
子ども未来会議 第１回子ども部会 

 

 

□ と き ： 平成１９年１１月２７日（火）１５：４５～１７：００ 

□ ところ ： 滝川市役所５階 庁議室 

□ 出席者 ： 委員１３名（欠席１名） 事務局７名 アドバイザー 

 

 

１．開 会 ： 滝川市保健福祉部子育て応援課主任主事 庄野 憲宗 

 

 

２．あいさつ： 滝川市保健福祉部子育て応援課長 佐々木 哲 

 

  子ども未来会議１回目の子ども部会の開催にあたり委員

として、各学校の代表者が２名ずつお集まり頂きました。本

当にありがとうございます。滝川市としてはたくさん課題も

ありますけど、来年に向けて（仮称）子ども未来づくり条例

を制定したいと考えています。みなさんは条例って知ってい

ますか。まちの憲法ではありませんが法律です。「子どもが

元気に育つ」そういう法律をみんなでつくろうということで、

勉強会を立ち上げました。まず先に大人たちの部会を設立し

て、今回は子どもたちの部会をこれから始めようとしている

ところです。これは非常に大切な会議であると思いますので、

よろしくお願いします。 

  みなさん、兄弟は何人いますか。３人いるという人いますか。あっ、いますね。昔、

みなさんの前に座っているアドバイザーの先生が子どもの頃は、５人も６人も兄弟がい

たのですが、今は子どもががくんと減っています。学校も昔は今の２倍くらい子どもが

いたのですが。子どもだけではなく家族も減って、子どもたちが育つ環境が変わってき

ています。子どもたちが元気に育つ環境を家庭も地域も学校も私たちもみんなで考えよ

うということで、子ども未来会議ができました。そしてみんなが元気で育つことができ

るまちをつくりたいということで、進めていきたいと思います。 

これからの滝川の将来をつくっていくみなさん

が、この条例に対していろいろと貴重な意見を述

べて、尐しでもみなさんの意見が通るような会議

にしたいと思います。そうなればとても楽しい条

例になるのかなと思い、期待しています。 

今日の会議をスタートとして、今後２～３回の会

議を冬休みや放課後に実施したいと思います。み

なさんは３月に卒業式もあって忙しくなるとは思

いますが、なんとかお付き合いをいただいて、他

のまちはどんなことをやっているのか視察を行っ 

たり、市長と「私たちの考えはこうですよ。」ということで直接お話しをしたりすること

も計画していますので、よろしくお願いします。また、これはみなさんが携わった条例、

法律ということで、良い条例ができるようにみなさん大いに意見を出し合っていただき

たいと思います。今日話し合ったことは、おうちに帰って後もお父さん・お母さんにも

お話していただいて、また次の会議にも出てきてほしいと思います。ぜひよろしくお願

いいたします。 

 

 

３．アドバイザー紹介： 滝川市保健福祉部子育て応援課長 佐々木 哲 

 

  この会議のアドバイザーで、いろいろとご指導いただく宮治先生です。先生は滝川で



育って、江陵中学校の社会の先生をされていました。 

  先生は学校を退職後、学校の相談員として勤められ、様々な子どもたちからの相談を

受けたり、「子ども元気応援団」として児童館などでみなさんと一緒に遊んだり、「おも

ちゃの病院」ということで、遊具やみなさんのおもちゃを修理したり、様々な活動をさ

れている先生です。 

 

  ■子どもグループ アドバイザー 宮治 正夫 さんより 

 

  私は滝川で生まれて、小学校・中学校・高等学校も滝川で

す。みなさんの先輩になるのかなぁと思います。大学を出て、

最初に赴任したのも滝川。そういうことで滝川のまちにはと

ても愛着を感じていますし、滝川って大変いいまちだなぁと

感じています。 

  先ほどの紹介にもありましたように時々児童館にもおもちゃを直しに行っていますし、

「元気応援団」で遊びに行ったりしていますので、何人かの方はお会いしていると思い

ます。この子ども未来会議において、みなさんが滝川市の未来にどのような考えを持っ

ているのか楽しみにしています。 

  さて、こんな言葉があるのです。「素敵な未来が待っている。」ですからみなさんが、

「何年か経った後の滝川のまちをどのようにしようか。」ということをこれから考えてい

くということで、みなさんの考えていることを遠慮なく発言してほしいと思っています。 

 

 

４．委員自己紹介 

 

 本日出席の委員より、小学校・学年・氏名・児童会活動など、自己紹介が行われました。 

 

 

５．「（仮称）滝川市子ども未来づくり条例」について：（別紙資料参照） 

滝川市保健福祉部子育て応援課主任主事 高橋 伸明 

 

  わが国では尐子高齢化が進行しています。これは国におい

ても尐子化担当の特命大臣が置かれるほど我が国にとって

は大きな問題なのです。滝川市において昭和４７年、これは

第２次ベビーブームといって子どもがたくさん生まれてい

た頃、出生数は９３８人でした。それがみなさんの生まれた

平成７年は４３７人、そして平成１７年は３１９人となるな 

ど、以前の１／３に減っています。合計特殊出生率という数字があります。これは、１

人の女性が何人の子どもを産むかという数字ですが、減尐を続け、現在は１．３２とな

りました。子どもはお父さんとお母さんの２人から生まれるので、１人の女性が２人産

まないと、単純にいって人口が減尐することになります。昨年頃からわが国の人口は減

尐を始めたといわれています。 

  なぜ、尐子化が進行するのでしょうか。男性も女性も９割近くが「いずれ結婚するつ

もり」と答えています。現在は以前と比べて晩婚化が進んでいます。「未婚にとどまって

いる理由」として、「まだ早い」といった結婚の必然性を感じないことや、「仕事や趣味

に打ち込みたい」といった独身生活の利点をあげる方が多数いるようです。また、女性

のライフコースとして、「専業主婦」として子育てをしたいという方は減尐し、「仕事と

子育ての両立」および「結婚しないで仕事を続ける」という方が増えています。そのよ

うな中で、「予定子ども数が理想子ども数を下回る理由」としては、経済的な負担が最も

多くなっていますが、夫の育児参加も含めた「仕事と子育ての両立できる環境」や「育

児負担や育児丌安の解消」が必要であるとの理由も多くなっています。 

  この尐子化が不える影響はとても大きなものがあります。経済面での影響として「労

働力が減尐すること」に加え、医療や年金といったわが国の制度が崩壊してしまう恐れ

があります。医療費については、病院などでの本人の医療費負担は１割とか３割とかで



あり、残りは保険料で賄われています。この保険料は、企業や仕事をしている現役世代

などが多くを負担しているので、高齢化が進み、現役世代が減っていくことはこの制度

の財源丌足が大きな問題となります。年金も同様です。また、社会面での影響としても、

「家族」や「子ども」、「地域社会」など様々な変化が現れ、影響が出てきます。 

それから「子どもの権利の尊重」ということで、日本も

平成９年に批准した「子どもの権利条約」があります。こ

の条約では、子どもは一人の権利主体であるとして、「生

きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」

などの「子どもの権利」が保障されています。大事なのは、

子ども同士お互いに権利を尊重し合うことで、それによっ

て子どもの自主性・自立性を育み社会にどんどん参加して

ほしい。そして子どもたちとの協働によるまちづくりを進

めたいと考えています。 

  以上２点の「子育てしやすい環境づくり」や「まちづくりに子どもの視点を取り入れ

る」といった観点から「（仮称）子ども未来づくり条例」を制定したいと考えています。

資料中「５．（仮称）滝川市子ども未来づくり条例」の部分ですが、行政・家庭・地域・

企業などが協働で、「子どもが健やかに育ち、安心して子育てができるまちづくり」、「子

どもの心を育むまちづくり」、「子どもの権利が尊重されるまちづくり」に取り組んでい

こうといった条例を制定したいと考えています。 

  そのために３つの作業部会でそれぞれの検討を進めています。みなさんの部会は「子

ども部会」であり、宮治先生をアドバイザーに今後、他のまちをみんなでバスに乗って

視察したり、市長にもみんなの意見を聞いてもらうような意見交換会を開催したり、大

人たちのグループとも意見交換したりしていきたいと考えています。みなさんも習い事

があったり、お出かけをしたり、卒業を控えて大変忙しいと思います。都合のつかない

時は仕方ないですが、できるだけみなさん、参加してほしいと思っています。何卒よろ

しくお願いします。 

 

 

６．意見発表：  

 ○「こんなまちになったらいいなぁ」 

 

委員のみなさんから以下のような発表がされました。 

 

■私は、「外で元気よく遊べる子どもがたくさんいるまちになった

らいいなぁ。」と思います。昔に比べてゲームが発達して、すぐに

手に入るようになり、家の中で遊ぶ子どもが増えたからです。外

で遊ぶ子どもを増やすためには、遊べる場所が必要であると思い

ます。例えばいろいろな遊具のあるアスレチックのような場所で

す。公園と違って場所によって違うものがあるので、楽しむこと

ができると思います。加えて子どもたちが楽しく遊べるような企

画をすると良いと思います。たとえ遊ぶ場所があってもひと気が

なければ遊びません。何もすることがないからといってわざわざ

どこかに遊びに行く子どもはあまりいないと思います。どちらか

というと家で何かをしている方が良いという人の方が多いと思い

ます。暇であったら家でゲームをするということが当たり前のよ

うな子どもがいるかもしれません。そういう子どもを尐しでも減

らすために、もっといろいろなことをした方が良いと思います。 

 

 

■僕は、「お年寄りに優しいまちになったらいい。」と思います。

お年寄りに優しいまちにするためには、階段に手すりをつけて階

段を昇りやすくしたり、階段の幅を拡げたり、急な階段に緩やか

な板をつけたりして、お年寄りのことを考え、やってみたら良い 



と思います。他にも歩道の幅を拡げると良いと思います。自転車

などの違法駐車を無くすようにした方が良いと思います。次にバ

スを１時間に１回とかではなく、もっと多くのバスを出したり、

市全体を一回で回るバスを出したら良いと思います。最後にお年

寄りは除雪が大変です。そのため小学校や中学校で休日に雪が積

もって除雪が大変だという家に行って除雪をしてあげてお年寄り

を楽にしてあげたら良いと思います。このようにしてお年寄りに

優しいまちにしていったら良いと思います。 

 

■私は、滝川市に「ゴミが落ちていないようになったらいい。」と

思います。江部乙にある児童館の近くに公園と池があります。池

にゴミがたくさんあって鯉が死んでいたりします。その公園の近

くにゴミ箱がないためです。なので、その池にゴミを捨てるのだ

と私は思います。道路に良くゴミが落ちているので、持ち帰った

方が良いと思いますが、ごみ箱を設置するような対策をとってほ

しいと思います。 

 

■これからの滝川は、「いじめなどをなくしてほしい。」です。最

近いじめなどがたくさんあります。いじめで悲しんでいる人の気

持ちを考えて、滝川からいじめをなくしたいです。そして未来の

滝川は、お年寄りにも優しく、友達にも優しいまちにしてほしい

です。それをするには滝川のみなさんや、市の方々にも協力して

いただかなくてはできません。「こんな苦労をしているのである。」

と教えていくことが必要です。こういうことをこつこつやってい

けば、いじめもなく、みんなに優しい滝川にしていくことができ

ると思います。 

 

■私は２つのことをお話ししたいと思います。１つは「風力発電」

のことです。みなさんも知っているとおり、風力発電とはその名

のとおり風の力で電気をつくることです。滝川はグライダーでも

有名な風の強いまちです。だから風力発電の風車を滝川市につく

れば環境にも優しく、経済効果にも優れていると思います。２つ

めは「レジ袋」のことです。レジ袋には原油が使われています。

レジ袋一枚に 18.3 ミリリットルの原油が使われています。みな

さんは「たったそれだけ」と思うかもしれませんが、全国の年間

使用枚数は 300 億枚にもなり、原油は 55 万 8,000 キロリット

ルにもなります。ちなみに一人当たりでは、年間平均約 260 枚も

使っています。だから一人がエコバッグを使うと 260 枚も減らす

ことができるのです。滝川市の人みんながエコバッグを使えば、

約 40,000 人いるので、1,040 万枚も減らすことができます。

このように私は滝川市が「環境を考えるまち１番」になって、自

分たちの暮らしに誇りを持っていけたらと思います。 

 

 

■私は２つのことをお話しします。１つめは「ゴミが落ちていな

いきれいなまち」にしたいです。私たちが普段歩いている道は、

タバコの吸い殻やペットボトル、犬のふんなどの汚いゴミがたく

さん落ちています。道を歩いているとゴミが落ちていて、嫌な気

持ちになったことがありますよね。私はその嫌な気持ちを感じる

人が一人もいなくなるために、ごみゼロを滝川市のみんなで考え

るイベントしたいです。２つめは、「あいさつと元気であふれるま

ち」に東小学校では、書記局で「あいさつ運動」という活動をし

ていて、みんながあいさつをしてくれるととてもうれしいので、



滝川の人全体で「あいさつ運動」をやりたいです。 

 

■私が住んでいる滝川をもっと「夢のあるまち」にするために次

のようにすることを考えました。１つ目は「学校」についてです。

私が今通っている西小やこれから通う開西中学校は校舎がとても

古いです。冬は外と廊下が同じくらい寒くなることがあります。

窓のガラスが１枚しかありません。なので、ぜひ校舎を建て直し

てほしいです。２つ目は「滝川市のまちの様子」です。最近は郊

外に大きな店ができてとてもうれしいですが、駅前がとてもさみ

しいので、ベルロードをもっと明るくしてほしいです。私が考え

る方法は、札幌の大通公園のようにするといいと思います。人が

増えると店にも人が集まって明るくなると思うからです。３つ目

はたきかわの「イベントの復活」です。それは「花火大会」と「し

ぶき祭り」です。イベントがあると人が集まるし、滝川市が明る

くなると思うからです。最後に最近は滝川についての悪いニュー

スが流れていますが、この会議でいろいろと滝川が良くなる話を

して、「いつかいいニュースがたくさん流れるといいな。」と思い

ます 

 

■みなさんは今の滝川市をどう考えていますか。「優しいまち」や

「あたたかいまち」のような「いいまち」でしょうか。それとも

「いじめ」「自殺」「犯罪」などのある「悪いまち」と考えている

でしょうか。だいたい今の滝川は「いいまち」とは言えないと思

います。これから「いいまち」にしていくために、どんなことが

できるか、私の学校で話し合ったことの中から、お話ししたいと

思います。まず「いじめ」についてです。私の学級であったこと

からお話しします。前、私のクラスでいじめが起こりました。で

も私はみんなの話ではなくて、それを見て見ぬふりをしていまし

た。始めはみんなふざけでやっていましたが、そのうちだんだん

エスカレートしていき、その人が間違ったりしたらすぐ、「気持ち

悪っ」「ちゃんとやれ」など大きい声で言うようになりました。そ

れで先生が気付き、怒れば、みんなが反省して、自分から思って

いて事をノートに書いて、それからいじめはなくなりました。そ

れからみんなが差別はなくなり本当に楽しいクラスになりました。

いじめやからかったりする言葉や行動は、自分にも言われた人に

も一生消えない傷になります。このようなことを考えて行動しな

いといじめはなくなることはないでしょう。すぐにいじめをなく

すことは大変ですが、みんなが気をつけていれば、いじめは尐な

くなると思います。次に「安全」です。今滝川市では、ふと気が

付けば救急車やパトカーのサイレンの音が聞こえているようなこ

とがありませんか。このようなことから事敀や怪我などのような

ことがたくさんあるということですよね。私たちの学校でも怪我

をしたりして、学校行事や遊びができない人がたくさんいます。

怪我や病気はその人の楽しみを奪ったり、周りにいる人に心配を 

かけたりするので、あまりやりたくないものですよね。そのためには常に安全に気を配り、

注意をすることだと思います。避難訓練や授業などで勉強すると効果的であると思います。

次に「犯罪」です。滝川市では最近大きな事件がたくさんあることを知っていますか。詐

欺事件、殺人事件、これまで何度もあった丌審者事件。なぜここまで犯罪が増えてしまっ

たのでしょう。昔と違うことは、周りの方々のことを思いやる心だと思います。そのため

にはあいさつや会話を増やすことが大切だと思います。一人ひとりの行動で世の中を変え

ることができると思います。これらの３つのことを心がけていれば悪い評判はなくなり、

「優しいまち」や「あたたかいまち」のような「いいまち」になるでしょう。みなさんも

心に「優しい心」「あたたかい心」になるような「いい心」を持って尐しずつみなさんが「仲



のいい滝川市」にしていけば良いと思います。 

 

■「こんなまちになったらいいなぁ」。私たち第三小学校では、「地域の人たちが仲良くふ

れあえるまち」にするためには、どうしたら良いか話し合ってみました。私はそのうちの

３つのことについて話してみたいと思います。尐し長くなりますが聞いていただけたらう

れしいです。まず１つめは「緑が多いまち」です。現在の滝川市には木はたくさんありま

すが、花の咲く木や実のなる木があまりありません。そこで道路の歩道の花壇に花をたく

さん植えたら良いと思います。それを学校行事や地域行事などにし、イベントとしてする

と地域の人たちのふれあいが増え、仲良くなることができると思います。このような活動

をすることで、滝川が明るく見えると思います。２つめは「環境にやさしいまち」です。

私たちの学校ではボランティア活動というものを毎年やっています。この活動は毎朝学校

の廊下や階段などを掃除する活動です。この活動はやりたい人を集めてするものなのです

が、たくさんの人が集まってくれています。この活動のおかげで学校がきれいで気持ちい

いです。滝川市でもゴミ拾い運動や、買い物などでレジ袋を使わなければポイントがたま

るなど、そのような運動を拡げたら環境に優しく人にも優しいまちになり、緑の多いまち

と同じ効果があると思います。３つ目は「高齢者、障がい者に優しい福祉のまち」です。

滝川の学校や施設はまだまだ階段や段差がたくさんあります。なので、手すりやスロープ

を設置したり、車椅子を置いたりして、工夫して高齢者や障がいを持った方に優しくなれ

れば良いと思います。このような障がいを持った方に優しくできることは、心が温かい証

拠だと思います。滝川市がもっともっと素敵になれると思います。最後に滝川は今、悪い

ことで名前が聞かれています。それは周りの温かさや周りのことを考える思いやりが尐な

いからだと思います。このような運動で温かい心を持つと、こういう悪いことは、減って

いくと思います。温かい心の運動を続けていけば、「優しいまちたきかわ」といういいイメ

ージに変わっていくと思います。こんなまちになったらいいなぁ。それは、みんなで考え、

みんなで実行することができると自然といいイメージになっていくことができると思いま

す。ありがとうございました。 

 

■私は、「みんなが笑顔で過ごせるまちになったらいいなぁ。」と思います。そのためにま

ず「いじめ」をなくしたら良いと思います。いじめをされて笑顔になる人はいません。そ

れどころかそれが原因で自殺をしてしまう人がいます。ひとつのかけがえのない命が失わ

れます。将来に限りのない夢を持った人も、夢を叶える方法を自ら無くしてします。相手

は遊びのつもりでも、そのやられた人からは笑顔は消えてしまいます。そしてその人の親

や、そのニュースを聞いた人も笑顔ではいられなくなります。とてもみんなが笑顔ではい

られません。それと「もっと犯罪の尐ないまちになったら良い。」と思います。いじめと同

じように犯罪もされて笑顔になる人はいません。そしてやはり犯罪をされた人、その人の

親、そしてその犯罪をした人も笑顔ではいられません。犯罪では命が失われることもあり

ます。そしてその殺された人の夢、殺してしまった人の夢を潰してしまう原因になります。

絶対に笑顔ではいられません。それを無くすためには滝川市全体で、「いじめ、犯罪はやっ

てはいけないのだ。」という環境をつくらなくてはいけないと思います。一人ひとりがいじ

め、犯罪をやってはいけないという意識を持ち、滝川が先頭に立って、「日本全体をいじめ

や犯罪のない国にできるような、みんなが笑顔でいる滝川市になったらいい。」と思います。 

 

■私は、「困っている地域を助けてあげられる滝川市」にしたいです。私の通っている第二

小学校では、リングプルを集めて車いすに変え、他の地域を救うという活動、ベルマーク

を集めて品物に変え、他の地域を救うという活動などいろいろなボランティア活動をして

います。このような活動を滝川市全体で行ったら良いと思います。例えば滝川市の自動販

売機を管理している人に協力してもらい、自動販売機の下にリングプルを回収する箱のよ

うなものを設置したら良いと思います。自動販売機で買った飲み物は、すぐに開けて飲む

場合が多いと思うので、ゴミになってしまうリングプルを回収したら、他の地域を助けて

あげられると思います。また、「ゴミなどが落ちていないきれいな滝川市」になったら良い

と思います。滝川市のそれぞれの町内でゴミ拾いを定期的に今までより多く行ったら、滝

川市民全員が快適に暮らすことができると思います。 

 



■私は、「滝川市全体をいじめのないまち」にしたいです。今、小学校・中学校・高校をは

じめ、会社などでもいじめがあるようです。いじめは一人ひとりが心がけてやめるように

しないと、なくならないと思います。なので、一人ひとりがいじめはやってはいけないこ

とだと気付くように、学校でポスターなどで呼びかけたりして、尐しでもいじめはやって

はいけないことだと気付かせたら良いと思います。 

 

■僕は、「最近、滝川市の空気が汚れている。」と思います。そのため、もっとまちに木を

植えて、空気をもっときれいにしたら良いと思います。 

 

 

 ○アドバイザーによる感想など：アドバイザー 宮治 正夫 さん 

 

未来に向かってということですが、「鉄腕アトム」の漫画のお話をします。その中では、

未来が何十年か後には、こんな世の中になると記していました。自動車の高速道路があっ

て、その下を電車が走っていたり、あるいは空をロケットに人間がまたがって飛んでいる

漫画であったと思います。私は「そんな世の中にできる訳がない。」と思っていましたが、

今になってみたら、高速道路が張り巡らされ、その下を電車が通ったり、あるいはロケッ

トが月に着陸したり。だから今日みんなが考えてきた未来の滝川市というのは、必ず何年

かごには実現されます。だから、みなさんが今日発表したことは自信を持っていいと思い

ます。「みんなで考えれば必ずそのような滝川になるよ。」ということ。みんなでいい滝川

にしていこう。 

そして、これから２回３回とありますが、今日いろいろなことを発表してもらった中で、

例えば、「ゴミのないまちをつくろう。滝川をきれいにしよう。」といった発表が何人かあ

りましたね。ところがでは「ゴミのないまち」をつくるために「子どもはどうしていった

ら良いのか。」「大人にはどんなことをしてほしいのか。」あるいは「滝川市のまちづくりを

進めている滝川市長にどんなことをしてほしいのか。」こういうことを今日帰ったら、みん

な考えてほしい。また、この次にそのような機会がありますので、今日みんなが考えてき

たことを、「みんなはどうしたら実現できるのか。」。中には、「町内会みんなで行えば参加

できるのに。」といった発表がありましたね。「まち全体でゴミ拾いをやったら、みんなが

参加できるのではないか。」「ゴミ箱がそこに置いてあったら、きれいなまちづくりができ

るのではないか。」といった発表もありました。それぞれ「大人に対して言ったこと。」そ

れから「市長さんに対して言ったこと。」などもちらっと出てきた。ですから今度はいじめ

の問題や犯罪の問題などいろいろな発言がありましたが、「これから未来に向けたまちづく

りのためにどのようにしていったらよいか。」といったことを具体的に考えてほしいとおも

います。 

 

この後、委員みんなで、ごみ箱の設置の是非などに対する活発な意見交換が行われました。 

 

 

 ○教育委員会学校教育課心の教育推進室 丹那 暢仁 主査より全体を通した感想 

 

 まずはここに来てくれた皆さんたちというのは、各学校の代表の方だと思います。です

から、『みなさんの話し方』、「誰に対して話しているのか。」「自分が何を言いたいのか。」、

それから「相手のこういうことが聞きたい。」「自分とはこういう部分の考え方が違う。」な

どの話し方がしっかりしているなぁ。と感じました。 

それから『聞き方』。今もしっかり私の方を見ていてくれていますけれど、例えば、自分

の意見に反対の意見を言われた場合、がっかりしたり、むっとしたりするかもしれません

が、そういうところを出さないし、相手の人間性を否定しないで、その「意見」をきちん

と受け入れて、議論できることがしっかりしていると思いました。 

そして、宮治先生の方からあったのですが、「自分たちがやはりどんなまちにしたい。」

のか、そのために「自分たちがどんなことができるのか。」じっくりと考えてほしいなぁ。

と思います。そのためには、学校で勉強していることであるとか、総合学習などいろいろ

あると思いますけど、そういうことで勉強していく方法もとても大事になっていくかと思



います。以上が感想です。 

 

 

７．その他： 滝川市保健福祉部子育て応援課主任主事 高橋 伸明 

 

 ・今後のスケジュール：今日発表してくれたものは、みなさんきちんと取っておいて、

３回目の会議くらいの際に市長に、「こうしたらどうでしょうか。」といった提案を

してもらいたいので、今日発表したことにこれからみんなで勉強したことも付け加

えて、新たに発表してもらいたいと思います。 

 ・次回：市長との意見交換の前に、みんなでバスに乗って勉強しに行きましょう。奈井

江町になるのではないかと思いますが、冬休みに入って、今のことろ１２月２６日

（水）か２７日（木）くらいで実施したいと思っています。日程についてはまた、

学校を通して連絡をさせていただきたいと思いますが、みなさん冬休みに入ってか

らも、学校がある時も何かと忙しいと思いますので、出席できない時はそれはそれ

で結構ですから、できる範囲で出席していただければと思います。都合が悪く欠席

される場合は、学校の先生にお伝えください。 

 ・ホームページ等への公表について：みなさんの発表の内容やみなさんの議論・発表し

ている姿を滝川市のホームページなどに公開させていただきたい。誰が何を言った

という形ではなく、「みんなからこのような意見が出された。」というような形で公

表をさせていただきたいと思いますし、一生懸命発表している写真なども公開させ

ていただきたいと思います。写真の公開について困る人いませんか。では公開をさ

せていただきます。概ね２週間のうちにはホームページに掲載されると思いますの

で、大人の部会なども一緒にみなさんも見てください。 

 

 

８．閉 会： 滝川市保健福祉部子育て応援課主任主事 庄野 憲宗 

 


