
令和 2 年度第 1 回美唄市総合教育会議録

1 と き 令和 3 年 1 月 22 日(金)

午後 3 時 ～ 午後 4 時 30 分

2 ところ 市長会議室

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 新総務係長 小林総務係主事

深尾財政課長 山本企画広報課長補佐

教育委員会

阿部教育部長 村上学務課長 高橋学務課長補佐

橋本生涯学習・スポーツ振興課長 谷川生涯学習・スポーツ振興課長補佐

5 開会

6 協議事項

(1)次期美唄市教育大綱について

(2)その他

７ 閉会



概要記録

15：00

●猪谷総務部長

定刻になりましたので、ただいまから令和 2 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

本日は、大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

また日頃から教育委員として、美唄市の子供たちの教育を始め、生涯学習スポー

ツなど様々なことで、ご尽力を賜っておりますことに心から敬意と感謝を申し上

げたいと思います。

昨年来の新型コロナウイルス感染症の影響により、地域社会は依然として、大

変厳しい状況であるなか、教育委員と教育関係者の皆様におかれましては、感染

症対策に真摯に取り組まれ、学校教育や社会、生涯学習などの取組を行っていた

だき、感染者の拡大や、クラスターの発生等が地域的に見ても抑えられているこ

とに対しまして、重ねて御礼と感謝を申し上げます。

市民や事業者の皆様が 1 日も早く、日常の生活や通常の事業活動が取り戻すこ

とができるよう、私としても一丸となり市民と命と暮らしを守る対策を今後とも

切れ目なく、しっかりと講じて参りたいと考えております。

さて、この総合教育会議は、法律に基づきまして、首長と教育委員会が十分な

意思疎通を図り、地域の教育課題やあるべき姿を共有して、より一層、市民の意

向を反映した、教育行政を推進することを目的として設けられたものと位置付け

られております。これまで市長部局と教育委員会、それぞれの責任と役割を着実

に果たしていくことはもちろんでございますが、本来、この地域にとって、子育

て、教育といった問題について、特に子供たちをどのように育てていくのか、子

供たちに何を伝えていくのかということが、まさに地域の未来に関わる重要な課

題でありテーマであるというふうに考えており、この場で協議させていただくこ

とは大変重要であると考えているところでございます。これまでも教育委員の皆

様とは様々な機会でお話しさせていただいておりますが、さらに、こういった場



で議論を深めていくことは大変意義深いものと考えておりまして、この会議が大

きなきっかけとなりますことを、心から期待申し上げまして私の挨拶とさせてい

ただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

●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第 4 条の規定によ

り市長が議長になりますことから、会議の進行をお願いしたいと思います。

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

のほどお願いいたします。

本日の協議事項は、「次期美唄市教育大綱について」と「その他」の 2 点となっ

ております。

本日は委員の皆様と忌憚のない意見交換を行いたいと思っておりますので、何

卒よろしくお願いいたします。 それでは、早速、会議を進めてまいります。

始めに協議事項の 1 つ目、「次期美唄市教育大綱について」であります。

教育委員会から資料の説明をお願いします。

●阿部教育部長

・次期美唄市教育大綱の全文を読み上げ

●板東市長

・教育委員会から資料の説明がありましたが、この件につきまして、ご意見、ご

質問があればお願いいたします。

●今野委員

・大綱で、これまで食育が食農教育になっていることついて、その違いはなにか。

●阿部教育部長

・美唄市は農業が基幹産業であることから、更に取組を推進していきたいと考え

ている。具体的には、農政課や高校との連携、学校給食をとおして食育を食農と

いう言葉にして、更に広げて進めていきたいと考える。



●今野委員

・自身も農業に携わる者として教育委員をしているので、できることは協力させ

ていただきたい。

●板東市長

・補足で、グリーンルネサンスは私が教育長のときに始めた事業である。

・食育と食農の違いは、食育は食べることに特化したもの。

・食農は、より幅広い意味として、命の源である食と農をつなぐことで人間生活

の根源であり、これを学ぶことを目的としたものである。

・これらを子どもたちに教えることによって学習意欲をかき立てるということに

つながると考える。

・美唄 130 年の歴史のなかで、エネルギーと食がこのまちの大きな役割を果たし、

今後美唄市がこれからも果す社会的役割は食と農だと考えている。

・単に食べるだけではなく、その背景の全過程を伝えていくことを目標として食

農教育をやっていきたいと考えている。

●高橋委員

・幼児教育の充実について伺いたい。

●天野教育長

・幼児教育の重要性は、幼児期における子ども同士の接触やふれあいのなかで、

幼児は自己中心的な葛藤などがあり、これが基本となりますので大事にしようと

いうこと。もうひとつは、幼児教育から小学校教育につなげることが重要である。

・栄幼稚園がなくなったものの美唄ならではの自然体験などをとおした幼児教育

を展開していく必要がある。

・高校生や中学生などの授業のなかで幼児との接触体験ということをとおして、

小さいときの体験が、幼児教育にとって非常に大切だと思っている。

●高橋委員

・保育園教育についてはどのような考えか。

●天野教育長



・自然体験などをとおして、小学校、中学校、高校との交流をできる限りしてい

きたい。

・各指導計画があるものの、美唄独自のものとしてやっていきたい。

●高橋委員

・へき地保育園について、高齢化などにより運営が厳しくなっている現状がある。

・保育園の責任の在り方も難しい問題が多々ある状況のため、保育に関しても力

を入れていただきたい。

●板東市長

・この点は、様々な課題があり、改善すべきだと考えている。

・どうしたら子どものためになるかと言うことを基本に見直していかなければな

らない。

●天野教育長

・一度に全て見直すということは難しいが、保育も同じ美唄の子どもですので、

しっかりと考えていきたい。

●要覚委員

・次期大綱にある特色ある高校づくりとは、これまで第 6 期総合計画ではどのよ

うな取組をされたのか、そして第 7 期の取組はどう進めていくのかについて伺い

たい。

●阿部教育部長

・尚栄高校への志願者が減っている中で、高校と中学校との相互交流を行ってい

る。

・中学校へ高校のお便りを配布したりビデオを作成して紹介したりして、中学生

の保護者に対して周知を図っている。

●天野教育長

・過去に尚栄高校の校長がアンケートをとった際に、約 8 割の親が尚栄高校につ

いてよく知らないという結果が出た。

・どのようにＰＲするかということを考え、各分野で全国大会に参加する子ども

に授業をしていただくなかで、学校の紹介をするなどの取組を行った。



・峰延農協と連携した授業や研究をとおして、特色有る学校づくりに努めている。

●要覚委員

・これらの取組や高校の特色が地域の人たちに伝わっていないという現実がある。

・高校の校舎は施設として優れているので、個人的に利用したい旨相談をした際

に、道立であるという理由で許可されなかった経験もあり、情報が不足している

ため、もっとアピールする場があれば良いと思う。

●板東市長

・道立ということで様々な壁があるのも事実ですが、就職関係でも有利な点も多

くある高校として、この貴重な教育資源を生かしながら、地元として働きかけて

いくべきと考えている。

●今野委員

・以前、美唄出身の現役の高校生と話す機会があり、尚栄高校に人を呼ぶにはど

うしたら良いか聞いたところ、尚栄高校の良さが知られていないのではないかと

いうイメージがあるとのことであった。

・例えばスポーツで強くなることが早い道になると思う。

●天野教育長

・公立学校の場合は、私立と違い、授業を持ったり状況が異なることや、授業料

の免除などがある。また、スポーツなどを指導できる特色ある先生の取り合いと

いう現状がある。

●板東市長

・道教委にも働きかけていきたいと思う。

●天野教育長

・先生たちの働く環境の制度面でも様々な課題があるのが現状である。

●高橋委員

・尚栄高校以外にも聖華高校の定員割れや実習場所の確保についても危惧してい

る。



●板東市長

・時代の流れにより、学校の統廃合が進んでいるが、地域に残るようなかたちに

していければと思う。

・若者が一定数いることは地域にとって大切なこと。

●要覚委員

・これまで行ってきた生徒を増やすことも重要ですが、今一度、高校の特色とい

うものがなにか考えるべきだと思う。

●板東市長

・様々な考え方がありますが、ひとつの考えとして市との協働として、例えば経

済部との連携をとおして食品加工でなにかできないかということを考えている。

●今野委員

・これまで市で行ってきた情報発信も一定の成果があると思う。

・学力のある中学生がこれらの情報をもとに尚栄高校で頑張りたいという例も聞

いていますので、この取組は継続して続けるべき。

●土肥委員

・これまでの情報発信も大切ですが、当事者は子どもであるため、子どもが何を

求めているかを掴まなければいけない。

・その上で、大人や教育委員会が何ができるのかという視点で、議論していく必

要がある。

●板東市長

・子どもが何を考え、求めているかを把握することは大切なことです。

●天野教育長

・これは高校だけの問題ではありませんが、子どもたちが自分がどうなりたいか

ということを考え、日常の教育の中で実践し、その考えに合った高校を選ぶなど、

子ども自身が考えることが重要である。



●土肥委員

・地域学、美唄学について伺いたい。

●天野教育長

・今後の生涯学習の新たな事業展開の方向として、 地域の人材や文化資本の蓄積

を目指した市民との協働による地域に根ざし、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取り組みを 重点的に推進してまいりたいと考えて

いる。

●板東市長

・どのような地域と環境で育ったのかということを美唄学として知り学ぶという

ことは重要。

・郷土史料館がつくられた当時、その意味もこのようなことだと感じている。

●高橋委員

・市長の学校の一貫校についての考え方について伺いたい。

●板東市長

・中央と東の学校統合については、今後のテーマとなり、国もこの一貫校の考え

になっている。

・具体的な建てる時期は決まっていないが、進めていきたい。

●天野教育長

・一貫校というのも様々な形態がある。

・教員の確保についても免許の点など様々な課題がある。

・様々な調査をしながら考えているところであり、早い段階で方向性を示してい

ければと考えてる。

●土肥委員

・これまで、小中学校一貫校の案がありましたが、今リモート学習などが普及し

ようとしている中で、大きな方向性を決めることについて、慎重になることも必

要だと感じている。



●板東市長

・新型コロナウイルス感染症が終息していないなかで、世の中の在り方が変化し

ているところでもあることから、しっかりと見極めていかなければならない。

●今野委員

・農業のＩＣＴ化が進む中で、オンライン授業、学習を充実させるためには、教

える側の人材が重要だと思う。

●板東市長

・ＢＭＣや北海道コンピュータカレッジの経験者での人材を活用することが可能

か検討している。

・次に、協議事項のその他について何か意見はあるか。

●高橋委員

・過去のサテライトキャンパスに代わるものはなにかあるか伺いたい。

●板東市長

・美唄学との関係もあり、来年度予算にも反映させたいと考えている。

・大学との連携は引き続き地域づくりの様々な面で行っていきたい。

●土肥委員

・リモート学習に関して支援員の配置を先生に負担のかからないように配慮して

いただきたい。

・指導する先生によって差がでないように市としてバックアップしていただきた

い。

・給食費が半額になるなどの取組もありますが、ｉＰａｄの授業導入による何ら

かの家計の圧迫がないように考えていただきたい。

●板東市長

・しっかりとした人員配置と、家計の負担にならないよう考えていきたい。

●平野総務課長

教育大綱の策定のスケジュールにつきましては、美唄市総合計画との整合性を



図るため、本日の協議内容を踏まえ総合計画の確定後、次回の総合教育会議の中

で確定したいと考えております。

そのため、次回の総合教育会議の開催予定についてですが、3 月下旬頃に開催

したいと考えております。

その際には、あらためてご案内させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

●板東市長

・以上をもちまして、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。

16：30 終了

以上会議の顛末を記載する。


