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平成 28年度第１回滝川市総合教育会議 議事録 

 

■開催日時  平成 28年 12月 19日（月）15:00～16:10 

■開催場所  滝川市役所５階 第一応接室 

■出 席 者  市長   前田 康吉 

       教育長  山﨑 猛 

教育委員 田代 雄一 

       教育委員 朝日 幸世 

       教育委員 芳村 敦子 

       教育委員 蜂矢 忠昭 

 

１．開 会     

（中島総務部長） 

   定刻となりましたので、ただ今より平成 28 年度第 1 回滝川市総合教育会議を開催いたします。

私は総務部長の中島と申します。議題に入るまで私の方で進めさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

昨年と同様に、本日も公開形式の会議となりますことから、議事録についても後日公開すること

となりますので、あらかじめ申し添えいたします。 

 

２．市長挨拶 

（中島総務部長） 

   開催にあたり、前田市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

 （前田市長） 

皆様方におかれましては、年末を迎え何かとお忙しいところご出席をいただき、厚くお礼申し上

げます。本日は平成 28 年度における第１回目の開催となりますので、取り組み等についてそれぞ

れのお立場からご意見をいただければと思いますので、改めてよろしくお願い申し上げます。 

毎年冬が来るのは早いもので、市土木課の調べによりますと、本日現在の降雪量 171ｃｍは昨年

の約 1.5倍になります。寒さが厳しい季節でございますが、体調に気を付けてお過ごしください。 

   そんな中でございますけれども、昨年からこの形式でスタートしております本会議を通じて意見

交換を行わせていただくということは、より市政が開かれたものになるとともに、効果的に教育行

政を推進していく貴重な機会であると考えております。 

限られた時間ではありますが、皆様方から忌憚のないご意見をいただきますようよろしくお願い

を申し上げ、開会にあたっての私からのご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願い申し

上げます。 

 

（中島総務部長） 

   それでは、議題に入ります前に、今回より新たに蜂矢委員が出席されますので、ご挨拶をお願い

いたします。 
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 （蜂矢教育委員） 

   今年から教育委員に任命されました、蜂矢と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 

（中島総務部長） 

   蜂矢委員、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

これ以降の議事につきましては、市長が進行を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 

３．議題 

 (1)教育施策の取り組み状況について 

（前田市長） 

それでは、議事に入らせていただきます。議題の(1) では教育施策の取り組み状況ということで、

平成 28 年度の取り組みをいくつかご紹介させていただくとともに、現在予算編成作業中ですが、

平成 29 年度以降に向けた取り組みについても少し触れさせていただき、意見交換をさせていただ

きたいと思います。議題の(2)では地方創生における学生の地元定着に向けた取り組みについて、

意見交換を行いたいと考えております。 

 

私の方からいくつかお話させていただきたいと思います。 

まず、スポーツ施設の改修状況についてですが、体育館の改修はスポーツセンター第二体育館を

終え、第一体育館の耐震化を含む改修を今年度末に完了するところです。第二体育館は、トイレ・

放送施設・ステージの改修を行い、第一体育館は床を張り替えて利便性の向上を図っております。

また、外壁も少し模様替えさせていただき、少しイメージが変わると思っております。この２つと

も、緊急防災・減災事業債という国の制度を使って改修しております。教育関連施設の改修の予算

は、ほとんど文部科学省からは補助がなく、耐震化一辺倒でありますが、スポーツセンターは広域

の避難施設のため緊急防災・減災事業債を活用させていただいております。他団体からスポーツ施

設ばかりといったご意見もいただきますが、そういったお金の流れもあるということをご理解いた

だきたいと思います。 

また、河川敷の台風被害が非常に大きかったことで、６つあった球場が３つしか使えなくなりま

した。今後の課題として、河川敷を管理しております国や道と協議して参ります。市営球場も非常

に古いことから、かなり改修の要望が上がっております。長年に渡りグラウンドに手を加えており

ませんので、なんとか来年度の予算に組み込み、早く対応したいと考えております。また、水はけ

も非常に悪くその工事も行いたいことから、予算を精査しているところです。 

同じく、テニスコートについても長年に渡り手を加えていませんが、最近の錦織圭選手の活躍も

あり、テニスを競技する子どもたちも増えていまして、改修したいと考えているところですので、

今後の課題として考えて参ります。 

   次に、学校改修の今年度の進捗状況についてですが、西小の共同給食調理場の供用が開始され、

親子給食形式による開西中への給食提供が始まりました。さらに西小の教室改修も終了しまして、

市内小・中学校の耐震化率 100％を達成させていただきました。他の自治体ではまだ 100％に満た

ないところもありますが、当市ではいち早く 100％になったということで、安心していただけると

思っております。 

 学校改修については、保護者の皆様からご要望いただいております。先程も申し上げましたけれ
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ども、文部科学省の改修予算が少ない状況である上に、当市の財政状況も厳しく、第三小学校の改

築で資金を使っているのでなかなか次に資金を使えない事情もあり、資金面の問題から難しい部分

もありますが、老朽化の対策については、小・中学校の適正配置計画も含めまして、改修計画をし

っかり作り計画的にやっていきたいと考えております。 

   次に、文化ゾーンにつきましては、文化ゾーンの在り方について社会教育課で今年度調査事業を

行っていますが、文化ゾーンの機能をどうしていくかについては、まちなかの賑わいづくりの一つ

として、まちづくり全体の観点で検討していきたいと思っております。あくまで大まかな数字です

が、文化センターの改修だけでも約 10 億円近くかかると見込んでおり、美術自然史館の改修には

２～３億円かかると見込んでおります。そのような数字をはじき出し、どうしたら良いのだろうと

考えているところであり、「機能集約」・「複合化」・「交通利便性」の考え方を軸としまして、高齢

化社会の中で文化ゾーンがあの位置で良いのかということも含めて考えていきたいと思っており

ます。このように大きな見直しとなりますので、５～10年など長いスパンで考えながら、まずは調

査事業を行っていきます。 

続きまして英語力の向上については、滝川西高校が随分頑張ってくれていると感じています。小

学校の英語教科化が 2020 年からと言われておりまして、幼少期から英語に親しむのが当たり前の

時代になってきております。当市では今年度から新たに中学生を対象としました「イングリッシ

ュ・ミーティング」を開催しておりますし、中学校で「イングリッシュ・ルーム」を設置しており

ます。西高のスーパーグローバルハイスクールは非常に好評でありまして、各地から視察に来てお

りますし、ジュニア大使や短期留学に対する希望も増えてきており、先生方の意識も高まってきて

おります。この英語への関心を高めていく努力をさらにしていただきたいと思っております。 

以上が最近の取り組みとなりますが、先日滝川国際交流協会で滝川の 20 年後について市内の中

学生・高校生の 10 チームに提案していただく機会があり、中学校は開西中学校が、高校は滝川西

高校と滝川高校の２校が参加していました。その時に、ふるさとに対して期待を持っていないのか、

このまちの悪いところの視点が多いように感じました。ふるさと教育とは、自分たちのまちの魅力

はなんだろうと考えるものであるのはずなのに、どちらかというとこのまちは良くないと聞いてし

まって思い込み、ふるさとに自信を持てなくなっているように感じました。高校は滝川市内の子ど

もたちだけではないので何とも言えませんが、これで良いのか疑問に感じましたので、これから先

生方と相談しながら、ふるさとのことを知り、このまちの魅力やこのまちがどんな時代背景で生ま

れてどのようにまちなってきたのかということを知っていただく機会を考えなくてはいけないの

かなと思っております。 

もう一点は、前から言っております SNS関連についてですが、一向に問題がなくなっていないと

思っていますし、潜在的なものは増えているような気がいたします。特に今回の学力テストの結果

を見てみると、残念ながら私としては少人数学級の成果が出ているのか疑問に思うところが若干ご

ざいまして、そういう意味では SNSへの対策や家庭学習の方がより重要な問題なのかなと思ってお

ります。帰って５分で子どもの学力が決まると書かれた本がございますので、学習計画をいかに立

てて実行していくか、その学習計画をどう行って保護者が参加して作り上げていくかが重要になっ

てきます。学力テストの過去問を集中的に行ってその成績を上げている府県もあると聞いておりま

すし、学力テストの結果が全てではなくその結果に一喜一憂したくないのですが、私としてはせっ

かくの少人数学級などの特色ある教育を活かすためにも、保護者の意識改革も必要と考えておりま

す。学習計画の立て方をどのように行っていくかについて保護者に知っていただき、そして保護者
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自身が子どもの前で SNSをして遊ばないようにできないものかと考えております。滝川市 PTA連合

会と相談しながら、まずは保護者から教育していくことが必要なのではないかと考えております。

全ての責任を学校現場に押しつけるのではなく、保護者自身にも意識を持っていただくことが重要

な課題と思っております。 

以上が、私の感想と現況報告になりますので、委員の皆様方から一言ずつご意見をお願いいたし

ます。最初に、田代委員お願いいたします。 

 

（田代教育委員） 

市長からたくさんのお話をいただき、教育経験者としては、申し訳なくなるようなお話をいただ

いたと思っております。 

一点目が、学校施設の改修の件でございますが、財源がないという部分が壁になっておりますけ

れども、改修された学校と他の老朽化した学校を比べますと、全学校の子どもたちの環境をできる

だけ良い方向にもっていっていただければと思っております。 

二点目が、少人数学級についてですが、これについては先駆けてやっていただいたにも関わらず、

その成果が出ている学校と出ていない学校があると思うのですが、少人数指導のほかに放課後学

習・補充学習・家庭学習などを上手くプラスαで取り入れて少人数学級の良い部分を出していくと

いう、学校の努力をさらに求めることも必要ではないかと思っております。 

また、英語力の向上というよりも、私が考えているのは、滝川市は以前から国際交流に力を入れ

ていて外国人が多く訪れてくださっていますので、将来的に例えば「国際交流の日」を作って、小

中高大の全てで取り組みを行うなどして、地域の人を取り込むことができないかなと思っておりま

す。札幌市や旭川市に近い交通の利便性を活かし、個人的には丸加高原に外国人移住者を集めて、

ゆくゆくは第二のニセコのように外国人が住むまちにしていけないのかなと思っております。そう

いった魅力づくりによって、滝川から出ていってしまう子どもたちの中から、職場は札幌でも住む

ところは滝川などの選択をする方が出てくるのではないかと思っております。職場を増やすだけで

なく、滝川にいたいので滝川から市外の職場や大学に通うという方法を宣伝しきれていないので宣

伝するとともに、滝川から出て滝川の良さがわかるという学生もいるので、ふるさと教育を行い、

是非人が集まる都市にしていただければと考えております。 

 

（前田市長） 

   続きまして、朝日委員お願いいたします。 

 

（朝日教育委員） 

学校施設の改修については、学校訪問したときに、まだ改修されていない学校の校長が傷んでい

る箇所を見せてくれ、嘆いていたため、どの学校もきれいになれば良いと思っています。 

次に、英語力については、西高へ学校訪問に行った際に、クラスを半分に区切り少人数で先生と

コミュニケーションをとれるような授業の仕方で、先生と生徒が全て英語で授業しており、頼もし

く、西高に明るい未来を感じました。中学校のイングリッシュ・ルームは、動き始めていますが過

渡期のため、まだ十分とは思えませんでした。せっかくあのようなものを作るのではあれば、音響

は良い音を聞かせられるものにするなどし、もっと魅力を感じる作りにしたらどうかと思いました。

小学校から英語が教科化になることで、下手な教え方をすると英語を嫌いになってしまうこともあ
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るので、小学生を教える先生にはまた別の勉強などの取り組みが必要に思います。先生の指導の仕

方や授業の組み立て方などにも課題があると思っています。 

SNS の問題は、保護者と子どもの両方が一緒に聞く説明会などの色々な取り組みをやっていらっ

しゃいますが、例えばフィルタリングをかけられるということは外せるということなのでイタチご

っこになってしまうため、そうではなくて保護者も巻き込んでモラルの問題として取扱う必要があ

ると感じています。21：00以降はスマートフォンを使わないなどの取り決めがあれば良いと思って

います。 

     

（前田市長） 

SNS の問題は、保護者の意識の問題が大きいと思いますし、厳しく扱っていく必要があると感じ

ています。 

英語教育は、ALT が足りておらず苦労しております。英語の学習の仕方は色々ありますが、例え

ば私は今流行している映画の「君の名は。」などを教材にすると子どもたちは喜ぶと思っていまし

て、英語版と日本語版を比べたり、劇をしたりと方法があると思います。西高のスーパーグローバ

ルハイスクールがここまでなるのに 10 数年程度かかっておりまして、英語教育には先生方の工夫

も必要ですし、先生方のモチベーションを上げることも大切なことだと思っています。 

また、新しい校舎の学校の方が子どもたちの学習意欲が高まり学力が上がるというデータがあり

ますので、なんとか学校改修はやっていきたいと思っております。 

続きまして、芳村委員お願いいたします。 

 

（芳村教育委員） 

先程ふるさとに対する思いが薄いのではないかという話がありましたが、私もよくそのことを感

じることがありまして、実際に子どもたちと接していると、自分たちの住んでいるところや学校の

話をしていても悪いところは言えるが良いところはすぐに言えないということがありました。子ど

もたちは学校がきれいだから学習意欲が高まるなど単純なところがあるので、先生方が授業で子ど

もたちの持ちうる最大限の力をどう引き出していくかが非常に大切と考えています。滝川市自体も、

新しい建物があるので良いではなく、例えば図書館の充実などの環境作りで、子どもたちが SNSや

ゲームなどに頼らなくても楽しいと思えるまちづくりや安全・安心で居て楽しいと思える場所を作

ることが、SNS などから離れる一つのきっかけづくりになるのではないかと思うので、充実につい

てこれから考えていただきたいと思います。まずは居場所の良いところを作ってあげることで、ふ

るさとの良さを子どもたちが振り返れる場所を提供していくということも、これから大切なことに

なるのではないかと思います。 

 

（前田市長） 

いじめの問題も、人の悪いところばかりを見てしまい良いところを見られなくなっていることが

関係していると思います。家庭で保護者がする会話についても、あの人が嫌ではなく、とても良い

人がいると子どもに話してあげてほしいと思いますし、学校でも人の良いところを見つける教育が

必要と考えます。人の良いところを見つけることから始まって、このまちの良いところも見つけて

いってほしいと思います。 

居場所は作りたいと思っていまして、現在は図書館やまちづくりセンターみんくるに多くの学生
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が集まっているので、そのようなところをもっと広げたいと思っています。 

 

（芳村教育委員） 

国際化に向かうのは良いことだと思いますが、自国の文化がわからなくなってしまうという問題

があると思います。第三小学校に新しく和室ができましたが、上手く活用しきれていないという話

も聞いています。できることは限られているかもしれませんが、例えば、畳の縁を踏まない理由や

正座をする意味合いなど、家にない和室がせっかく学校にあるので、身近な日本の良いところから

教えられるような教育も並行して進めていく必要があると考えます。 

日本の文化や食を大切にしてほしいと思っていますし、滝川は色々な特産品があるので食育をや

り易い土地であると思います。 

  

（前田市長） 

国際交流は自分の国やまちを知ることからと思っていて、日本やまちの文化について聞かれたと

きには説明できなくてはならないので、学校でも指導してほしいと思っています。 

和室についても、有効活用していきたいと思っています。 

続きまして、蜂矢委員お願いいたします。 

 

（蜂矢教育委員） 

先日初めて学校訪問をさせていただいたとき、先生方が子どもたちのために一生懸命取り組んで

くれていると思いました。 

ふるさとの教育については、この辺りの地域は屯田兵の古い歴史があり、その人たちのお陰で今

があると思います。もっと深く歴史について知って、自分がここに存在している経過を理解して、

前に向かって目標を決めてもらいたいと思います。私は 20 年ほど外に出てまた滝川市に戻ってき

てふるさとの良さが見えた経験がありますので、そういったことを教えてあげられる機会があれば

良いと思っています。昔の人が苦労してここまで築き上げてきましたので、丁寧に子どもたちに教

えていっていただきたいです。 

 

（前田市長） 

   これからの小中学校の在り方や教育の内容を含めて、スピード感を持ちながらも丁寧に地域の皆

さんと行っていきたいと思います。 

続きまして、山﨑教育長お願いいたします。 

 

（山﨑教育長） 

委員の皆様や市長のお考えに、共通した認識があるように改めて思いました。家庭での教育の重

要性について、各学校の校長と話をした際に、相当影響が大きく尚且つ非常に改善が難しいと聞い

ています。学校の立場としては、家庭学習ノートや宿題の在り方、楽しい英語の学習などについて

色々と工夫はしているのですが、なかなか難しいと感じています。ですが難しいから諦めるのでは

なくて、そこは重要という認識の中で、力の入れ方を考えなくてはいけないと思っています。   

また、学校で問題になっているのは時間が非常に足りないということで、したいことは山積みな

のに国が定めた学習要領は広範囲尚且つ大量なものを求めている状態で、これからどう対応してい
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くかについては学校のシステム転換によると思います。 

私も、市長と一緒に滝川の 20 年後について考えるコンテストの審査をさせてもらいましたが、

子どもには身近にある文化を敏感なうちに肌で感じてもらいたいと思いました。日本語の素晴らし

さなどの文化について、時間がない中で子どもたちに知識として知るというよりもどのようにして

肌で感じてもらうのかが大事なことだと思うので、これから考えていきたいと思います。 

 

（前田市長） 

色々と課題が多くありますが、本日お話しさせていただいたことにつきましては、今後話を深め

ながら改善に向けて行っていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

(2) 地方創生事業における学生の地元定着に向けた取り組みについて 

（前田市長） 

それでは、続きまして、議題の(2) 地方創生事業における学生の地元定着に向けた取り組みにつ

いて、事務局より話題提供を行いまして、その後、意見交換をさせていただきたいと思います。 

 

（事務局：稲井企画課主幹） 

   滝川市企画課の稲井と申します。よろしくお願いいたします。お手元に資料１～４を配布させて

いただきました。 

話題提供ということでございますけれども、まず資料１の説明をさせていただきます。少し遡り

ますが平成 27年７月に学生アンケートで学生の意識を調査しておりまして、1,583名から回収した

結果となっています。３ページに回答していただいた方の内訳がございまして、高校１～３年生の

他に専修学校は高等看護学院、短大は國學院大學北海道短期大学部を含めた結果となっております。

４ページの「住んでいる地域」では、滝川市内と市外がほぼ半数になっていますので、この結果に

ついては市外の方も含まれることをご理解いただきたいと思います。８ページの「将来就きたい職

業」では、最も多かったのは高等看護学院が含まれていることもあり「医療（看護師など）」で 327

票と多く、次に多かったのは「まだ決めていない、わからない」で 286票となっており、早い段階

からなかなか職業を決められていないという結果になっています。９ページの「卒業後の進路」に

ついては、「滝川市に住んで進学・就職したい」という方が 13.7%、「滝川市以外に住んで進学・就

職したい」という方が 64.3%ということで、都市部への流出ということを希望されているように読

み取れます。10 ページは「滝川市に住んで進学・就職したい」という方（13.7%）の理由について

ですが、最も多かったのは「滝川市の生活に慣れているから」で 41.0%、次に「両親や祖父母の近

くで生活したいから」が 40.0%、３番目が「実家から学校や仕事に通えるから」で 34.9%となりま

した。11ページの「滝川市に就職するにあたって受けたい支援」については、最も多かったのは「資

格取得等への支援」で 63.2%、次が「学校での会社説明会」で 50.9%、３番目が「地元企業でのイ

ンターンシップ（職場体験）」で 48.0%という状況になっています。12 ページでは「滝川市以外に

住んで進学・就職したい」という方（64.3%）のうち、「将来滝川市に戻る意向があるか」について

は「希望していない」が 86.0%となっていますので、基本的には出て行きっぱなしで都市部にいた

いという結果になっています。13ページの「将来滝川市に戻ってくることを『希望している』理由」

については、最も多いのが「両親や祖父母の近くで生活したいから」で 41.9%、一方「将来滝川市

に戻ってくることを『希望していない』理由」については、最も多いのが「自分が好きな場所で働
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きたいから」で 52.0%となっています。14 ページの「暮らしやすさの満足度」については、「自然

の豊かさ」や「食料や日用品の買い物が便利」といったところの満足度が高くなっています。一方

で、「介護や福祉のサービスが整っている」「産業が賑わっている」「地域にある観光資源を活用し

ている」というところの満足度が少し低くなっています。このような学生の意識が資料１で記載さ

れています。 

続きまして、資料２をご覧いただきたいと思います。こういったアンケート結果を受けまして、

今年度は「なかそらち会議」として中空知の５市５町の自治体が協力し、定住自立圏という枠組み

の中で、地元定着や人口減少対策に向けて事業を行っております。その一環で、平成 29年２月 18・

19 日に事業を予定しており、参加対象は、地元の短大の國學院短大や市内の３つの高校生の他に、

中空知出身者の方で今都市部の大学に行かれています方々にも Uターンをねらってお声かけしてお

ります。滝川ふれ愛の里で１泊２日の宿泊研修を行いまして、地元の良さや移住促進の視点に立ち、

中空知の良さを表現することによる就業施策になっています。参加者はそれぞれが記者となって、

市町村役場、圏内企業、中空知で仕事をする移住者の方々に取材を行って記事としてまとめます。

記事の製作にあたりましては、それぞれプロである北海道新聞記者、TURNS 編集者、電通北海道の

クリエイティブディレクターがアドバイスします。最終的にできあがりました紙面につきましては、

北海道新聞の札幌本社版にカラーで新聞掲載されます。 

続きまして、資料３をご覧いただきたいと思います。こちらは平成 28 年８月４日に北海道空知

総合振興局が事業主体で実施したもので、高校生に地元に定着してもらうための応援フェアとして、

高校生と企業とのマッチングや相談会ということで開催されました。参加企業は、中空知管内の各

企業となっています。初回の取り組みであったということで、時期的に少し遅いこともあり、少し

参加者が少なかったという反省点もあるそうで、また次年度に向けて企画がなされていくところで

あります。 

最後に資料４につきましては、他市の事例ということでご用意させていただきました。「アルバ

シップえべつ」ということで、江別市で大学生に地元に残ってもらう活動として、札幌学院大学、

北海道情報大学、北翔大学、酪農学園大学の学生を対象としまして、企業に声かけをしまして有償

でのインターンシップを実施しています。学生にとりましては、アルバイトと学業・就職活動を両

立させるような企画となっております。市としては委託料を支出して、江別市内に受付を行う事務

所を設けまして、キャリアバンク株式会社に委託して学生と企業を繋ぐ取り組みが行われておりま

す。 

こういった資料１～４をご用意させていただきましたけれども、この後学生の地元定着に向けて、

様々なご意見をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（前田市長） 

   事務局から説明がありました。議題(1)でも話にあがりましたが、地元の良さを知ってもらえれ

ば、地元就職に繋がるのではないかと思っています。 

最初に、田代委員お願いいたします。 

 

（田代教育委員） 

   アンケートの結果について、将来就きたい職業を「まだ決めていない、わからない」の回答が多

い部分が気になりました。本アンケートの対象の高校生や短大生くらいの年齢になれば決めていな
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いという回答が多いのはわかりますが、今の子どもは小学生のときから将来の夢を聞くと「わから

ない」と言う子が多くなっています。以前は将来の夢をいくつか持っていてすぐ言えることが多か

ったのですが、今は「まだ決めていない、わからない」と言う子が多く、未来に希望がないのか、

またはその時になったら決めようとする意識が強くなっているのかで、先が見えなくなっている子

どもが多くなっていると感じています。自分が何に向いているのかがわからない、将来その職業に

就いて自分がやっていけるのかがわからないというような不安要素を持っている可能性が増えて

いると思っています。 

   アンケート結果の滝川市の暮らしやすさの満足度を見ますと、「とても満足」や「どちらかと言

えば満足」が大きなパーセンテージを占めていますし、将来滝川市へ戻ってくることを希望してい

ない理由を見ますと、「働く会社が少なそう」や「働きたいと思う会社がなさそう」という理由で

あって、決して滝川市が住みにくいや嫌いという理由ではない結果となっています。子どもたちに

ふるさとを愛してもらうために、滝川市外に出てもまた戻ってきてもらえるような地域づくりや魅

力づくりを大人がしていかなくてはならないですし、小学校の時からキャリア教育を導入して滝川

市の自然や産業などの良さを早くから教えていかなくてはならないと思います。子どもたちにキャ

リア教育やインターンシップなどを長いスパンで教えていくことで、滝川に残る子や反対に市外か

ら市内に住まいを移す学生や大人も増えていくのではないかと思っています。決して滝川市にマイ

ナス要素があるのではなく、育て方、教え方、地域の作り方で大きく改善する部分があると感じて

います。 

 

（前田市長） 

   インターンシップの良さというのは、企業と学生の間でミスマッチをしていることがあるので、

その対策となるところです。例えば、國學院短大生に市役所へ 1カ月間くらいインターンシップに

きて達成感を感じてもらうのはどうかと考えています。また、滝川市の企業の８割が後継者不足の

状態で、将来的に厳しく感じています。キャリア教育をどう考えていくかは、非常に難しい問題で

ありますが、子どもたちにいかに地方に残ってもしくは来て仕事をしてもらうかが一番大事だと思

っています。 

続きまして、朝日委員お願いいたします。 

 

（朝日教育委員） 

   地元に働きたい就職先がなかったため関東で働いている方からは、離れてみると美味しい農作物、

良い空気、きれいな自然の景色などの滝川の良さがわかったと聞いています。 

 

（前田市長） 

   定年退職した後に滝川で住みたいと思ってくれることも良いと思います。 

続きまして、蜂矢委員お願いいたします。 

 

（蜂矢教育委員） 

   りんご農家の若い後継者がなかなかおらず、苦労しています。 

 

（前田市長） 
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続きまして、芳村委員お願いいたします。 

 

（芳村教育委員） 

   高校生地元定着・大学生 UJ ターンプログラムのワークショップは、できれば、事前にお膳立て

したものではなく、参加してきてくれた人たちが自分の足で探すようにすると良いと思います。ま

た、上手くできたとき、滝川市の良い PRになると思います。 

 

４．その他 

（中島総務部長） 

次回の総合教育会議につきましては、定例的な開催としては、来年 12 月に本日と同様に予算時

期に合わせて政策等についての意見交換を行う予定をしております。ただし、その他、協議が必要

な事項等が生じましたら、都度、改めて会議の開催をさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。また、議事録につきましては、昨年と同様に事務局と教育委員会で整理し公

表させていただきたいと思いますので、予めご了解をいただきたいと思います。 

 

５．閉 会 

 （前田市長） 

   以上をもちまして、平成 28 年度第１回総合教育会議を終了いたします。本日は誠にありがとう

ございました。 


