
平成 28 年度第２回美唄市総合教育会議録 

 

1 と き  平成 28 年 11 月 21 日（月） 

       午後 3 時 30 分 ～ 午後 4 時 30 分 

2  ところ    市長会議室 

3 出席委員 

    髙橋市長 高橋教育委員長 森田教育委員 齋藤教育委員 早瀬教育長   

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 

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》 

伊藤教育部長 阿部学務課長 高橋学務課総務係長 

5 開会 

6 協議事項 

 （1）平成 29 年度教育費予算について 

 （2）学校の適正配置について 

 （3）その他 

7 閉会 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



概要記録概要記録概要記録概要記録    

１５：３０１５：３０１５：３０１５：３０    

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長    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 29 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。  

●伊藤●伊藤●伊藤●伊藤教育教育教育教育部長部長部長部長    はじめに、本日は土肥教育委員が都合により欠席されております

ので、ご報告させていただきます。それでは資料 1 の「平成 29 年度教育費予算で

の協議・調整事項」について、私の方からご説明させていただきます。教育費予算

の中で平成 29 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、学校教育関係ではアスベスト対策が現在直

面する問題となっております。詳しくは後ほどご報告をさせていただきますが、札

幌市や旭川市、北見市などで学校にあります煙突の中にアスベストが含まれている

素材があるということで、特に学校給食の給食室についている煙突にアスベストが

含まれていた札幌市や函館市などでは、学校給食を停止してしまうという事態が起

こっております。当市におきましても、いくつかの学校で煙突の中の素材にアスベ

ストが含まれているものがあるということがわかりました。目視点検により現状で

落下しているところはありませんでしたが、いずれかの段階においてアスベストを

取り除く対策を行う必要があるのではないかと考えております。今年度中にできる

対策としては、成分調査などを進めていきたいと考えており、その結果によっては、

来年度以降に対策が必要になるものと考えております。まだ具体的な金額等は出て

きませんが、対策が必要な課題があるということで項目としてあげさせていただき

ました。2 点目は、就学援助充実の検討であります。就学援助につきましては、Ｐ

ＴＡ会費・生徒会費・クラブ活動費の３項目が追加されておりまして、これまで議

会でも就学援助の充実に関する質問をいただきました。これを３項目一度に導入す

るのは予算的にも難しいものがあると思いますので、教育委員会としては、段階的

に導入してはどうかと考えており、順番としましてはＰＴＡ会費が小学校・中学校

ともに該当者数が多いことから１番目に導入したいと考えておりますので、平成 29

年度予算編成に向けて協議をさせていただきたいと思っております。ちなみに予算

がどの位かかるかといいますと、昨年度の試算では、ＰＴＡ会費が約 110 万円、

生徒会費が 12 万円、クラブ活動費が 88 万円程度かかる見込みとなっております。

3 点目は、学校図書の充実であります。毎年度の予算要求のなかで議論させていた



だいておりますが、なかなか増額というのが難しい状況でもあります。近年はふる

さと納税として青少年育成基金に多くの寄附をいただいておりますので、こちらの

活用も考えていきたいと思っております。4 点目は、コミュニティ・スクールの導

入であります。こちらも後ほど詳しく説明させていただきますが、地域の皆さんが

学校を応援していただく取組みとしてコミュニティ・スクールという制度がありま

して、美唄市におきましても平成 29 年度には導入したいと考えております。これ

にかかる経費としましては、運営協議会の委員として参加していただく皆さんの報

酬の額が考えられます。額としてそれほど大きくはありませんが、これから導入で

きる学校の数などを確認していくことになります。5 点目は、市内高等学校への支

援策の充実であります。美唄尚栄高校と聖華高校につきましては、本年度から青少

年育成基金を活用して支援策をスタートさせております。内容につきましては、模

試の受験料の半額助成や全国大会に出場する際の旅費の一部助成などであります。

本年度の予算額としては 2 校合わせて 50 万円程度となっておりますが、両校から

充実の要望などもいただいておりますので、平成 29 年度予算については、さらに

充実させる方向で検討させていただきたいと思っております。具体的に、尚栄高校

については、専門教育として進学や就職する際の方向性についての学校での取り組

みにかかる経費の支援、聖華高校については、全道の中学校にポスターを配布する

ための印刷代などについて要望をいただいております。次に生涯学習関係ですが、

社会教育施設では、市民会館の食堂に子メーターがついておりませんので、これま

で食堂の受託業者と教育委員会が協議をして電気代等の額を決めておりましたが、

やはり不明確な部分がありますので、メーターを設置し負担していただく額を明確

にしたいと考えております。アルテピアッツァ美唄につきましては、アートスペー

スの屋根がかなり傷んできておりますので、屋根の葺き替えなどを予定しておりま

す。スポーツ施設では、市営野球場が今年度に実施設計を行っておりますので、こ

れに基づく改修工事を来年度以降に行いたいと考えております。現在のところ 3 か

年に分けて段階的に工事を進めたいと思っております。総合体育館につきましては、

合宿誘致の関係もあり、車椅子を利用される皆さんへの対応が必要になってまいり

ます。トイレが洋式化されていないということがネックになっておりますので、ト

イレの洋式化と車椅子に対応できるシャワー室などの整備が必要になると考えてお

ります。また、トレーニング室の機械が非常に古くなっており、壊れて怪我をする

危険性も考えられますので、トレーニング機器につきましては、スポーツ振興くじ

toto の活用なども含めて検討していきたいと考えております。体育センターにつき

ましては、現在、北海道教育委員会から無償貸与を受けて利用しているところであ



りますが、早期の買い取りについて要請を受けておりますので、現在、市で不動産

鑑定を依頼しており、11 月末までには金額が出てくることになっております。ま

だ、はっきりした額はわかりませんが、概算で 2 千万円から 3 千万円程度になるの

ではないかという話しを聞いており、平成 29 年度に買い取る方向で協議しており

ますが、場合によっては平成 28 年度中の買い取りになることも考えられます。ス

ポーツ・イベント関係では、サイクリングのイベントを予定しております。今年度

はビバライドを試行的に実施しましたが、来年度以降は実行委員会形式で、しっか

りと組織を作って進めていきたいと考えており、開催にあたっては太陽財団の助成

制度を活用しながら、市としての追加支援も考えていきたいと思っております。最

後に図書館蔵書の充実につきましては、財政健全化の取り組みの中で大きく減額さ

れたという経過もあり、現在の図書購入費は 3 百万円程度でありますが、これを元

の 4 百万円程度まで引き上げていきたいと考えております。以上、平成 28 年度ま

でに協議してきたものも含まれておりますが、新たなものも含めまして、平成 29

年度の教育予算として協議・調整させていただきたいと思います。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 ただいま教育部長から説明がありました件で、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。それでは、最後に全体を通

してご意見等を伺いたいと思いますので、次に移りたいと思います。 

 協議事項の 2 つ目、学校の適正配置について、説明をお願いします。 

●伊藤教育部長●伊藤教育部長●伊藤教育部長●伊藤教育部長    それでは資料２の「適正配置計画（たたき台）」として取りまとめ

たものをご覧いただきたいと思います。教育委員会議の中ではこれまでも国の資料

を参考にしながら少子化が進んでいる現状を踏まえて、学校の適正規模はどうある

べきかということについて時間をかけて議論してまいりました。現在、たたき台と

して取りまとめたものが、こちらの資料になります。まず、1 ページ目の「1 学校

適正規模を検討する背景」につきましては、これまで少子化が進んだ事により子供

の数が減り、学校の規模をどうするかということで、統廃合という手法で考え方を

進めてまいりました。その経過としましては表にありますとおり、平成 20 年度で

は西美唄中・茶志内中・美中を統合し、平成 21 年度では光珠内中央小・峰延小を

統合し、平成 23 年度では東栄小・東小を統合し、平成 25 年度では西美唄小・中

央小を統合するという経過を経ています。続いて「2 学校の小規模化、学級の少人

数化の傾向」につきましては、グラフをご覧いただきますと分かりますが、棒グラ

フの上の白い部分が中学校の生徒数、下の網掛けの部分が小学校の児童数となって

おり、合わせた数は右肩下がりで減少している傾向にあります。次に、2 ページ目

をご覧ください。一番上の表が小学校・中学校の学校別の児童生徒数と普通学級数



を整理したものです。小学校で見ますと、中央小 11 学級、東小 12 学級ですが、

峰延小 4 学級、南美唄小 5 学級、茶志内小 4 学級で、この 3 校は何れも複式学級

が設置されている、いわゆる小規模校となっています。中学校で見ますと、美中 6

学級、東中 7 学級ですが、峰延中 3 学級、南美唄中 3 学級で、1 学年 1 学級ずつ

となっておりまして、全体のバランスは徐々に差が開いている状況にあります。続

いて学級規模の比較ですが、小学校で見ますと、最少学級の児童数が茶志内小第 2

学年の 3 人、最多学級の児童数が中央小第 6 学年と東小第 3 学年の 36 人、中学

校で見ますと、最少学級の生徒数が峰延中第 3 学年の 4 人、最多学級の生徒数が東

中第 3 学年の 40 人となっており、全体的に子供が減ってくることによって、学級

規模も小さくなってきますが、大きいところと小さいところの差も広がってくると

いう状況にあります。一番下のグラフにつきましては、出生数の推移を表したもの

ですが、近年は 100 人程度の出生数で推移しておりましたが、平成 27 年度は 76

人と大幅に減少しており、非常に衝撃的な数字であったと考えております。次に、

3 ページをご覧ください。上のグラフは、美唄市人口ビジョンにまとめられていた

住民基本台帳人口の推移ですが、こちらも右肩下がりとなっております。その下の

グラフは、人口推計を含めた推移となっており、3 つのパターンの推計ともに人口

減少となっております。4 ページは人口推計の 3 つのパターンを棒グラフにしたも

のとなっており、こちらも人口ビジョンに載っているものです。1 番目は国立社会

保障・人口問題研究所による推計、2 番目は出生率が 2.07 になるという前提での

推計、3 番目は 2 番目に加えて転出転入の数が均衡するといった場合の推計であり

ますが、何れも人口が減少し、かつ少子化も確実に進んでいくことは避けられない

ところであります。次に、5 ページをご覧ください。「3 学校規模適正化の必要性」

についてですが、(1)本市の現状につきましては、先ほど出生数で見ていただきまし

たように、減少が著しいところが見られます。また、規模の小さな学校につきまし

ては、性別の偏りが見られまして、女の子ばかりの学年もあり、保護者の皆さんも

片方の性別の子供しかいないということに不安を感じられている方もいらっしゃい

ます。(2)児童生徒数の見込みにつきましては、平成 29 年度から 34 年度までの人

数を見ますと、児童数については、平成 29 年度は 781 人ですが 34 年度は 609

人、生徒数については、平成 29 年度は 454 人ですが 34 年度は 387 人となって

おります。これをグラフにしたものが下の棒グラフであり、今後の見込みと書かれ

たところが推計の部分となっております。次に、6 ページをご覧ください。(3)国の

動きにつきましては、教育再生実行会議というものを平成 25 年度にスタートして

おります。これまで 9 次にわたる提言が行われておりまして、各提言の内容につき



ましては、下の表にあるとおりとなっております。この中で特に「コミュニティ・

スクール」や「チーム学校」など、学校の在り方の方向性についての提言がされて

おりますし、学習指導要領の改訂のまとめなどを進めている中においては、「アクテ

ィブ・ラーニング」という学習方法についての提言がされるような方向性にありま

す。これらについては、本市においても具体的な検討や対応が必要な状況にあると

思っております。7 ページの一番上に、コミュニティ・スクールの説明があります

けれども、コミュニティ・スクールについては、学校と保護者や地域住民が知恵を

出し合って、協働しながら子どもたちの豊かな成長を支えていく「地域とともにあ

る学校づくり」を進める仕組みと言われております。保護者や地域住民などから構

成される学校運営協議会という組織を作って、学校運営の基本方針を承認したり、

教育活動などについて意見を述べるといった取組が、この組織の中で行われるとい

う仕組みであります。次に、8 ページをご覧ください。これまで説明した内容を踏

まえると、今後の学校適正配置がどうあるべきかということをまとめる必要がある

ことから、イメージとして図にあるとおりまとめてみました。まず、新しい時代の

新しい学校が必要になるという考えで、太枠の部分になりますが、新しい学校が担

うべき役割を３つ整理しております。1 つ目は、多くの児童生徒による様々な出会

いと交流の中で確かな学力や体力を育成する。2 つ目は、高度情報化社会・国際社

会を生き抜く力を育成する。3 つ目は、教員同士が切磋琢磨し、資質・能力の向上

が実現できる。以上のような学校でなければならないというイメージであります。

そうすると小学校・中学校の数がどうなるかということですが、それぞれ 1 校ずつ

で十分対応できる状況にあるのではないかと考えており、上記の担うべき役割を担

っていくためにも 1 校ずつに集約することが必要ではないかと思っております。1

校ずつにすると学級数はどうなるかということですが、小学校では 1 学年に 2～3

学級程度、中学校でも 3～4 学級程度の学校になりまして、それほど大規模という

学校でもなく 1 学年で平均 100 人程度のお子さんを育てていける体制になるので

はないかと考えております。また、小中一貫教育ということがいわれておりますけ

れども、1 校ずつになることによって、9 年間を見通した学習活動ということも美

唄市として必要になるのではないかと思っておりまして、その下に、2 つの柱とし

て例示しておりますが、1 つは、英語教育の推進、もう 1 つは、仮称ですが、地球

みらい科として、外部人材や市内の教育資源を活用した「食農教育」や「環境教育」

というところを、地球環境の現状と未来を自然科学の観点から学習するような取組

が必要になるのではないかと考えており、これを支える仕組みとして、地域が学校

を応援する「コミュニティ・スクール」や、様々な人材が学校を支える「チーム学



校」のような仕組みが必要ではないかと考えております。最後に、9 ページをご覧

ください。学校の適正配置を進めるに当たっての基本的な考え方としましては、こ

れまで統廃合という形で進めてきましたが、小中学校を各 1 校にするに当たっては、

それぞれ新しい学校を設置する「新設校」という考えで進めたいと思っております。

その中でも、コミュニティ・スクールの導入を考えておりますし、考え方がまとま

った時点では保護者や地域の方々等との協議・検討が必要となり、合意の上で進め

ることが重要であると考えております。そうした場合の主な課題として、小学校・

中学校で 1 校ずつ校舎が必要になりますので、現在ある校舎をどのように活用する

のかという問題、校歌も新しく作る必要がありますし、中学校については、制服や

体操着等の決定、9 年間を見通した学習活動の内容、遠距離通学のためのスクール

バスの確保と路線の設定、コミュニティ・スクールについては、地域の皆さんの協

力が必要ですので体制の整備などが課題と考えております。以上が教育委員会議の

中で、これまで時間をかけて検討を重ね、たたき台としてまとめた内容となってお

ります。最後の 10,11 ページには、現行の制度として、通学距離と学級編成等の

基準、教職員定数の基準、最後に美唄市の教員数の推移を小中学校合わせて棒グラ

フで表しており、途中で下がっているところについては、統廃合で先生が少なくな

っている部分になります。適正配置計画につきましては、今後さらに検討が必要に

なると思いますが、委員の皆さんの意見をいただく場面も必要と考えましたので、

本日は、たたき台の段階ですが説明をさせていただきました。以上です。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 ただいま説明がありました件で、ご意見、ご質問等あればお願いいた

します。子供の数も少なくなってきて、学校の適正配置については、なかなか難し

い問題であると思います。特にご意見等はありませんか。それでは、次に移ります

が、最後にもご意見等を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 協議事項の 3 つ目、その他につきましては、教育委員会よりアスベスト調査の中

間報告がありますので、アスベスト調査について協議事項としたいと思います。そ

れでは説明をお願いします。 

●伊藤教育部長●伊藤教育部長●伊藤教育部長●伊藤教育部長    それでは資料３をご覧ください。先ほども申し上げましたが、ア

スベストに関して道内各地で問題が出ているという報道がされております。本市の

状況につきまして、これまで確認できたところをご報告させていただきます。まず、

1 つ目は煙突の状況についてです。表の左端にカポスタック使用の有無とあります

が、カポスタックとは何かといいますと、資料の真ん中ほどで解説しております。

アスベストが含有された煙突内部の断熱材ということであります。カポスタックが

落下して学校給食が提供できなくなったというところもあり、本市においては 9 月



の段階で教育委員会の職員が一通り目視で点検を行いました。その結果が表の右か

ら 2 番目の断熱材落下の有無というところですけれども、全校落下は無かったとい

うことで確認できました。ただ、この場合、カポスタック使用の有無で、ありにな

っている学校のうち、中央小と峰延小、なしとなっている茶志内小につきまして、

今月に入って 2 回目の目視点検を行ったところ、煙突の途中が泥などの塊によって

一部塞がっていることが確認できましたので、落下物はありませんでしたが、煙突

の途中の塊の中にアスベストが含まれている素材がある可能性が考えられるという

ことで、中央小・峰延小・茶志内小の 3 校については、詰まっているものをかき落

として成分調査を行うこととしました。その結果を待たなければいけませんが、そ

れ以外でカポスタックの使用ありとなっている美中・東中についても、落下物はあ

りませんでしたが、排出される排気の中にアスベスト繊維が含まれている可能性も

考えられますので、こちらについては排出される排気の中にアスベスト繊維が含ま

れていないかどうか、あるいは建物内のボイラー室の空気中にアスベスト繊維が含

まれていないかどうか、空気測定をする必要があるのではないかと考えております。

これについては費用がかかる話しでありますので、まずは 3 校の成分調査が終わっ

た段階で、次のステップとして空気測定も行っていきたいと考えております。次に、

2 つ目の建物（目視点検の結果）についてですが、こちらは煙突ではなく、建物内

の天井や壁等にアスベストが使用されているかどうかということを、教育委員会の

職員が目視点検で確認した内容となっており、○が付いているところがアスベスト

使用の可能性がある学校となっております。使用箇所については記載のとおりです

が、この後、建築住宅課の方で改めて目視点検を行いまして、疑わしいところがあ

ると確認されたのが、東小 1 校だけとなっており、他の学校については使用されて

いないということで確認が終わっております。従いまして、東小については 1 階階

段下倉庫天井と 1･2 階階段天井についての成分調査を行いたいと考えております

が、市の他の公共施設との兼ね合いもありますので、協議をしながらどの時点で調

査を行うか決めていきたいと考えております。以上です。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 ただいまのアスベスト調査についてでありますけれども、これについ

て、ご意見、ご質問等あればお願いいたします。アスベストについては、道内各自

治体で様々な問題が出ているようでありますけれども、各々施設をもっております

ので、今後の対応について協議をしていく場面もでてくるかもしれません。アスベ

ストに関するご質問等はよろしいでしょうか。 

 それでは以上 3 つの協議事項について皆様にご説明しましたが、ここで全体を通

して意見交換をしたいと思いますので、委員の皆様から何かありませんか。 



特にテーマはなくても、教育行政全般に関わることでもよいと思います。 

先般、私も美唄市教育の日に学校をいくつか回らせていただきましたけれども、

その際に思ったことは、1 つの教室に入っている子供の数が多いのではないかと感

じました。それともう 1 つは、予算の関係も出てくると思いますが、学校施設が相

当老朽化していると感じました。多くの皆さんが学校を訪れていただいたと聞いて

おり、たぶん行かれた皆さんも強く感じられたのではないかと思います。ある学校

では壁が剥がれていて、コンクリートがむき出しになっており、黄色いロープで立

ち入り禁止となっていました。そういった状況で教育が行われているということを

目の当たりにして、私も反省しなければならないと思いました。確かに財政健全化

の関係などで厳しい財政状況ではあるものの、もう少し子供達の教育環境を改善し

ていく必要があるのではないかと考えておりますので、その辺も踏まえてご意見等

をいただければと思います。 

●高橋教育委員長高橋教育委員長高橋教育委員長高橋教育委員長 アスベスト問題を含めて、施設が老朽化しているのは確かだと

思いますし、我々も春と秋に必ず学校を回っておりますが、その中で感じるのは、

少子化で子供の数が少なくなっている学校は大変ではないかと思います。このまま

で教育として上手く行くのか考えますと、地域の皆さんの考え方もありますが、小

中一貫教育など、より良い教育を進めていくためには、新たな小中学校づくりを行

うことが必要であり、適正な学校配置を考える時期にきているのではないかと思っ

ております。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 確かに地域によっては学校という公共施設が無くなることによって、

地域の活力や賑わいがなくなるという考えもあります。まちづくりの観点からいっ

ても、単純に人が少なくなったから学校を無くすということは難しい問題ではあり

ますが、子供のことを考えて慎重に進めていく必要がありますので、他自治体の状

況等も情報収集しながら統廃合の話しは考えていく必要があると思います。 

●高橋教育委員長高橋教育委員長高橋教育委員長高橋教育委員長 地域の中では、年配の方々と保護者との考え方に温度差もあり

ます。もちろん地域の活性化を考えると学校が無くなるというのは大きな問題です

が、実際に保護者の立場となれば、クラブ活動や先ほどの複式学級や男女比率の問

題について検討する必要があるという考えもあります。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 集団の中での教育という意味では、非常に難しいところがあります。

何れにしても、保護者の方々がどういった考えをもっているのかということも含め

て調査をしていく必要があるのではないかと思いますがいかかでしょうか。 

●高橋教育委員長高橋教育委員長高橋教育委員長高橋教育委員長 そうしたアンケート調査をやると、必ず統廃合が前提だと言わ

れてしまうので、いかにそうした感じを持たれないようにするか、アンケートの取



り方が非常に難しいと思います。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 学区割なども考えなくてはいけないと思います。 

●齋藤教育委員●齋藤教育委員●齋藤教育委員●齋藤教育委員 ただ学区といっても、実際には峰延や茶志内、南美唄などで校区

外通学が非常に増えているという現状もあります。うちの子供は、小さい学校に入

らせたくないから、中央小や東小に行かせるということが実際に発生し始めていま

すので、そうした現状を認識してこの話しを進めていかなければならないというこ

とで、我々委員の中では適正配置を進めるべきではないかと判断しています。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 その校区外の通学というのは、峰延や南美唄の子供たちが中央小や東

小で学びたいということですか。 

●齋藤教育委員●齋藤教育委員●齋藤教育委員●齋藤教育委員 実際に 1 年生に入学するのが自分の子供 1 人だけとなったら、大

きい学校に最初から行かせたいというのが親の本音であり、そうした状況が既に起

きています。 

●森田教育委員●森田教育委員●森田教育委員●森田教育委員 以前はやりたい部活がないから校区外通学を活用するというのが

ありましたが、今は大きな学校に行かせたいという理由が多くなっています。 

●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長 光珠内の場合には、峰延との統合時代から既に中央小に行くという

のがありました。上の子が中央小に行っているので、下の子も中央小に行くという

ことがあります。茶志内や峰延でも毎年 1～2 人はいます。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 道の教育委員会では、こうした校区外への通学があることに対して、

どのような見解を示しているのですか。 

●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長 市の考え方になりますので、道は入学に関して何も言いません。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 例えば、小中学校を統廃合する場合には、道の職員である教職員の対

応もあるので、道と一緒にやることになりますよね。 

●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長 道と協議をしながら進めますが、主体は市になります。資料にもあ

りますが、子供の人数によって教職員の配置基準が決まっていますから、それに合

わせて配置されることになります。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 では、子供の数が少なくなっていることや、男女の比率が偏っている

ことで、道の方から指導を受けるということは無いということですか。 

●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長 全くありません。例えば数年前に空知管内で一気に十数校が統廃合

で減ったことがあります。その時は私も教育現場にいましたけれども、もう少し道

教委が調整に入ってくれれば、毎年 3 校ぐらいずつになって極端に減らずに済むの

ではないかと思いましたが、道教委は一切関与しませんでした。学校の数が一気に

減ったことによって、空知管内の教職員の数が余りましたので、他の管内から入っ

てこられませんし、新卒の採用もできませんでした。そして校長の数も減りました。 



●齋藤教育委員●齋藤教育委員●齋藤教育委員●齋藤教育委員 岩見沢では学校を選べると聞きました。 

●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長 岩見沢では中学校が選択制をとっています。小学校 6 年生に対して

アンケートを取って、どこの中学校に行きたいか希望を聞いています。また、江別

市では小学校から選択制をとっています。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 学校選択制のメリットとしてはどんなことがあるのでしょうか。 

●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長 子供にとっては自分の行きたい学校に行くことができますし、選ば

れる学校づくりのために教職員の資質向上が図られるというメリットがあります。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 峰延と南美唄、茶志内については、人数も少なくなっているので統合

を考えた時に、それぞれの特色ある教育という面ではいかがでしょうか。 

●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長 我々が考えているのは、統廃合という言葉は使わず、美唄に新しい

学校を作るということです。この考えでいけば、どこの学校も皆が対等だという立

場に立てると思います。校章も校訓も校歌も新しくする。中学校では制服も新しく

するという発想を大事にしていこうと思っています。できれば校舎も新しくしたい

と考えています。どこかの学校の校舎を利用することになると、そこに吸収される

という意識が芽生えてしまいますので、せっかくの新しい学校づくりが不本意なも

のになってしまいます。 

●森田教育委員●森田教育委員●森田教育委員●森田教育委員 アスベストの問題もありますが、地震などで避難場所になってい

るところの煙突が崩れて、アスベストが飛散してはいけないので、新しいものを建

てた方がいいのではないかと思います。何れにしても、これから子供が小学校に入

学する若い保護者の方々が学校をどのように考えているのか聞いてみる必要がある

と思っています。 

●高橋教育委員長高橋教育委員長高橋教育委員長高橋教育委員長 学校の統廃合ということではなく、今後の美唄市の教育の在り

方についてというような形でアンケートを取るのが良いかもしれません。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 新しい学校を作るという発想は大切だと思います。小中学校を同じ校

舎にすることは可能でしょうか。 

●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長 大丈夫です。新しい流れとして小中一貫教育を行う上では、小中学

校を併設型にしたり、別校舎にしてもカリキュラムの中で 9 年間を見通したものを

つくるなど様々な方法があります。併設型にすると小中学校の教員も行き来するこ

とができますから、小学校での指導傾向をつかみながら中学校での指導に繋げるこ

とで学力の向上が図られると思います。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 これからは現実問題として、踏み込んだ議論をしていく必要があると

思います。次の新たな美唄市の総合計画を作るときに、新しい美唄の教育の在り方

というものを明確に示さなければならないと思いますので、これから 2～3 年後に



は市民の皆さんともっと踏み込んだ議論をしてく必要があると思います。教育委員

会としても、その辺のスケジュール感をもって検討を進めてほしいと思います。 

●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長●早瀬教育長 喫緊の課題としては、峰延小学校が来年度から 1・2 年、3・4 年、

5・6 年の完全複式学級になります。また、峰延小学校では現在 4 年生が 1 名しか

いませんので、その子供さんが中学校に上がるときに、そのまま 1 名だとどうしよ

うかという保護者の方のお話しもお聞きしています。そうすると中学 1 年生が 0 名

になってしまいますので、2 年生と 3 年生の 2 クラスになってしまい、教頭や養護

教諭、事務職員の未配置という状況も考えられます。そうなると同じ市内にありな

がら、中心校と小規模校との間で教育の機会均等のバランスが保てていると言える

のかということが 2～3 年後には起きてくる状況にあります。ですので、現実的な

議論を早めに進めていく必要があると思っています。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 そのようなスケジュール感をもって議論をしていく必要があると考え

ております。時間も限られておりますので、協議事項については、以上で終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 次に、次第の 3 その他ですが、事務局からは特にはございませんが、委員の皆様

から何かありましたらお願いしたいと思いますが、何かありますでしょうか。特に、

ないようでございますので、本日の日程はすべて終了とさせていただきます。限ら

れた時間ではございましたが、皆様には熱心な議論をいただきました。以上をもち

まして、第 2 回の総合教育会議を終了いたします。大変お疲れ様でした。 

    

１６：３０１６：３０１６：３０１６：３０        終了終了終了終了     

 

以上会議の顛末を記載する。 


