えて

おります。NPO 法人の関係は、空知管内の会合の時に話す機会があったのですけど

も、今説明した内容を安田侃先生に説明をして、それは致し方ない。ただし、今後

アルテピアッツァの中の木造校舎をどう位置付けていくか、木造校舎は耐震化され

ていませんので安全面をどのように確保して、栄幼稚園が無くなったあともどう確

立していくのか、それを今後検討していかなければならないと考えております。 

●髙橋市長 あと、委員さん方から何かこの件について、思うことがあれば遠慮な

くお話ししていただければと思います。 

●森田委員 理由の（１）中に熊が出没しているからとありますが、確かに熊がア

ルテピアッツァに出没しますけれども、これを閉園の理由にあげるというのは、私

は、すべきではないと思います。なぜかというと、熊が出る幼稚園ということは、

アルテピアッツァ美術館は、熊が出る美術館ですということに繋がっていくのでは

ないかと思います。熊が出るのは今にはじまったことではなくて、もう何十年も前

からのことですし、熊が出ても作品が素晴らしいなど、更に光ってくるのではない

でしょうか。 

●髙橋市長 森田委員の方からご提案がありましたけれども、教育委員会としては

何かありますか。 

●森川教育部長 確かに今にはじまったことではありませんけれども、幼稚園教育

という部分での環境であれば、熊が出没するというのは大変危ない環境にあります。

幼稚園園舎のことを詳しくご承知のことと思いますけれども、囲われているわけで

もない、そういった状況を事実としてクマの出没があるといった意味で、安全安心

の面では不安があるという事実として記載したものでございますし、これは必要で

はないかと私どもは考えているところです。 



●髙橋市長 熊が出るということは一つの事実であって、このことについても一つ

の理由にしたいという教育委員会の考え方ですね。 

●星野教育長 美術館の周辺で熊が出るといったことは、確かにマイナス要因があ

りますけれども、我々教育委員会としては、やはり部長が説明しましたとおり、「子

供の命の確保」これがやはり最優先となりますが、その辺はいま森田委員が話して

もらった美術館もありますので、その辺をどのように説明していくのかというのは、

市民説明の場で市民が納得できるような形で説明したいと思います。 

●髙橋市長 どのように、市民に説明するかということだと思いますので、十分に

この辺は考慮していただいて、説明していただきたいと思います。その他に何かあ

りませんか。 

●土肥委員 多分受け止め方もいろいろあると思いますけれども、最初から栄幼稚

園は閉園致し方ないということが前提とされてしまうと、熊の出没であったりなん

だったりと、そういう理由がついてくると思うのですが、やはり公立幼稚園は大事

だと思います。たまたまアルテピアッツァの場所にあったから熊の出没があって、

危ないということになったのでしょうけれども、別な他の場所にあって公立幼稚園

が存続されるということであれば、それはそれで話は成り立っていくことだと思い

ます。いつも思いますが全く閉園ありきで進んでいくとこういうような形になって

しまうので、なんとかして残そうとしたらもっと違う理由がつくのではないかと思

います。これは致し方ないことなのかもしれませんが、できれば残す方向だったら

こういうやり方があったのではないかというのも、多少検討の余地として入れてほ

しかったと思います。 

●髙橋市長 場所を変えたり、方法を変えたりして、何とかしてやれる努力をする

といった議論が必要であったのではないかということですね。廃止ありきのスター

トでなくて、その辺の協議した中で、何かあれば教育委員会の方からお示しをして

いただきたい。 

●阿部学務課長 管内の幼稚園の状況について、少しお話しさせていただきたいと

思います。例えば夕張のユーパロ幼稚園につきましても、平成３２年に認定こども

園に移行するということになっています。岩見沢のすみれ幼稚園も NPO 法人に移

って公設民営の保育所型の認定こども園に変わっています。管内には７０の幼稚園

がありますが、歌志内も幼保連携型の認定こども園、奈井江については保育所型の

認定こども園、浦臼のみどり幼稚園については、今後社会福祉法人に譲渡して幼保

連携型の認定こども園ということになっております。また、沼田の幼稚園も認定こ

ども園にして社会福祉法人に譲渡するということになっております。子ども子育て



支援制度というものが平成２７年４月からできました。この制度は、幼稚園をもう

少し間口を広げて一旦施設型の幼稚園というふうになりますが、狙ったところは認

定こども園を目指しましょうかという方向で、公立の幼稚園について美唄はなくな

る方向で検討していただいていますけども、空知管内では目指す方向は認定こども

園というふうになっております。また、私立幼稚園についても、施設だけ移るよう

協議してまいりましたけど、次の目指すところはやはり認定こども園というふうな

時代の流れになっておりまして、その中で認定こども園を仮に美唄でやろうとした

場合、給食の設備や施設の改装というものが伴ってきます。なので、うちの栄幼稚

園については、一旦施設型にして新制度に移りましたけれども、その先の方法とい

うのは現在の施設では、内部議論としては難しいのではないかという協議をしてき

たところです。以上です。 

●髙橋市長 制度の変更によって、それぞれの自治体も既に移行してきているとい

うようなことだと思います。他やっているからうちも右にならえということではな

いですけれども、何れにしても流れとしてはそういった方向に進んでいるというこ

とでありますので、きちんとした説明をしていただきたいと思います。 

●高橋委員 あと一点、私は保育園にも係っていますけれども、以前からいわれて

いるのは幼稚園派と保育園派があるということです。保育園の方が良いという親と

幼稚園の方が良いという親、認定型となると保育園の今働いている方が多くなる。

だいぶ変わってきているでしょうけれども、やっぱり幼稚園派の考え方をもってお

られる親御さんもいらっしゃると思いますので、その辺のニーズがどうなのかとい

うのは、調査したりしているのでしょうか。 

●髙橋市長 教育委員会の方でアンケート調査を行ったかということですね。 

●阿部学務課長 私どもが作った幼稚園振興計画でアンケート調査していますが、

全員を対象にしたアンケートは行っておりません。幼稚園に申し込む、保育所に申

し込むというのは、1 号認定、2 号認定、3 号認定は答えられるのですが、ご本人

からは幼稚園に入りたいという希望等は伏して市に申請となるので、どこに行きた

いのかというのは把握していますが、個々のアンケートはとっていません。 

●星野教育長 今、高橋委員の方から幼稚園派というか、幼稚園が良いという親も

いらっしゃるし、保育所が良いという親も当然いらっしゃる。保育所の方でも幼稚

園に負けないような保育が今も美唄市内で続いていますので、その辺は保育所ごと

に預かる子供については、幼稚園に負けない同等以上の同じことを取り組むことに

なっていて、その点は先ほどの公立幼稚園の関係もありますので、その辺について

は幼稚園児等が民間保育園に行っても、十分機能が果たせるよう教育委員会と市長



部局の方で、十分連携してやっていきたいと考えております。 

●高橋委員 何年か前に学力テストの結果においては幼稚園、保育園の教育が基礎

になっていて、点数が高いという調査結果が出ており、学力テストの中での調査の

中で評価されているところは何年か前に聞いたことがあります。その辺については

保育園も幼稚園も就学前教育ということであれば、当然、どちらも同じようにして

おられることが評価されております。保育園は預かるだけではなくて、そういうふ

うに教育ということを考えて進められております。 

●星野教育長 岩見沢の幼稚園は全部社会福祉法人に移行して公立幼稚園は全くあ

りませんが、公立幼稚園の果たしている機能に全く問題がないと聞いています。そ

れぞれ公立幼稚園がなくなっても果たす役割というのは、どこであっても多分レベ

ル的には近い、岩見沢もそう言っておりました。うちも多分そのような形に近づけ

ないとダメだと思います。その辺が、幼児の保護者が心配されるところだと思いま

すので、しっかりと説明していきたいと考えています。 

●髙橋市長 教育長の方から閉園に向けた取り組み、そして閉園の理由をしっかり

と市民に説明していくという話しがございました。確かに、さまざまな課題がある

と思います。もしかしたら保護者等への説明会の中で、反対意見が出るかもしれま

せんが、そういったことも考慮しながら今後の市民説明を進めていきたいと思いま

す。委員の皆様方も、いろいろ心配な事があるかと思います。まだ最終決定ではあ

りませんので、この辺につきましては教育委員会と調整をしていただいて、進めて

いただきたいと思っております。最後に教育長から何かありますか。 

●星野教育長 今回の閉園については、今年になってから急に決まったような話に

なっていますけれども、実はその前から閉園の話は教育委員会で整理されていまし

たが、結果としてその後の議論がなかなか深まっていなかったというのが実情です。

我々としましては、受け入れの関係でこれまでは大丈夫だったから、おそらく今後

も大丈夫ということは担保できない状況であるということ、合わせまして子供の数

の減少等や木造校舎の問題など、いろいろなことが今回の原因になりますので、そ

の辺をしっかりと市民説明、保護者説明を行いたいと考えていますので、皆さんの

ご理解を賜りたいと思います。 

●髙橋市長 それでは今後のスケジュールについて、説明いただきたいと思います。 

●森川教育部長 それでは資料の最後の方にある、今後のスケジュール【最終版】

をお開きいただきたいと思います。平成２９年５月の３行目にあります総合教育会

議での協議ということで、本日の会議を示しております。以降は記載のとおり私立

幼稚園を含めた幼稚園長会議、6 月の保護者説明会、企画調整会議あるいは自治組



織代表者会議、まちづくり地区懇談会等、さらに先程お話に出ましたが８月の政策

会議を経まして、９月に栄幼稚園閉園に関する議員協議会を開催します。その後、

美唄市次世代育成支援推進委員会へこの件について諮問いたしまして、９月に園児

募集停止の決定を予定しており、１０月に経営会議、１１月に再度、総合教育会議

を経まして、１２月の平成 29 年第４回市議会定例会におきまして、認定こども園

条例の一部改正、これは認定こども園の定員増に関するもの、それから学校設置条

例等の一部改正、他関係条例６本一括となりますが、栄幼稚園閉園に関する条例改

正を提案する予定でおります。それから課長の方から説明がありましたけど、平成

３０年３月に栄幼稚園教諭１名退職と、記載のとおり平成３２年３月に栄幼稚園閉

園というスケジュールで考えております。私からは以上でございます。 

●髙橋市長 ただ今の説明につきまして、皆様方から何か確認する点はありますで

しょうか。よろしいですか。それではただ今の美唄市立栄幼稚園のあり方について、

全体をとおして皆様方から何かご意見、ご質問、ご要望等々あれば再度お受けした

いと思いますけれども、何かございますか。よろしいですか。特にご発言がないよ

うですので、協議事項の一つ目、美唄市立栄幼稚園のあり方については、この総合

教育会議において閉園時期を平成３２年３月３１日とすること、閉園にあたっては

しっかりと保護者説明や市民説明をすることとした教育委員会の考えに、各委員の

同意を得られたということで、ご了承していただいてよろしいでしょうか。それで

はご了承されたということで、協議事項の一つ目を終了したいと思います。ありが

とうございます。次に協議事項の二つ目、美唄市立図書館の指定管理制度導入につ

いて事務局より説明をお願いします。  

●森川教育部長 資料の図書館の指定管理者制度導入についてを開いていただきた

いと思います。この資料につきましては、先般 5 月１８日の教育委員会議おいて概

要を説明し、ご確認を経て本日の総合教育会議で説明するものであります。はじめ

に導入の目的ですが平成２９年の市政執行方針におきまして、事務のアウトソーシ

ング化により行財政改革を推進して、スリムな行政運営の確立に取り組むこととさ

れまして、本年２月の企画調整会議において検討指示があったことから、図書館に

おきましても、この方針に沿って運営コスト効率化を図るとともに民間事業者の能

力と活力を積極的に活用することで、市民サービスの一層の向上と図書館業務の拡

充を目指そうとするものであります。指定管理者制度の導入状況についてでありま

すが、ここに記載のとおり平成２７年度におきまして、全国の公立図書館では１５.

２％、全道では８.５％と他の公共施設と比較しまして、まだ低い状況となっており

ますが、道内の実施施設としましては、道内導入館一覧に記載のとおり釧路市をは



じめ、資料に記載の１１市町１２館となっているところでございます。また、次の

ページの本市の社会施設の導入状況をご覧いただきたいと思います。主だった施設

はすでに指定管理者によって運営されているところでございます。本市の図書館に

つきましては、平成１５年９月に地方自治法の一部が改正され、指定管理者制度が

導入された当時、図書館法第１３条第１項おきまして、公営図書館には館長を配置

すること、また、地方教育行政法第３４条におきまして、館長は教育委員会が任命

し当該館長は公務員であることが規定されていたということから、本市を含め殆ど

の自治体におきまして、指定管理者制度の導入が難しい施設として、図書館への指

定管理者制度の導入を見送ったところであります。その後、平成１５年１１月地方

教育行政法第３４条の解釈において、教育委員会が図書館の指定管理を指定管理者

に行わせる場合で、任命者の対象となる公務員たる職員がいない場合につきまして

は、図書館に館長を置く必要がありますけど公務員でない館長につきましては、教

育委員会は任命する必要がないという解釈の変更がありまして、これを受けて公務

員でなくてもいいということになりましたので、平成２７年度までに全国の市町村

立図書館の１５.2％が指定管理者制度に移行している状況で、最近では先程の表に

もありましたとおり深川市が平成２８年度、恵庭市が本年度から指定管理者制度に

移行するなど導入自治体が増加しており、このような状況から本市においても条例

を改正して導入しようとするものでございます。次に導入市町の状況ですが、記載

の表は導入図書館のうち、状況が比較的美唄市に近い図書館について、本年３月に

調査したものですが、それぞれメリットを感じている一方で、デメリットにつきま

しては、教育委員会としての事務的業務の負担以外にはさほど見当たらない状況で

あります。美唄市の図書館におきましても、考えられる課題について対応を検討し

ながら進めていくこととなりますが、大半の課題につきましては教育委員会側に司

書資格を持った担当者を配置し、指定管理者と役割分担をするとともに日常的に連

携を密に図ることで解消されるのではないかと考えているところでございます。次

にスケジュールについてですが、表の網掛け部分につきましては既に終了しており

ますが、これまで庁内の企画調整会議や課題の洗い出し等を行いまして、先日の５

月１８日の教育委員会議での条例改正に係るパブリックコメントを募集する旨の説

明を行い、本日の総合教育会議における説明となっているところでございます。今

後庁内の行革推進本部会議を経たのち、経営会議におきまして図書館条例の改正素

案おける、パブリックコメントを募集する旨の説明をし、６月の議員協議会におい

て、市議会への説明を行いたいと考えております。６月の定例市議会終了後には、

１か月間のパブリックコメントの募集を行った上で条例改正案を固め、８月に教育



委員会議におきまして承認をいただき、９月定例市議会に提案をする予定としてお

ります。市議会の議決をいただいた後に、直ちに指定管理者募集説明会及び１カ月

の期間を設け、市内事業者を対象として公募を実施する予定であります。その後、

公募選定結果に基づきまして指定管理者を選定して、１２月市議会において指定管

理者指定の件等議案を提出するなど、来年４月の指定管理者導入に向けて記載のと

おりのスケジュールで取り組む予定でございます。なお、図書館につきましては現

在嘱託職員２名、臨時職員１名の長期勤務者がおりますが、これらの職員につきま

しては、この期間中に本人の意思確認はいたしますが、指定管理者のもと引続き雇

用されるよう協議を行うこととしております。次に今後の課題についてですが、図

書購入費は表に記載のとおり財政健全化計画期間中に大幅に削減され、現在も新聞

等を含めまして３００万円程度と道内都市の中でも、市民一人当たりの図書購入費

が３２位と大変低い水準となっております。今回指定管理者制度の導入により運営

コストの削減も予定されることから、図書購入費の増額を制度導入のメリットとし

て市民に還元していただくよう協議して参りたいと考えております。課題の２点目

ですが、指定管理者制度導入後のさまざまな課題の解消や円滑な図書館運営のため

には、教育委員会に図書館業務を熟知した有資格者の配置が不可欠であると考えて

おります。配置した職員の役割としては、子ども読書活動推進計画等の進行管理、

図書館資料の選書、廃棄の管理、郷土資料の取集等のほか、指定管理者では対応が

難しいと思われる学校図書館との調整、連携、住民登録情報の取扱等を担当するこ

ととなります。また今回図書館業務を指定管理者にお任せすることは、年数の経過

とともに行政側には専門性、特殊性の強い図書館業務を熟知する職員がいなくなる

ことを意味しておりまして、このような側面からも、図書館業務を管理できる職員

の育成を並行して行っていく必要があると考えておりますので、以上２点への配慮

をお願いしてまいりたいと考えております。以上で私からの説明を終わります。 

●髙橋市長 ただ今、教育部長から図書館の指定管理制度導入について説明があり

ましたが、委員の皆様からこの件につきまして、ご意見ご質問があれば承りたいと

思いますので宜しくお願いいたします。 

●齋藤委員 図書館の指定管理導入ですが、私自身としては時期早尚ではないかと

思っております。理由としては、昨年文化協会の方で指定管理に対してのデメリッ

トが顕著に出て、今年に入っても市民会館の食堂を請け負う業者が見つからないと

か、そういった問題がなかなか解決されない中、今これを導入するのは早すぎるの

ではないかと思っております。 

●髙橋市長 市民会館の文化協会への関係もあって、市民の間でも混乱が生じてお



り、また、議会での議論もありましたけれども、そうしたことも踏まえて図書館に

ついては時期早尚ではないかというご意見ですが、教育委員会としてはどういった

考えをお持ちでしょうか。 

●森川部長 教育委員会としましては、先程も経過をご説明したとおり周辺の市町

も導入してきているということと、図書館業務に熟知した職員の配置ですとか、コ

ストダウンしたことによる図書購入費の増額による蔵書の充実などの市民還元等が

考えられることによりまして、こういった業務の導入についてはよろしいのではな

いかと考えています。 

●髙橋市長 今の考え方によりますと、なるべく早く進めることで、その分市民サ

ービスの向上が図られるということですけども、この件について何かご意見があれ

ば伺いたいと思います。 

●土肥委員 先程からコストの面について低く抑えられるという、ざっくばらんな

説明ですけれども、前回の会議の時にも説明がなかったのですが、もっと詳しく今

どれくらいコストがかかっていて、それが指定管理者に移行した場合にどれくらい

抑えられるのか、明確な金額というか、その辺を知りたいと思います。 

●髙橋市長 具体的な説明をお願いしますということでございます。コストに関し

ての説明を宜しくお願いします。 

●高田館長 それでは私の方から説明したいと思います。平成２９年度の図書館関

係の費用でございますけれども、事務費や管理費が８，７９９千円の予算で行って

おりまして、その他、今職員８名を配置している人件費が４９，４２０千円かかっ

ております。合わせますと５８，２１９千円の図書館運営に関する費用がかかって

おります。現在、今年の予算額をベースにして試算をしております。ただ、今後の

内容については財政課の方と人員の配置や物件費の内容等の精査を進めていかなけ

ればならないことから、そのまま行けるというわけではありませんが、今のところ

の試算として、物件費は同じ程度かかりますが、人件費については２２，５００千

円程に抑えられる見通しとなっております。従いまして全体では人件費を入れます

と、今のところ約２３，７００千円程度のコスト削減ができるのではないかという

試算が出ております。 

●髙橋市長 運営費や人件費等々で指定管理に出すとコストの部分では、２３，７

００千円程度の縮減が図られるというようなことだと思います。具体的な数字とし

ては、こういった数字となっておりますがいかがでしょうか。数字だけでいうと、

大きな数字だとは思いますがどうでしょうか。何かご意見はありますか。 

●齋藤委員 数字だけを見ますと、非常に魅力的な数字だとは思います。ただ、今



図書館に配置されている職員は、図書館が指定管理になったからといって市役所を

退職されるわけではないですよね。そうなると単純に図書館だけのコスト削減の数

字ですけれども、市全体として考えるとさほどではないと思います。この２３，７

００千円の内、はたしていくら図書費回せるのかというのもございますし、ここで

言いますとやはり年間１千万くらい図書費の購入費がないと、市民に還元したとは

言えないのではないかというのが率直な意見です。 

●髙橋市長 図書カードがありますよね、私も作りましたが発行枚数としては市民

何パーセントくらいが持っているのでしょうか。ちなみに今日議論されていますけ

れども、委員の皆様で図書カード持っている方はいらっしゃいますか。市民の利用

状況というか現状として、人口に占める割合が何パーセントくらいかとか、利用人

数が何人かという数字はありますか。 

●高田館長 平成２７年度の実績数字を今手元に持っておりますが、平成２７年度

で登録者数が１３，７４５名となっております。ただし、この中で実際に図書を借

りている実質の利用者数となりますと、平成２７年度ですと１，６８４名になりま

す。 

●髙橋市長 延べではなくて実数ですね。これは自治体の中で多いのか少ないのか

どうなのでしょうか。 

●高田館長 人口構成等によってかなり違いが出てくると思いますけれども、美唄

市の場合は人口規模からいうと比較的多い方ではないかと考えております。 

●髙橋市長 多ければ今回の指定管理に関して、市民に与える影響は大きいと思い

ますよね。そこでどのように市民の皆さんに安心をしていただけるか、先程も齋藤

委員からお話があったとおり文化協会の指定管理に関して、色々ごたごたしていて

不安要素もあり、本当に相手先が大丈夫なのかというご意見だと思います。そうい

った心配事がまだ払拭できていないという状況だと思います。 

●高橋委員 道内で指定管理を導入しているところが１２館あるとうことですけれ

ども、今のところやめたというところはないのでしょうか。 

●高田館長 道内ではまだやめたというところは聞いていませんが、全国でいいま

すと確か１２館程直営に戻したというところが過去にあるようです。 

●高橋委員 契約期間は３年ですか、５年ですか。 

●高田館長 今回の美唄市の場合は、５年で考えております。 

●髙橋市長 やめたところの理由というのは何故か分からないのでしょうか。 

●星野教育長 具体的というものではありませんが、失敗談はいろいろ新聞で取り

上げられていて、選書の仕方がまずいのかなということはありますが、どういうふ



うにやめたかは分からないところです。 

●髙橋市長 私の聞いた話では県立図書館と市立図書館のあるところはわざわざし

なくて良いだろうということで、そういう例も多分入っているのではないかと思い

ます。市と県や都と区とそれぞれあって、同じようなところを合理化させるのに一

部の指定管理をやめましたというような話は聞いています。全部ではないと思いま

すけれども。 

●高橋委員 指定管理という考え方からいけば、図書館では物品を売るわけでもな

いし、必ずしも自分のところで努力したから収入に結び付くということではないで

すから、それを考えた場合に本当に長続きしてやってもらえるのかどうか。指定管

理にして一番気になるのは、図書費によって得があるのか、管理について指定管理

の定額だけで受けてもらってダメだったから、５年間やってまた元に戻るのでは困

るのではないか。 

●髙橋市長 この辺は、受けてもらう業者になるのか団体になるのかは分かりませ

んが、受けてもらう方によって色々変わってきますよね。 

●土肥委員 この選定というのは公募となっていますけれども、全くそういうもの

がなかった場合はどういうことになるのでしょうか。手を上げる方がいなかった場

合という考え方はないのでしょうか。絶対誰かが「はい」って手を上げるものです

か。 

●高田館長 まず初めに直営に戻した館は、14 館ございましたので訂正いたしま

す。選定についてですが、公募をいたしますので、どういうところが出てくるのか

始めてみなければ予想がつかない部分もありますが、仮に今回初めは市内の事業者

ということで、公募を行います。もしそれで手を上げるところがなければ、募集期

間を延長して市外も含めて公募することになると思います。ただし、それでも応募

がなければ、時期にもよりますがある程度で断念ということも、一つの選択肢にな

るのではないかとは考えております。 

●髙橋市長 この導入館一覧にもあるとおり、全国的には指定管理を導入すること

で拡大をしていくといったところもあります。ですから全国的シェアに立つと、受

け皿がないわけではないと思います。今回の恵庭もそうですし、苫小牧、函館など

も図書流通センターというところが請負っているみたいです。だからないことはな

いと思いますが、なるべくなら地元でちゃんとそういったことができるように、地

域に密着したサービスが展開できるように、地元の方にお願いをしたいというのが

教育委員会の考え方ではないかと思います。だから、段階を経て地元になければ、

そこで何とか手を広げて、ということだと思います。 



●土肥委員 地元でといっても、何か全然私達にはイメージがわかないというか、

どこのどういう方が手を上げるのか、誰がするのかも分からないのに、民間業者の

能力と活力を積極的に活用するというのは結び付かないのではないか。どこかそう

いう業者があって、そこの業者がとても能力があるから、そこを引き出して存分に

やってもらいたいというのなら納得でるのですが、どこの業者が、誰がやるのかわ

からないのに、ただ民間業者だったら能力と活力があるのかといったらそうでもな

いと思います。もう少し具体的に、例えばこういうところが今もし業務を任せても

らったらこういうふうにできますよという話があるとか。そういうことはないので

しょうか。全く白紙なのでしょうか。 

●髙橋市長 始めから事業者ありきではないので、私どもが示すルールにしっかり

と乗れるような業者、組織、団体が出てくることを願うことになります。多分、他

の自治体も色々聞かれていて、メリットを最大限に生かせていますよというような

ことだと思います。デメリットというのもありますけれども、事務の負担であった

り、煩雑化になったりですが、特になかったというのが随分多いですね。 

●星野教育長 多分、どこの自治体も公募をかけるのは凄く不安だと思います。実

際に栗山もＮＰＯ法人くりやまという、図書館業務と関係ないところが受けていま

す。結果的に図書館業務というのは、図書館司書を配置すれば良いということなの

で、株式会社でもそういうものが配置できれば図書館業務ができます。ただ、公募

は皆さん不安だと思います。うちはそういう意味で今の段階では、まず市内からス

タートしますけれども、いるかどうか今の段階では分からない状況です。ですから

うちの提案に対してプレゼンできますと言ってくれる業者が一番いいのですが、先

程のご説明のとおり、ダメであれば公募の枠を少し広げて、更にそれもダメであれ

ば広げてというやり方を当面やっていくしかないのではないかと感じております。 

●森田委員 私もまだこれはすべきではないような気がします。先ほど人件費の説

明がありましたが、市職員の方が抜けたから 1 千万浮いてくるかといったら、そう

ではないと思いますし、今実際に図書館をやってくださっている方もいろんなこと

を努力してやって下さっていて、市民的にも来館者が少ないとはいえ、満足してい

るのであれば、わざわざ指定管理にする必要は、今はないのでないかと思います。 

●髙橋市長 市民との議論がまだ少し足りないのではないかというご意見だと思い

ます。それと人件費の件で余った職員はどうするのかという問題がありますが、こ

れは本庁の方で吸収する形になります。そうなった場合には職員の新採用を抑えな

ければなりませんので、その中で飲み込むことができることから、この辺は大きな

心配はないと思っております。職員の配置に関しては、新規採用の人数をどれくら



いにしたらよいかという計画がありますから、それに乗っ取って進めております。 

●星野教育長 私も同じ考え方で、当然人件費の削減メリットがある一方で、人件

費の削減だけでなく、図書館に通ってもらえるような仕組みづくりを考えなければ

ならないと思います。その点は、指定管理者が考えることではありますけども、ど

のように図書館の増書をしていくか、この辺も教育委員会として十分検討していか

なければならないと考えております。 

●齋藤委員 図書の購入費というのは指定管理者の方に任せる。全体を任せる中に

含まれるという考えで良いのか。 

●星野教育長 そうです。具体的な選定については、先程事務局から説明がありま

したが、役所の中に窓口を設けますので、教育委員会と指定管理者の中で十分協議

していくことになると思います。ただ、図書の充実というのは文科省データにもあ

りますが、図書の充実＝子供達の学力の向上につながるという確かなデータがあり

ます。その辺で美唄は十分かといわれれば、そうではないので、指定管理制度を導

入するにあたってその辺は考えていく必要があると思っています。 

●土肥委員 図書の充実ということは、勿論今も皆さん努力されていると思うので

すけども、それは別に指定管理にならなくても努力することはできますよね。指定

管理になったら図書購入費がもっと上がるとか、その辺のところが私は理解できな

いのですけれども、何で今この状態で予算が付けられないのかが分かりません。 

●森川部長 これまで財政健全化計画等によりまして、予算が抑えられてきたとい

う関係もございまして、確かに図書費については一定の割合を予算要求してまいり

ましたが、ご承知のとおり財政的にもかなり厳しい状況でございます。ですから、

毎年のように要求をしていますけれども、現状このような状況であるというのは事

実として確認をしていただきたい。その上で、新たな方法として指定管理者制度導

入によりまして、今まで美唄市の図書館で培ったノウハウもきちっと指定管理者に

受け継ぎ、また、その後の業務についてはしっかり管理するというような仕組みづ

くりのために、教育委員会内部に有資格者の職員を置いて、そういった連携をして

いくことによって、先程からお話させていただいているように、図書費の充実につ

いての財源捻出についても可能にするというようなことで今考えているところでご

ざいます。 

●髙橋市長 図書費については、市長部局の方で予算を査定する時にも結構厳しい

予算査定でした。職員の給与もカットして来ましたし、市民の皆さんに軽自動車税

や使用料等も負担してもらいながらやってきた非常に厳しい中で、図書購入費を増

やす方法としてどうしたらよいのかという、議論の結果が今回の指定管理者制度導



入だと思っています。言葉が適当ではないかもしれませんが、浮いた予算、費用を

少しでも図書費に充てて、市民サービスを更にどのように向上させるかという方法

論を今議論しています。今、ふるさと納税などでも、色々目的を持って寄附してく

ださる方もいらっしゃいますが、図書に関してはなかなかまだそういったところま

でいっていないと言われております。ではどうやって図書費を捻出するかという手

段もありますし、図書費だけの問題ではなく、もっとサービスが向上できるように

するためには、やはり行政ではなく指定管理に任せた中で、民間のノウハウを活用

させてもらうということだと思っておりますので、その辺はご理解いただきたい。 

●星野教育長 図書の予算については直営であれ指定管理であれ、次年度の予算編

成に向けて教育委員会もしっかりと多くの指摘について対応しながら、指定管理に

任せるのであればその辺の関係も事業費を増やす努力を重ねるなど、十分考えてい

きたいと思っております。 

●髙橋市長 その他、議論はまだ出尽くしてないのかもしれませんが、今回の指定

管理制度導入に向けては、異論もあるようでございますので、これはここで承諾が

得られたと結論づけるのは厳しいと思いますが、採決は必要ですか。 

●星野教育長 総合教育会議は同じ方向性の確認ですけれども、今回はいろいろな

意見が出ましたので、一旦教育委員会が整理しまして、それに基づいて今後のスケ

ジュールに乗っ取って、意見は十分参考とさせてもらいながら進めていきたいと思

っております。 

●髙橋市長 分かりました。それでは、本日出された皆様方の大変貴重な意見であ

りますので、しっかり受け止めて、教育委員会の中で整理をしていただいて、市民

説明をしていただきたいと思っております。それでは、協議事項の二つ目を終了さ

せていただきます。次に協議事項の三つ目に入ります。小中学校の適正配置につい

て説明をお願いいたします。 

●森川教育部長 お手元の美唄市小中学校適正配置計画たたき台に基づきまして説

明いたします。このたたき台につきましては、昨年度開催しました総合教育会議で

ご説明しましたが、少子化が進む中で学校の適正規模はどうあるべきかをまとめた

ものでございます。改めてご説明しますが、資料の数字は平成２８年度までの数字

となっていますのでご了承願います。１ページ目をお開きください。学校適正規模

を検討する背景、学校の小規模化、学級の少人数化の傾向を記載していますが、学

校の統廃合については、平成２５年４月西美唄小学校と中央小学校が統合し、現在

の５小学校、４中学校となっています。児童生徒数については棒グラフの白い部分

が生徒数、網掛け部分が児童数で、年々右肩下がりとなっています。２ページ目を



お開きください。平成 28 年度の児童生徒数、普通学級数、学級規模の比較を記載

していますが、峰延小学校、南美唄小学校、茶志内小学校においては複式学級とな

っていまして、この二校については、今後も複式化が進むものと考えております。

学級規模については最多学級と最少学級の児童生徒数の差が拡大している状況です。

２ページ下の出生数については、平成２７年度には１００人を切り７６名となった

ところであり、このグラフから見ても少子化は深刻な課題となっております。３ペ

ージ目は、美唄市の人口の推移を記載していますが、いずれも右肩下がりとなって

おります。続いて４ページの説明は割愛しますが、５ページ目には今後の児童生徒

数の見込みを記載しています。右肩下がりとなっているのが下のグラフで読み取れ

るかと思います。平成３４年度については、児童生徒数が１，０００名を割ること

が予測されています。続いて６ページ、今日的な教育課題について国の動きを記載

したものでございます。７ページには、新しい時代の新しい学校のイメージを記載

し、９年間を見通したいわゆる小中一貫の学校づくりをイメージしたものでありま

す。８ぺ—ジ目は小中学校における現行制度を記載しております。その次の９ペー

ジ目は、普通学級における教職員定数を記載しております。雑ぱくにはなりますが、

私からの説明は以上でございます。 

●髙橋市長 ただ今教育部長から資料に基づいて説明をいただきましたが、この件

につきまして何かご意見等がありましたら、宜しくお願いしたいと思います。 

●齋藤委員 まず、７ページの新しい時代の学校のイメージですが、これを見て市

長はどう思いますか。 

●髙橋市長 私も時代の新しい学校のイメージ、正直申上げまして人口が減少する

ということは、こういうことなのかなと思っています。それで教育はどんな環境で

あれ、国民が等しく受ける権利とか義務があると思っています。市の特徴というの

も考えなければならないと思いますし、財政的なことも大事だとは思いますけれど

も、この９年間のカリキュラムというのが、果たしてその地域に馴染むのかという

ことを考える時には、私も結論を出せるような状況ではありません。ただ、何のた

めの教育なのか、良い学校に進むためなのか、それとも力強く生きるためなのか、

いろいろな教育の目的があると思いますけれども、美唄には美唄っ子というか、美

唄の地域の特性のある教育ができれば良いなと思っておりますから、この新しい学

校が担う役割が三つありますけれども、正しくそのとおりだと思いますし、それに

対して地域の方々が協力をしてくれる、地域全体で子供たちを育てていこうという、

コミュニティースクールの位置付けも勿論これはいいと思います。また、チームを

組んで学校という意味合いで、これもキーワードかなと思っています。人口が多い



少ないに関係なく、やはり地域に根ざした学校のメインとしては、理想ではないで

すけれども、こういった方法もあるのかなという思いはあります。 

●齋藤委員 小学校一校、中学校一校という事に対してはどうですか。 

●髙橋市長 今はイメージがつかないですけれども、例えば人口が一万人を切るよ

うな時代とか今後子供が生まれてこないことを考えると、これは仕方のないことだ

と思います。ただ、仕方がないけれども、こういうふうにならないように大人たち

が努力をすることが大事であって、これをなくして議論したら、この方向へ議論が

進んでしまうので、そうならないように努力することが大事だと思います。 

●土肥委員 先ほどの栄幼稚園じゃないですけれども、結局なんだかんだ言っても、

こういう方向性になってしまいますよね。今このままいけば。現に去年の出生数が

７６人ということは、美唄市全員７６人が、小学校あがりますといったら７６人し

かいないんですよ。峰延も中央も茶志内も全部合わせて７６人しかいないんですよ。

その７６人を、中央小学校で１０人、東小学校で１０人、こっちで１人２人、そう

いうことには絶対にならないと思います。こういう現実は現実できちんと受け止め

て、本当にどうしなければならないのかということは、早急に方向性をつけなけれ

ばならないことだと思います。 

●髙橋市長 その他にありますか。 

●齋藤委員 数字的には事務局で押さえていると思いますが、峰延中学校に二、三

年の内に複式ができますよね。今の小学校五年生があがるときに、中学校に複式が

できるという現実がもう目の前に迫っている以上、何らかのアクションを市として

持たないとダメだと思いますが、どうでしょう。 

●髙橋市長 アクションというか、子供たちは増えないわけですから、峰延の中学

校の機能がどこかに行くか、若しくは、美唄市の子供たちを峰延に連れて行くか、

どちらをどうするかという話ですよね。私どもは理想は理想で必要なのかも知れな

いけれども、ただ、理想ばかり追い求めているわけにはいかないので、その辺のス

ピード感を持って教育委員会や教育の現場の方々も含めて、協議していかないとダ

メだと思っております。 

●星野教育長 土肥委員からもありましたけど、人口減少、子供の数の減少という

のは、現実避けて通る訳にはいかないので、将来的には右肩下がりでどんどん下が

っていくのが現実です。この中では、将来的に平成３４年度には１，０００名を切

ります。形的には一学級３０～４０名となって、市教委の素案に迫っていく、これ

は将来的にそうなっていく前に、複式学級、完全複式学級になる学校もあるので、

この辺のところは今まで地域の声を聞いたうえで方法を検討していましたが、今後



については、まず人口ビジョンの考え方を地域に示したことがないので、それをま

ずしっかり地域に将来的にはこうなりますと説明したうえで、それを待っていたら

いつまで経っても複式学級が継続されることになり、子供の成長にとって良いのか

という課題もありますので、まずは将来的には一校となるのでしょうが、その前段

として複式学級を解消するための例えば統合とか、その辺の議論を十分していかな

ければならないと思っています。今までは地域の声を聞いて動いていましたが、教

育委員会の方からまず状況を地域に理解してもらうこと、コミュティースクールの

関係もありますけど、その中で、しっかりと現状と将来に向けてどのようになるか

を説明したうえで地域の声を聞きながら進めていく必要があると考えております。 

●齋藤委員 考え方的には、教育委員会が決めるのではなく、今後の子供の数を地

域に説明したうえで、どうしましょうという相談の仕方というイメージでよろしい

ですか。 

●星野教育長 そのうえで必要なのが現在設置を進めているコミュニティースクー

ルや学校運営協議会、この位置付けというのは大きくなります。この中でしっかり

と説明をして、分かっていただく。ある程度地域に入っていますので、まず説明か

ら入り、そして合意形成を得る、そういう考えでいます。 

●髙橋市長 その他にありますか。 

●高橋委員 たしかに、統合というものを現実にしていかないとダメだと思います。

小学校でも英語を取り入れるというカリキュラムに変わってくるわけですから、小

中学校一貫していかなかったら、英語の教育というのは、目に見えて小学校に取り

入れないとダメだという現実があるので、それに対応するには、本腰を入れて中学

校も取り組みをしないとダメになってきている。教える内容も変わってきています

ので、それにも対応していく感じでタイムスケジュールも考えていった方が良いと

思います。いろいろな議論は必要でしょうけれども、教育の内容が変わってきてい

る、それにどのように対応していくのか考えても、人口減もあるし、そういうこと

も加味して考えていった方が良いんじゃないかと感じています。 

●髙橋市長 高橋委員のいうとおりでさまざまな課題があって、もっと早急にこう

いったものを進めていかなければならないと思います。「学校規模」これは教育の格

差ですね。複式学級もそうですけれども、そういったものの関係を含めていけば、

教員の配置の問題もありますので、先程、教育長の方から話がありましたけれども

教育委員会の方で、教育長が話したことも含めて考え方がまとまっているものがあ

れば、お話しいただきたい。 

●星野教育長 我々としては、まず説明をしっかりして地域合意を得るということ



を考えています。その前段で、まずコミュニティースクールや学校運営協議会の方

を増やし説明する。各地域に学校単位で学校運営協議会ができあがった時点で、各

学校運営委員にも集まってもらって、その中で方向性等の検討もしますので、まず

はコミュニティースクールをしっかり立ち上げて、その中で十分な議論をしていく

ことが今後一つの方向性になってきますので、その点は早急に設置に向けて教育委

員会の方も各学校、地域に対して説明していきたいと考えています。 

●髙橋市長 今、教育委員会の考え方ないし進め方について話がありましたけれど

も、合意形成を得るためには現状をしっかり説明して、子供の数がこうだとういう

ところをしっかり見せる。そういった裏付けをしっかり持って説明をしていくしか

ないと思います。この件についてよろしいですか。特にご発言がないものとしたい

と思いますけれどもよろしいですか。 

●齋藤委員 できれば、次の教育委員会議までに、今後のスケジュールを大まかで

よいので作っていただきたいと思います。 

●髙橋市長 教育委員会議ですね。今もろもろのことが分からないというお話なの

で、それぞれについてスケジュールが分かるようなもの、そのタイミングでどうい

った説明をするのかを含めて整理して、次の教育委員会議の中でお示しをしていた

だきたい。 

●高橋委員 小学校の閉校数が多くなると、その前段の保育園にも影響があります。

地元にある小学校がなくなるとしたら、環境が変わってくると思うので、そういっ

た点も考慮していただいた方が良いと思います。小学校、中学校の前から参加する

のも必要じゃないかと思います。 

●髙橋市長 守備範囲がこうなると教育委員会だけではなくて、こども未来課だと

か全庁的にそういったことが繋がっていくことが大事だと思っております。その他

何かございますか。言い忘れたこと、確認したいこと、なければ総合教育会議にお

いて、適正配置計画案についてご承諾を得たものとしたいと思いますが、よろしい

ですか。 

●各位委員 「はい」の声 

●髙橋市長 本日協議いただきました３件については、何れも懸案事項でございま

す。今後市長部局並びに教育委員会と連携をしてまいりたいと思います。一部まだ

総合教育会議の中で、皆様にご同意を得られていないものもあるかと思いますが、

今後、教育委員会の中で十分留意しながら進めてまいりたいと思いますので、宜し

くお願いしたいと思います。それでは、議題の三つ目その他事務局から何かござい

ますか。 



●村上総務課長 次回の総合教育会議開催予定について、第二回目の会議につきま

しては、１１月頃の開催を予定しています。内容につきましては、教育費の予算で

すとか、先程の栄幼稚園閉園の関係もありますので、そういった部分での協議と考

えておりますが、他に協議や報告等すべき案件があった場合は、随時開催したいと

考えております。その際については、改めてご案内をしたいと思いますので、宜し

くお願いいたします。 

●髙橋市長 次回は、１１月を目途に開催をさせていただきたい、という内容でご

ざいます。改めて近づきましたら、皆様方にご案内申し上げます。それでは次に皆

様方から何かありませんか。それではないようですので、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。長時間にわたりありがとうございました。 

 

 １５：２０   終了 

以上会議の顛末を記載する。 

 


