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平成 30年度 第１回 稚内市総合教育会議 議事録 

 日 時 

平成 30年 12月 21日（金）午後 3時 00分 開会 ／ 午後 4時 30分 閉会 

 

 場 所 

稚内市役所３階 市長会議室 

 

 出席者 

（構成員） 市  長 

教 育 長 

教育委員 

教育委員 

教育委員 

工 藤   広 

表   純 一 

山 本 泰 照 

佐 賀 孝 博 

伊 藤 輝 之 

（職 員） まちづくり政策部長 

総務部長 

生活福祉部長 

教育部長 

子ども子育て対策監 

教育総務課長 

学校教育課長 

社会教育課長 

生涯学習センター長 

教育総務課主査 

川 野 忠 司 

鈴 木   聡  

山 崎   智 

渡 邊 祐 子 

細 川 早 苗 

表   健 一 

田 中 克 良 

山 川 忠 行 

谷 原 敏 夫 

橋 本 英 一 

（事務局） 秘書政策課長 

秘書政策課主査 

秘書政策課主事 

山 谷 知 孝 

荒 山  朋 実 

堀   耀 太 

 

◆ 協議事項 

（１）教育課題について 

①小中学校の現状と課題について 

②高齢者の学びの支援について 

 

（２）その他 
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 議事録 

１. 開会のことば 

【事務局（秘書政策課長）】 

平成 30 年度第１回稚内市総合教育会議を開催いたします。事務局を担当しております秘

書政策課長の山谷です。よろしくお願いいたします。まず、初めに本日出席予定でありまし

た森教育委員につきましては、体調不良のため本日欠席する旨の連絡をいただいております

のでご報告いたします。それでは、開催にあたりまして、工藤市長よりご挨拶申し上げます。 

 

２. 市長あいさつ 

【工藤 市長】 

まずは、こうしてご出席いただきましたことに心からお礼申し上げます。今日はご案内の

とおり、協議事項として教育課題について『小中学校の現状と課題』、『高齢者の学びの支援』

ということで協議をしていただくということでありますが、是非皆様のご意見を賜りながら、

もちろん私も微力ながらこのまちの教育行政を一層推進していきたいと思っておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

【事務局（秘書政策課長）】 

それでは、早速、会議に入っていきたいと思います。 

会議を開催するにあたり、議事録の署名については、本会議運営要綱第７条第３項の規定

により佐賀教育委員を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。なお、議事録

につきましては、事務局の方で作成いたします。 

 

３. 協議事項 

（１）教育課題について 

  ①小中学校の現状と課題について 

【事務局（秘書政策課長）】 

次に、次第３の協議事項になります。さっそく協議を進めていきたいと思いますので、表

教育長から説明をお願いいたします。 

 

【表 教育長】 

まず１点目の小中学校の現状と課題ということについて、私の方から若干意見を含めなが

ら説明をさせていただきます。 

 

【表 教育長】 

（資料－１に基づき説明。概要について以下のとおり。） 

     ・稚内市の小中学校のあり方については、整備指針を作成しており、複式学級も可とし

ながら、地域に学校は残したいという想いで、地域の皆様と共に進めている。 

・小学校について、 平成 36 年度は、昨年の出生数が少なかったため、平成 33 年の 269

人から、平成 36 年は 207 人と急激に入学する子どもが減少する。 

     ・ 中学校について、10 年くらいは大きな変動はないと考えているが、今年の生まれた
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子どもたちが中学校へ入学するのは 12年後なので、出生数の減少は気になるところ。 

     ・今すぐに大きな問題はないが、４，５年先を見据えると不安な要素もあり、中期的な

視野で対応していく必要がある。各地域とはこういった数字を示しながら様々なこと

を協議していく必要がある。 

 

【事務局（秘書政策課長）】 

ただいま教育課題『小中学校の現状と課題について』ご説明がありましたが、委員の皆さ

ん、何かありましたらご発言お願います。 

【山本 教育委員】 

私も、昨年教育委員を受けまして、学校行事になるべく参加するようにしてきました。今

の学力テストの問題ですとか、宗谷管内というのは全国のレベルからまだちょっと低いとい

うことで、表教育長も随分心配されておられるところですが、各地域の学校行事というのが

１年を通して多いような傾向がございます。その中である程度学力を伸ばすためには、学校

行事も減らしていくというか、そのようなことも必要になるのかなと思います。また、宗谷

管内の子どもたちの学力、（特に）文章問題等にはかなり弱さがあるということで、何か改善

していく方策を考える必要があり、課題として残っているのかなと思っております。 

【工藤 市長】 

学力の問題という話ですね。今、さしあたりは、教育長の説明からで言うと、まずはハー

ドというか、実際の今の学校の配置が、子どもたちの将来を見通してどんな推移で増えたり

減ったり、増えることはあまりないですが、減っていくこの現状をどう理解するかというこ

とにまずは先に議論を進めて、その上で今度は学力の話にまとめていった方がいいと思いま

す。今の話を聞いていると、私たちが小学校の頃の、そのとき人口がどのくらいだったか、

中央小学校が建設されて何年になるかはっきりわかりませんが、本当だったらここが昔稚内

小学区、向こうに北小学区がありましたが、その配置を考えれば港小学校と中央小学校の在

り方みたいなのは、物理的なものも含めて考えないとまちの中の学校ってこれでいいのかと。

中学校も同様ですが、今中央小学校って建って何年？ 

【表 教育長】 

  中央小学校に移ってからは 53、54 年ですね。 

 

【工藤 市長】 

  建物は？ 

 

【表 教育長】 

  建物自体は 20 年経っていないですね。 

 

【工藤 市長】 

稚内中学校をどうするかというのはいつも議題になるので、それは場所として様々な検討
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を進めることになると思います。 

こうやって港町を北から分散させて、結果として子どもたちが少ないのに学校経営をして

いかなければならない状況から、場所の問題も含めて考えたいと思いますが、そんな新しい

学校を建て替えるわけにもいかないし、難しいと思って聞いていました。 

 

【表 教育長】 

  私たちのころには南小というのはありませんでした。港町が昔分断して、片方は稚内中学

校に、片方は南中学校に行っていたということで、南中学校が出てきてあの辺全体が港小学

校になってそのまま南中学校に行くという形になったので、そういう意味では今の港１丁目、

２丁目のあの辺は稚内小学校なり、合併した中央小学校の校区だったということなので、今

の状況で通学が可能かというと、遠くはないと思います。ただ、10年前後がいいのかどうか

というのは非常に１つ大きな課題ですが、先ほど山本委員もおっしゃったように学力だとか

そういう意味では、少人数学級なので一定程度の効果が上がっているのは事実ではあります

が、保護者からは両方の意見があるのは事実ですね。 

 

【山本 教育委員】 

全体的に見れば、複式学級など、そういうところの子は学力が安定しているかといえば安

定していますよね。やはりどうしてもマンモス校になればなるほど、なかなかきめの細かい

指導というのは難くなっていると。増幌や天北も、当時その周辺に小学校、中学校があって、

それが統合してきたという経緯があるので、そういうのがなかなか難しくなってきているの

かなというのもないわけではないなと。 

 

【伊藤 教育委員】 

コミュニティスクールみたいな話も出ているので、地域がどう小学校を支えるかみたいな

ところは、存続の大きなところかなと思っていまして、港地区がどのように保護者、地域で

学校を支えていくのかというところは、見た方がいい。私は、上勇知に住んでいるので、上

勇知の学校が無くなるときに相当地域としては、ショックというかこれからどうしていこう

という大問題にもなりました。学校を閉じるというのが、ナーバスに考える必要があると思

っており、そこには地域力というのは大きくかかわってくるのかなと思うので、そういうと

ころも見せなければならないなというところがありますよね。 

港小をどう存続していくかという在り方ですよね。10 名前後のクラスで本当にいいのか、

良くないのかというところの検証は、なんとなく学力の問題や生活全般を含めて見ていかな

いと、安易にまちなかのところは大きくないといけないのではないかという判断だけでは、

腑に落ちないのかなと私は考えます。 

 

 

【工藤 市長】 

よくわかります。そのとおりだと思うし、聞き方が悪いかもしれませんが、適正な人数っ

て何人くらいの話なのかわからないですよね。 
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【伊藤 教育委員】 

難しいですよね。 

 

【表 教育長】  

文科省はありますよ。稚内はこれにほとんど入らない。すべて適正から外れています。 

 

【工藤 市長】 

ということは、もっと多いということ？ 

 

【表 教育長】 

基本的には４学級くらい。１学年３～４くらいが適正学級と言われていますから。 

 

【工藤 市長】 

１学級の人数は？ 

 

【表 教育長】 

３学級だとすれば 80名を超えれば３学級、81名から３学級だと３で割ると 24、25名ですよ

ね。最低でも、24、25名以上いないと適正ではないという考え方ですよね。学級の考え方でい

うと。 

 

【工藤 市長】 

教える側として一体何人くらい必要というのは、さっき学力の話をされているのでそうい

うこともひっくるめて、それは少なければ少ないほどマンツーマンに近いからいいって言わ

れたら、それまでだけれど。 

 

【表 教育長】 

そうでもないと思います。そういう意味では港小の先生も 20 名くらいがいいと言ってい

ました。20 名以上いないと本来の学級としてのいろいろな活動も含めて（成り立たない）。

教育的には、20何名くらいの方が。30名を超えると結構大変なので。 

 

【工藤 市長】 

違う話で恐縮ですが、研修のときもそうです。職員研修をやるときの適正規模って多くて

20人。そうでなければ参加意欲もわかないし、ただ一方的に伝えられているような意識が強

くなるので、そのくらいは当然守りたいと思いますが、でもまちの中を俯瞰して、どう考え

ても問題になるのは、港と中央小学校のバランスですよね。クラスを増やすということにつ

いてどうこうというよりも本当に少人数で 20 人くらいが適正だとすればそれに合う、絶対

数が少ないわけで郡部の方の学校は、また事情が別だから、いわゆる市街地という意味で言

うと、１学級当たりの少ない学校が同じ論理というか郡部と同じ論理で残るということが本

当にいいのか、たださっき言ったように物理的な話があるので、簡単に建て替えるのかとい

うのはありますが。 
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【表 教育長】 

決して 10名は適正ではないと思います。そういう意味では。できれば、もう少し（人数が）

多い学級で。 

 

【工藤 市長】 

昔に戻りたいと思っているわけではありませんが、ここに小学校があったときに、北小学

校の話は別にして。ここに小学校があって、中央と港をカバーした時代というのが、今で考

えると１番配置としてはいいのかなという感じはします。北をどうするのかというのはまた

別な話だけれども、今の中学校の建て替えの話も、今の場所がいいのかという話もあって、

まさに小中連携でどうこうという話があるから、中学校がもっと南側に来るのかなと。ただ

今の中央小学校の場所というのは非常にいびつな状態になっている。一朝一夕に解決できる

話ではないにしても。 

 

  【表 教育長】 

    そういう意味での港という考え方というのは、広く論議する必要があると思いますよね。

地域もやはり残したいという気持ち、ただ今後、子どもたちをどう育てていくかということ

も含めてどんどん減っていく、ここ５、６年の間はそんなに大きく減るわけではないので、

その中でどう子どもを育てていくのかというのが、稚内の子どもたちの場合は何が弱いのか

ということも含めて考えていく必要があるのかなと。 

 

【工藤 市長】 

まちの中の学校だとか成績の傾向はどうなの？ 

 

【表 教育長】 

傾向としては、やはり少人数の学校の方がいいですよ。 

    

【工藤 市長】 

それは郡部も含めて？ 

 

【表 教育長】 

郡部も含めて、そのような学級の方がいいですね。市内はデコボコがあって、それなりの

いい学年というか、その時期の傾向があるのでその子たちが中学校に行くとその学校が良く

なるというのはありますけれども、ただやはりこれはずっと協議会でも話をしていますけれ

ども、なかなか大変な学校があるのも事実ですね。市内の中でどこが上がっていないと。い

ろいろなことをやっているけれども、なかなか上がらないという学校が。 

 

【工藤 市長】 

それは逆に原因を分析して、なぜ上がらないのかというのはわからないということ？いろ

いろ手を打っているのに。 
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【表 教育長】 

手を打っていてもなかなか上がってこないという。相当早いうちからやってきている。ひ

とえにその子どもたちの傾向だけではないかもしれない。それは教員の資質の問題もあるの

かもしれないけれど。 

 

【工藤 市長】 

家庭の問題もある。 

 

【表 教育長】 

よく言われるようにそのような統計はないですよね。当然、所得が高いほど成績が良いと

いうような状況だとか、所得が低いから成績が低いというような状況が、そのような統計は

とっていないので何とも言えないですが、そういう地域があるというのは事実なので、これ

は議会でも答弁している通り、苦労している学校があるというのは事実なので、そういうこ

とがあるのかなと。 

 

【佐賀 教育委員】 

学校に行かせてもらうと雰囲気は全然悪くない。お客さんが来ているから静かにしている

という感じでもない。普通に授業やっているし、先生も普通にやっているし、子どもたちも

積極的に参加されているし、なのになぜだろう？というのは、私は思うところではあります

けれども。 

 

【工藤 市長】 

やっぱりそういうのって、現場の先生がよく把握していますよね。学力がなぜ上がらない

かって。 

 

【表 教育長】 

先生方も、なかなかやっていても上がってこないところに、自分たちもいろんなことを試

しているけれども、思ったほど上がらないというのが正直なところで、それを改善する努力

はしています。 

 

  【山本 教育委員】 

結局いろいろなアンケート調査をされている中で家庭学習など、そういった時間が少な

い感じは見ていて思う。 

    

 

  【工藤 市長】 

    よく言われますよね。それに対して、例えばどういう手立てを打っているの？ 

 

  【表 教育長】 
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小学校までは宿題を出すようにはしていますね。ある小学校と中学校に行ったときに話を

したのですが、小学校のほぼ大体の学年は、家庭で勉強する。30 分以上勉強するという子

どもたちは９割いて、そのくらい小学校ではやっている。その校区の中学校に行くと１分も

勉強していないという子が２割いて、小と中のギャップがある。 

 

  【工藤 市長】 

    何から生まれるものなの？ 

 

  【表 教育長】 

    そこがなかなか。 

 

  【伊藤 委員】 

    それがわかると解決が早いかもしれないですね。 

 

  【表 教育長】 

中学校の宿題は自学自習という考え方が強くて、自分で自ら勉強するという。子どもの自

主性を尊重するために、年齢とともにそういうものを育てていくというのがあるので。なか

なかそうすると、稚内はほとんどが中学校に入るとクラブ活動に入っている。勉強時間より

もクラブ活動に一生懸命になるとか、今、最も心配しているのは、スマホだとかそういうも

のに浸かっている時間が長い。 

 

【工藤 市長】  

スマホは別にしてスポーツやクラブ活動に力を注ぐというのは決して悪いことではない

ですよね。生き方としては。 

 

【表 教育長】 

学力状況調査は、決してその学校からの定数で差をつけたり、点数だけが学力のすべてで

はないと、それで学力云々というものではないといいながら、実際にそういうふうになって

しまった。世の中の風潮として。まさしく客観的な数字なので、それはその通りなので。そ

の一部が低いということは事実。それは先生方も点数を取ることでしか皆さんに訴えること

ができないということは、管理職の先生方はわかってくれていると思いますけれど、例えば

すべての先生方に浸透しているのかどうかということは、もう少し、校長先生にも言ってい

るけれども、全員がそう思っていなかったら。 

 

【工藤 市長】 

そうですね。 

 

【山本 委員】 

それと、小学校と中学校のカリキュラムの中で、小学校で基礎的な部分、要するに九九等

がまだ解決されないままで中学校に入学する。中学校でまた教えるかといったらそうはいか



- 9 - 

 

ないですよね。担任が違うから。それは全部切って教えていかないとならない、そういうと

ころのものを改善していけば、また変わってくるのかなということもないわけではないかな

と思います。郡部の学校であれば複式でやっていますけれども、その上の学年の子が下の学

年の子を教えたりしているということもあるので。ですから、マンモス校でもそういう部分

が、何かしら出てくれば変わってくるのかなというのも見えたりはするのですが。 

 

【表 教育長】 

今の授業風景というのは、「学級ラーニング」という、要するに「学びあい」といって、お

互いができる生徒がわからない生徒に教えるということを主にして、黒板に向かってする授

業ではなくて、ほとんど仲間同士が話し合いながらやっていって、本当にわからない子たち

は先生にいろんなことを聞く。 

そのようなことを改革しているところは、成果が上がっているというのは事実で、そこに

遅れているところがなかなか苦労しているのかな。新しい手法というのは、今、文科省も入

れると。結構早く北地区では入れていますよ。中央小学校と稚内中学校は。そういう意味で

は、非常に成果を上げてきているというのは事実ですよね。 

 

【工藤 市長】 

ということは、逆に言うとそれが先生の間に浸透していないというか徹底していないとい

うこと？ 

 

【表 教育長】 

そこは学校の文化みたいなところもあって、教育委員会では弱さなのかもしれないけども、

一律にすべての学校に「こうしなさい」、そこに指導できるようなスタッフもいないわけなの

で、成功例としてはちゃんと報告はしているけれども。 

 

【工藤 市長】 

ただ、間違いなく被害者は子どもですよね。よく言うように。先生がどう考えるかは別に

しても。 

 

【表 教育長】 

今すべての学校が「学びあい」を小中の中で一緒に進めていきましょうという風潮にはな

ってきています。少し時間はかかっているのかなという気はしますけれど。 

 

【工藤 市長】 

話を元に戻して学校の生徒数の話ですね。説明を聞いていると、当分大きな問題はないと

いう理解でいいですか？ 

 

【表 教育長】 

今すぐ何かをしなければならないということはないと私たちは思っていますが、ただ中期

的には心配なところがあると。そこ（議論）については、子どもも１学級になったから足り
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ないからということにするのか、早い段階でこういう数字があるのでどうしますかとこちら

から投げかけるのか、これらについては考える必要がある。 

 

【工藤 市長】 

どちらにせよ、10年くらい前に方針を決めた際に取り上げられてはいるけれども、当面据

え置いた港小学校の在り方というのはどこかで検討していかなければならない。もう何十年

来言われている、ずっと。少人数学級は悪いことでもないし、学力を上げるという意味で言

えば、勉強が徹底できるという意味で言えば悪くはないけれども、学校でまち全体の学校経

営、あるいは子どもたちが少人数で本当に大丈夫なのかと。いろいろな、求められているこ

とを学習できるのかという話で言えば、やはりいびつな状態ですよね。 

 

【伊藤 教育委員】 

４、５年は早急に手を打つ必要はないところですけれども、その先を考えると、何か手を

打っておかないとそこに対応できなくなると思うので、この４、５年の間にできることを探

していかなければならないと思っています。 

例えば、少人数クラスの評価を多面的に調査する等、何か動き出しておかないと、いざと

いうときの判断基準を持てないと判断できないので、何かしら動きはしておく必要があると

いう気はしています。 

 

【山本 教育委員】 

防災、津波など、そういうのも想定された場合に今の中央小中であれば、海抜が低いもの

ですから、そのようなことも懸案に入れて今の港小付近であればクリアしますが、防災的な

部分も加味する必要があるのではないかと思います。 

 

【工藤 市長】 

もちろん何があるかはわからないし、そういう意味では、学校というのはできるだけ、高

台にあった方がいざというときはいいが、ただ間違いなく、地域の新年会へ行くと必ず出る

のが港小学校の話。「どうするの」って。答えようがないので、いろいろ検討しますという話

はする。決して、「無くしてくれ」という人は誰もいない。残してほしいというのはそのとお

りだが、今のままなら残るなら問題だろうといっている地域の人はたくさんいる。それがい

いかどうかはわからないけれど、例えば、特別支援学級の学校にしたらどうなのとか様々な

アイディアは言ってくれるけれども、それ以上に検討は進んでいないのが現実だと思うので。

これは、市民も聞いたらきっと関心が高いと思う。我々の中ではなんとなく過ぎているけれ

ど。 

 

【表 教育長】 

当然、これから入ってくる子どもたちにとっても、どういう学校に入りたいのかという大

きな想いがあると思う。そういう意味では、学生なので校区が決まっていて選択はできない

ので、市内の中で大きく環境が違うというのは決して好ましいことではないと我々は思って

います。 
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今、伊藤委員がおっしゃったように何かしらの手段を我々としても一定程度の、当時の整

備指針の中でも非常にあいまいな方針を作らざるを得なかったというのがあるので、それら

についてはもう１度、今度は学級数という話ではなくて、学級の人数というのも１つの大き

な方針としてどのようにしていくのか考える必要があるかなと。 

 

【工藤 市長】 

市のまちづくりの方針もそうで、港地区をどうするのかというのもある程度検討していか

ないといけない。それで人は動いて歩くから、今のままで行ったらさっき言った数字だけで

もそれがまた我々の建てる、庁舎の話だとかいろいろ問題が出ているけれども、そういうも

のでどんどん市民がこの中で動き始める。場合によっては、よく「コンパクトシティ」の話

があるが、人口が減れば減るほどそれは絶対に必要になってくる。経費を抑えるという意味

でも。学校の話ではなく。だとしたら、どちらかというと、誘導するのは中央というのか街

の中というのか、向かっていくとすれば、それも加味した学校の在り方みたいなハードな話、

それを検討しなければならない話だと思う。 

では、もう１つの議題に移ります。 

 

 ②高齢者の学びの支援について 

【事務局（秘書政策課長）】 

それでは、説明をお願いします。 

 

【表 教育長】 

（資料－２に基づき説明。概要について以下のとおり。） 

     ・高齢者が活躍するために、教育委員会としてどういった役割を果たせるのか。教育委

員会としては、様々な学び・教育委員会が実施している事業に参加してほしいと考え

ているが、現状として参加している高齢者は少人数である。 

・高齢者のニーズに合ったものを用意できていないのかもしれないが、それ以上に、市

が用意したものに参加するのではなく、自分たちが活躍できるような場を求めている

のではないか。 

・例えば、子ども食堂は多くの方々に参加いただいているが、自分の想い、役割、活躍

の場があると多くの人に参加いただいている。市の事業も高齢者や市民の方々が自分

たちに必要とされているような事業を実施できていないというのが反省点である。 

 

 

【工藤 市長】 

何かご意見は。 

 

  【表 教育長】 

例えば伊藤さんのところは、非常に地域でやっている成功例だと思います。そういうよう

なことが進んで参加するような、そのようなことを市でやるべきなのか、地域でやるべきな

のか、それぞれのサークルがするべきなのかこれらも含めて考えなおす必要があるかなと。 
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【工藤 市長】 

いつも思うが、勇知って独特の雰囲気をもって参加しあって日々を暮らしている感じがす

る。どこからそういった伝統みたいなものが生まれてくるのかなというのがよくわらない。 

 

【伊藤 教育委員】 

私もまだ移住してきて 11 年くらいなのでわかりませんけれど、やっぱり学校が廃校にな

ったときに、運動会は絶対やろうというのはみんな心に決めて運動会は続けていますし、も

ちろん高齢者の「手まりの会」は定期的に活動していて、前日も「餅つき大会」をして地域

の子どもや若い層も入って、そういう場を作っている。何がその原動力なのかというのは、

私もまだ測りかねていますが、高齢者の居場所というか、役割というかそういうところを求

めているような気がして、何か弱い立場で保護してもらうとか、暇だから何かする必要があ

る、ではなくて、まだ社会に貢献したいとか、社会に居場所が欲しい、誰でも欲しいと思う

ので、その部分がまだ元気なので強く求めているのではないかと思っている。行政が何をで

きるかというのは私もまだアイディアはありませんが、勇知では、そういう活躍できる場が

ちょっとずつあるのではないかというような印象ではいます。そういう場がどんなふうに作

っていけばいいのかなというのは考えていますけれども。 

 

【山本 教育委員】 

今、私の方も町内が合併するという話がありますが、その中で今私が住んでいるところが

昔から敬老会があって、町内会は町内会で、敬老会は敬老会で先生を呼んできて、講演会み

たいなのを独自にやっていますね。そういうのにはみんな参加しているわけですよね。やっ

ぱり何か横とのつながりが密であればそれだけ出遅れてはいけない等、そういうふうになっ

ていくけれど、ただ用意して「どうぞいらっしゃってください」と言ってもなかなか来ない

のでは、というのがあります。極端なことを言えば、防災訓練を毎年やっていて、炊き出し

だとかそういうようなことも各町内でやっていくことによって、人のつながりが出てくるの

かなということもないわけではないのかなと。やっぱりこうやっていろんな生涯教育のプロ

グラムを用意してもらって、なかなか一部の人しか参加しないというか、楽しければ出てこ

られると思うし、そういうところをどういうふうにしてもっていくかということですよね。 

 

【表 教育長】 

市の福祉計画の素案をみたら、アンケートだと地域との関係は逆だといっている。それで

なおかつ、そういうところに参加したいと。多分参加というのは、高齢者だけではなくて多

世代というか、いろいろなところにそういうものがあれば、やっぱり「いいだろう」という

考え方があるように思うので、高齢者だけではないものもあるけれども、そういうのに参加

して、なおかついろいろなものを本音で話し合えたりすることがきっと望んでいるのかなと。 

 

【山本 教育委員】 

昔は、お葬式等はその町内で行われていたので、そのたびに皆さんが関わることで一つコ

ミュニティができてくるわけですね。そういうのがやっぱり、今だんだん希薄になってしま
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っているものですから、それに代わるようなことを何か企画していくということも案だと。 

 

【伊藤 教育委員】 

ここでは、そのコミュニティが煩わしいと思っている方がいっぱいいるわけで。 

 

【工藤 市長】 

この間、市でワークショップをやっていたけれども、実に真に参加してきて、ほとんどが

高齢者。あれを見て驚いたけれども、そういう場を提供すると一生懸命中心になってわいわ

いと書くもの、お茶、そして食べ物を用意してやっている。場を設定すれば結構積極的に参

加してくれると、感心して見てきた。 

 

【表 教育長】 

私が住んでいる町内の皆さんにも声をかけると、皆さん参加してくれて、そういうの（ワ

ークショップ）ってテーマがあって、10人くらいのグループで話し合うというのは、非常に

良いことなのかなと思う。普段思っていることというのは、町内会やいろいろなことに関わ

っている人は、誰かに聞いてほしいみたいなのはいっぱいあるのかなと。 

    

【工藤 市長】 

よくあいさつで言うけれど、「あなたのその経験と知識が大事なんだ」、みたいな話が具体

的にその中でもって、なんとなく求められていると感じるのかどうなのかわからないけれど、

積極的に参加してくれているよね。 

 

【表 教育長】 

ああいうのが本当は何かに実現していけばなお、方向性が見えれば非常にそういう意味っ

ていうのは確かに本人たちも有用感というか、そういうのが高まるのかなと。教育委員会で

はなくて、全市的な問題だと思います。 

 

【工藤 市長】 

 「高齢者大学」って、宗谷と声問で長く続いているのですか？ 

 

【表 教育長】 

    ここの人たちは、「やりたい」という気持ちが強いので続いています。 

 

【工藤 市長】 

    やることは悪いことではないけれど。 

 

  【伊藤 委員】 

やりたいということは、残しておくのも一つですよね。 

 

【工藤 市長】 
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温水プールも高齢者の延べ人数がこれだけ利用しているということ？２万９千、４万７千

など急激に減少しているのには何か理由あるの？ 

 

【表 教育長】 

  年度途中なので。 

 

【工藤 市長】 

  （年間平均して）４万人が年間利用しているということなんですね。 

 

【表 教育長】 

これこそわかりますからね。料金が違いますので。65歳以上は、料金が違うのでその枚数

を言えばわかるというのと。水夢館は健康志向なので、そういった人たちは多い。 

 

【伊藤 委員】 

  大きな軸ですよね。高齢者の健康志向が。 

 

【工藤 市長】 

そうですね。先ほど教育長が話していたように、私も元気な高齢者の社会参加から始まっ

て、儲けるような機会をどう作るのかということをずっと言っているけれども、なかなか現

実問題決まっていなくて、それはいろいろ意見があるのかもしれないけれども、一番端的な

のはシルバー人材センターだと思う。あれは、労働政策で作っているけれども、まさに高齢

者の仕事がない、昔の感覚で何時間しか働いたら駄目だとか、なぜあの人にいっぱい仕事に

来て、私に来ないのみたいなので、だんだんいがみ合って、いじめみたいな話で、ああいう

発想というのはどこか飛び出ださなきゃダメだろうと。むしろ、同じ形としては、似ている

から人材派遣みたいな話なので、それはそれでもっとビジネスとして、きちんと元気な高齢

者を社員としてどこか提供できるようにして、働く人も自分の体に合わせて儲けを引っ張っ

てくれればいいのではないかと盛んに言っている。高齢者に関して言うと、本当にもういい

加減「福祉」という概念から飛び出た方がいいだろうと。 

 

 

【表 教育長】 

まさに人生は 100年時代だといわれているし、もう私のところの町内会長って今 86です 

よ。 

 

【工藤 市長】 

元気だなあ。 

 

【表 教育長】 

でも、今改選で役員会やったらもう１回やってくださいと。本人もいやいやと言ったけれ

ど、今はそういう時代だと思う。本当に元気でしっかりしている人は。かつての年齢だから
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っていうのではなくて。 

 

【工藤 市長】 

民間企業がああやって舵を取って、75歳まで雇用しますというわけだから、それはすごい

よ。 

 

【表教育長】 

高齢者人口だけは、減っていないですよね。大体ずっと横ばいというか、１万人くらいの

人間がずっといるわけなので、我々その人たちにはこれからもいろいろな事業に参加してほ

しいし、そういう人たちが参加することによって、いろいろな意味で活性化するだろうと思

うけれど、なかなかさっき言うように行政と用意するものが古いのか、反対に。 

 

【山本 教育委員】 

そういう訓練だとかそういうものであれば、割と食いつきがいいのかもしれないなという

感じはしますよね。 

 

【佐賀 教育委員】 

調べたものだと、稚内ではなく全国調査で文科省 24、5年くらいの。生涯学習をやってい

る方は半数以上、50％以上で人気第一が「スポーツ」とか「健康」とかそういうものだった

みたいですね。多分、ここに表れていない何か散歩も含めて。 

 

【表 教育長】 

ウォーキング等はやっていますよね。あとパークゴルフなのかな。パークゴルフの参加率

は圧倒的に高齢者が多いと思う。 

 

【佐賀 教育委員】 

パークゴルフは子どもたちにとって、ルールとか難しいですか？そうすると、おじいちゃ

んおばあちゃんが尊敬されるみたいな。 

 

【山本 教育委員】 

子どもたちもやっていますよね。 

 

【佐賀 教育委員】 

そうですか。 

 

【表 教育長】 

なかなかこれだという結論にはならない。 

 

【工藤 市長】 

教育だけの側面で切るというのは難しい。いろいろな側面もっている。 
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【伊藤 教育委員】 

教育の側面を入れたら、私は子育てではないかなという気がします。子育ては多世代でや

るものなので、希薄なコミュニティを盛り上げるためにもやはり高齢者にも参加してもらう、

そういう新しい子育ての仕組みに参画してもらう、若い孤立した家庭をサポートする等も含

めて、その当たりにヒントがあるのかなという思いはありますが、これだという具体的な方

法は全く。 

 

【工藤 市長】 

子育て会員とか前やっていた。今もやっていると思うけど、それはどんな状況になってい

るの？ファミリーサポート。 

 

【細川 子ども子育て対策監】 

ファミサポの方は、「まかせて会員」は高齢者が確かに多いですけれども、どうしても今の

状況で行くと、預かっていただくのは難しいですといわれる方が多い状況で、どのくらいの

会員数かというのは手元にはなくてわからないですけれども。 

 

【工藤 市長】  

預かるのは難しいというのはどういうこと？自信がないという意味？ 

 

【細川 子ども子育て対策監】 

はい。 

 

【表 教育長】 

これは教育とは関係ないけれども、よく地域包括ケアみたいなのは中学校区になっていま

すよね？あれは完全に地域で高齢者を見守っていくというのはある意味では高齢者が高齢

者を見守る必要がある時代だと思います。そういう意味では、学校を中心に考えて「学校っ

て、そういう機能を持っている」と。地域包括ケアみたいなのをうまく学校を使えばいいの

かなと、いつも思っています。そうすると、そこに高齢者が参加するというか、ここでそこ

を見守れる人というのは高齢者しかいないわけですよね。そういうのを本市が進めている子

育て運動の下でうまく学校と地域を連動させれば、今の地域包括ケアみたいになかなか地域

に実際はなじまないけれども、それは本来の姿になっていくのかなと。 

 

【工藤 市長】 

そのような取り組みの一覧を、どこかで整理してみたいですね。 

 

【表 教育長】 

そのような高齢者のところでも学校と言えば、スクールガードボランティアもそうだし、

子どもたちへといえば結局高齢者が守ってくれているようなところもあるので。 
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【工藤 市長】 

学校をプラットフォームにして、それを区域は区域で違う校区でということを徹底すれば

いい。 

 

【表 教育長】 

その中で高齢者が活躍できるようなものを、「こんなことがありますよ」みたいな話の方が

面白いのかなという気はしますけれど。 

 

【伊藤 教育委員】 

そうですよね。地域の子どものためという方が出やすいですよね。 

 

【表 教育長】 

それが実際、高齢者のためにもなるだろうから、まして防災も要支援者もそういうような

ところでしっかりと共有しあえれば、結構、話としては広がっていく話かなと。 

 

【工藤 市長】 

こういう話というのは、教育だけではなくて、まさに全体的な話としてしっかりとらえて

どこかでもって、どのように（高齢者を）社会参加させるか、生きがいをどう生み出してい

くかというテーマで取り組んだ方がいいよ。 

 

【川野 まちづくり政策部長】 

まさしく、今の地域共生社会です。 

 

【工藤 市長】  

実際にやっているの？ 

 

【川野 まちづくり政策部長】 

はい。 

 

【表 教育長】 

稚内は、対外的なアピールはやっているけれど、アピールの仕方が少し下手だと言われる。 

 

【山本 教育委員】 

私ら特に放送、新聞にしてもローカルなものがありますから、そういうのを利用するとい

ろいろと検討はできると思います。 

 

【工藤 市長】 

この件について何かほかにご意見ありますか？なければ次に進みます。 
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（２）その他 

【伊藤 教育委員】 

個人的な活動の一環でもありますが、自然体験の環境の中で幼児教育が重要視されていま

して、大きな流れになりつつありますが、今幼保小中高連携の中で幼保がまだ足りないよう

な印象を僕は持っているので、幼児教育、保育も含めてそこの教育を少し見直していくとい

うか、注目していった方が学力の問題等の解決の一助にもなるのではないかと思っています。

幼児期をどう過ごすのかというのが人間形成の中で今一番大きいと、取り上げられてきてい

るので、全市的にも注目をしてもいいのではないかというようなイメージでいます。 

 

【工藤 市長】 

具体的にこの先の展開みたいなイメージはありますか？ 

 

【伊藤 教育委員】 

私のですか？私は幼児教育に自然体験を取り入れていくというところは、今、全国的にも

動きが長野県・鳥取県等では県単位でそのように取り組んでいこうというところが何県か出

てきていて、ネットワークを組み始めているのでそこの情報がいっぱい入って来ているとこ

ろもあり、いわゆる「森の幼稚園」と呼んでいますが、そういう活動を私は今広めていこう

と思っています。稚内では、もちろん上勇知の方もそうですけれども、幌延のこども園、中

頓別のこども園にも行って、自然体験のサポートをしていますが、そんなことを今大きく展

開していく中で、稚内市でも何かしていきたいなという想いではあります。 

 

【工藤 市長】 

そのへんでは、こども課で何か把握している？今までの取り組みの中で。 

 

【渡邊 教育部長】 

特には、具体的なものというのは承知していないです。 

 

【工藤 市長】 

言われてみたらその通りなので、大事なことではあるなと思うけれども、それをどう行政

として受け止めるかという話ではありますが。 

 

【表 教育長】 

確かに稚内の場合、特に幼児教育というのはすべて私立なものだから、そういう意味では、

なかなか行政としては、お金は出していないのに口も出せないというのが今までで、ただ施

設型給付に全て入っていて、全て市が保育料を決めて市も負担をしているような中でやって

いるので、我々も幼稚園側に情報を提供したり、成果が「こうですよ」というのはこれから

十分できると思うので、今、道も幼稚園と研究所を作るという、幼保の教育研究を合同で作

ると、その情報はうちの方にも、各市町村にもいろんな意味で市町村と連携しますという話

をしているので、伊藤委員がおっしゃったような話は、逆に言うと、道とも少しそのへんは

情報交換をして稚内で取り入れていくところがあるのかなと。自然に恵まれた地域なので。 
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【山本 教育委員】 

インストラクターというか指導者を育てていくというのも必要ですよね。 

 

【伊藤 教育委員】 

同時に必要だと思います。 

 

【山本 教育委員】 

そういう人たちは確かに私立が多いですが、そういう教育機関的な部分ではかなりサポー

トをできるのではないでしょうか。 

 

【表 教育長】 

稚内市は自然の家があって、そこが宿泊施設になってしまっていて、本来の自然の家が持

っている事業として、今言われたようなこともできないのかなというふうには思っていまし

た。 

 

【伊藤 教育委員】 

小中先駆けて指導要領は変わっているので、そっちの方に舵切りはされているので、主体

的な深い学びというところは始まっているので、どんどんそこに行くのではないかなと。 

 

【工藤 市長】 

国だって、これから子どもの教育に大々的に投資していくわけですしね。 

 

【伊藤 教育委員】 

そうですね。無償化も始まりますね。 

 

【工藤 市長】 

そういう意味では、市ももう少しそこに関心をもって、いろいろなものを調べてほしい。

もし、提案できるものがあれば、またここで話題にしてもらえればいいと思うので、それは

お願いします。他何かありますか？よろしいですか？ 

 

（発言等なし） 

【事務局（秘書政策課長）】 

それでは以上で本日の協議事項はすべて終了いたしました。最後に表教育長からご挨拶を

お願いします。 

 

４． 教育長あいさつ 

【表 教育長】 

市長には大変お忙しい中、総合教育会議を開催していただきましたことありがとうござい

ます。今日は、なかなか本音で話がしにくいような議案がたくさん、いろいろな意味で、あ
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る意味デリケートな案件ではありましたけれども、将来に向けての話し合いができ、本市の

問題は非常に幅広い、教育だけではなくて、本当に市長部局と教育とがしっかりと連携をし

てこのまちの教育や福祉を向上させていこうというのが、そのようなものに資するような会

議だったと思います。この検討結果をまた持ち寄って、次のステップにつなげていきたいと

思っていますのでよろしくお願いします。本日は、誠にありがとうございました。 

 

５． 閉会のことば 

【事務局（秘書政策課長）】 

以上を持ちまして第１回稚内市総合教育会議を終了いたします。本日は大変ありがとうご

ざいました。 

 

 

 ○稚内市総合教育会議運営要綱第７条第３項の規定により署名する。 

 教育委員  佐賀 孝博 

 作 成 者  堀  耀太 


