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令和 3 年度第 1 回美唄市総合教育会議録 

 

1 と き  令和 3 年 4 月 30 日(金) 

       午後 2 時 ～ 午後 3 時 30 分 

2  ところ    美唄市郷土史料館 

3 出席委員 

   板東市長 天野教育長 高橋教育委員 土肥教育委員 今野教育委員 

要覚教育委員 

4 説明員 

総務部(事務局) 

猪谷総務部長 平野総務課長 高橋総務課長補佐 川守田総務係主査 

 

教育委員会 

阿部教育部長 村上学務課長 杉本生涯学習課長 谷川生涯学習課長補佐 

                       白井郷土史料館長 

5 開会 

6 協議事項 

  (1)次期美唄市教育大綱について 

7 その他 

  (1)「地域学」「美唄学」について 

8 閉会 
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概要記録 

14：00 

●猪谷総務部長  

・定刻になりましたので、ただいまから令和 3 年度第 1 回美唄市総合教育会議を開

会いたします。 

・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。 

・本日の会議の司会進行を努めさせていただきます総務部長の猪谷でございます。

よろしくお願いいたします。 

・開会に先立ちまして、板東市長からごあいさつを申し上げます。 

 

●板東市長  

教育委員の皆様には、時節柄何かとご多忙のところ、本日の会議にお集まりい

ただき、誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症につきましては、収束がなかなか見えない中、大変

な状況でありますけれども、5 月 17 日からワクチンの接種をまず 75 歳以上の方

から始める予定であります。 

水道事故、大雪の中で皆様には大変なご苦労をおかけしているところであり、

必要な対策を切れ目なく、しっかりと市民の暮らしを守る対策を講じてまいりま

すので、よろしくお願いします。 

総合教育会議は、市長部局と教育委員会が美唄の教育を進めていく、特に美唄

の未来を支える子供たちにしっかりと生きる力をつけていきたいと考えています。 

去年は、沼貝村 130 年、美唄市制施行 70 年の大きな節目であり、市民の培った

力、先人の文化・歴史をしっかりと受け止め、引継ぎ、子供たちに伝える大きな

事業が大事だと思っております。 

本日、郷土史料館で開催しますのは、美唄学、地域学をすすめるためであり、

史料館を通年利用するために、必要な施設整備・改修を行いました。また、常勤

の館長を置きました。今年はさらに、学芸員を配置したことにより、よりしっか

りした体制で我々の歴史、文化、暮らしに根ざした生き方というものを後世にし

っかりと伝えていく取組を進めてまいりたいと考えております。 
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本日のテーマは、次期美唄市教育大綱と地域学、美唄学となっておりますが、

今後とも皆さんの力添えの中で、しっかりと進めてまいりたいと考えております。 

いずれにいたしましても、美唄の宝であり地域の希望、また美唄の未来を担う

子供たちのために、大人として何ができるのか議論していただきたいと思います

ので、今日はよろしくお願いします。簡単ですが、私からの挨拶とさせていただ

きます。 

 

●猪谷総務部長  

・それでは、早速、会議に入りますが、総合教育会議設置要綱の規定により市長

が議長になっております。そのため、会議の進行をお願いしたいと考えており

ます。 

・それでは、市長お願いいたします。 

 

●板東市長  

・それでは、要綱に基づきまして、議長を務めさせていただきますので、ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

・本日の協議事項は、本年 1 月 22 日に開催いたしました令和 2 年度第 1 回総合教

育会議において協議いたしました、「次期教育大綱について」となっております。 

・大綱につきましては、令和 2 年度第 1 回の会議のスケジュールでもお示しして

おりましたが、本市における最上位計画である「第 7 期美唄市総合計画」を踏

まえまして、確定したいということで進めてきたところであります。 

・それでは早速、協議事項の「次期教育大綱について」の説明をお願いいたしま

す。 

 

●猪谷総務部長  

協議事項(1)「次期教育大綱について」でございますけれども、前回の会議、1

月 22 日ですが、資料 1 の「美唄市教育大綱（案）」をお示しさせていただいたと

ころであります。その後、パブリックコメントや市議会の議論を経まして、本年

３月末をもちまして、「第 7 期総合計画」が完成したところであります。 

ここにおいて、総合計画の内容について、修正等がございませんでしたので、

今回、この案の内容をもって確定とさせていただきたいと考えております。 
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●板東市長  

・ただいま説明がありました「大綱(案)」につきましては、前回の内容から変更は

ないということでございますが、この大綱(案)を本市教育大綱とすることでよろ

しいでしょうか。 

 

●委員全員  

・はい。 

 

●板東市長  

・ありがとうございます。 

・それでは、本日予定しておりました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。 

・次に、次第の 3「その他」の「地域学」「美唄学」についての説明をお願いします。 

 

●杉本生涯学習課長  

・私のほうから、「地域学」「美唄学」について、５分程度ご説明いたします。 

・そのあと、館長のほうから 30 分くらい館内をご説明させていただく予定でござい

ますので、よろしくお願いします。 

 

資料 2  1 枚目の美唄学 1 をご覧ください。 

市の最上位計画である総合計画が今年の 3 月末に完成しております。 

その第 7 期美唄市総合計画の基本構想では、「美唄市まちづくり基本条例に掲げる

「市民主体のまちづくり」、「情報の共有」、「協働のまちづくり」の 3 つの基本原則

に基づき、どんなに人口減少や高齢化進んでも、誰ひとり置き去りにしない、「とも

に支え合い 分かち合う 田園文化創造都市 びばい」を今後 10 年の都市像として

掲げているところであります。 

 

次のページをご覧ください。 

その都市像を実現するための 5 つの挑戦を掲げております。 

（1）ともに支え合い、安心して暮らせるまちづくり 
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（2）地域資源を生かした「にぎわい」と「活力」あふれるまちづくり 

（3）地域に根ざし、暮らしに学ぶまちづくり 

（4）人と自然が共生した安全・安心のまちづくり 

（5）市民が主役の誰もが活躍できるまちづくり の 5 つの挑戦を掲げています。 

その中の 3 つめの（3）地域に根ざし、暮らしに学ぶまちづくりについては、文化・

芸術を育む活動と生涯学習・スポーツの振興を重点施策としています。 

 

その内容として、これまで培ってきた「かけがえのない地域の力・市民の力」など、 

郷土の歴史・文化や貴重な歴史遺産を適切に保存・活用し、次世代などへ伝えるこ

とができるよう、郷土史料館を拠点として、地域の人材や文化資本の蓄積を目指し

た「地域に根ざし、暮らしに学ぶ、市民の・市民による地域学、美唄学」の確立に

向けた環境を整えます。 としています。 

 

次のページをご覧ください 

また、総合計画前期基本計画では、全部で 29 の施策がありますが、文化・芸術では、 

目指す姿として、  

◆個人の趣向や場所、時間に合わせ、文化・芸術に親しめる環境が整っています。 

◆郷土の歴史を大人から子どもへ伝え、将来の市民につながっています。 

としています。 

  

その施策の方向として、「歴史遺産の保存・活用と伝承」では、郷土史料館につ

いては、令和 2 年度の沼貝村 130 年、美唄市制施行 70 年の歴史を節目として、展示

中心の施設から展示以外の地域人材の記憶や貴重な経験など「地域学・美唄学」の

拠点施設としての取組を進めます。  

 また、学芸員を配置し、本市の歴史的資料の収集、保管、展示及び調査研究、そ

の他これらと関連する事業の充実に努めます。 

 美唄の子どもたちに、住んでいるまち「美唄」に誇りと愛着を育むことや、本市

の歴史や良さの再発見につなげる活動を進めます。としています。 

 

次のページをご覧ください。 
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「地域学・美唄学」とは、今年の 3 月に策定された第３次美唄市生涯学習推進計画

前期基本計画では、美唄の文化、地理、歴史、産業等の複数の分野について、系統

立てて研究することにより、地域の魅力や可能性を発掘することを学問として位置

づけ、生涯学習のテーマとして市民に提供することを目指す。としています。 

 

 このように、総合計画や生涯学習計画で「地域学・美唄学」の方向性が示されて

おり、今後、郷土史料館を拠点として、美唄の子どもたちに、住んでいるまち「美

唄」に誇りと愛着を育むことや、本市の歴史や良さの再発見につなげる活動をこの

郷土史料館を拠点として進めてまいりたいと考えております。 

 

このため、ここ郷土史料館では、昨年、館長の就任や空調設備の整備、今年から

は、学芸員を配置しておりますので、ぜひ、この機会に館内をご覧いただいて、様々

なご意見をいただければと考えているところでございます。 

私からの説明は以上といたしまして、引き続き、館長が館内をご説明させていた

だきますので、ご移動をお願いします。 

 

～ 館内見学 ～ 

 

14：56 

●板東市長 

・ただいま「地域学」「美唄学」の説明と、郷土史料館を見学していただきました

が、何か、ご意見、ご質問があればお願いいたします。 

 

●要覚委員 

・大変面白くて、もっと知りたいと思わせる館長の説明の仕方だった。ここに来

なければわからないというのが問題。ここに引き付けるために、何か見に来て

くださいというだけでは絶対来ないので、ここがどういう所で、どういう面白

い物があるかというのを、メロディーとかに郷土史料館からのコーナーを１つ

作って、一般の人に行ってみようという思いを抱かせるようになればいいと思

います。一番いいのは、道新の朝の食卓に推薦したらどうでしょうか。三笠の

学芸員がずっと載っていて、あれを見るとこの人に会いに行きたいと思ったの
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で、そういう方法も一つではないかと思いました。 

 

●杉本生涯学習課長 

・新しい学芸員も入って、足を運ぶきっかけが必要だと思うので、十分に参考に

させていただきます。 

 

●板東市長 

・去年は空調を含めて必要な整備、改修を行いました。館長が素晴らしい方で、

岩見沢で実績があって、去年もいろんなコーナーを作っていただいています。

それを市民や市外の皆さんにどうやって伝えるか。メロディーやホームページ

を含めていろいろな形で情報発信しなければならないということで、まだそこ

まで至っていなくて、ここまで来るので精いっぱいという経過があったので、

これからしっかりやりながら、ここの良さを知っていただき、来ていただきた

いと思っております。 

・館長が感じている課題や今後の抱負があれば、お願いしたい。どのように市民

や市外の人に伝えるのか。１年ちょっと体験して、今後の展望はいかがでしょ

うか。 

 

●白井館長 

・ここが知られていないのが一番の問題。市民ですらやっているのかという反応

があります。まずは認知させることが大事。認知させるためには、いろんな特

別展示をして発信しています。美唄にこんな郷土史料館があるのだということ

を知ってもらい、無料のコンサートや企画展で市民の方に気軽に足を運んでい

ただく。そこで入館料をいただいて、展示も見ていただく。昨日、特別展が始

まっていると思って来た市外の方がいて、ついでに中を見ていただき、良さを

すごくわかっていただけた。すごいね、立派だねと皆さんから言っていただけ

る。この良さを一番わかっていないのが市民だと思うので、良さをどんどん発

信する。特別展で足を運んでいただき、ついででもいいので展示も見ていただ

いて、知っていただく。そのために史料館とは関係のない企画も行いたいが、

全ては史料館のためです。ここの来館者、１万８千人もきていただいた時もあ

り、今は２千人の来館者を少しずつでもあげていきたいと思っています。 
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●板東市長 

・ここの対外的な評価というか価値はどうですか。 

 

●白井館長 

・口コミでは 3.9 で岩見沢の郷土科学館よりも高くなっています。つまり、来てい

ただいた方には評判がいいということ。資料が充実しており、素晴らしい展示が

あるから、ガイドがスムーズに流れていく。展示の良さがガイドがしやすいとい

う状況をつくっている。まだまだ改善すべき展示があるので、今度来た学芸員と

少しずつ改善していきたいと考えています。 

 

●板東市長 

・ここまで来るのが大変でした。特別展の状況はいかがですか。 

 

●白井館長 

・2 月から 4 月にかけての「美唄鉄道の 60 年」の企画は、豪雪、コロナ、入館料 50

パーセント値上げの悪条件にも関わらず、全国各地から 8 百人以上来ていただい

た。美唄に史料館があることは、少しは認知されたと思います。 

 

●今野委員 

・施設の整備のおかげと、館長のおかげで明るくなった。昔は薄暗くて、二度と来

るものかという感じだったが、ガイドの説明も飽きさせないで楽しい。まず市民

を取り入れるために、美唄の商業も一緒に考えて、買い物や施設を利用した方に、

サービス券を配布して、郷土史料館を見てくださいというのを早急に進めてもい

い。市の財政もあるが、ここにかかるサービス券のお金は微々たるものだと思う

ので、市民を取り込んでいかないと、市外にはなかなか広がっていかないと思っ

ています。 

 

●板東市長 

・厳しい財政状況でも先人がここを作った意味は大きい。美唄らしさの文化的な拠

点なので、今の厳しい中でますます重要さが増している。美唄の個性とか必要な

ものをきちんと掘り起こしながらつないでいくことは、ますます大事だと思う。

郷土史も 100 年で切れて、30 年たっているので、それもつないでいくということ
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も必要です。美唄の小中学校の子供たち、地元の親が、美唄に生まれた意味も含

めて知ることは大事であります。先人の汗と涙に我々は支えられているわけで、

その大事さ、歴史を常に意識しながら、美唄のすばらしさを知ることは大事であ

ります。 

 

●高橋委員 

・埋もれている展示物はあるのですか。あと、駐車場など外の環境問題もある。 

 

●板東市長 

・役所の行政資料室や桜井邸にも、まだまだ物はあるが、登録整備に至っていませ

ん。 

 

●白井館長 

・駐車場のことはよく言われます。 

 

●板東市長 

・美唄に来て、ホテルなどに泊まってもらって、買い物してついでによってもらう

ことも大事。宿泊者にサービス券で来てもらうなど考えていきたい。できれば、

市外もそうですし、市内の子供も無料にしたいと思っております。 

・館長、こどもたちも結構来ているのですよね。 

 

●白井館長 

・昨日もこどもが 4 人か 5 人きて、自動販売機を利用していた。市外では、5 月 14

日には滝川の小学校 33 名が来るし、近隣の学校も関心を持ってくれている。教育

長会議などでアピールしてほしいです。 

 

●天野教育長 

・ここを視察場所にしたいです。あわせて、名産品を少しわけてあげたい。解説が

あると、物語になるのでなるほどと思う。一人だと流してしまう。 

 

●板東市長 

・館長の素晴らしい説明をビデオで撮って残したり、イヤホンで聞けるようなこと
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もできるのではないか。 

 

●白井館長 

・尚栄高校の放送部が今はいないが、協力したいという話もいただいたので、依頼

すればできるのではないでしょうか。 

 

●板東市長 

・こどもたちが寄ってきて、ここで美唄のことを学ぶような、日常的なものがあれ

ばいいです。 

 

●天野教育長 

・ここにどういったものがあるのか知れば、授業で使った後、つながりというか、

今度こういったことをやってみたいと発展していく。小学生がこれまで中心でし

たが、指導要領と結び付けて、中学生も利用するようにレベルを変えて発達段階

に応じて活用することを考えないといけないと思います。その例では、美唄中学

校のふるさとを知るという学習があり、新聞にまとめたが、改めて美唄の良さを

認識していただくのが理想かなと思います。 

 

●要覚委員 

・高齢者が展示を見て、生きた先生として体験談を語ることができたら、面白いこ

とになっていくと感じました。 

 

●白井館長 

・皆さん、昭和のコーナーを見学して、話し出したら止まらなくなる。お年を召し

た方が本当に楽しそうに話し出す。その方々から新しい情報をいただいて、それ

を皆さんに還元しています。 

 

●板東市長 

・ここを訪れることによって、人間関係ができて、人と人がつながっていきます。 

 

●天野教育長 

・学校はコミュニティ・スクールとして、地域ですぐれた技能を持っている人をベ
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ストティーチャーとして子供に体験させることを重要視している。学校にお年寄

りの方が入ると、学校とお年寄りのつながりができて、日常生活においても子供

と顔見知りになって、子供の安心安全につながることを狙って、今進めていると

ころです。地域の史料館でできた人材を学校にいかに取り込むか。 

 

●板東市長 

・まち全体が教材そのものです。学校給食も教材化して、美唄が石炭と食で生きて

きたまちなので、食の素晴らしさが美唄を支える大きな力ですから、素晴らしさ

をきちんと伝えていきます。グリーンルネサンスもそうだが、土づくり、生育、

収穫、加工まで一連の中で、おじいちゃんおばあちゃんが子供たち孫たちに学校

で教えていく。 

 

●天野教育長 

・峰延の獅子舞を例えば音楽の授業で実際に見てもらう、やってもらう、子供たち

も体験することがあってもいいと思っている。後継者不足で大変なので、中央小

学校も東小学校も希望すればあそこに来て教えてもらえるようになればいいと思

っています。 

 

●板東市長 

・美唄の食の素晴らしさを体験してほしい。給食のありようも含めて、どういった

形でできあがって口に入るのか、命を育むことになるのか、自然との中で食の大

事さをいい教材として生産者と一緒にやりたい。 

 

●要覚委員 

・JA 女性部でも給食に野菜をという話はよくでているのですが、間に立って調整す

る人がいなくてうまくいかないのが現状です。ここがうまくつながれば、地元の

物を地元の子が食べられるということになるのですけどね。 

 

●高橋委員 

・施設は広くしたほうがいい。 

 

●白井館長 
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・それはきりがないので、今ある施設を最大限に活用する。ボランティアからの寄

贈によって、スクリーンもワイドになって、プロジェクターも新しくなったので、

プロジェクターを使った講演会を今年予定しているし、ミニシアターとして楽し

い映画を上映できればいい。見て楽しんでいただいて、皆さんの憩いの場になれ

ばいいと思っています。 

 

●板東市長 

・他に何かございませんか。 

他にないようですので、事務局から何かございませんか。 

 

●平野総務課長  

・本日、次期教育大綱を決定していただきましたので、今後のスケジュールとしま

しては、ホームページや広報紙メロディーなどで、市民の皆様に公表する予定を

しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

●板東市長  

・他に何かございませんか。 

・この教育会議は大事な会議なので、必要ならもっと開いてもいいと思います。 

・予算的なものは、就学援助、格差の是正ということで率を上げたり、東小学校の

大規模改修事業の実施設計を計上、学校給食の負担軽減、学生応援支援給付金と

して、コロナ禍において美唄市在住及び美唄市出身の学生を支援するため 3 万円

の支援金、図書館移動車の更新、総合体育館の床改修、炭鉄鉱施設の改修に向け

た実施設計、市内高等学校支援事業という形で、予算的にも進めていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 

●今野委員  

・高校生については一つも援助がない。高校生であっても、学校や生活に係る費用

は小中学生以上である。高校生は人数も少ないですし、ぜひ予算付けをしていた

だけるとありがたいです。 

 

●板東市長  

・他にございませんか。 
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・他に無いようですので、以上をもちまして令和 3 年度第 1 回の総合教育会議を

終了させていただきます。 皆様、大変お疲れ様でした。 

 

 15：30   終了 

以上会議の顛末を記載する。 


