
平成 2７年度第２回美唄市総合教育会議録 

 

1 と き  平成 2７年１１月３０日（月） 

       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 

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）教育大綱(たたき台)について 

 （２）平成 28 年度教育費予算について 

 （３）次回会議日程について 

 （４）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。定刻になりましたので、ただいまから、平成２７年度第 2 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、市長が議長になりますことか

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本

当に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。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、教育大綱（たたき台）について説明をお

願いいたします。  

●●●●佐藤佐藤佐藤佐藤総務総務総務総務課長課長課長課長    総務課の佐藤と申します。それでは以降、着席したまま進めさせ

ていきたいと思いますので、ご容赦いただきたいと思います。 

それではまず、法改正による大綱の概要につきまして、私の方から説明をさせて

頂きます。お手元の資料の左上に参考資料 1、参考資料 2 と書いた資料があると思

いますが、これにより説明させて頂きます。まず、参考資料 1 の方をご覧いただき

たいと思います。第三 大綱の策定について １の改正法の概要についてですが、

地方公共団体の長は、教育基本法に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実

情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の

大綱について、あらかじめ、総合教育会議において協議のうえ定め、大綱を定めた

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならないとあります。2 の留意事項です

が、首長は、民意を代表する立場であるとともに、教育委員会に関する予算の編成・

執行や条例提案などの権限を有しています。また、福祉や地域振興などの一般行政

との密接な連携が必要になってきています。首長が、大綱を策定することにより、

地域住民の意向のより一層の反映と地方公共団体における教育、学術及び文化の振

興に関する施策の総合的な推進を図ろうとするものでございます。（１）の大綱の定

義の①につきまして、地方公共団体の教育、学術文化の振興に関する総合的な施策

について、その目標や施策の根本となる方針を定めるもので、詳細な施策について

求められておりません。②大綱は、国の教育振興基本計画の方針を参考に、地域の



実情に応じて策定するものとされています。④期間は、4、5 年程度を想定すると

されています。（２）大綱の記載事項については、各地方公共団体の判断に委ねられ

ております。主として、学校の耐震化、統廃合、少人数教育の推進、総合的な放課

後対策、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育の充実等、予算や

条例提案等の地方公共団体の首長の有する権限に係る事項についての目標や根本と

なる方針が考えられております。②の策定にあたりましては、首長と教育委員会が、

十分に協議・調整を尽くすものとされております。裏をご覧いただきたいと思いま

す。③になりますが、策定されました大綱につきましては、首長と教育委員会双方

に尊重義務がかかりますが、結果として目標が達成できなかった場合は、尊重義務

違反には該当しないこととされています。次に、参考資料の２になります。こちら

は、道内外の市の教育大綱策定状況を一覧表にまとめたものでございまして、目を

通して頂きたいと思います。以上で簡単ではございますが、私の方の説明を終わり

たいと思います。 

●●●●伊藤伊藤伊藤伊藤教育教育教育教育部長部長部長部長    続きまして、私の方から教育大綱の（たたき台）の内容につきま

してご説明をさせて頂きます。本日の段階では、教育大綱の（たたき台）という形

で、最終的には、今年度内に成案化したいと考えています。そのたたき台を基に、

今後は、協議を進めさせていただければと考えています。表紙をめくって頂きまし

て、裏側の目次を、まず、ご覧頂きたいと思います。全体の構成でございますけれ

ども、第 1 章大綱の策定についてから第 3 章の重点方針までの３章で構成していま

す。具体的な内容につきまして、次のページからご説明させて頂きます。はじめに、

第 1 章 大綱の策定についてでございますが、1 の大綱の性格につきましては、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づきまして、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ございます。2 番

目の関連計画との関係ですが、この計画は、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・後期基本計画等ということで、教育分野の幾つかある計画を包

括する位置付けのものです。3 番目の対象期間につきましては、平成 28 年度から

平成 30 年度までの 3 年間と、現在のところ考えています。第 2 章の基本理念でご

ざいますが、「成長する市民社会を支える教育、文化、芸術の創造」としています。

最後のページになりますが、第 3 章 基本方針でございます。全体で 5 つの柱立て

をしております。まず１つ目の柱は、まち全体で子どもを育む教育の推進というこ

とです。美唄の子どもたちが心豊かに、健やかに成長し、将来、積極的に社会と関

わり、自らの役割と責任を果たせるよう、次の事項に視点をあてながら、美唄の教



育を進めます。3 点視点を記載しておりまして、まず 1 点目は、子育て支援と教育

の連続化ということでございます。内容といたしましては、子どもの数が将来的に

も少なくなっていく中にあって、子育て、教育分野と行政組織上も分かれておりま

すけども、サービスの受け手としては、これは、一体のものかなと思っています。

例えば、子どもの読書活動とか、子育てに関する情報の提供などは、一体的に提供

していかなければならないものであると思いますし、色んな子どもに関するイベン

トの実施にしても教育と子育て担当課との連携が、今後ますます必要になってくる

のではないかなと思います。それから、2 点目の美唄型コミュニティ・スクールの

検討、3 点目の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は、

別に資料を用意しています。資料 2 をご覧ください。美唄型教育研究会というのが、

本年 7 月に立ち上げて、現在、研究活動を行っておりますが、研究会の趣旨として

は、今日的な教育課題がたくさんある中で、美唄市としてどう対応していくかとい

うことで、テーマ別に調査研究することで作っています。部会構成というのがござ

いますが、コミュニティ・スクール、小中一貫教育、チーム学校、学校統廃合と 4

つのテーマ、部会を作り、それぞれで、協議検討を進めているところです。その下

に、研究行程というのがありますが、【観点 1】から【観点 3】【まとめ】まで、記

載のとおり進めるとしまして、具体的なスケジュールは、その下に、研究推進日程

とありますが、7 月からスタートしまして、今年中には、最終的に研究のまとめを

したいと考えています。それぞれの研究内容ですが、第 1 部会のコミュニティ・ス

クールにつきましては、これはすでに制度化されているものですけれども、地域が

学校を支える仕組み、地域と学校の連携というようなものであります。第 2 部会の

小中一貫教育は、これもすでに制度化されましたけれども、小学校・中学校を通じ

た 9 年間の義務教育の中で、一貫した教育を推進するうえでの方策というのをテー

マとしております。第 3 部会のチーム学校ですが、これは、まだ、国で検討中でご

ざいます。留意するところは、学校の教職員だけでは対応できないことが、だんだ

ん増えてきています。ＩＣＴ等、パソコンなどが学校に導入されていますが、先生

方が、その専門的な知識がない方もいらっしゃいますので、それを支える外部の人

材を入れるとか、それから、子供たちのいじめ、不登校との問題に関しましては、

スクールカウンセラーですとか、スクールソーシャルワーカー、学校の外から支え

る人材を求められていますので、そういう外部人材を含めて、チーム学校として学

校運営をこれからやっていこうというような考え方が、チーム学校ということで、

これについての調査研究をしてまいります。第 4 部会は、学校統廃合で、これが１

番重いテーマかなと思いますけども、第 1 部会から第 3 部会までが先行して、教育



研究活動をスタートさせていまして、研究状況を踏まえつつ、第 4 部会の方は、9

月からスタートさせています。最終的に子どもたちの数が少なくなる中で、美唄の

学校の規模、あるいは数ですね、どのあたりが適正なのか、学校教育の内容として

どういうものが、美唄としては、今後、必要になるのかというところを研究中でご

ざいます。これらの部会の全体のまとめは今月中に行い、美唄型教育の提案という

形で、取りまとめて頂くことにしています。１番下には、その後のスケジュールが

載っていますけど、今年度は、研究の成果を大綱に反映させて、来年度につきまし

ては、ＰＴＡや地域の方との意見交換、アンケート調査なども予定しています。29

年度に入りまして、地域の方々と合意形成、具体的な計画づくり、30 年度には具

体的な事業実施のスタートということで考えているところですけれども、先ほどの

教育大綱の計画期間 3 年ということで、お話をさせて頂きましたが、この 3 年はス

ケジュールにあるように、28 年度から 30 年度までの 3 年間を想定して、通常は

4、5 年という期間ということで説明がありましたが、本市に関しては学校統廃合

や適正配置について、3 年間で方向性を定めなくてはならないということから、大

綱の計画期間も 3 年ということで、とりあえず、置かせて頂きます。また、たたき

台の方に戻らさせて頂きますけども、ポツの 2 つ目、3 つ目、美唄型コミュニティ・

スクールの検討、様々な人材がチームとして学校を支える環境づくり、この２つに

つきましては、今、ご説明をいたしました研究会の研究の取りまとめ、方向性によ

りまして、記述内容が変わってくることもあろうかと考えております。大きな柱の

2 点目ですけども、子どもの豊かな学びを支える教育環境づくりですが、美唄の子

どもたち誰もが、安心して成長していくことができるよう、次の事項に視点をあて

ながら、豊かな学びを支える教育環境づくりを進めます。こちらも 3 点あげている

のですが、1 点目の美唄型小中連携教育の推進につきましては、先ほど説明した研

究会の中に、小中一貫教育関連がありますので、こちらの研究成果の方向性によっ

ては、若干変更が出てくる可能性がございます。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、インクルーシブ社会の説明、下の方に※印で入れてい

ます。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

ということですが、具体的には、障害のある方、無い方、あるいは、性的なマイノ

リティ、あるいは、外国人の方、全ての方を含めて、ともに育ち合う社会というイ

メージでございます。これを進めていくということで考えているのですけれども、

現在は、先生方に向けてカウンセリング研修などをやっておりまして、心と心をつ

なぐ教育の推進というところを進めていくところであります。それから 3 点目の小

中学校のあり方に関する検討ということにつきましては、こちらも、先ほどの研究



会のテーマでありました学校統廃合と関わる部分でございますけれども、美唄市の

教育のあり方をどうするかというところで、大きなテーマになっているかなと思い

ます。大きな柱の３つ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、次の事項に視点をあてながら、教育機会の創出を進めます。こちらも

3 点あげています。まず 1 点目は、美唄の歴史や伝統文化、産業を知る学習の推進

ということで、美唄で生涯学習を進めるうえで、必要な内容につきましてはこれま

で同様、進めていきたいと思います。文化財ですとか、美唄の農業、あるいは製造

業等含めて、これからも学習していく環境づくりが必要ではないかと考えています。

2 点目の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につきまして

は、こちらも、先ほど研究会のテーマとなっているコミュニティ・スクールなどと

も関連しますけど、学校と地域の関わり方をさらに考えていかなければならないと

思いますし、そのことによって、地域の活性化というところも、意識しながら進め

ていかなければならないと思っています。3 点目の生涯学習センターの検討につき

ましては、現在、市民会館の老朽化が進んでおりまして、大ホールにつきましては、

つり天井構造で耐震対応が出来ていないということもございます。市民の皆様の安

全なご利用を頂くうえで、将来的には新たな施設を、検討していかなければならな

いかなということで入れさせていただきました。大きな柱の 4 点目は、健康長寿社

会の実現ということで、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行けるよう、次の事項に視点をあてながら、健康長寿社会

の実現を目指して行きたいと考えています。こちらも 3 点ございますけども、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ということでござ

います。スポーツ健康都市宣言は市長の公約ということでございますので、具体的

には来年度に宣言をし、関連した施策を進めていきたいと思っています。これには

もちろんスポーツ振興ということもございますけども超高齢社会における健康づく

りというところも大きなポイントかなと、それから、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ということで、競技スポーツも含めて、色

んな形で健康づくりができる環境づくりというのを進めていきたいと考えています。

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、これは

具体的にいうとチャレンジデーのことでありますけども、今年度から新たに取り組

みましたまち全体の健康づくり運動のひとつのきっかけになっていると思いますが、

これからも継続していきながら健康づくりに対する意識を高めていきたいと思って

います。最後の柱、文化芸術創造都市としての飛躍になります。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

に視点をあてながら、文化芸術創造都市としての飛躍を目指します。ご承知のとお

り平成 26 年度の文化庁長官表彰を美唄市では図らずも、頂きまして、頂いたから

には、その名に恥じることがないように、内容を充実させていかなければいけない

かなと思っています。3 点こちらもあげていますが、1 点目は未来を拓く歴史と文

化遺産の承継ということでございまして、伝統芸能なども含めて、地域として守る

べき文化伝統につきましては、引き続き継承していかなければならないと思ってお

ります。それから自然環境への理解と保護につきましては、宮島沼も含め、美唄市

が有する素晴らしい環境を今後とも、次の世代の子ども達に引き継いでいく必要が

あると思います。それから、「美術館のあるまち」が発信する美唄らしい文化・芸術

の創造につきましては、美術館は、アルテピアッツァを美術館にできないかという

ことで検討されているところですけども、こちらもこれから具体的な条例整備など

も予定していますので、今後、方向性によりましては書き方を変えるということも

あろうかと思っています。以上、基本方針につきましては大きな柱立てで構成した

いと思っています。総務課長からご説明がありました大綱の趣旨としては、詳細な

施策までは求めていないということなので、今後 3 年間というスパンの想定ですけ

ども、美唄市が進める教育分野については、このような柱立てで、進めていくとい

うようなことです。以上でございます。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長    ありがとうございました。ただいま、それぞれ説明がございましたけ

ども、この件について皆様方からご意見、ご質問があればお願いいたします。何か

ございますでしょうか。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 私から１つお願いがあるのですが、基本方針の 5 番目で、文化芸術創

造都市の飛躍として、色々と書かれているのですが、これから進めていくうえで、

お願いですけども、関連する都市ってあるのですが、美唄だけじゃなくて、文化芸

術創造都市として関連する都市があるので、そことの連携、情報交換等、そういっ

たことを視野に入れながら 5 番は進めて頂きたいと思います。 

●伊藤●伊藤●伊藤●伊藤教教教教育育育育部長部長部長部長    文化庁長官表彰を受けた文化創造都市については、ネットワーク

が出来ていて、当市も既に加入済みです。色んな情報を収集しながら進めたいと思

います。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長    それでは、特に無いようなので、次に移ります。協議事項の 2 つ目、

平成 28 年度教育費予算について、ご説明をお願いいたします。 

●伊藤●伊藤●伊藤●伊藤教育教育教育教育部長部長部長部長    資料 3 について、ご説明したいと思います。総合教育会議の１つ

のねらいであります、予算関連での市長部局と教育委員会の協議ということで、今



回は、平成 28 年度予算編成に向けての課題を幾つかお話しさせて頂きます。まず、

1 点目は、学校教育関係でございますけれども、学校図書の充実につきましては、

かねてから、相互に検討させて頂いているところでございます。特に議会議論もご

ざいまして、学校図書費にあてる予算が、なかなか上向きでないのではないかとい

うことでございました。ここに書いてありますのは、標準的な学校における予算額

で、小学校については 60 万円程度、中学校については 80 万円程度ということで、

その下に書いてありますが、標準規模をモデルとした試算ということであります。

美唄市の現状はどうかというと、小中学校における学校図書にかける予算額は、1

校あたり 10 万円程度となっております。子どもたちの読書活動の推進や学力向上

にも結び付くところもあろうかと思いますので、これは引き続き、平成 28 年度予

算の中でも協議させて頂きたいと考えています。それから、2 点目の小学校のパソ

コンの更新ということでありますが、中学校は、昨年度、既に更新しております。

小学校については、現在、ＯＳが Windows Vista を搭載しておりまして、これは平

成 29 年 4 月早々に、サポート切れになりますので、これの対応につきましては、

平成 28 年度中に行うことが必要かと思っております。これにつきましても、平成

28 年度予算編成の中で議論させて頂ければと思っております。3 点目は、外国語

指導助手（ＡＬＴ）の増員の検討ということでございます。現在は、男性 1 名、ス

ティーブン・ポール・ライト先生に、長くひとりでＡＬＴをやって頂いております。

今後の動きとしては、平成 32 年度から小学校の高学年、現在、外国語活動という

ことで、まだ教科化はされていないのですが、平成 32 年度からは英語は教科化さ

れると、中学校の英語と同じような扱いになります。それから、3、4 年生の中学

年では、現在、5、6 年生がやっているような外国語活動が必修化とされるという

ことで、前倒しで、英語教育の推進が図られようとしています。具体的には、来年

度中、中教審の方針が出て明確になろうかと思いますが、そういうことが議論をさ

れている状況です。平成３3 年度から、中学校では英語の授業については、すべて

英語で行うことが検討されています。併せて、平成 31 年度から英語の全国的な学

力調査が行われる予定で、現在の全国学力テストの英語版ということです。これが

予定されているところで、国においてはグローバル人材の育成というような観点か

ら、英語教育の推進を柱立てとして進めて行こうとしています。１つは、2020 年

東京オリンピック・パラリンピックに向けた対応でもあるかと思います。本市にお

きましても、現在 1 名ですが、このような教育内容の変更が予定されておりますの

で、充実、増員ということで、検討していく必要があろうかと思っています。現在

1 名いる男性ＡＬＴについては、学校での活動以外にも、公民館での英会話学習と



かそういうものにも携っていまして、外国語、特に英語を指導できる方がいること

によって、学校教育だけではなく、まちづくりへの関わり方も含めて考えていけれ

ばと思っています。それから次は、就学援助充実の検討ということで、こちらも長

く議会議論をしていますが、新３項目といわれております、ＰＴＡ会費、生徒会費、

クラブ活動費につきましては、美唄市では現状まだ就学援助の対象とできていない

ところです。従来は、国の補助金が入っていましたが、交付金化されることで一般

財源化となりまして、なかなか財源の確保の面でハードルが高い状況であります。

3 つ一遍にというのは、なかなか難しいところもあろうかと思いますので、3 つの

内どれか 1 つでも、優先順位を検討して決めたうえで導入できればいいかなという

ことで、こちらも平成 28 年度予算の中で協議をさせて頂ければと思っています。

それから、市内高校への支援策ということですけれども、尚栄高校と聖華高校と市

内には 2 つの高校がありますが、高校の方でも、生徒数の減少ということで、大き

な課題になっていて、近隣のまちでも地元高校への支援策というのが、砂川とか奈

井江とか行っていて、お金を出せばいいというものでもないと思うのですが、地元

として何か形を示すことによって、地元の高校の維持存続に向けたアピールになる

のではないかと思います。それぞれ、市内の２つの高校に、「どんな支援策をお求め

でしょうか。」という問い合わせをさせて頂いて、尚栄高校は幾つかあげて頂いてい

ます。特に、大学進学の際の支援策があるといいということで、進学者については、

家庭の経済的な理由から行きたい意志はあっても、なかなか進学に結びつかないと

いうこともあるようです。砂川などでは、大学合格した方には、ひとり 10 万円の

奨学金、あるいは入学準備金として支給するということも決めたようです。そのや

り方が良いかどうかは別としまして、高校と連携しまして、何か対応法ということ

で、これも、新年度予算の中で議論させて頂ければと思っています。次に生涯学習

関係でありますけれども、まず 1 点目は、市営野球場の改修であります。こちらは、

軟式野球連盟からの要望も頂いておりますが、施設の老朽化が著しく、ダッグアウ

トのコンクリートが剥落して非常に危険ですとか、本部席には雨が降ると雨水が流

れ込んでくるとか、非常に使い勝手が悪く、なおかつ、危険度が増しています。こ

ちらについては、公園施設長寿命化計画の中で、国交省の社会資本整備総合交付金

を使うという計画で進めていて、平成 28 年度については、実施設計を行いたいと

いうことで、手をあげているところです。採択されればと思いますが、そういう想

定で、是非、早めに対応していきたいと考えています。2 点目は、社会教育施設の

改修ということで、ここに幾つかあげていますが、それぞれ設備の更新時期に来て

いまして、全部一遍にということは、なかなか難しいかもしれませんけれども、必



要度合いを協議させて頂きながら、新年度予算の中で協議をさせて頂ければと思い

ます。最後に、図書館蔵書の充実ということです。これは、議会議論などがありま

したが、財政健全化計画の中で、現実的に図書の購入費が縮小されているという現

状もありまして、どこまで回復させればいいのかという問題もありますが、市民の

皆様の読書活動を支えていくうえで、蔵書の充実というところは、今後とも予算編

成する中で、協議させて頂きたいなと思っているところです。以上、現段階で整理

させて頂いた新年度予算への課題ということであげさせていただきました。今後、

具体的な作業の中でやり取りが出てくると思いますが、このようなことを課題で押

さえているとご承知おきをして頂ければと思っています。以上です。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 ただいまご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。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 私からもいいですか。予算の関係では、現在、美唄市ではふるさと納

税の募集を行っていますが、このふるさと納税の活用については、仕組みとしてよ

く分からないのですが、すべて教育関連の基金に積むっていうようなことなのです

か。それとも、目的があればそこに活用できるっていうものなのでしょうか。財政

の方どうなんですか。 

●森川財政課長●森川財政課長●森川財政課長●森川財政課長 まず 1 点目は、広くまちづくりを応援する寄附金というものがあ

り、教育関連でいいますと文化基金、アルテピアッツァ整備基金、青少年育成基金

の 3 つですね。ここに入れるという項目がありまして、印をつけて、ふるさと納税

していただく方に申請していただくことになっています。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 目的が決まっているから、あんまりフリーに広く使えるということで

はないのですね。 

●伊藤●伊藤●伊藤●伊藤教育教育教育教育部長部長部長部長 そうですね、特定の基金を指定して頂いた場合は、そこに入れて

頂くことになりますので、それの目的に応じた使い方ということになります。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 特に、生涯学習になるのか分からないですが、目的に合うか分からな

いですが、一定の目的があって、そのお金を幅広く集めるっていう意味では、なじ

むかなじまないか分かりませんが、クラウドファンディングというやり方なんかも

あるかと思います。目的が決まれば、例えば、生涯学習の行政財産の維持存続だと

か、そういったものも含めて、何かこう使い方ってあると思います。こんなのも、

今後、検討していくことが大事かなと思います。あと、ふるさと納税については、

例えば、図書に項目が決まれば、学校図書のためにとか、細かく項目が決まってく

れば、そういったところに当ててもいいだろうし、いろいろ考え方があると思うの

で、市長部局、総務とも協議していただいて、活用についても、有効に活用してい



ただければいいかなと思います。 

●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長●髙橋市長 その他に何かありませんか。よろしいですか。それでは、次に移りま

す。協議事項の 3 つ目、次回会議日程について、説明をお願いします。 

●村上●村上●村上●村上総務課主幹総務課主幹総務課主幹総務課主幹 次回の会議日程について、お話しさせて頂きます。今日、議題

となりました教育大綱を、今年度中に策定する必要があることから、2 月中旬頃を

目途に開催したいと思っています。その間、教育委員会事務局と協議しながら、ま

た、教育委員さんの方からも何かございましたら、事務局に申し出て頂きまして、

それを、2 月中旬頃に開催する会議の中でお諮りして、成案化していきたいと思い

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 今、ご説明ありましたが、教育委員さんの方で、何か質問ございます

か。特に無いようなので、次に移りたいと思います。協議事項の 4 つ目、その他に

ついてですが、せっかく本日、教育委員さんにお集まりいただいたので、時間もあ

りますので、フリーで意見交換を行いたいと思います。例えば、美唄市の教育です

とか、教育全般について、委員さんの方で感じていること、委員の活動の中で思う

ことがありましたら、今、フリーにお話しいただけたらと思いますのでよろしくお

願いします。なかなか、言いづらいかと思いますが、委員長の高橋さんに口火を切

って頂いて、フリートーキングのスタートにしたいと思います。 

●高橋高橋高橋高橋教育教育教育教育委員長委員長委員長委員長 先ほども資料２にございましたけども、美唄型教育研究会とい

うことで、4 つの部会に分かれて、色々と研究しているところでございますけども、

研究をそれぞれしている中で、進めていかなくてはいけないことが網羅されていま

すので、ここで話し合いをしているので、特に改めてという形のものは、なかなか

ないと思うのですが、4 つの部会、なかなか難しい問題が多く、ただ、最終的には、

学校統廃合ということに、すべて結びついていくのではないかと思います。先般、

研究会で発表もあったのですが、やはり、子どもが少なくなってきている中で、学

校施設の老朽化とか、そういうことを考えた場合に、直近の問題として考えていか

なければいけないのは統廃合かなと思いますし、避けられない問題じゃないかと思

います。これは、お金のかかることですし、市長の考え方もありますので、統廃合

という問題は、大変難しい問題でありますけども、子どもが少なくなってきている

と資料的には先行きは見えているものですから、それに対して、適切に考えていか

なくてはならない１番大きな事項ではないかと思っています。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長    ありがとうございます。本研究会の趣旨ということで、幾つか課題が

あって、それらを解決するための提起されたそれぞれの部会があってということで

すが、例えば、学力の向上とか、体力の向上、いじめの問題とか、喫緊の課題に適



切に対応するため、本研究会の趣旨があるかと思いますが、仮に、これを美唄にあ

てはめた場合、美唄市の教育の水準というものを、教育委員会ではどのように受け

止めているのか、教育委員として研究会として、どのように受け止めて、これらの

部会の議論に臨んでいるのか、例えば、非常に美唄は低いから、この部会でもこう

やって行こうとか、あるいは、高い位置にいるので、目線が高いので、こういうよ

うにしてこうとか、何かがあるんだろうと思います。 

●高橋高橋高橋高橋教育教育教育教育委員長委員長委員長委員長 具体的には、毎年、学力の調査がありますが、それに基づいて、

結果を出していますので、各学校、全体的な評価というのは出来ますけども、それ

に基づいてといのではなくて、今、教育界全体で問題になっているコミュニティ・

スクールだとか、小中一貫だとか、チーム学校とか、統廃合とか全国的な問題とし

て考えて行かなければならないかと、文部科学省から色々な情報が出ていますので、

それに対して、子どもたちの成績云々とかではなくて、そういう文部科学省からの

指示があって、それに対して、美唄としてはどういうことが出来るかということの

研究課題というか、直接、子どもたちが線引き云々ということではなくて、今、問

題として、文部科学省が出していることに対して、我々が美唄として何ができるか

ということを、まず、研究するという形で作っています。教育に対しても、小さい

学校であれば、やっぱり大きな学校にしていくことが、対処することが、子どもた

ちのためでもあるし、そういう観点から研究していることが多いです。今のところ、

研究しているというのは、学力向上ということは、良い環境を整えるということ。

それがやはり成績にも、体力的なことにも反映してくるのではないかなと思います

けども。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 現状と課題を把握しながら、美唄型の教育、何か他のまちとは違う独

特なスタイルはあるのでしょうかね。地域・特異性を重視したものを、グリーン・

ルネサンスのような。それで、それぞれの委員さんにお聞きしたいのですけども、

その部会で、それぞれ会議をされているのですが、それぞれ研究会のまとめとかさ

れておりますが、それぞれの感想といいますか、例えば、コミュニティ・スクール

には森田委員、それから、小中一貫の方は齋藤委員が行ってらっしゃるし、チーム

学校としては土肥委員が出られているということですが、それぞれ、簡単に部会を

通じて、何か感じたこととかあればお話しをお伺いたいと思います。コミュニティ・

スクールの方から 

●森田●森田●森田●森田教育教育教育教育委員委員委員委員 私が、参加させてもらっているのですけども、実際にコミュニテ

ィ・スクールに対して取り組んでいる市町村とかもあって、コミュニティ・スクー

ルの事例をお聞きして検討したのですけども、美唄の中でも、各小学校・中学校で、



実際、コミュニティ・スクールとは成り立っていないのですが、それに近い方法で、

学校でやっているところもありますので、各学校で、美唄市全体で取り組んで行く

べきだと思いましたね。ただそこには、色んな壁があります。小規模の学校の方が

いろんな意見を取り入れやすくって、取り組んで行けるけれども、大きな学校にな

るとなかなか難しいことがでてきているかなと思います。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 確かに、美唄の場合は、複式というのか、小さいところの学校の学力

とか体力って低いって結果が出ていませんね。一概に、大きければいいとか、小さ

いのがダメということではありませんね。地域力というのか、地域の方々がみんな

教える側というか、地域全体で教えていくとかが大事なんでしょうね。 

●森田●森田●森田●森田教育教育教育教育委員委員委員委員 実際に、保護者の方がどう学校に関わっていくかで差が出ていく

というか。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 他人任せとか、そうでないものが大事だということでしょうかね。あ

りがとうございました。また、いろいろと聞かせてください。それでは、小中一貫

教育の方は齋藤委員にお話しいただけますか。 

●齋藤●齋藤●齋藤●齋藤教育教育教育教育委員委員委員委員 私は、小中一貫教育と統廃合に参加しています。まず、小中一貫

教育の方ですが、やはり、中学校に入った時のギャップをいかに少なくするかを視

点において、協議を進めさせていただいたのですが、実際、美唄市の現状としては、

小中一貫とまでは行かないのですけども、小中連携という部分だったら、かなり各

学校、努力されているのではないかという印象を受けました。学校統廃合について

は、先ほど、高橋委員長が話したとおりですが、どれか１つを、美唄市で取り組む

形ではなく、言葉は悪いのですが、4 つ全てのいいとこ取りということで、そうい

った形で、美唄市の特徴を出せないのかなという印象を、全体の会議で感じました。

先ほどの内容にもう１つ付け加えさせて頂きますと、小さい学校が美唄市では今の

ところ成績が良いわけでありますけども、学校統廃合の中の話の部分で、統廃合し

て、今１クラス４０人のクラス規模で決まりがあるわけなのですが、こんなのもで

きるよねという話で、39 人とか 40 人になったときに、市の予算を組んでいただ

ければ、それを２つに分けたりとか、そういったことも、将来的には可能になるの

かと思います。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 大規模校だけど、小規模校のようなコンパクトな単位で教えてあげる、

より細かくという形ですよね。 

●齋藤●齋藤●齋藤●齋藤教育教育教育教育委員委員委員委員 そういうところでは、美唄市の特徴としてアピールしやすい部分

なのかなというのは感じました。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 すべてを、大きいくくりにするのではなくて、大きいくくりにしても



その中で、さらに小さくですね。 

●齋藤●齋藤●齋藤●齋藤教育教育教育教育委員委員委員委員 これは、結果発表の中で細かく出てくると思うのですが、そこが

一番、統廃合するにしても大事なのではないかと思いました、以上です。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 ありがとうございます。大事なことだと思います。続いて、チーム学

校の方に、土肥委員、どうですか。まだ、参加されて日にちもそんなに経っていな

いということで、なかなか難しいかと思いますけど。 

●土肥土肥土肥土肥教育教育教育教育委員委員委員委員 本当に難しくて、私も 1 回しか会議に参加させて頂いていないの

で、内容の方も、十分、自分で理解をしているわけではないのですけども、ざっく

ばらんな感想として、学校も今の時代は、先生方と管理職と生徒と一丸となってチ

ームとして運営していかないと、なかなか回っていかないというか、そういう時代

になって来ているのだなということですよね。今までは、校長先生の掛け声のもと

に、先生方が協力という形だったと思いますが、それが当たり前だったのですけど、

今は、なおかつ、当たり前のことを、ダメだということを言わないと学校運営が成

り立っていかないようなところがあるのだなあという印象を受けました。私が感じ

ていることですけど、学校統廃合ですけども、やっぱり将来的には子どもたちが少

なくなって、学校統廃合で仕方ないのでしょうけども、ちょっと発想を変えて、ピ

ンチをチャンスに変えるっていう言葉がありますが、何か、学校無くなって、まと

めなくてはならないんだということではなくて、今から、美唄市として、こういう

新しい学校を作りたいので、皆さん一緒になりましょうと、逆の発想というか、無

くすのではなくて、新しい学校を作ります。そこに皆さん集まりましょうというこ

とに、何とかしてなってもらえないのかなって思います。こうだから、一緒になら

ないといけないというのではなくて、こういうものを作りたいから、美唄市の皆さ

ん、一緒に、この学校に入って、みんなで学んでいきましょうというような、そう

いうことが出来ないのかなと思います。なかなか、理想論で、地理的なことを考え

ると、１つにまとまるというのは、難しいでしょうけども、やっぱり、統廃合され

て、マイナスのイメージばかりあるので、そうではなくて、マイナスではなく、も

っと希望に満ちた言葉を使って、統廃合というよりも、新しい学校を作ろうという

形にしてもらえないかなと思います。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 そうですね、統廃合という名称というか名前というか、マイナスです

ね。いずれにせよ、新しい学校づくりというのは大事だと思います。あと、チーム

学校に関しては、それぞれの役割、チームなわけですから、役割をもっと明確にし

なくてはならないと思います。その役割の中で、今までの役割じゃなくて、新たな

見直しといいますか、役割の見直しも、必要になってくるのかなと思います。チー



ムですから、学校の運営の仕方というのは、そこにいる人たちの役割分担の積み重

ねだと思いますので、時代なのかなと思います。ありがとうございます。教育長お

願いします。 

●●●●早瀬早瀬早瀬早瀬教育長教育長教育長教育長 美唄型教育研究会については、多分、はじめてだと思いますけど、

委員さんをはじめ、事務局職員、校長、教頭が集まりまして、4 つの課題について

手分けをして、情報収集したりして議論を深めてきたわけであります。究極に突き

詰めていけば学校統廃合にたどり着くのかなと思いますけども、今、土肥委員から

非常に極めてすばらしい発想で、新しい学校を作るんだという発想には立てないの

かというお話がありましたが、まさしくそのとおりで、学校を中心とするまちづく

りというのも、今後、見直されて来るのではないかなと思います。その際には、コ

ミュニティ・スクールも、小中一貫教育も、チーム学校も、すべてあてはまるとい

うような状況がみられると思います。チーム学校という発想は、学校職員をチーム

と見るのではなくて、学校職員以外にも関係する人たち、市民、地域の住民を含め

てのチーム学校という発想ですね、例えば、市立図書館と学校図書館をつなげるだ

とか、学校給食センターと学校をつなげるとか、そういった形でチーム学校をみて

いかないといけないと考えています。それから、コミュニティ・スクールにつきま

しては、既に、ＰＴＡ活動が活発なところは、既にコミュニティ、スクールの役割

を果たしているのですけども、それを制度化することによって、もう少し意識を高

く持ってもらって、学校づくりに地域の方々に参画してもらおうという考え方です。

あるいは、法的には、学校教職員の人事に対しても、要望を正式に出せると法整備

されていますので、ゆくゆくは、中教審がすべての学校でコミュニティ・スクール

に取り組ませようとしているのですが、どっかの段階で、努力義務になってきてい

るのです。ゆくゆくは、そうなるのではないかと感じます。それから、小中一貫に

しても、9 年間の教育課程を見据えて、小学部会、中学部会と適切な指導をしてい

くということで、本市でも、中学校の先生が小学校に行って授業をしたりとか、交

換授業をやったり、小学校からも中学校の授業参観に行ったりというようなことが

みられるのですけども、もうちょっと活発になされることが望ましいなという感じ

がしております。このようなことを、美唄だったらどうやったらできるかというこ

とを、美唄型教育というネーミングで、これは、どこの市町村でもやがて行われる

と思いますので、何々型教育というのが、次から次へ出てくるのではないかなと思

います。そういったことで、限られた教育予算の中で、効率的な効果的な教育の成

果を出すためには、市長も常々おっしゃられていますが、究極の選択と集中という

ようなことを言われていますけど、究極の選択と集中になるのではないかなと思っ



ております。しかしながら、安直に、これを進めるわけにはいきませんので、やは

り、これに関わる皆さんの十分な理解と合意の下に、さらに、研究を深めていかな

ければならないのかなと思っております。 

●●●●髙橋髙橋髙橋髙橋市長市長市長市長 11 月、12 月には緊急の提案ということでまとめられるかと思います

が、地方創成の中で人口減少、並びに高齢化社会の対応について、検討して地方総

合戦略も策定をしております。その中でも、教育についても、重要な課題として位

置付けておりますので、この部分については、関係する方々が一体となった取り組

みが大事になってきますので、より一層の連携、情報の共有、そういったようなこ

とで努めて頂いて、未来の子どもたちに向けて、今、私たちが頑張らなくてはいけ

ないと思いますので、ご尽力を頂きますようお願い申し上げたいと思います。  そ

れでは、最後に皆さんの方から何か伝えておきたいことはありますか。 

ないようでございますので、協議事項については、以上で終わらせて頂きます。あ

りがとうございました。 

●●●●中平中平中平中平総務部長総務部長総務部長総務部長 それでは、本日ご用意いたしました協議事項はすべて終了いたし

ました。ありがとうございました。次に、次第の４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、これをもちまして、

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。 
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以上会議の顛末を記載する。 


