
平成 2８年度第１回美唄市総合教育会議録 

 

1 と き  平成 28 年５月３１日（火） 

       午後１時００分 ～ 午後２時１０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  

土肥教育委員 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 

教育委員会 

伊藤教育部長 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 28 年度教育委員会運営方針について 

 （2）平成 28 年度教育予算のポイント 

 （3）その他 

７ 閉会 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



概要記録概要記録概要記録概要記録    

1111３３３３：：：：００００００００    

●●●●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 1 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 28 年度教育委員会運営方針につい

てでありますが、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部部部長長長長    それでは、私の方から説明をさせていただきます。資料につきま

しては、お手元の資料 1 をご覧いただきたいと思います。教育委員会の運営方針に

ついてポイントを絞って説明させていただきます。まず、最初に「２ 部の経営資

源」について、今年度新たにスポーツ振興課ができまして、生涯学習課で行ってい

たスポーツ振興に関する事業やスポーツ施設の管理を担当することになっておりま

す。また、市長部局から東京五輪・パラリンピック合宿誘致推進室が移管され、ス

ポーツ振興課で担当することになります。次に「１ 部の業務目標」についてであ

りますが、１ 学力の向上、２ 体力の向上、３ 生涯学習環境の向上の 3 つの柱

としまして、最終的に人間性豊かな人づくりを目標としております。具体的な動き

につきましては、「６ 年間スケジュール」１ 学力の向上では、4 月に全国学力テ

ストを実施し、その結果を 6 月の学力向上プロジェクト会議を設置して検証してい

きたいと考えております。それらの指標としましては、「４ 部の業務目標の達成度

を測る指標」のところで、小学校 6 年生と中学校 3 年生の家庭学習を 1 時間以上

行う子どもの割合を示しており、中学校 3 年生では受験も控えていることから、決

算値では増加傾向にありますが、小学校 6 年生では年度でのばらつきがある結果と

なっていますことから、更に定着化を図る必要があります。次に、２ 体力の向上

についてですが、5 月にチャレンジデーを実施しまして、2 年目にして初勝利しま

した。現在、市旗の下に湯河原町の町旗を掲げております。また、6 月にはスポー

ツ健康都市宣言を第 2 回市議会定例会に提案することとなっており、それに関連し

た記念事業として、スポーツクライミング体験会や市長部局が実施する事業と連携

しながら盛り上げていきたいと考えております。更に、合宿誘致ＰＲについても２

０２０年東京五輪・パラリンピックや大学・実業団の合宿誘致ＰＲを行っていきた

いと考えております。具体的には今年開催されるリオデジャネイロオリンピック・

パラリンピックが終わったころから動きが出てくると思われ、今年度の後半から来

年度にかけて美唄市としても動きが出てくるものと考えております。また、9 月に

は体育センターにボルダリング壁を設置し、スポーツクライミングの活動に弾みを



つけ、合宿誘致等にも取り組んでいきたいと考えております。次に、生涯学習環境

の向上については、４月からアルテピアッツァ美唄が美術館化され、特にこれとい

って変わった点はありませんが、今後は子ども達への美術教育に力を入れていきた

いと考えております。また、6 月からサテライトキャンパスを開講し、今年度のサ

テライトキャンパス事業を進めていきます。次に、図書館関係では子どもを中心と

した読書関連の事業を展開していくほか、昨年、戦後 70 年を記念して、後藤竜二

さんの朗読会を開催しましたが、7 月 3 日が後藤竜二さんの命日なので、その前後

で読書会を開催し、それと併せて読書感想文コンクールも開催していきたいと考え

ております。また、8 月には新たな取り組みとして、図書館司書が子ども達に本の

紹介をするブックトークを開催し、学校を回って本の紹介をしていきたいと考えて

おります。次に、「５ 新たな行財政改革の取り組み」として、サイクリングロード

の在り方について掲載していますが、現在サイクリングロードは危険な状態にある

ため休止し、その代替えとして、既存道路網を活用した広いエリアのサイクリング

コースの設定を検討していきます。それを進めるにはサイクルツーリズムを進める

うえで、観光や道路との関係もあるので、市長部局と連携して進めてまいりたいと

考えております。最後に課題についてですが、①市民会館大ホールの改修について

は、現在休館していますので、再開に向けて改修等を行っていきます。②文化協会

累積赤字の解消については、指定管理者である美唄市文化協会と赤字解消に向けて

協議していきます。③スポーツ合宿誘致は前段説明したとおりです。④学校司書の

配置については、地方創生の交付金を活用して、子ども達の読書活動を推進したい

と思っていましたが、内部でのヒアリングで候補から落とされましたので、今回は

申請まで行きませんでしたが、チャンスがあれば学校司書の配置について実現して

いきたいと考えております。⑤「美唄市教育の日」連携行事の設定については、昨

年「教育の日」を設定され、今年が実質的に初年度となることから、市内の公立幼

稚園・小・中・高校において、11 月 1 日を参観日に設定していただき、どなたで

も参加できるよう、教育に関心を持ってもらえる契機としていきたいと考えており

ます。⑥学校の適正配置のついては、子どもが減ってきている中で、全校児童・生

徒が 50 名を割っている学校は現在、小学校 2 校、中学校 2 校あり、遠い将来では

なく、近いうちに学校の適正配置について一定の方向性を出していきたいと考えて

おります。最後に、⑦幼稚園施設の在り方検討については、現在公立幼稚園は、栄

幼稚園 1 園となっており、園児数は微増の傾向にはありますが、定員には達してい

ない状況です。今後につきましては、幼稚園として残していくのか認定こども園と

して幼保一体として考えていくのか検討していかなければなりませんが、幼稚園教



諭の関係もあり、配置も含めた検討をしていかなければならないと考えております。

以上で教育委員会運営方針の説明となりますが、多くの課題があり、市長部局との

協議等も必要となってくることから、今年度については、市長部局と連携しながら

進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 ありがとうございました。ただいま説明のありました件につきまして、

委員の皆さん、何かご意見、質問等ありますでしょうか。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 教育予算のポイントの後にでも全体を通して質問等をお受けいたしま

す。次に移ります。 

協議事項の 2 つ目、平成 28 年度教育予算のポイントについてでありますが、説

明をよろしくお願いします。 

●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 といたしまして、平成 28 年度教育予算のポイン

トについて、ご説明いたします。内容につきましては、教育委員会運営方針を具体

的に予算化したものとなっており、１ 予算総額につきましては、639,566 千円

となっており、前年度比 87,224 千円の増で、15.8％の伸びとなっております。

次に、２ 主な施策と事業について、優先課題は施設機能の維持・向上となってお

り、学校施設については、新規事業としてスクールバス更新事業 17,094 千円を計

上いたしました。一番古いスクールバスにつきましては、平成 2 年車があり、この

バスを更新することとなっております。次に小中学校維持修繕事業 12,155 千円に

ついて、網戸設置考えていますが、クーラーはつけられませんので、網戸を設置し

て教育環境の充実を図っていきます。次に社会教育施設について、体育施設整備事

業 14,548 千円を計上しています。内容につきましては、市営野球場改修工事実施

設計を予定しており、野球場については昭和 48 年に設置し、築 43 年が経過して

いるため安全面を確保することから、実施設計を計上したところであります。次に

公民館・市民会館整備事業 694 千円について、本年 7 月、受動喫煙防止条例施行

前に屋外喫煙室の設置をすることとし、その費用を計上いたしました。次にアルテ

ピアッツァ美唄整備事業 1,934 千円について、アートスペースの玄関前の歩道に

ウッドチップを使用していますが、ウッドチップが痛んできていますので、改修す

る経費を計上しております。次に重要課題１ 学力の向上についてですが、外国人

講師小中学校派遣事業に 9,988 千円を計上し、外国人講師ＡＬＴを 1 名増員し、2

名体制にする予算を計上しておりまして、現在は男性 1 名を配置していますが、2

学期から女性のＡＬＴの配置を予定しております。また、美唄市内高等学校支援事

業 544 千円について、美唄尚栄高校と美唄聖華高校を対象に大学受験や資格試験

に係る模擬試験の助成を新規事業として計上いたしました。高校からはありがたい



という反面、金額的に物足りないという感じでしたが、定員割れの高校もあり、少

しでも高校の教育活動への支援という事で計上いたしました。なお、財源につきま

しては、青少年育成基金を活用しております。次に重要課題 2 スポーツ振興・体

力の向上として、6 月に「スポーツ健康都市宣言」をすることとなっており、子ど

もに関しましては、一校一実践として体力アップを図っていきたいと考えておりま

す。また、大人に関しましては、中高年や高齢者を対象に継続した事業を実施して

いくこととしております。今後はますます子どもの数は減り、高齢者が増えること

から、家族ぐるみや世代間交流を通して取り組んでいくことが重要になっていくも

のと考えております。次に、重要課題 3 生涯学習環境の向上について、特に新規

事業はありませんが、図書館管理運営事業について、少しですが予算が増えていま

すので、図書の購入について、充実を図っていき利用者増に結び付けていきたいと

考えております。今年度の教育予算のポイントにつきましては、以上でございます。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 ただいまの説明がありましたことについて、何かご意見、ご質問等あ

りませんでしょうか。運営方針と教育予算どちらのご意見、ご質問でも構いません

し、意見交換でもよろしいので何かございませんか。 

●齋藤齋藤齋藤齋藤教育教育教育教育委員委員委員委員 意見交換という事で、今後の学校の適正配置について、市長の意

見を伺いたいと思います。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 美唄市全体での人口減少の中で、ますます子どもの数が減ってきます

が、美唄市は峰延から茶志内までと範囲が広く、それぞれの地域で学校の必要性が

あり、一方的にこちらから統合するという考えはないです。それぞれの地域の意見

もしっかり聞きながら判断していきたいと考えております。その一方で財政的な問

題もありますが、教育は費用対効果で考えてはダメだと思いますので、地域の方々

と十分な議論をしていくことが重要であると考えております。例えば、夕張市が破

たんしたときに、学校を 1 つに統廃合しましたが、国主導で統廃合せざるを得なか

ったが、大きな課題があったまま実施したことから、人口の流失が加速してしまっ

た例もあり、美唄市ではそうならないよう、将来を見据えた議論が必要であると思

っております。 

●●●●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 若者の定着という観点から、高校に進学する際の奨学金制度を

導入してはどうか。道内の町では導入しているところもあると新聞報道で見ました

が、若者を定着させるには有効な手段と考えますが、美唄市ではどう考えているか。 

●●●●髙橋市髙橋市髙橋市髙橋市長長長長 この手の給付型奨学金制度には疑問を感じています。なぜならば、こ

のような施策が本当に若者の定着に結びつくかどうかと思っています。きちんと検

証され、実績が出ているという事であれば検討する必要があると思います。一時、



奈井江町の高校に入るときに、学生服等を支給していたが、与えるから集まるとい

う事ではないと思っている。そうではなく、地元の小・中・高校が連携、交流して

取り組むことが大切であり、最後はふるさとの良さを定着させれば、若者は定着す

ると考えています。例えば、富山県では一流の田舎づくりと題して、誇れるふるさ

とづくりに取り組んでいます。若者を定着させるには仕事があるとか、Ｕターンさ

せるとかの方法はあるが、最後はふるさとを想う気持ちが大事であると考えていま

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 新聞報道では介護の学校から介護施設へ就職できるといったこ

とを兼ね合わせて、地元に残ってもらうという記事を見ました。せっかく地元に尚

栄高校があるので、良い人材を地元に残すようなことを考えていただきたい。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 単発ではダメで、全てつながっていかなければうまくいかないので、

みんなが知恵を出し合いながら考えていかなければならないと思っております。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 それでは次に移ります。協議事項の 3 つ目、その他についてでありま

すが、テーマを 3 つに絞って意見交換を行いたいと思います。今回は教育委員会運

営方針の中でも出ていました、課題の中の 3 つについてお願いしたいと思います。

①市民会館大ホールの改修、②スポーツ合宿誘致、③学校司書の配置について意見

交換をお願いします。 

●●●●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 市民会館の改修について、老朽化で漏水したのはしょうがない

ことだが、将来的には、新しい施設を考えたらよいのではないか。美唄は美しき唄

のまちとうたっているが、そのようなふさわしい施設がない。奈井江町はコンサー

トホールのような立派な施設があるが、美唄市も新しいホールを建て替えた方がよ

いのではないか。 

●森田森田森田森田教育教育教育教育委員委員委員委員 私も正直、建て替えしたほうがいいと思います。多額の費用をか

けて直すより、アスベストの問題であったり、お手洗いが不便であったりといった

こともあるので、それであればいっそ建て替えしたほうがいいと思います。 

●●●●伊藤伊藤伊藤伊藤教育部長教育部長教育部長教育部長 教育委員会としましては、大ホールは市民会館しかないので、今

の大ホールを修繕し、何年間かは使っていかなければならない。しかし、将来的に

は総合計画でもふれていますが、生涯学習センターを設置したいと考えております。

イメージはホールがあり集会施設があり、図書館もあり、更にはミニギャラリーも

備えた、市民が生涯学習活動をできる総合施設を検討することとなっています。例

えば、大ホールの座席数は現在 634 席ありますが、500 席程度にしたり、多くの

生涯学習活動ができるような施設にすることにより、これからの高齢化による余暇

活動や健康増進が充実できるものと考えていることから、生涯学習センターの検討



は重要になってくるものと思われます。 

●齋藤齋藤齋藤齋藤教育教育教育教育委員委員委員委員 建て替えるのは一番いいが、現実、美唄市の財政状況を考えると

そうもいかないので、せっかく修繕するのであれば、10 年 20 年のスパンを考え

て修繕し、延命措置をしていった方がいいのではないのか。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 耐震化の関係で言えば、市民会館はどのような結果だったのですか？ 

●伊藤伊藤伊藤伊藤教育部長教育部長教育部長教育部長 平成 8 年に公共施設の耐震度調査を実施したときに、市民会館も

実施しましたが、耐震値を表すＩＳ値（基準値）が 0.6 以下の所がたくさんあり、

しかも 20 年前の調査であり、その値より更に下がっているものと思われます。長

持ちさせるには耐震化から考えていかなければならないし、吊り天井の問題もあり、

構造そのものを変えなければ耐震化の対応とはならない現状であります。それらを

対応するためには莫大な費用が掛かり、それだけかけて改修するか、という問題も

あります。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 市民会館の建て替えについては、今後、市立病院の建て替えや市営住

宅の建て替えなども予定しており、それ以降でないと対応できない状況となってい

ますので、財政状況を見極めながら判断していかなければならないと考えておりま

す。また、ふるさと納税や今後、企業版ふるさと納税への取り組みといったことも

ありますので、そのような有利な財源を活用しながら、市民議論をしていきたいと

考えております。 

●●●●伊藤伊藤伊藤伊藤教育部長教育部長教育部長教育部長 財源の問題で言えば、岩見沢市が生涯学習センターを建てた時に

ＰＦＩという方法を活用して建てました。どのようなものかといいますと、民間の

資金で建設し、建設費用を借金の返済という形で毎年返済していくという方法で、

資金調達が公的資金を充てないで、資金調達する方法も検討していかなければなら

ないと考えています。また、場所については、まちのコンパクトシティ化を検討し

ていますので、今の場所なのか、街中のより人が集まりやすい場所なのかを今後検

討していかなければならないと考えています。 

●森田●森田●森田●森田教育教育教育教育委員委員委員委員    スポーツ合宿についてですが、専修短大の跡地はどうなったので

しょうか？    

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 専修短大の跡地につきましては、本州の事務組合に土地と建物を譲渡

したと専大の本校から聞いています。今後、スポーツ関係の施設に活用する準備を

しているという話は聞いていますが、それ以外は何も聞いておりません。市としま

しては、相手方と詳しい話はしていませんが、注視してまいりたいと考えておりま

す。 

●土肥土肥土肥土肥教育教育教育教育委員委員委員委員    スポーツ合宿の対象はオリンピックの事でしょうか？    



●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 そうではありません。オリンピックに特化したものではなく、大学や

実業団なども対象に誘致を行っております。合宿誘致に関しましては、いろんな条

件が整わないと来ていただけないですし、今まで美唄市が進めてきた車いすバスケ

も候補に挙がっています。 

●森田●森田●森田●森田教育教育教育教育委員委員委員委員    宿泊施設はないんじゃないでしょうか？    

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長    ゆ～りん館やホテルスエヒロもありますし、現在、市でもスポーツ合

宿誘致のために旧美唄ダム事務所公宅の改修工事も行っていますし、あるいは、民

泊の活用も推進していく必要があります。 

●森田●森田●森田●森田教育教育教育教育委員委員委員委員    車いすだと民泊は厳しいですし、改修しているところは車いす対

応なんでしょうか？    

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長    対応できるよう進めていっているようです。ただ、ゆ～りん館が車い

すで一部の部屋しか行けないようになっていると聞いており、なかなか難しい問題

もあるようです。大会誘致という事で言いますと、美唄市では全道大会レベルのソ

フトテニス大会が頻繁に行われており、アクセスの良さから、ソフトテニスの聖地

とも言われており、合宿も期待できるのではないかと思っております。 

●森田●森田●森田●森田教育教育教育教育委員委員委員委員    合宿するには宿泊施設がないですよね。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長    ホテルというよりもみんなで寝泊まりする合宿所みたいなものがあれ

ばいいと思います。例えば、福祉会館とかお寺を活用できればいいのですが、民泊

となりますので、民泊業の法律をクリアしなければならないので、難しいのかなと

思いますが、合宿誘致するには一定の条件をクリアしなければならないと思ってお

ります。 

●●●●早瀬早瀬早瀬早瀬教育長教育長教育長教育長 今年も全国学力テストが行われましたが、自分でもやってみると問

題を読み解くだけでも時間がかかり、何回も読み返してやっと問題を理解して回答

するといった内容なので、ただ単に漢字を答えるといった簡単なものではない。そ

うするとやはり読書量の多い子にはかなわないし、本を読んで何を感じたかとか、

主題は何かを読み取る読書活動が必要となってきますし、そうなると学校図書館が

重要となってきます。しかしながら、学校側からすると司書の資格はある程度の教

諭は就職に有利なので、一応資格は取るが、専門ではない教諭がほとんどなので、

授業や生徒指導が優先され、学校司書の配置はなかなか進まない状況です。ただ、

学校司書の配置は重要な課題であることから、何としても配置の実現に向けて進め

ていきたいと考えております。なお、前にいた学校では、ＰＴＡ会費で学校図書館

司書補を雇っていた例もあり、司書補が中心となり図書の整備や紹介をして、子ど

も達に本の良さを教えていた学校もありました、なかなか難しいと思いますので、



司書の配置について検討していきたいと考えております。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市市市市長長長長 先日テレビで、砂川の本屋さんがお客さんに合った本を紹介するとい

ったことが出ていましたが、図書館司書は子ども達に本の紹介をしたり、どのよう

に本を読むかといったことを教えるプロであり、読書力をつけるために欠かせない

存在となっていますので、図書館司書の配置については、重要なことと考えており

ます。 

そのほか何かありますでしょうか。そろそろ時間も参りましたので、協議事項につ

きましては以上で終わらせていただきます。 

最後に事務局から何かありますでしょうか。 

●中平●中平●中平●中平総務総務総務総務部長部長部長部長 次回の開催予定についてご連絡させていただきます。本年度第 2

回目の開催は 11 月頃を予定しております。内容につきましては、教育予算などに

ついて、ご協議、意見交換をいただきたいと思っていますので、近くなりましたら

ご案内させていただきます。以上でございます。 

●髙橋市●髙橋市●髙橋市●髙橋市長長長長    次回は平成 29 年度予算について協議させていただきます。本日予定

しておりました日程はすべて終了いたしました。これを持ちまして、平成 28 年度

第 1 回総合教育会議を終了させていただきます。お疲れ様でした。 
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以上会議の顛末を記載する。 


