
平成 2７年度第 3 回美唄市総合教育会議録 

 

1 と き  平成 28 年 2 月 24 日（水） 

       午後１時００分 ～ 午後２時００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 佐藤総務課長 村上総務課主幹 置田総務課主査 

宇野総務部理事 福地企画課長 森川財政課長 

教育委員会 

伊藤教育部長 阿部学務課長 西田学務課主幹 高橋学務課主査 

5 開会 

６  協議事項 

 （１）美唄市教育大綱の策定について 

 （2）その他 

７ 閉会 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



概要記録概要記録概要記録概要記録    

1111３３３３：：：：００００００００    

●●●●中平中平中平中平総務総務総務総務部長部長部長部長    本日は、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。ただいまから、平成２７年度第 3 回美唄市総合教育会議を開会いたしま

す。 

総合教育会議設置要綱第 4 条の規定によりまして、市長が議長となりますことか

ら、会議の進行を市長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。   

●●●●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 3 回目の総合教育会議を開催したいと

思います。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、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

それでは、はじめに協議事項の１つ目、美唄市教育大綱の策定についてでありま

すが、大綱につきましては、第 1 回の会議につきましても、お示しをしていました

が、今年度中には策定をしたいということで、協議を進めて参りました。本日の会

議をもって確定をしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。それ

では、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。はじめに、前

回 11 月に行いました会議の以後、若干の動きがありましたので、そちらの方から

説明をさせていただきます。資料につきましては、お手元の参考資料 1 をご覧いた

だきたいと思います。こちらの資料につきましては、中央教育審議会の答申の内容

をまとめたものとなっておりまして、昨年の 12 月 21 日、ここにある 3 つの答申

が同時に出されました。まず、右の方から見ていただきますと、答申①教育再生実

行会議第 6 次提言と書かれておりまして、こちらは、地域から学校をどう支えてい

くべきか、仕組みをまとめたものとなっております。まず、コミュニティ・スクー

ルの仕組みについては現在もございますが、このコミュニティ・スクールの仕組み

をより地域が学校に積極的に関わる仕組みに変えていくという答申になっています。

この中では、少なくても公立の小中学校では、全て、コミュニティ・スクールを導

入するという答申内容も出されております。これまでのコミュニティ・スクールの

進め方としましては、教育委員会規則の中で位置付けをし、進めているところです

が、今回の答申では、要・法改正と書いてある通り、地方教育行政法の改正が予定

されておりまして、これによって、法律上の仕組みとして位置付けられるというこ

とになる見通しです。それから、その下に、地域学校協働本部というのがございま

すが、これまでも、学校ボランティアとか、地域の方々による見守りですとか、様々



な活動がありましたが、全てまとめて地域学校協働本部という形にするようであり

ます。こちらは、地域が積極的に学校に関わり、学校の教育活動を支えていくとい

う仕組みになります。こちらも、要・法改正となりまして、社会教育法の中で法律

上の仕組みとして位置付けられるという答申の内容になっています。それから、真

中の所で、答申②教育再生実行会議第 7 次提言として学校の組織運営改革としてチ

ーム学校というのが示されています。チーム学校につきましては、校長をトップと

しまして教職員で学校の運営を行っていたところですが、今後、教員をバックアッ

プする多様なスタッフが必要になるという考え方で、これまで、スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカーが入っておりましたけれど、これに加えて、例

えば、中学校の部活においては外部からの指導者とか、コンピュータ関係ではＩＣ

Ｔを支えるＩＣT 支援員とか、専門的に外部から学校の教育活動を支えるスタッフ

を入れていくと、そこで、全体としてチーム学校という形で、先生方の多忙感を減

らし、教育内容の充実を図っていくということで、こちらも要・法改正と学校教育

法と地方教育行政法ということで、法律上に外部からの学校をサポートする立場の

人たちの位置付けを明確にする答申が出されています。次に一番左側、答申③とし

て、教育再生実行会議第 7 次提言の教員改革ということで、今言った、地域と学校

の関わり合いを含めて、新しい時代に対応できる教員を養成していくという内容の

改正で、こちらも法改正が予定されているというところです。これら 3 つの答申を

含めて、文部科学省では大臣の名前を使って、創生プラン(馳プラン)という言い方

をしているようですが、平成 28 年度文科省予算でも組込まれていくという予定と

なっています。次の資料ですが、参考資料 2 美唄型教育研究会研究紀要(概要版)

を見ていただきたいと思います。こちらは、11 月の会議でも説明しましたが、昨

年の 7 月に立ち上げまして、今年の 1 月末まで調査研究をしてまいりました、教育

に関する研究の組織です。まとめとしまして、第 1 部会から第 4 部会まで 4 つの

テーマを調査研究し、提言としてまとめていただきました。この中では、①のコミ

ュニティ・スクールに関しましては、「少子化が進行する中、学校と地域が連携して

教育環境の向上を図るため、コミュニティ・スクールを導入する。」という方向での

提言をいただいております。第 2 部会 小中一貫教育につきましては、こちらも、

①の所で「少子化、学校の小規模化が進行する中、より質の高い教育活動や教育環

境の向上を図るため、小中一貫教育を導入する。」という方向性でまとめをしていた

だいています。次に、第 3 部会のチーム学校につきましても、①の所で、「多様化・

複雑化する子どもの状況への対応や、新しい時代に求められる資質・能力を育むた

めの教育課程の改善を図るため、チーム学校を推進する。」という方向性でまとめて



いただいています。第 4 部会の学校統廃合につきましても、「少子化に伴う学校規

模の小規模化が進んでおり、美唄市の公立小学校・中学校の適正規模について学校

規模の適正化を推進する。」という方向性でございます。このような提言を受けまし

て、美唄市の教育大綱につきまして、改めて見直しをしたところでございます。次

の参考資料 3 というのが、今、概要版で説明した研究紀要の全体のまとめとなって

います。ここで見ていただきたいのは、30 ページ、今後の児童生徒数の推移とい

うものをまとめています。30 ページの一番上は、入学見込み児童生徒数というこ

とで、28 年度から 5 年間、各小学校・中学校の 1 年生の数をまとめたものです。

この中で例えば、峰延小学校については、平成 28 年度の新 1 年生が 4 人、29 年

度が 4 人、以降、11 人、8 人、6 人の見込みとなっています。それから、茶志内

小学校も、28 年度が 6 人、以降、4 人、1 人、3 人、3 人となる見込みです。そ

れから、中学校の方で見ていただきますと、峰延中学校は１５人、４人、８人、１

人、８人の動きになり、また、南美唄中学校は、8 人、12 人、9 人、13 人、5 人

のような数が見込まれています。その下の表につきましては、学校全体の人数と学

級数の見込みをこちらも 5 年間見通した資料となっております。小学校で見ていた

だいた、先ほどの峰延小学校については、28 年度でいいますと、全体の児童数が

30 人の見込みで、学級数が 4 クラスの見込みで、一部、複式学級が含まれます。

それから、茶志内小学校についても、平成 28 年度の児童数は 31 人で、学級数は

4 クラスということで、3 クラスになりますと、全ての学年が複式学級ということ

で、完全複式ということになります。それから、中学校の方で見た峰延中学校は、

全生徒数が平成 28 年は 29 人で 3 クラス、この 3 クラスが、以降もずっと続くと

いう見込みです。それから、南美唄中学校は平成 28 年度 40 人で 3 クラス、こち

らも 3 クラスがずっと続くという状況で、この 2 つの学校については、ずっと全校

50 人以下の中学校ということになります。こういうことを含めて、今後の美唄市

の教育について、考えていかなければならないと思っています。最初に戻りまして、

美唄市教育大綱「たたき台」「案」比較表 資料 1 をご覧いただきたいと思います。

こちらは、昨年の 11 月の総合教育会議で見ていただいた（たたき台）の内容と今

回ご提示させていただきます（案）の比較を表にしたものです。まず、第 1 章の大

綱の策定の内容につきましては、同様の内容で考えています。第 2 章の基本理念に

つきましても成長する市民社会を支える教育、文化、芸術の創造という同じ内容で

す。第 3 章以下が、一部、文言の修正を加えています。まず、1 のまち全体で子ど

もを育む教育の推進につきましては、（たたき台）の段階ではアンダーラインの部分

ですが、次の事項に視点をあてながらということで、3 点をあげています。（案）を



見ますと、次の事項に取組むと具体的な記述に変更になっています。そして 3 項目

ある方の 2 つ目、「美唄型コミュニティ・スクールの検討」につきましては、先ほ

どの中教審の答申で見ていただいた通り、法律上の位置付けが明確になるだろうと

いう見通しで、美唄型という位置付は必要ないということで、「コミュニティ・スク

ールの導入の検討」に文言の整理をしました。それから、2 番目の子どもの豊かな

学びを支える教育環境づくりについても、こちらも「次の事項に視点をあてながら」

の部分については「次の事項に取組み」としています。また、1 点目の美唄型小中

連携教育の推進につきましても、この小中連携の先には、小中一貫教育ということ

があるわけですが、これを踏まえて、制度上も既に出来上がっています、小中一貫

教育を見据えまして、こちらも「小中連携教育の推進」と文言を整理しております。

それから、3 点目の小中学校のあり方に関する検討につきましては、内容としては

学校の統廃合ですとか、今、申し上げた小中一貫教育をどうするかということが含

まれています。それから、3 項目目の地域資源を生かした多様な教育・学習機会の

創出につきましても、「次の事項に視点をあてながら」の表現については、「次の事

項に取組み」としています。4 項目目の健康長寿社会の実現につきましても同様に

文言を整理しています。5 項目目の文化芸術創造都市としての飛躍のところにつき

ましては、文言整理のほかに、1 番下の項目にあります、「美術館のあるまち」が発

信する美唄らしい文化・芸術の創造」のところを「美唄らしい文化・芸術の創造」

という整理をさせていただきました。以上が、前回の会議との文言整理で変わった

点でございます。それを踏まえて資料 2 の方です。美唄市教育大綱（案）の方を、

改めてご覧いただきたいと思います。表紙をめくっていただいて、目次につきまし

ては、前回と同じでございます。第 1 章 大綱の策定についてにつきまして、これ

も前回と同様でございますけども、改めまして内容を確認させていただきますと、

1 の大綱の性格では、この大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1

条の 3 第 1 項の規定に基づき、総合的な教育施策について、その目指す姿や施策の

根本となる方針を定めるものです。としています。2 の関連計画との関係につきま

しては、この大綱は、国の教育振興基本計画を参酌し、第 6 期美唄市総合計画「美

唄未来交響プラン」を基本に策定するもので、第 2 次美唄市生涯学習推進計画・後

期基本計画等の教育分野の計画を包括するものです。という位置付です。3 の対象

期間につきましては、この大綱の対象期間は、平成 28 年度から平成 30 年度まで

の 3 年間とします。第 2 章の基本理念につきましては、こちらも前回の（たたき台）

と同様ですが、成長する市民社会を支える教育、文化、芸術の創造ということで、

教育委員会が担当する分野の振興ということを基本にまとめております。次のペー



ジ、第 3 章 基本方針ですが、こちらが、先ほどご説明した文言での内容となって

おります。1 点目は、まち全体で子どもを育む教育の推進ということで、美唄の子

どもたちがこころ豊かに、健やかに成長し、将来、積極的に社会とかかわり、自ら

の役割と責任を果たせるよう、次の事項に取組み、美唄の教育を進めます。1 つ目

の項目は、子育て支援と教育の連続化ということでございまして、子育て家庭にと

りましては、子どもさんが生まれてから小学校、中学校、高校へと進む中で、全て

繋がっていることでございますので、行政的に縦割りということではなくて、情報

発信など、特に連携した取組みが必要かと思われますので、新年度以降、教育委員

会、それから子育て担当課が連携した取組みを進めていきたいと思っています。2

点目は、コミュニティ・スクール導入の検討につきましては、先ほど説明した通り

です。また、3 点目は、様々な人材がチームとして学校を支える環境づくりにつき

ましても、今後、法制化が予定されている内容に沿って進めていきたいと思います。

2 項目目、子どもの豊かな学びを支える教育環境づくりにつきましては、美唄の子

どもたちが誰もが安心して成長していくことができるよう、次の事項に取組み、豊

かな学びを支える教育環境づくりを進めますとしまして、1 点目は、小中連携教育

の推進。2 点目は、心を育てる教育の推進とインクルーシブ社会の構築。3 点目は

小中学校のあり方に関する検討。という 3 項目にしています。インクルーシブ社会

については、下に書いてありますように、誰もが排除されることなく、ともに生き、

ともに学び、ともに育ち合う社会という内容でございます。3 項目目の地域資源を

生かした多様な教育・学習機会の創出につきましては、美唄にある様々な地域資源

を活用し、多様な教育や学習のかたちを選択できるよう、次の事項に取組み、教育

機会の創出を進めます。1 点目は、美唄の歴史や伝統文化、産業を知る学習の推進。

2 点目は学校を拠点とした生涯学習社会と地域コミュニティの再構築。3 点目、生

涯学習センターの検討。ということで、2 点目の学校を拠点とした生涯学習社会あ

るいは地域コミュニティとの繋がりにつきましては、先ほどのコミュニティ・スク

ールですとか学校ボランティアの皆様との関連など、学校の施設を使っていただき

ながら、地域との関わりをより深く求めていくということで考えています。それか

ら、生涯学習センターというのは、現在、市民会館が市民の皆さんの文化や生涯学

習活動の拠点となっておりますが、建築後 50 年近くたっていて、老朽化が進んで

いることから、より安全で快適な施設が、今後必要かと思われますので、新しい施

設の検討に入りたいという内容でございます。4 項目目の健康長寿社会の実現につ

きましては、少子高齢化が着実に進行する中、世代を超えて、健康づくりやスポー

ツを楽しんでいけるよう、次の事項に取組み、健康長寿社会の実現を目指します。



1 点目はスポーツ健康都市宣言によるスポーツと健康づくりの連動。2 点目は子ど

もから高齢者まで誰もが参加できる生涯スポーツの推進。3 点目はまちの一体感が

生み出される健康づくり運動の推進ということで、平成 28 年度はスポーツ健康都

市宣言をする予定でございます。子どもたちの体力作りから高齢者の方の疾病予防、

介護予防を含めてまち全体で、健康づくりに取組み、スポーツの振興にも努めてい

くという方向性です。それから、生涯スポーツの推進につきましては、1 点目と関

連しますが、高齢者の方の健康づくり、介護予防、疾病予防につきましても、突然、

やりなさいと言ってもできるものではありませんので、早いうちからの取組みが必

要と思いますので、そのような観点から、生涯スポーツの推進を進めていきたいと

思います。それから、まちの一体感が生み出される健康づくり運動は、昨年 5 月か

ら取組んでいますチャレンジデーのイベントがございまして、ほかのまちを対戦相

手として、1 日 15 分以上運動した市民の参加率を競うイベントですが、このよう

なイベントを通じて健康づくりに関する意識を高める取組みを進めていきたいと思

います。次に 5 項目目、文化芸術創造都市としての飛躍といたしまして、美唄の自

然環境や歴史、文化を大切にして、独自性のある文化の振興を図って行けるよう、

次の事項に取組み、文化芸術創造都市としての飛躍を目指します。1 点目、未来を

拓く歴史と文化遺産の承継。2 点目、自然環境への理解と保護。3 点目、美唄らし

い文化・芸術の創造としております。文化庁長官表彰を平成 26 年度にいただき、

美唄らしい文化的な活動として、炭鉱の歴史を生かした取組みですとか、宮島沼の

自然環境の保護。そういうあたりも評価していただきましたので、今後、それらを

より充実し、文化的な質の向上に繋げていけるようにしたいと考えています。以上、

教育大綱の（案）についてご説明をいたしました。この内容につきまして、皆さん

のご意見を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いします。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 はい、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。 

●森田森田森田森田教育教育教育教育委員委員委員委員 大綱なので大まかでいいと思うのですが、カタカナ言葉に関して

は理解しづらい部分があると思うので、インクルーシブ社会については※で書いて

ありますけど、コミュニティ・スクールに関しては、みんな、どういうものにとら

えるかなということで、誰が見ても分かりやすくするため、これに関しても※で説

明が必要かなと思います。 

●伊藤教育部長●伊藤教育部長●伊藤教育部長●伊藤教育部長 ご指摘の通りだと思いますので、補足するものを加えたいと思い

ます。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 コミュニティ・スクールの定義というものはあると思いますから、そ



れを明記した方が良いですね。 

●伊藤教育部長●伊藤教育部長●伊藤教育部長●伊藤教育部長 そうですね、言葉の説明よりも、例えば、文部科学省で使ってい

るイメージ図とかですね、そういうものも含めて考えたいと思います。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長    その他、何かございませんか。それでは、特にご発言が無いようでご

ざいますので、この大綱（案）を本市、教育大綱として正式に確定するということ

でよろしいでしょうか。 

●各各各各教育教育教育教育委員委員委員委員 はい 

●●●●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す。次に移ります。 

協議事項の 2 つ目、その他について事務局の方から何かありますでしょうか。 

●伊藤教育部長●伊藤教育部長●伊藤教育部長●伊藤教育部長 今日は資料 3 といたしまして、28 年度の教育予算について、若

干説明したいということで資料を用意いたしました。まず、昨年の 11 月におきま

して、会議の中で、平成 28 年度予算の協議調整したい事項を何点かあげさせてい

ただいて、ご覧いただきましたが予算要求の段階で、これらの課題については全て

要求の中に入れさせていただいて、資料でご覧いただけるように、概ね予算化させ

ていただけることになりました。主なポイントだけ改めて見ていただきたいと思い

ます。予算総額については、教育費 639,566 千円で、前年度比較 15.8％の伸び

となっています。それから、施策別に見ていただきますと、1 点目は優先課題とし

て施設機能の維持・向上というのをあげています。学校施設と社会教育施設に分け

ていますが、学校施設につきましては、老朽化に伴う施設設備の更新・改修、それ

から、スクールバスに関しては、1 番古い大型バスを 1 台更新することとしていま

す。社会教育施設については総合体育館、温水プールなどについては、ボイラーの

更新。それから、体育施設整備事業の中では、市営野球場の改修に向けた実施設計

を行うこととして、予算付けをしていただいています。公民館・市民会館では、受

動喫煙防止条例の施行を受けて喫煙場所を屋外に設置することとしています。アル

テピアッツァ美唄につきましては、アートスペースの体育館の前の部分ですが、ア

プローチの舗装が傷んでいますので、その改修をすることとしています。次の重要

課題１ 学力の向上の中では、3 点目の外国人講師小中学校派遣事業というのを、

増額してもらいまして、外国語の指導助手ＡＬＴを 1 名増員して、2 名体制で新年

度スタートすることとしています。それから、小中学校コンピュータ教育事業につ

きましては、小学校の児童と教師用のパソコンの更新、中学校の教師用のパソコン

の更新を付けていただいています。それから、美唄市内高等学校支援事業につきま

しては、これは新規事業といたしまして、美唄尚栄高校と美唄聖華高校の道立高校

2 校についての教育活動の支援という予算を、新たに付けていただいたところです。



それから、スポーツ振興・体力の向上では「スポーツ健康都市宣言」というものが

含まれています。それから、3 点目は生涯学習環境の向上ということで、それぞれ

要求して、予算を獲得することが出来ましたので、ご報告させていただきたいと思

います。ただ、今後の課題といたしましては、学校図書の充実、あるいは、就学援

助の新 3 項目を段階的に導入していくという部分については、残念ながら新年度予

算の反映が出来ませんでしたので、これらについては、引き続き検討していきたい

と考えています。以上でございます。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 ただいまの説明がありましたことについて、何かご質問ありませんで

しょうか。教育予算ということでしたが、本市の大変苦しい財政状況で、教育予算、

施設機能の維持・向上ということが優先的な課題となっていて、予算配分をさせて

いただいたのですが、よろしいですか。 

それでは、特にご発言がないようでございますので協議事項は以上ですが、せっ

かくの機会なので、何か教育課題のことで、フリーで意見交換したいと思っていま

す。美唄市の教育予算に委員会活動、教育全般に渡って、何か思っていることがあ

れば、意見交換できればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

何か、ございませんか。 

子どもが、年々減ってきていることの歯止めがかからないということで、市長部

局の方でも色々やっているのですが、現実問題、非常に苦労していることと、それ

から、平成 27 年度の出生数ですが、例年 120 人か 130 人なんですが、1 月か

12 月時点で 63 人なんですよね。2 月、3 月でどれくらい伸びるかということで

すけども、非常に厳しい状況だと思います。伸びても 10 数人かと思うので。それ

で、他の自治体のことを、担当の子ども未来課ですとかに調べてもらって、美唄だ

けが少ないのか、それとも全体的な傾向なのかということですけども、国は伸びて

いるようです。国の出生率は伸びていることを報道で聞いたのですが、それにして

も、例年の半分という数字ですから、子どもを産み育てる環境といいますか、幼児

教育を含めて教育の在り方やあるいは保健福祉の在り方、まちづくり全般に渡って、

子どもたちを育てられる環境が整っていないのかどうなのか、そのことが子どもを

産む意欲に繋がっていないのか、まだ、原因が分からないものですから、来週くら

いには、原因が分かるような調査を指示しましたので、状況が分かり次第、教育委

員会の方にご報告をさせていただきますが、これは、学校の在り方、例えば 6 年後、

7 年後のことですから、学校の在り方は非常に問われる大きな課題として出てくる

ものですから、報告だけさせてもらおうと思って述べさせていただきました。 

●森田森田森田森田教育教育教育教育委員委員委員委員 人口の分布として、結婚して、子どもを産み育てるという年齢層



の人数が少ないというのが原因の 1 つではないのですか。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 分からないです。どの世代の層が子供を産んでいるのかということは、

今調べているのですけど、これはちょっと分からないので。例年、120～130 人

くらいで推移していて、年々少なくなってきていますが、平成 27 年度は特に極端

なんですよね。何が原因なのか見当がつかなくて、まちづくりの方向を根本的に変

えなくてはいけないのかなと、そんな事態にもなりうるというか、非常に深刻に受

け止めています。 

●森田森田森田森田教育教育教育教育委員委員委員委員 自分たちの子どもたちが結婚して、子供を産む年齢に達していて、

同級生とか周りを見てみても、美唄市内に残って仕事をして結婚して子どもを産ん

でという人が非常に少ない、結局、成人式であれだけ集まっても、美唄市に残って

子どもを産んでという子が極端に少ない。働く環境が美唄にはないとか、そういう

ことも 1 つの原因ではないかなと思います。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 雇用は確かにミスマッチが起きていると思います。介護やあるいは、

社会福祉施設の仕事というのは沢山あっても、足りないくらいなんですが、実際は

なかなか人が集まらない。それと美唄市でも、事務仕事のコールセンターなんかで

も、誘致していますが、ここも、なかなか人が集まらないですとか。今後、市場の

後に、コメリさんというホームセンターができますが、ここは 80 人の採用を見込

んでいるらしいです。パート、アルバイト、正社員の構成は分からないのですが、

果たしてそこも集まるかどうかという話で、それと食品製造のメーカーで、ゼリー

とか作っている会社なんですが、ここも 24 時間動いていますが、夜、人を募集し

て集めるのが大変だから、昼間 2 重化しようということで、工場の敷地の中に、新

たに製造ラインを作って、昼間にしようという計画があって、その際に 20 名ほど

採用しようとしたのですが、これが集まらなかったんです。ですから、就労につい

ては、今、美唄に住んでる若い人なのか、子育て世代なのか、それ以外なのか、ニ

ーズがマッチしていないのでないかなという感じなんですよね。ですから、介護の

世界は就労条件が厳しいということで人が敬遠しがちだと思うのですが、土木建設

も技術者が非常に足りなくて、例えば、設備関係、電気や塗装関係は本当に人がい

ない、更には、警備員は全然集まらないというようなことですから、非常に仕事は

幅広くありますが、そこに人が行かない。色んな原因があるのでしょうけど、そこ

が困っているというか、課題になっているというか。だから、環境も保育園とか幼

稚園とかの充実は図られていると思うのですが、まちの利便性というのか、よく言

われるのは、美唄で買い物してもなかなか解決しないので、ほかのまちに行ってし

まうとか。子どもを育てていくうえでのコストと言いますか、給食費の問題とか、



子ども一人について、いくらの助成だとかあるいは医療費の無償の問題だとか、ほ

かのまちと比較して美唄は充実度が足りないとか言われます。いずれにせよ、63

人というのは、非常にショッキングな数字なものですから、皆さんと情報を共有し

ておきたいなと思って報告させていただきました。 

●●●●早瀬教育長早瀬教育長早瀬教育長早瀬教育長 信じられないですね。間違えているのではないかと思うくらいです

ね。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 人口減少の統計を取ってもらって、自然減と自然増、それから社会減

と社会増、これの比較でどのくらい減っているのかということを調べてもらったん

ですよね。そしたら、自然増のところでの出生数を取った数字が出てきたものです

から。 

●早瀬早瀬早瀬早瀬教育長教育長教育長教育長 大変な問題です。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 本当に大きな課題です。 

●●●●早瀬早瀬早瀬早瀬教育長教育長教育長教育長 全員合せても２クラスにならない。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 突然、この数字ですから。 

●●●●早瀬早瀬早瀬早瀬教育長教育長教育長教育長 続くのかどうなのかということですね。6 年間続いたら、大変なこ

とになりますね。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 企画の方で数字押さえてましたよね。 

●●●●福地企画課長福地企画課長福地企画課長福地企画課長 今年度、コンサルに依頼しまして国立社会保障・人口問題研究所

の数字をもとに、美唄市の持っている特性を。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長    いやいや、美唄市の出生数は。 

●●●●福地企画課長福地企画課長福地企画課長福地企画課長 美唄市の出生数は保健センターからで、これまで 60 数人とお話

しされていましたけども、年度末まで、現在妊娠されている方が年度内に出産する

方も含めると 80 名となります。12 月で 60 名でしたが、1 月から 3 月の間に増

えて、合計 80 名ということです。 

●●●●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 国勢調査の結果も出ましたので。 

●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 国勢調査も速報で出ましたけど、ほとんど同じ数字だと思います。２

万 3,000 人くらいで。他のまちと比べても、減少率が前年比から比べると１０％

以上になっていますので、減少率が高いです。旧産炭地とそういうくくりにしても

良いか分かりませんが、そういう関係の所は２ケタですよね。 

●齋藤齋藤齋藤齋藤教育教育教育教育委員委員委員委員 先ほど森田教育委員から、子どもを産む世代がいないと言われて

いましたけど、まさにその通りで、自分の子どもが就職活動中で、東京の大学に行

っているのですが、東京で就職すると話しています。こちらの方の企業を受けたい

のだけど、受けれないという話なんですよね。 



●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 就職活動の時に、既に制限がされているからということですかね。 

●齋藤齋藤齋藤齋藤教育教育教育教育委員委員委員委員 1 度、本州の方に出てしまうと帰ってこれないという状況になっ

てしまうんですね。 

●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 男の人は帰ってこれるんですよ。私もＵターン組なんですけど、男の

人は比較的帰ってこれるんだけど、女性の方は帰ってこれない。都会志向というの

は、ぬぐえないと思うんですよ。都会の情報なんかは瞬時に入ってくるじゃないで

すか。憧れるのでしょうね。そういった意味では、私の周りにいる就職や進学する

子どもたちも都会志向ですし。 

●●●●高橋高橋高橋高橋教教教教育委員長育委員長育委員長育委員長 短大卒の求人がないですよ。例えば、役所でも、あと銀行くら

いしかなかったですよね。探したんですけど近隣にもないですよね。 

●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 そこで希望する仕事とミスマッチが出てくると思います。 

●高橋高橋高橋高橋教教教教育委員長育委員長育委員長育委員長 求人はないですね 

●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 ハローワークにですか。 

●●●●高橋高橋高橋高橋教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長 ハローワークです。時期が遅かったのかもしれないですけど。 

●土肥土肥土肥土肥教育教育教育教育委員委員委員委員 あと、大学卒業して就職活動する時に就職課の先生も道内就職の

ことだけに目を当てないで道外の方にも向けてくださいって必ず指導されるんです

よね。そうすると、地元で就職したいと思っても、見渡して自分がしたいことがな

ければ、本州の方に目を向けざるを得ないのが現状みたいですね、私の子どもも、

経験しているし、弟の子どもも経験していますが、結局 2 人は道外に出てしまった

んですよね。美唄市の人口を減らしている一人なんですけども、見るとそういう状

況下にありますよね。また子どもが就職活動するのですけども、また、美唄から出

て行ってしまうんだろうなと思っています。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長 美唄だけではなくて、全国的に地方と呼ばれる地域の課題として若者

が定着しないというのが、まさにそうなんですけども、美唄は人が出て行ってしま

うのですけど、今後、札幌も縮小時代に入りますから、岩見沢も、大きな 10 万人

以上のまちでも、どんどん縮小傾向になってくる。どんどん都会に人が行く、色ん

な仕事があるんですけども、自分が希望する仕事がないということなのかもしれま

せんね。実家から通った方がお金かからくていいのにね。 

●土肥土肥土肥土肥教育教育教育教育委員委員委員委員 先日、札幌市で新しい教育委員が集まる研修会に出させていただ

いたのですが、その時、札幌教育委員さんの話の中で、ＩＴですよね。コンピュー

タを利用して仕事をしている方でしたが、その方は、奈良出身の方なんですけど、

北海道が好きで北海道に住みたいと。ただ、仕事をするのは奈良じゃないと出来な

いんだけども、それをどうにかここですることが出来ないかということで、試行錯



誤して自分で会社を立ち上げて、どこにいてもできる仕事を立ち上げたという参考

になるお話を聞きました。結局、学校現場の教育に役立てられないかというお話だ

ったのですが、これからは、美唄にいてもアメリカの仕事が出来るとか、美唄にい

ても東京の仕事が出来るとか、絶対にそういう社会的な流れが来るはずだと、その

方は言うんですよね。いち早く、何かそういうことが出来るきっかけがあるのだっ

たら、そういうことで若者を繋ぎ止めるとか、そう手立ても出来るのではないかと

言うお話でした。その方は、会社を立ち上げられて、詳しい話はされなかったので

すが、身体障害者でも、寝たままの人でもうちは何人か採用しています。もちろん

その方でも出来るコンピュータの仕事をしているということです。その方は北見の

方ですが、ベットの上で仕事をされているということでした。だから何か、美唄で

もそういうことが出来る会社とかあれば、また違ってくるのかなと思います。 

●●●●髙橋市長髙橋市長髙橋市長髙橋市長    富山県なんかは、クリエーターの方々が全国から集まって田舎なんだ

けども、古民家を改装してオフィスを作って、そこで仕事をしていて、田舎暮らし

を、こじゃれた暮らしとして、自分たちで楽しむというか、そういうのをやってい

ます。クリエーターも漫画家から彫刻家から絵描きから色んなクリエーターの方が

いて、そういう特色あるまちづくりを進めているところもたくさんあるんですよね。

確かに雪も深いし似ているのですが、田舎だし、人口も少ないし、それでも美唄と

はちょっと違うんですね。今、美唄市でも、地方創生で、雪の聖地美唄とかあるい

はそのスポーツなどを中心とした特色あることを進めようとしているんだけども、

そこにちゃんと雇用が生まれるような仕組みがないとダメなのかもしれないし、Ｎ

ＰＯでもいいですが、自ら率先して自分で会社を立ち上げるとか、自分で責任を持

って何かやるというような人材が育まれていかないとプレーヤーがちゃんとしない

とダメだってことになると、そのあたりが教育に結びつくというようなことなんじ

ゃないんでしょうかね。 

●森田●森田●森田●森田教育教育教育教育委員委員委員委員 多少、通勤時間が掛かっても美唄に住んでいて、何かしら子育て

をする保障みたいなものが充実していれば、美唄に家を建てて、美唄で子育てをす

るということはイメージできると思うんですよ。驚異的に北海道の中で人口が増え

ている所って、子育てをしている人たちがまちに移って来て住むことを考える。そ

のあたりなんか考えると、美唄市は足りないのかなと思います。 

●髙橋●髙橋●髙橋●髙橋市長市長市長市長 教育と医療と利便性、生活の便利さ、豊かさ、この 3 つが揃わないと

人口は伸びないですね。例えば、東神楽にしても、中標津にしても、千歳、恵庭に

しても、すぐ近くに大都市があってなんでも揃う、大学や教育といったものも近く

にある、この間言われて、がっかりしたのが、市長さん、ビデオ屋さんを誘致して



くださいって言うんですよ。ああ、ビデオ屋さんは無いなって、そのレベルから始

めないと美唄の場合はならないんで、色んなことをやってあげたいんですけどね、

ですから、都会志向とかは確かにあるんでしょうし、利便性の問題もあるでしょう

し、まあ、特効薬と言うか、なかなかそういったものを見いだせないでもがいてい

るのが、どこのまちも同じような状況でありますけどね、優秀な子どもたちは、ど

んどん育てていくんだけど、地方に行ってしまいますもんね。地方あっての地方な

んだけど。 

●高橋高橋高橋高橋教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長 教育ひとつとれば、落ちこぼれの子どもっていうのは、登校拒

否だとか、勉強についていけないとか、人数が増えてきて、そういう子だけを受け

入れて子どもたちに好きなようにさせて遊ばせている中で、自分は勉強したいとき

に勉強するドイツの教育があって、その方が子どもは勉強したいときにした方が集

中するから、学力も伸びるし、普段は好きなことやってね。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市市市市長長長長 ドイツはそんな自由奔放なんですか。 

●●●●高橋高橋高橋高橋教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長 日本でもやってるんですよ。 

●髙髙髙髙橋橋橋橋市長市長市長市長 日本でもやってるんですか。 

●高橋高橋高橋高橋教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長 教育制度は、認められなくて、学校としては認められていない

ので、親の負担は多いんですけど、250 人くらい集めてやっている学校があるんで

す。自主的に保護者が全部、運営団体があってＮＰＯを作って、学校運営をして、

教師は勉強も教えるんだけども。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市市市市長長長長 塾みたいなものなんですか。 

●●●●高橋高橋高橋高橋教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長 塾とは違うんですよ。学校にいけない子ばっかり。 

●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 余市の北星高校でしたか。 

●●●●高橋高橋高橋高橋教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長 そうではなくて、本当に学校に行きたくないというか、行けな

くなった子供達です。 

●森田●森田●森田●森田教育教育教育教育委員委員委員委員 年齢層もいっぱいあるんですよね。 

●●●●高橋高橋高橋高橋教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長 そうですね。相当な割合で増えているから、今、不登校の割合

とかね。 

●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 美唄でも子どもたちの数が少なくて、そういう子が増えてしまうとい

うのも困りますけどね。 

●●●●高橋高橋高橋高橋教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長 そういう子に対して、学校が受け入れられれば、親もついてく

るだろうし、通わせることもできるだろうし、それで今、学校として法律で認めれ

るように、補助金出せるように認めてもらって、そういう活動しているところもあ

ります。 



●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 子どもが少ないというところから、美唄でも教育格差というのはある

ものなんですか。親の貧困によって子どもたちの学力の格差が出てくると社会的に

言われていますが、美唄も顕著に表れてるんですかね、どうなんですか。 

●早瀬早瀬早瀬早瀬教育長教育長教育長教育長 2 極化というのはあると思います。美唄もトップクラスはいるんで

すけども、下位層が多いから平均点が下がるんですよね。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 なるほど。 

●●●●早瀬早瀬早瀬早瀬教育長教育長教育長教育長 各学校の数値目標としては下位層の子をいかに引き上げるかという

ような目標を立ててやっている学校もあります。それが親の経済力とどう関係する

かと、そこまでは、詳しく調べていません。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市市市市長長長長 よく、子ども一人、東京に出すと 4 年間でいくらかかるっていうのを

よく聞きますけども、お金かかることは間違えないから、経済的な余裕がなければ

行かせてあげられないという現実はあると思います。 

●●●●高高高高橋橋橋橋教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長 大学へ行く子の半分以上は奨学金をもらっている。 

●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 就職してから返すのですよね。 

●●●●高橋高橋高橋高橋教教教教育委員長育委員長育委員長育委員長 それを、返せないから問題なんですよね。 

●早瀬早瀬早瀬早瀬教教教教育育育育長長長長 それで、給付型というのが出てきたんですよね。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 時間も限られてございますが、その他のフリートークでも話が尽きま

せんけども、いずれにせよ、子ども達が減ってきている中において、美唄市の教育

の在り方というものはですね、その都度状況は変わりますけど、議論していかなけ

ればならないと思います。今かかげたビジョン、構成が例えば 5 年後 10 年後には

また違った角度から見なくてはいけない、見直しを掛けなくてはならないというよ

うな短いサイクルで変わって行かなくてはならない時期も来るかもしれませんので、

そういったことにつきましても、教育委員の皆さんの中で色んな意見交換をしてい

ただいて美唄の教育の在り方をしっかりとして行かなくてはと思っています。そん

なことで時間もそろそろ参りましたので、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。ありがとうございました。 

●中平●中平●中平●中平総務総務総務総務部長部長部長部長 以上で、本日、協議いただく事項を終了させていただくことにな

ります。次に、次第の 3 番目に、その他がございますけれど、特に他にあればとい

うことでご用意させていただいていますが、特に無いということでよろしいですか。

それでは、以上で日程はすべて終了いたします。本日の会議をもちまして、本年度

の会議は終了となります。来年度の開催予定ですが、5 月と 11 月頃、2 回を予定

しております。5 月の会議では、委員会の組織や教育上の課題などについての意見

交換、11 月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、その際は、よろしくお願いいたします。本日は長時間に渡りありがと

うございました。これを持ちまして、第 3 回の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。 


