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令和４年度第１回滝川市総合教育会議 議事録

■開催日時 令和５年２月 21日（火）15:00～16:00

■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 田中 嘉樹

職務代理者 田代 雄一

教育委員 蜂矢 忠昭

教育委員 木曽 旬映

教育委員 種田 貴志子

１．開 会

（平川企画課長）

これより令和４年度第 1回滝川市総合教育会議を開催いたします。

私は事務局の 企画課長 平川 です。どうぞよろしくお願いいたします。

本会議は、公開形式の会議となりますとともに、議事録についても後日ホームページ等で公開す

ることとなりますことを申し添えいたします。

本日の議題は、令和５年２月 15 日に策定された滝川市教育推進計画を受けまして、新たな滝川

市教育大綱案についてご協議いただきます。委員の皆様からご意見を頂戴し、策定させていただき

たく存じますのでよろしくお願いいたします。

開催にあたり、前田市長よりご挨拶を申し上げます。

２．市長挨拶

（前田市長）

令和４年度第１回総合教育会議の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の感染者数はかなり減少してきたと感じておりますし、昨年には 12

歳以下の子どもを対象としたワクチン接種も始まり、子どもたちの日常生活が徐々に戻ってきたの

ではないかと実感しております。

また、with コロナにおける教育現場では、子ども達の学びを途絶えさせないよう、ICT 機器を活

用したオンライン授業の実施等、新たな教育スタイルが定着してきたのではないでしょうか。そう

いった意味では、非常に苦しいコロナ禍ではありましたが、今後の教育がより良いものとなってい

くような収穫もあったものと思っております。これも教職員の皆さま、そして、本日お集まりの皆

さまをはじめ、教育関係者の皆さまのご尽力によるものと、深く感謝する次第です。

さて、本市における教育の総合的な方針を示す、滝川市教育大綱につきましては、平成 27年度に

策定して以来これまで、大綱に掲げた理念や目標のもと、教育部局と連携を図りながら、着実に施

策に取り組んでまいりました。

現教育大綱の対象とする期間は、今年度をもって終了となり、本市の総合計画や教育推進計画と

ともに、令和５年度に向けて新たなスタートを切る節目のタイミングであります。

本日は、新たな滝川市教育大綱の策定に向けて、ご出席の皆様と意見交換をさせていただきたい

と存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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（平川企画課長）

議事に入る前に、総合教育会議として初めてご出席される委員をご紹介させていただきます。種

田委員です。

（種田教育委員）

ご紹介にあずかりました種田です。教育委員会議など回を重ねるごとに、責任の重さを痛感して

おります。ますます勉強し、お役に立てるよう精進してまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

（平川企画課長）

種田委員ありがとうございます。

これ以降の議事につきましては、市長が進行してまいりますのでよろしくお願いいたします。

３．議題

滝川市教育大綱案について

（前田市長）

それでは、議題に入りたいと思います。「滝川市教育大綱案」について、事務局から説明をお願い

します。

（鎌塚企画課長補佐）

事務局企画課の鎌塚と申します。よろしくお願いいたします。

滝川市教育大綱の策定につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律」第１条の３の規定に基づくものとなります。策定の趣旨は、教育行政と一般行政の密

接な連携が必要とされる中で、教育行政に地域住民の意向を反映し、地方公共団体における教育、

学術及び文化の振興に関して施策の総合的な推進を図るためとされております。また、大綱は、教

育委員会と十分協議し、市長が策定することとされています。

現在の教育大綱は、平成 27年に、滝川市教育推進計画の基本理念や基本目標が、滝川市の目指す

教育の方向性と合致しているものであることを確認し策定したものです。今後におきましても、滝

川市教育推進計画と協調して、ともに推進することが望ましいと判断するところであり、机上に配

付差し上げた滝川市教育大綱案につきましては、滝川市教育推進計画の基本理念、基本目標を位置

づけたものでございます。

滝川市教育推進計画につきましては、本日ご出席頂いております委員の皆様は、策定に携わられ

ており、計画の概要につきましては把握されていることと存じますが、本日、新たな滝川市教育大

綱案をご確認いただくため、意見を頂戴させていただきますことから、改めて、意見交換に関わり

ます基本理念などについて触れさせていただきます。

基本理念につきましては２点ございます。１点目は「未来を切り拓く自立型人材の育成」であり

ます。こちらは、「変動制が高く、不確実で複雑、さらに曖昧さを含んだ社会情勢の中、これまでの

画一的な思考や慣例にとらわれない、自分で考え行動できる人材の育成が急がれることから、大人

も子どもも「問題発見力」「的確な予測」「革新性」「的確な決定」といった能力を生涯を通して着々

と身に付け、自らが自己決定できる人材を育成していくことが重要である。」との考えが含まれて
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おります。

また、２点目の「誰もが学び続けることができる共生社会の実現」につきましては、「誰一人取り

残さず、多様な他者を理解・尊重し、包摂的な社会を築いていくためには、自らとは異なる立場や

地域にいる人々と接する機会において、個人の学びの集合が組織の学びを高め、その広がりが地域

を支え、さらには世代を超えて循環していくような、市民が学び続けることができる共生社会の構

築が求められる。」との考えであります。

また、２つの基本理念の下、15の基本目標を設定し、教育行政を推進していくこととしての滝川

市教育大綱案となっております。期間につきましても、滝川市教育推進計画と同様に令和５年度か

ら令和９年度の５年間とさせていただきました。策定に向けて委員の皆様からご意見を頂戴したく

よろしくお願いいたします。

（前田市長）

事務局から滝川市教育大綱案についての説明がありましたが、ここで、教育推進計画にある「未

来を切り拓く自立型人材の育成」、「誰もが学び続けることができる共生社会の実現」という２つの

基本理念について、委員のみなさまの立場から見た、子どもたちを取り巻く環境などについてご意

見をいただければと思います。

田代委員、お願いいたします。

（田代教育委員）

まず、子どもたちの学びの環境について、日本財団が世界９か国の 18 歳の方を対象に行ったア

ンケートによると、自分の国の将来について「良くなる」と答えた 18 歳の日本人は 9.6％、「悪く

なる」と答えたのは 38％であり、日本は９か国中「良くなる」の割合が最も低く、「悪くなる」の

割合が最も高いという結果でした。子どもたちが夢を無くしているという印象を受けております。

今後はこのことを踏まえながら、施策に取り組む必要があるのではないでしょうか。

今の子どもたちは、ICT に強い一方で、他者との関わりや学びに対する意欲が低いと感じます。

自立については、何もないところからルールを決めて遊ぶことが苦手で、マニュアルや大人の手助

けがなければ行動できない子どもが増えていると言われています。昔は兄弟が多かったので家庭内

でも競争があり、そこで協調性が身に付けられ、自立に繋がっていたと感じています。

人材育成の観点から３点意見を述べさせていただきます。１点目は、多様な選択肢の中で自分自

身の答えを自らが生み出すような学習の展開が大切だということです。更に、学校だけにとどまら

ず、地域社会、企業、NPO、高等教育機関といった多様な学びの場を活用し、異なる年齢や様々な経

験を積んだ相手とコミュニケーションを図りながら、学びを進めることが大切だと考えています。

２点目は、高等学校の改革についてです。滝川西高等学校は「市立」という利点がありますので、

地域に関する産業や文化等、特色ある科目を履修するようにし、高等学校を地方創生の核として考

え、地域の良さを学び、コミュニティを支える自立型人材を育成すべきだと考えます。特に成人年

齢が 18 歳になりましたので、「高校生＝社会人」として捉え、高校生に滝川の人材として活躍して

いただくという観点が必要ではないでしょうか。

３点目は、大学連携についてです。今、國學院大學北海道短期大学部では、学科やゼミの活動に

おいて産学連携に取り組まれております。産学連携の切り口から、福祉や産業、地域おこしなどの

分野についても学習できるよう環境整備することで、より多くの自立型人材の育成に寄与していた
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だければ幸いです。

（前田市長）

冒頭のお話は、まさに日本の現状でありまして、コロナ禍においてもいかに日本が未熟かという

ことが明らかになったのではないかと感じております。様々なご提言をいただきありがとうござい

ます。

続いて蜂矢委員、お願いいたします。

（蜂矢教育委員）

滝川は農業や商業などの職業がバランスよく、子どもたちも様々な体験がしやすい環境にあると

感じています。ここ数年はコロナ禍で難しい部分もありましたし、生徒数も少なくなっております

が、子どもたちには、できるだけ多くの人と接し、様々な経験を積んでいただくことで、自立する

人材が育っていくのではないでしょうか。

（前田市長）

ありがとうございます。続いて木曽委員、お願いいたします。

（木曽教育委員）

私は、自立の第一歩目は感謝から始まるものだと考えております。基本理念の１つ目「自立型人

材の育成」と２つ目の「誰もが学び続けることができる共生社会の実現」というのは、両輪のよう

に結びついてくるものだと感じました。

様々なデジタル化が進んでおり、もしかすると子どもたちの目指す職業が、今後は AI に変わる

時代が来るかもしれません。その様な時代になった時に、人間が AI に勝るものは何か、それは「人

間力」ではないかと思っております。「人間力」というのは、人間の曖昧さにおいても、AI に劣る

ことのないものだと思っております。だからこそ、自立型人材の育成というのは大変重要なことで、

蜂矢委員の意見とも重複しますが、滝川の豊かな資源を有効に活用しながら、感謝の心、自立心、

人間力、行動力を高められるようなカリキュラムを盛り込むことが肝要だと考えます。

（前田市長）

ありがとうございます。続いて種田委員、お願いいたします。

（種田教育委員）

１つ目の基本理念の「未来を切り拓く自立型人材」とは、現状に満足せず、現状の問題を発見し、

分析する能力や解決する方法を想像する力を持ち合わせている人で、独りよがりでなく他者との共

感も抱きつつ、多様な視点からものごとを考え、取り組んでいける人材と考えます。

現在私は、幼稚園教諭として幼稚園に勤務しておりますが、最近の新入園児を見ていますと、以

前の園児に比べると、保護者に何でもやってもらうことを待っており、既成の遊具で遊ぶことが多

く、何もないところから自ら遊びを見つけ出すことが不得意であるように感じます。

2020 年に幼稚園教育要領が改訂され、その中の「資質・能力」という言葉に、「未来を切り拓く

自立型人材の育成」の要素が入っていますので、これからの教育は、この一つ目の基本理念に向か
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っていくということになります。これまでの学校の学びは、知識・技能の獲得に偏っていましたが、

21 世紀に必要な「資質・能力」とは、知識や技能に加えて、思考力・判断力・表現力、学びに向か

う力や人間性など幅広く求められています。

幼稚園では、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿として「10の姿」という目標が挙げられてい

ます。この 10 の姿は、スムーズな小学校への接続のために設定されたものでもあるので、幼保小

が連携することで、人材育成の基礎ができていくのではないかと思います。滝川市の幼保小の連携

はまだ改善していかなければならないと思いますので、教育委員会が中心となって行っていくべき

ではないかと感じます。また、手をかけすぎてしまいがちな傾向が見られる家庭については、啓蒙

していく必要性があると思います。

２つ目の理念の「誰もが学び続けることができる共生社会の実現」についてですが、誰かひとり

が取り残されれば、その人は未来をきり拓くことができなくなりますので、あらゆる困難を抱える

人が、教育にアクセスできる環境を整えることが重要と考えます。

幼稚園教諭の立場で考えるならば、支援を必要とする園児が、他の園児と一緒に保育を受けるこ

とができる環境を整えることも１つかと思います。両者にとって、思いやる気持ちや自立しようと

する気持ちなどの学びの場が広がるからです。現在、教員不足により、支援を必要とする園児の入

園を待ってもらっている状況があります。また、グレーゾーンの園児が年々増えており、きめ細や

かな保育の実践にむけて教員数を増やすことが必要に迫られています。他自治体では、幼稚園・保

育所の教員確保のため、住居費などの補助を行っているところもあります。市内に養成校がありま

すが、新卒の教職員採用につながっていない状況が続いています。教員不足や高齢化により、受け

入れ態勢にも支障がでてきており、定員数減などの措置を取らざるを得ない状況になってくること

も考えられます。ここがしっかりとしていないと、幼児期からの未来を切り拓く人材の育成は、確

かなものになっていかないと思います。

また、教育委員会での会議で不登校の児童生徒数が毎月発表されています。新たな滝川市総合計

画の施策の中に、「教科横断的な学習」とありましたが、まさしくそのような方法で不登校の児童生

徒の居場所として、フリースクールのような場所で興味のあることに取り組み、仲間や先生とのコ

ミュニケーションを深めることも良いのではないでしょうか。そこに通うことで、単位を認め、卒

業の資格を得ることができる、もしくは学校に戻ることができる児童生徒がいるかもしれません。

大人であれば、学び直しができたり文化に触れたりする環境もありますが、デジタル難民で置い

てきぼりになっている高齢者もいます。共生となると、一般市民にとって何が問題になっているの

かを共有して生活することが必要だと思うので、広く問いかけていくことも必要なのかと思います。

（前田市長）

教員不足というお話がありますが、具体的には何人くらい必要でしょうか。

（種田委員）

少なくても３名は欲しいところです。

（前田市長）

市としてどのようなことができるか、検討させていただきたいと思います。様々なご意見、あり

がとうございました。
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最後に田中教育長、お願いいたします。

（田中教育長）

自立型人材の育成については、社会人になったから突然自立できるというわけではありませんの

で、義務教育の段階から、思考力・判断力・表現力の３つの力を身に付けさせることが自立に繋が

ると考えています。それをいかに身に付けさせられるかというところは、教師個々の力量にもより

ますが、「自立」というのは今後キーワードとなってきますので、それを意識した授業づくりをする

必要があるということは、教育委員会として伝えていかなければいけないと考えています。

（前田市長）

皆さまから、基本理念に対する考え方やご意見等いただきました。続きまして、滝川市教育大綱

案に記載の基本目標もご確認いただきながら、今後滝川市の教育において特に力を入れて推進して

いくべきこと等について、ご意見を頂戴したくお願いいたします。

田代委員、いかがでしょうか。

（田代教育委員）

どれもすべて大切ですが、基本目標の「１．確かな学力の育成」については、いつの時代におい

ても１番の課題ではないかと思います。自立に繋がる「学ぶ意欲」をもたらすには、学力の学校格

差の解消というのが大変重要になってきます。学力の保障は学校の責務であり、今も取り組んでい

ますが、少人数学級の実施や、知的好奇心に訴える課題を子どもたちに提供し、自ら考え解決する

環境をつくること等、「学ぶ意欲」の醸成に向けて更なる工夫が必要だと考えます。

また、日本は島国ですので「６．グローバル社会における人材育成」は、重要な課題です。外国

人との交流、移住促進、語学力、チャレンジ精神を育むことも大事ではないかと思います。

「13．NPO・企業・地域団体等との連携・協働」については、NPO 等の主体的な参加を得て、それ

ぞれの能力を活かした取り組みをすべきだと考えます。仕事を退職して地域に戻った人や Uターン

した人の中には、様々な知識や技能を持っている人もいます。そういった人たちが地域で活躍でき

る環境を整える、優秀な人材が埋没してしまわないことが大切です。また、市民や NPO 団体から施

策提案していただき、行政はその提案を積極的に受け止めて、より現場に適用した効果的な施策を

展開する必要があると考えます。

（前田市長）

ありがとうございます。グローバル人材の育成という点では、コロナで停滞していたジュニア大

使も復活する予定です。

（田代教育委員）

単なる知識として英語を教えるのではなく、先生たち自身が子どもたちに夢を与える、興味を育

むような環境をつくっていかなければ、積極性・チャレンジ精神は生まれないのだろうと思います。

（前田市長）

その通りだと思います。ありがとうございます。続いて蜂矢委員、お願いいたします。
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（蜂矢教育委員）

「10．学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域の教育力の向上」について、体験談を聞

くことと、実際に体験することは全く違うもので、やはり実際に体験すると記憶に鮮明に残り、忘

れません。そういうところから興味を持ち、チャレンジに繋がると思います。

（前田市長）

ありがとうございます。続いて木曽委員、お願いいたします。

（木曽教育委員）

「８．イノベーションを担う人材育成」「13．NPO・企業・地域団体等との連携・協働」に関連す

るかと思いますが、職業体験が全国的にも推進され、とても良い取り組みだと感じています。それ

を更に発展させ、公的な職業体験として様々な職業を学びながら、少しの労働を体験し、対価をい

ただくような取り組みができないかと思います。また、若い世代でイノベーションを担う人材を育

成するためには、経済界や企業が求める人材について知り、それをどのように教育につなげていく

か考えることも大切だと思います。

（前田市長）

ありがとうございます。続いて種田委員、お願いいたします。

（種田教育委員）

どれも大切だと思いますが、「４．多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂」につきまして、「社

会的包摂」とは、社会的に全体を包み込み、誰もが排除されず、全員が社会に参画する機会を持つ

ことを意味します。そのような社会を目指すためには「２．豊かな心の育成」「５．主体的に社会の

形成に参加する態度の育成・規範意識の醸成」、問題を見つけ改革していける人材を育てる「８．イ

ノベーションを担う人材育成」「10．学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域の教育力の向

上」「13．NPO・企業・地域団体との連携・協働」などが大切で、地域の人たちが底上げしていくこ

とで、今まで見えなかったものが見えてくると思います。そして「14．安全・安心で質の高い教育

環境の整備」「15．児童生徒等の安全確保」については、ハード面ばかりではなく、人的環境も伴っ

てほしいと思います。

学力に関しては、学ぶ姿勢が環境を通して培っていけば、テスト対応の勉強でなく、本当の学び

の楽しさを知っていき、それとともに、学力・知識・教養が上がっていくと思います。

（前田市長）

ありがとうございます。最後に田中教育長、お願いいたします。

（田中教育長）

15 の基本目標からもわかるように、教育というのは、どれか１つではなく、包括的にやらなけれ

ばならないという部分があります。最近の傾向を見ますと「５．主体的に社会の形成に参画する態

度の育成・規範意識の醸成」については、成人年齢の引き下げにより、契約等も自己責任でできて

しまいますので、消費者教育についても更に力を入れていかなければいけません。また、迷惑系ユ
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ーチューバーというのが最近問題にもなっています。そういったところへの批判意識を持つこと、

「悪いことはしない、人に迷惑をかけない」ということは改めて、教育していかなければいけない

と最近の社会情勢を見て感じるところです。

（前田市長）

各委員から様々なご意見をいただきありがとうございます。様々な課題はありますが、この滝川

市教育大綱の内容については、概ねご理解いただけたものと考えております。ただいまご確認いた

だきました、２つの基本理念、15の基本目標を掲げております滝川市教育大綱案について、成案と

させていただいてよろしいでしょうか。

〈一同承認〉

４．その他

（前田市長）

その他について、情報提供としてお話させていただきます。現在、滝川市の総合計画を令和５年

度のスタートに向けて策定作業を進めておりますが、計画案では、柱の一つとして「安心して子ど

もを育み、学び、笑顔あふれるまち」という基本目標を掲げております。

今後においても、市民の子育てや教育の環境をしっかり支えていかなければならないという認識

のもと、令和５年度に取り組むべき事業を昨日の記者発表にてお知らせしましたので、この場を借

りて一部紹介させていただきます。事務局より、説明をお願いします。

（鎌塚企画課長補佐）

現在、滝川市の最上位計画である新たな総合計画の策定作業を進めております。新計画に基づき、

新年度より市政運営をスタートしていくこととなります。新たな総合計画について簡単に触れさせ

ていただきますと、全国的にも同様の課題がありますが、当市におきましても人口減少と少子化の

課題は避けて通れない状況がございます。持続可能なまちづくりに向けて、未来を担う子どもたち

を育む、地域に愛着と誇りを持ちながら、健康で心豊かに暮らしていくことは、大変大切なことで

す。これまでも市民一人ひとりが滝川を愛し、地域や団体、行政が力を合わせて築いてきた歴史が

ございます。これからも地域を愛する心を育み、人と人、世代が繋がり、市民の総合力によってま

ちの魅力を更に高めていかなければなりません。市民にとって、いつまでも住み続けたいと思える

まちを目指していきたいと考えております。

その将来に向けて、本日、滝川市総合計画を抜粋して資料を配布させていただいておりますが、

大きく４つの基本目標を掲げております。１つ目の「安心して子どもを育み、学び、笑顔あふれる

まち」につきましては、子育て支援・少子化・学校・教育・文化・スポーツの分野です。２つ目の

「健康で、優しく、安全に暮らせるまち」は福祉・健康・高齢者・介護・医療・防災・防犯・コミ

ュニティ・環境など多岐にわたる分野となっています。３つ目の「元気で魅力ある産業と、人が集

うまち」については、農業・商工業・観光の分野です。最後に４つ目の「都市と農村が調和し、便

利で、快適なまち」は都市機能・公共交通・公共施設・インフラ・住環境の分野となっており、大

きく４つの分野で構成しております。本日の会議に関わる分野としては、１つ目の基本目標になり

ますが、この目標の達成に向けて、進めていく施策３点につきましても紹介させていただきます。
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施策１つ目として「子どもの成長と子育て支援体制の充実」につきましては、子育て支援、子ども

の遊び場、放課後の居場所などの施策、２つ目の「学校教育の充実」は小中学校・高校・短大部ま

での学校教育などの施策、３つ目「生涯学習・文化芸術・スポーツ環境づくり」については、学校

以外の教育の施策となっております。この基本目標に関わる令和５年度の事業につきまして、昨日

記者発表にて、新年度予算のお知らせをしたところです。そのうち、子育て支援に関わる主な事業

について情報提供としてこの場をお借りしてご報告させていただきます。

「子どもの成長と子育て支援体制の充実」においては、０歳から中学生までの医療費を完全無償

化とする、「子ども医療費助成事業」を実施し、子どもたちの健やかな成長と更なる健康の保持・増

進を図ります。「住宅新築・改修促進事業」については、子育て世帯が新築住宅を取得する際にその

一部を助成し、定住を促進するものです。また、国の支援事業である「出産・子育て応援給付金事

業」と併せまして、昨年の４月から市の独自事業として進めている、「うまれてくれてありがとう！

健やか赤ちゃん支援事業」を継続し、出産後の経済支援や精神的な負担を軽減する相談対応を一体

的に進めてまいります。急激な物価高騰への対応として、「学校給食の食材費高騰対策事業」により

子育て世帯への経済的支援を図ります。

続いて、「学校教育の充実」の項目においては、「滝川西高等学校 ICT 学習環境整備事業」として、

滝川西高等学校で実施されるキャリア教育などの学習活動の他、就職活動セミナーなど、更に効果

的な活動に向けて環境整備を実施します。また、短大部への修学機会の拡大や卒業後の市内への就

職促進として、「国学院大学北海道短期大学部連携事業」を推進してまいります。

令和５年度に予定している主な事業につきまして報告させていただきましたが、今ほど申し上げ

た内容は３月開催の市議会定例会で審議され承認されたのち、新年度予算として確定となりますの

でご承知おきください。

（前田市長）

簡単ではありますが、令和５年度の主な子育て支援に関する事業について報告させていただきま

した。

ただいまの説明に対してご発言がありましたらお願いいたします。

（田代教育委員）

「安心して子どもを育み、学び、笑顔あふれるまち」に関連し、発言させていただきます。

最近は感動の少ない時代になってきていると思います。昔は、テレビや冷蔵庫、電話、車などが

次々と普及し、家庭の中でも常に感動がありましたが、今の子どもにとっては当たり前ですので、

学校や家庭、地域において感動を演出してあげなければならないと考えます。

また、滝川市の人口減少を見据えたまちづくりが必要であると思います。木曽委員もお話しされ

てましたが、高校のカリキュラムに地域学習の時間を組み込み、その一環としてキャリア教育を行

う、大学においては、多くの学生が滝川の経済のみならず教育や文化等について履修する科目を設

けるなど、少しでも滝川に住んでもらえる人材の育成に寄与していただくことが大切だと感じます。

最後に、もし、将来的に新たな総合計画を策定することがあれば、滝川の今や、未来予想などの

DVD を作成するなどして、広く提言を募集すると、全く違う視点から新たな発想も得られるのでは

ないでしょうか。
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（前田市長）

貴重なご意見ありがとうございます。高校の在り方は考えていかなければならない課題だと思っ

ておりますので、参考にさせていただきます。

他に何かございますでしょうか。

（木曽委員）

子を持つ１人の親として、感想を述べさせていただきますと、非常に子育て世帯に想いを寄せて

いただいた予算案となっており、嬉しく思います。人口統計もございますが、それを覆すくらい、

滝川市が住みよいまちになっていくことを期待しております。

（前田市長）

滝川市の人口は先月で３万８千人を切りましたが、少しでも食い止めていかなければならないと

思っております。ありがとうございます。

他に何かございますか。なければ進行を事務局に返します。

（平川企画課長）

本会議につきましては、毎年定例的に開催させていただいております。来年度につきましても、

教育委員会とテーマについてご相談させていただきながら、同様に開催させていただければと思い

ます。なお、その他ご協議、意見交換が必要な事項等が生じましたら、改めて会議を開催させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。本日の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ます。

５．閉会

（平川企画課長）

以上を持ちまして令和４年度第１回総合教育会議を終了させていただきます。皆様ありがとうご

ざいました。


