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◎開会の宣告 

 

○委員長（宗像脩君）  おばんでございます。定刻から若干遅れましたけれども、ただ今から総

務文教常任委員会を開催いたします。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありま

せんか。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宗像脩君）  ご異議なしと認めます。よって、委員会条令第１６条の規定により委員

長において傍聴を許可いたします。 

 

◎陳情審査   陳情第２号  児童クラブ有料化に対する陳情書 

 

○委員長（宗像脩君）  本日の委員会の開催についてでありますが、平成１１年から議会改革の

一環として町民に親しまれる議会づくりを目指しているところでありますけども、今回は竹浦地

区の皆さんから陳情書が提出され、地域に関連する内容のものでありましたので、この陳情審査

をこの竹浦において移動して開催する運びとなったところであります。ここで、事務局長の方か

ら連絡を一つ。 

○事務局長（山崎宏一君）    引き続きまして会議が始まりますが、今日は参考人という形で３

名の方たちが出てきております。これを機会に自己紹介をしていただきたいと思ってますので、

まず、議員さんの方からその場所でお願いしたいと思っております。 

○委員長（宗像脩君）      今日は総務文教常任委員会で、私、委員長を務めております宗像脩

でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○委員（佐藤悦夫君）  委員の佐藤悦夫でございます。よろしくお願いします。 

○委員（加藤正恭君）  委員の加藤正恭でございます。よろしくどうぞお願いします。 

○委員（斎藤征信君）  同じく斎藤でございます。 

○委員（野村茂樹君）  野村でございます。 

○委員長（宗像脩君）  実は、総務文教常任委員会はあと二人いるんですけれども、木村副委員

長と鈴木委員と二人ですけども、所用がありまして、今日は５名の出席ということでございます

ので、ご了解ください。 

○参考人（戸田海彦君）  私、竹浦地区の児童クラブ会長をさせていただいております、戸田海

彦と申します。どうぞよろしくお願いします。今日ちょっと、こういう機会は初めてですので緊

張しまして、聞きづらいこともあるかと思いますけど、ひとつよろしくお願いします。 

○参考人（山本智恵子君）  副会長の山本智恵子です。よろしくお願いします。 

○参考人（西村寿美代君）  事務局やっております、西村寿美代です。よろしくお願いします。 

○事務局長（山崎宏一君）  最後に皆さん、私、事務局の山崎と申します。よろしくどうぞお願
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いします。 

○委員長（宗像脩君）  これより陳情第２号、児童クラブ有料化に対する陳情について審査いた

します。ただ今、自己紹介等ありましたけれども、本日は参考人として戸田会長、山本副会長、

そして西村事務局長の３名の方にご出席をいただいております。お忙しい中、しかも夜、お疲れ

のこともあろうかと思いますけれども、ご出席くださいました三人の父母の会の皆様、そしてま

た委員の皆さん、本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは、早速で

すが本日の進め方についてでありますが、まず、参考人の代表の方から本件陳情書の提出に至っ

た、経緯と考え方について意見を述べていただきまして、その後、委員の皆さんから質疑をして

もらい、それにお答えをいただくというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、戸田会長さん、よろしくお願いいたします。 

○参考人（戸田海彦君）  皆さん、お手元にもうすでに行っていると思うんですけども、児童ク

ラブ有料化に対する陳情書を提出させていただいたわけなんですが、こちらの陳情書に書いてあ

る通りのことをまさに言いたいのですけども、何度も目を通していただいてきっとご理解されて

いると思いますが。それで、こちらがその陳情書を出すに至った経緯というか、なぜ、出したか

ということを簡単に説明させていただきます。教育委員会の方々の説明を受けまして、その後、

竹浦地区父母の会として約５回ほど話し合いを行ないました。それで、皆さん仕事あり家庭あり

忙しい中、夜ちょっと集まって、自分たちの子供のことだからということで集まって話をしたん

ですが、その時にただここでみんなで話し合って話をしているだけなら、何人集まっても何回集

まっても、結果的には全然何も進展ないんじゃないんだろうかということで、要するにそこだけ

の井戸端会議、そのような形で終わってしまうんじゃないだろうかということで、それであれば

陳情書という、そういうシステムみたいなものがあるとお聞きしましたので、竹浦地区児童クラ

ブ父母の会としての意見を陳情書という書類という形で出そうじゃないかということで、このよ

うな形になったんです。それで、白老町の代表であります町議会議員の方々、今日は本当こんな

時間に来ていただいて申し訳ないんですが、良くも悪くも私たちが出したこの陳情書というもの

に対して、確かにそうだよとか、いやそれはちょっとおかしいよとか、良くも悪くもそういう意

見を、話し合っていただける場を持っていただけるということで、私たちの出した陳情書を見て

聞いて考えてくれるだろうということで、今回、陳情書を出すに、まさに言いたいことは書いて

ある通りなので、説明としてはちょっと重複というか、かぶるような形になりますので。 

○委員長（宗像脩君） 山本副会長、西村事務局長の方からも補足と言いますか、お話がありま

したらお願いします。 

○参考人（西村寿美代君） お手元の陳情書を見ていただけるとわかると思うんですが、今回の

有料化に対しまして竹浦地区児童クラブ父母の会で話し合いを持ちまして意見が出たんですけ

ども、それは今現状の、現時点で少子化対策、女性の社会進出、核家族化などの問題に対しまし

て、この児童クラブの有料化ということが少子化対策などに逆行してるんではないかと。そうい

うことからいろいろ話し合った結果、こういう形に陳情することになったんですけども、いろい
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ろ財政事情など苦しい点もあるかと思うんですが、やはり受益者負担ということで説明を受けた

んですけども、受益者負担という考えを児童クラブというシステムに取り入れるのはやはり違う

のではないかと。もうちょっと受益者負担であれば、取るべき所は別な所にあるのではないかと

いうことで、今回陳情することになりました。 

○委員長（宗像脩君） よろしいですか。ありがとうございます。山本副会長は、どうぞ。 

○参考人（山本智恵子君）  一番考えたのは子供のことです。自分たちの子供だけでなく、これ

から来る下の子供たちのこと。それで有料化で一歩ひかえる親がいる。そうしたら、残った子供

はどうなるんだと。自分たちは今、それでいいかもしれないけども、次の子供たちのことだけを

というか、自分たちの子もですけども、これからの若いお母さんたちが親の都合で行かないとか、

今までのままの形状で行ってくれる、無料化なら行かせてやれるという気持ちがあるなら、出来

るだけ現状のままでいてほしいという思いがやっぱりすごく心にあったものですから、みんなも

そういう気持ちが強かったからこういう陳情書を出して考える機会があれば、議員さんたちにも

考えてほしいなと思いました。 

○委員長（宗像脩君）  はい、ありがとうございました。話が前後しますけれども、今日の日程

をまず確認したいと思いますけれども、この委員と３人の参考人の方々の話し合いはだいたい１

時間半をめどとして進めていきたいというふうに思っております。それが終わりましたら今度は、

今日は傍聴の方がたくさんみえておりますので、今度は傍聴の方も含めてフリートーキングとい

うことで、皆で話し合いをして参りたいと。今日は話と言っても結論を出すということではあり

ません。皆さん方で意見交換と言いますか、そういう形にしていこうと思っております。それも

だいたい３０分ほど。したがいまして、８時半頃には終わらせたいなというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。それから、これから委員の方からの質疑がありますけれど

も、委員もそうですし、参考人の方もそうですけれども、今日は記録の関係がございますので、

発言する時には挙手をして、そして私の方からの許可を得て、名前を言ってか発言をしていただ

きたいというふうに思います。また、これからの質疑は委員の方から参考人の方々に対する質問

が出てくると思いますから、それに対して答えていただきますけれども、逆に参考人の方から委

員の方に質問というのは、この会では取りませんので一つご了解いただきたいというふうに思い

ます。先程言いましたように、終わってから、後でのフリートーキングの中ではそういった話し

合いは出来ますけれども、この陳情審査の中ではそのように取り扱いますので、よろしくお願い

をしたいと思います。それでは、早速これから委員からの質疑に入りたいと思います。どなたか

らでもありましたらお願いいたします。はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）    委員長にちょっとお話ですけども、せっかくこの陳情書が出ていて、

そして、その陳情書の中に今いくらかの願意を話してもらいましたけれども、この陳情書に出さ

れている願意について、その合理性がどこまであるかのということなわけですよね、話し合いと

いうのは。ですから、それを一つずつ、これはいいと、これは違っているというふうにはっきり

させるためにはね、この陳情書の願意というのを確認しておく必要はないでしょうか。 
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○委員（佐藤悦夫君） だいたいの今の副会長さんと事務局長さんのお話合いの中では、非常に

準備期間がないようなお話がありましたね。教育委員会の説明は何回かあったんだけれども、い

きなり有料化制度を設けたという話でスタートして、それが時間的には、いわゆるお母さん方が

理解できない内にどんどん、どんどん進められていったというようなお話があったように記憶し

ているんですけど、その辺はどうでしょうかね。 

○参考人（西村寿美代君）  ３月９日の議会で教育委員会さんの方で、平成１２年度の４月の入

会式で有料化計画があるということを、児童クラブの全父母の方にお話したということだったん

ですが、竹浦では入会式というのは平成１２年度は行なっていなかったんです。それで多分、父

母の会の総会の時にお話があったということで記憶しているんですが、その時の説明では、こう

いう形の有料化ではなくて消耗品経費程度で、数百円程度のものになるだろうという説明だった

んですよ。そういう説明だったもので、そういう形で進められていくということだと思いまして、

４月時点でそういうお話が出たんですが、平成１３年度の１月１５日、竹浦地区は１月１５日が

第一回目の説明だったんですが、その時点まではこういう形の有料化ということは理解してませ

んでした。 

○委員（佐藤悦夫君）  そうすると、竹浦地区の児童クラブでは、入会式がやらなくて総会の席

上で教育委員会から消耗品程度の負担はお願いするという説明の話だけだったということなん

ですか。そういうことの理解でいいですか。で、１３年の１月１５日の懇談の中では、この有料

化の金額が明示されての話が初めてあったと、こういうことですか。 

○参考人（西村寿美代君） そういうことになります。 

○委員（野村茂樹君）  今、佐藤委員の方の話と同じ話だったんですけども、教育委員会から事

情を聞いたところによりますと、２回ほど説明会があって、ある程度は了解はされたという話を

伺ったと思うんですけども。それで、要望書をよく見させていただいたんですけども、竹浦クラ

ブも賛否両論があったように思えるんですよ。他のクラブのところも賛否両論あるように思える

んですね。教育委員会はその賛成派の意見だけを取り入れて、それでおおよそ了解したんだろう

ということで、実施しようというふうに思ったと思うんですけども。竹浦クラブさんの方が、そ

の賛成、反対というのはどのくらいのバランスだったんですか。ほとんどの方が反対だというこ

となんでしょうか。 

○参考人（西村寿美代君）  １回目の説明の時に教育委員会の方から試算が出されまして、助成

金、人件費等の試算で説明を受けたんですけども、その時点では教育委員会さんの方で出された

人件費がいくらで、その何分の１を負担して掛ける人数の助成金を引いた分の人数割る１カ月当

たりというような計算だったんですけども、その時点では私たちもさほどの疑問は感じてなかっ

たんです。その時に出された長期休業は何時からやるとか、一人だいたい２千円だろうというこ

とで、ご説明あったんですけども。そうではなくて、やっぱり働いている親が長期休業に預ける

には、９時１５分からではやっぱりちょっと遅すぎると。そういうようなことを、改善策という

ことで色々と改善すると、１回目の説明ではやっぱりちょっと足りないということで、２回目の
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説明をお願いしたんですよ。それで、２回目の説明を受けたんですけども、その時点でちょっと

納得がいかない。賛成、反対というよりも教育委員会で２回目の説明を受けた時に、ちょっと納

得がいかない、どういうふうに理解していいか分からないという意見が大方だったんです。それ

で、教育委員会さんの方で納得していただいたというような理解をされたようなんですけども、

納得したんであればこういう形で陳情書は上げてないということですね。 

○参考人（山本智恵子君） ２回目の説明の時の教育委員会の話は、こちらが質問しても、何度

こうじゃないですか、ああじゃないですかと聞いた時点で、いや、こういうやり方で行くとか、

納得できるような説明の仕方をしてもらえなかった。自分たちが聞きたいことに対して、きちん

と答えてもらえなかったことが、やっぱりおかしいんじゃない、これじゃあまだ話が、もうちょ

っと突き詰めたいという時に、いや、それじゃあそろそろ時間が来たのでというふうな切られ方

をしたんで、こちら側の質問にやっぱり最後まできちんと答えてもらえなかった点があったので、

そのあと残った時点で何かおかしいよね、自分たちで納得して、はい、いいですよという答えが

みんな出なかったので、こういう要望書が出来ました。 

○委員（野村茂樹君）  過去に竹浦クラブの方から要望書が出てますよね。時間を早めてもらい

たいとか、それに対して教育委員会の方から回答書が出てますよね。今回、議会の方に陳情書が

上がったのと同時に、教育委員会の方にも要望書を出してますよね。それに対して、まだ教育委

員会の方からの回答はないんですね。で、その話し合いを持つとか何とかという話は、教育委員

会の方から具体的には来てないんですか。 

○参考人（西村寿美代君）  来ておりません。それは、陳情書を出した後なんですけども、３回

目の説明ということではなくて、児童クラブの概要説明ということで３月７日にもう一度教育委

員会の方から話し合いを持ちたいということで、夜７時に集まって説明されたんですが、その時

は有料化の件はまだ決まっていないので省きますということで、他の長期休業とか４月１日から

新１年生の受け入れをするということなどを含めて、今までやってきた児童クラブの成り立ち、

活動についての説明でした。 

○委員（野村茂樹君）  ３月７日時点で話し合った時には、有料化の問題はまた別にありますよ

と。 

○参考人（西村寿美代君）  別にということではなくて、議会を通っていないという意味だと思

うんですけども、決定していないので有料化の説明は今回は省きますということでした。 

○委員（加藤正恭君）  そんな説明をしたの。 

○参考人（西村寿美代君）  ごめんなさい、議会を通ってないという言い方はしてないんですけ

ど、決定していないのでだと思います。 

○委員（加藤正恭君）  このあいだ総務文教常任委員会が開催されて、我々、町の理事者の考え

を伺った。それで、事務局長の西村さんが傍聴されておられて、ある程度の議論の中身はご理解

いただいているだろうと思うんですけどもね。結局、児童クラブの入るためにはお父さんお母さ

んが共働きであるということが一つの条件であるんですね。ところが、然らば、そしてお子さん
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のいる、例えば小学校の１年生から４年生程度までのお子さんのいる家庭がどのくらいあるのと

いうふうに理事者に聞いたんだけれども、その時はちょっとまだそこまで捕まえていないと、そ

ういう話だった。で、竹浦に限りますけど、竹浦では１６人が現在ここに、児童クラブの会員と

して登録されているわけなんだけども。他の地区のことは別として、竹浦にも夫婦共稼ぎでお子

さんがいて、なおかつ児童クラブに入らないという家庭も、まだ教育委員会も捕まえていないし、

我々も認識していないんだけど、西村さんの方でその辺りわかっていますか。どんなものでしょ

う。ざっくばらんな数字だけでいい、概略だけでいいんですけども、もし、分かったら。 

○参考人（西村寿美代君）  共働きで働いている親御さんのお子さんが入っていない方というこ

とで。 

○委員（加藤正恭君） 例えば、１年生から４年生までですね、このクラブに入れる資格と言っ

たらおかしいけど。そういう家庭があると思うんだけれども、それはどの程度いるかどうかを調

べられたことはありますか、児童クラブの中で。 

○参考人（西村寿美代君） 申し訳ありません。それは無いです。調べたことが無いという意味

です。 

○委員（加藤正恭君）  それはそれでいいです。それからもう一つは、竹浦の児童クラブが出来

て何年になるのかな。僕、ちょっと認識不足で分からないんだけれども。いろんな場所で要望を

して、今まで放課後だけだけだったんだな。それを時間を午前中にしてもらいたいと、休みの日

ですよ。そのために時間の延長を、ここに書いてあります、陳情書にね。夏、冬と。それから春

は書いていないんだけれども春休みも対象にしますよというふうにして、午前中、夏休み、冬休

み、春休みの時には時間を午前中もいいですよというようないろんな要望があって、そういうふ

うに教育委員会でも改善しましょうということで充実を考えていただきましたことに関して感

謝を申し上げます、こういうような文面がありますね。そういう面でも、一つ改善されているの

も事実ですね。それは認められるわけですけども。そのために、私は理事者の方じゃないからあ

れなんだけども、やはりあなた方にとってみたら、今までずっとこう来てた、有料化なんかとは

別な問題として、夏休みも冬休みも春休みも午前中から一日預かってもらえると、非常にありが

たいと。こういうことに対して理事者の方はそのために人件費がかかるわけですよ。余分なと言

ったら語弊がありますが、その分を出そうということで、そういうふうに進めていった。ですか

ら、この間も町の理事者が説明したように、財政事情で有料化に踏み切るんじゃないんですと。

受益者負担というような考え方でご協力願えないかと。その辺りの説明が十分じゃなかったとい

うふうなことは、反省の弁としてはあったかと思うんですけれどもね。その辺につきましては、

どのようなご理解を得られたのかなというふうに思うんですけれども、西村さんどうでございま

しょうか。 

○参考人（西村寿美代君） 受益者負担という考え方で説明を受けたんですけれども、行政改革

と言われている受益者負担ということについて、それを児童クラブに当てはめることができるの

だろうかということなんですが、それは他の例えば高齢者大学、プール、体育館の使用料と同じ



 
８ 

ようなレベルで児童クラブを有料化にすることが、本当に正しいのかどうかということで考えて

いるわけですけども。児童クラブの対象者というのは、義務教育を受けている子供であるという

ことで、それをプールや体育館の使用料と同じレベルのことで考えてもいいのかということで、

受益者負担ではやっぱり違うのではないかということで考えています。 

○委員（斎藤征信君） この陳情書を読みながら、ここに書いてあることを読みながら聞いてい

きたいような気がするんですが。まず、一つはですね。有料化にすると利用者が減少するだろう

という懸念を示されているわけですけども。確かに減少を前提にした予算措置であるという、そ

ういう説明がありましたよね。約１割ですかね。竹浦の場合、そういうことが話し合われてます

か。 

○参考人（西村寿美代君） 今回のことは、まだはっきりしていないことなので、そのことにつ

いて、じゃあ有料化にしたら止めてしまうかどうかという話し合いはしてないんですけども、申

請書などからある程度は教育委員会の方でも把握できると思うんですが、その所得に応じて減免

する、そういう減免とかそういう対象になる人との境目、その対象にならないけども共働きで頑

張っている方というのは、やっぱりいらっしゃると思うんですよ。把握自体は何人という形では

してないんですけども、それはちょっとはっきりはしないんですけど、６名以上がやめるとかや

めないとかではなくて、そういう形でなるという可能性があるということです。 

○委員（斎藤征信君）  先程も話があったかな、このあいだの説明の中で親が不在だから預かっ

ていますという他に、友達がいるからそこに遊びに行きたいんだということで会員になっている

子供もいるという話がありましたよね。竹浦の場合は、そういう子供たちはどのくらいあるんで

すかね。 

○参考人（西村寿美代君） 水島先生が、今日はちょっとお子さんの怪我で出られていないんで

すけども、先生から詳しくは家庭の事情が色々ありますので聞いていないんですけども、１名は

確実におります。 

○委員（斎藤征信君） 先程から受益者負担が少子化対策にはならない、そう思っている、何か

根拠みたいなものというのはありますか。 

○参考人（西村寿美代君）  少子化対策であるエンゼルプランの健全育成の観点から見ても、子

供を産むということは環境が整っていないと、たくさん産んで働くということが、子供がいれば

やっぱりお金もかかりますし、そうなると共働きもする、そうなった時に環境が整っていないこ

とによってそれをやめざるを得ない、そういうことをもうちょっと理解していただきたいという

ことで、そればかりじゃないとは思うんですが、そういうことを含めて取れる所から受益者負担

で取るというのではなくて、取るべき所から取って、子供たちのためにも健全育成なども考え含

めて、なるべく長く無料化で運営していただきたいということで考えています。 

○委員（斎藤征信君） あとは指導者の配置の問題なんですが、今、竹浦では職員は一人ですか。

それに一人臨時で。子供たちを面倒を見ている職員の手が間に合っているのかね、その辺りはい

かがなんですか。子供たちが遊びたい、何かをしたいという時に十分な手立てが出来ているかど
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うか、その辺りを教えてください。 

○参考人（山本智恵子君） 室内では、先生一人でも目に見えると思うんですよね。ただ、子供

が外で遊びたい時や天気の良い夏場、冬のスケート、そういう時に外遊びしたくても先生一人だ

と目が届かない面、高学年の子にちょっとの間頼むねと。例えば、スケートの靴紐結び、１年生

だとまだ上手に出来ませんよね。だけど、友達が行っているからスケートをしたい。だけど、先

生は教室に子供がいるから行けない。だから、その間やっぱりどうしても行きたいとなったら、

子供は我慢出来ませんから、やっぱり何名かは行きます。その間、先生は子供の何名かの靴紐の

ために教室を空けます。そうしたらその間、もし、ホールで例えば角に頭をぶつけたとか不慮の

事態の心配をしながらやっているわけですからね。だから、はっきり言えば短時間でもいいから

もう一人、子供がいる常時２時から４時くらいなんですが、その全員いる間の２時間くらいは、

やっぱりもう一人いてくれた方が子供が外遊び、例えば２時間でも遊びたいと言う時は一人では

とても足りないと思います。 

○参考人（西村寿美代君） 補足なんですけども、今回３月の広報に放課後を楽しく過ごそうと

いうことで児童クラブの概要説明が載っているんですが、冬はスケートや雪遊びなど屋外での遊

びも行なっていますということなんですが、この指導員の配置は詳しくは分からないんですが、

３０人以上児童のいる所には２名体制ということでやっているんですが、竹浦地区は１６名とい

うことで一人でやっているんですよ。それで、竹浦小学校にスケートリンクが毎年作られまして、

その時期短期間なんですけどもスケートをしたいという子供もいる。スケートじゃなくて中で、

児童クラブで過ごしたいという子供もいる。そういう時に、やっぱり先程副会長が言った通り、

やっぱりスケートの方へ先生がついて行く、外へ連れて歩くという形になって、残った高学年の

子供が留守番をして小さい方の子供たちを見ているというような状況なんです。それで、週１回

来ていただいている田中先生がたまにボランティアで自分の用事がない時に出向いてくれて、ス

ケートの方に付いていって紐を縛ってくれるとか、そういう形でボランティアでやっていただい

ているという形になっています。 

○委員（斎藤征信君）  研修委員の方に道や国から補助が出て、研修の機会も与えられなければ

ならないという、そのようなものがあるのはご存じですか。 

○参考人（西村寿美代君）  簡単には説明は聞きました。それは子供たちに何か教えるとか、そ

ういう指導という形の、先生たちの指導ということでしょうか。そういう意味ですか。 

○委員（斎藤征信君）  学童保育って二つ意味があるんだろうと思うんですけどね、一つは鍵っ

子対策から始まって、保育的な要素で子供を安全に見てやるというのと、いわゆるもう一つは、

学童保育で子供たちの健全な育成をしなければならないと。今は、その鍵っ子対策、ただ預かり

ますの段階から子供たちを育てなければならないと、そんなふうに考え方が変わってきているん

ですよね。だから、子供たちを健全に育成するためには、その遊ばせ方や子供たちの扱い方を全

部するのには研修しなければやっていけないわけですよね。だから、そういう機会が出来たとい

うのは、実は児童福祉法が改正されたのにあるんですよね。児童福祉法が改正されて、ただ預か
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ることからもっと、第２種社会福祉事業に変わったとなっているんですがね。名前も留守家庭児

童対策から、保護者児童対策事業に変わっているんですよ。だから、鍵っ子対策から、いわゆる

学童保育に変わったというふうになっていて、そこの中では、ちょっとこれを読みます。放課後

を児童健全育成事業の利用の促進という児童福祉法の第２１条の１１なんですけども、こんなふ

うに書かれているんですよ。市町村は、児童の健全な育成に質するため、第６条の２、第２項に

規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用に関し、相談に応じ及び助言を行ない、並びに地

域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行なうとともに、当該市町村以外の放課後児童健全

育成事業を行なうものとの連携を図るなどにより、当該児童の放課後児童健全育成事業の利用の

促進に務めなければならないというね、こんなふうに法が変わったんですよね。ということは、

実はあちこちの仲間のそういう施設と相談をしたり、何かをしながら、そういう事業が出来るよ

うに。そして、利用の促進が図られるようにと、そういうふうに法が変わって、考え方が、子供

たちを、どの子供たちも育てなければならないというふうに方向が変わってきているというね、

その辺りにポイントがあるんだろうなと。 

○委員（加藤正恭君） 戸田会長さんにざっくばらんにお聞きしたいんだ。出来うれば。他の方

も結構ですけども。４つのクラブがあるわけですね。そして２回、教育委員会の理事者の話を聞

くと十分に皆さんの理解を得たという気持ちで有料化は、１００％とは言わないとしてもね、十

分に理解を得たと思ってこういう話に進めて行ったんだと、こういうことなんです。我々は、全

然それを知らなかった。残念ながら、勉強不足で申し訳ないんだけど。その陳情書が上がること

によって、我々はびっくりしたと。こういうことが経過としてあるわけなんですがね。それで今

回の場合、たまたま竹浦の児童クラブからだけ陳情書が上がって、これこれの不満がありますと、

こういうことで上がった。然らば、残った他の３つのクラブが十分理解しているのかということ

になれば、そのことは私どもでもわからないんですがね。後から伺うと４つのクラブの連合体と

いうのが無いそうで、横の連絡ですね。横の連絡が無かったものだから、例えば萩野の人と白老

の人と相談してこうした、ああしたと。こういう横の相談も無くて、竹浦地区だけで今回の陳情

書を出したということを後から聞いたので。出来うれば、十分な理解が得てないんであれば、４

つのクラブの会長さんがずらっと名前を書いて出してくれたら、ものすごく強く、運動という言

葉はおかしいけれども、陳情書としての重みというのはより強かったかなという感じはするんだ

けど。教育委員会の見方としては、竹浦だけは出て、他の人たちからは何も出なかったと。だか

ら、理解したんだという考え方があるのかどうなのかは、我々十分承知していないんだけれども、

その辺りのことは個人的にですね、例えば白老の人とか、萩野の人と横の連絡で竹浦でこういう

動きがあるんだけど、ひとつ一緒に出さないかとかその辺りはどうだとかいう話し合いはしたこ

とはないんですか。そういう経過はどんなものでございましょう。 

○参考人（戸田海彦君）  町内に全部で４つ児童クラブがあるということで、竹浦以外なんです

けども、正直言いまして全然そういう繋がりが無かったんです。例えば、竹浦地区であれば連絡

網がありまして、お母さんたち、お父さんたちで連絡がありますよね。でも、その各々もここに
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あるだけで、全くありませんでしたね。それに関しては、当然竹浦以外のクラブの連絡網とかも

こちらにはありませんでしたし、個人的にあちらの家庭に友達がいるんだと、そういう話で、い

や、こういうことがあったんだよとか、そういう話をする程度。また、もしくは指導員の先生の

方から、あそこのクラブでね、こういう活動もしているんだよとか、日々そういうような状況を

ちょっとお聞きする程度で、実際そういうのはありませんでしたので、今回はちょっと説明をい

ただいてから竹浦だけで、単独で話し合いを重ねるという形になったんですけども。でも、実際

こういうことがありましたから、こういう問題点も見えてきましたので、当然これからそういう

連合というわけじゃないんですけど、横の繋がりというか、そういう形は当然自然の流れとして

なっていくのではないかと思います。 

○参考人（西村寿美代君）  ３月４日に議会の出前トークということでお話をした時に、加藤委

員からそういうお話がありまして、やはり同じ児童クラブの問題ということで、事務局としまし

て各児童クラブに連絡をとってみたんですよ。そうしましたら、竹浦児童クラブというのは、７

年前この児童クラブが発足した時点で、もう父母の会が出来上がってまして、その規約に則って

会長、副会長、事務局、会計、会計監査という役員が毎年選任されている。そういう経緯があり

まして、こういう形でまとめることができたと思うんですが。何分、１月の中過ぎに説明があり

まして、私たちもやっぱり中身を整理しなくちゃいけないということで、何回も話し合いを重ね

て来て、その結果陳情書を出してこういう形になったんですけども、その加藤委員の３月４日の

話でやはりこういう形で知らせるべきであるという、こういう形で私たちが活動していることを

知らせるべきだということで、他の児童クラブにはお知らせしたんです。それで、今日来ていた

だける方は、この後のフリートークで発言していただきたいということでやったということと。

もう一つは、父母の会自体が他の児童クラブできちんと出来上がってなかったんですよ。それを

今回の件で連絡をとって、初めて私自身も分かったことで、そういう経緯がありまして、児童ク

ラブの横の繋がりというのは無かったということです。 

○委員（加藤正恭君）  竹浦は組織的に最初からガチッと会合を開いたり決算報告もしたりとい

うことであったけれども、他のクラブの方々はどっちかと言ったら、ばらばらが集まって言いな

りになって、言いなりということではないんだけれども、あまり横の連絡もしないで。会長さん

とか何かはおられるの。くらいはいたんでしょう、他のクラブは。 

○参考人（西村寿美代君）  そういう形ではなくて、そのそれぞれの児童クラブ独自のものらし

いんですけども、代表であったり、お世話役であったりということで、本当にうちの成り立ちと

は全く違うやり方で、全くばらばらということではないとは思うんですけども、そういううちの

ような形ではなかったということです。その内容というのは、申し訳ないんですけど、私自身も

ちょっと詳しくは分かりません。 

○委員（佐藤悦夫君）  竹浦地区児童クラブの方の意見が、１月１７日に記録してある。この中

から、お尋ねしていいですか。まず、先程の負担の公平の原則が先行して、私どもにはそいう説

明がなされたのはちょっと遅い時期だというお話が出たと思いますけれども、会合の中では教育
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委員会が一方的に皆さんの意見を聞かずに、これで時間が無いからということで終わったという

お話もありましたし、それから、この意見の中ではなぜ有料化にするんだという具体論が出てこ

ない、こういうお話もありましたね。それから、最後にはその有料化に反対すると、休日の時の

児童クラブの活動なんかは出来ないのではないのだろうかと。というのは、反対をすると、とば

っちりが恐ろしいという表現で言葉が綴っているんですけど。いや、皆さんね、皆さんが主人公

だから、そういう恐ろしいということは絶対に無いと、あってはならないことなんですから。や

っぱり、主人公の皆さんの意見を素直に受け止めるね、そんなやっぱり教育委員会でありたいな

と、私は思うんですよ。この父母の意見を見て。そこでね、お尋ねしたい点は有料化のいわゆる

意義の明確さがないというのなことが一番言われているようですから、目的ですか、その点につ

きましてはどのように理解してますでしょうか、父母の皆さんは。 

○参考人（西村寿美代君）  それは金銭的なことでしょうか。 

○委員（佐藤悦夫君）  父母の意見として文章化されているものですから、今、お尋ねしたんで

すけれども。そういうところ、父母の会の意見の時の具体論として、どんな受け止め方をしてい

ますか。 

○参考人（西村寿美代君）  どういう受け止め方というのは、その２千円に対して意味あるもの

ではないということと言うか、こちらの紙に書かれていると思うんですけども、１月２９日にあ

りました２回目の教育委員会の説明の時に、水島指導員がこういう形で表にして説明をしたんで

す、教育委員会側に。そうしたら、その通りあるというような回答だったんですけども、３月９

日の議会で傍聴に言った時には、やっぱりちょっと内容が変わってまして、それでこの新しく黄

色い方の説明書きで今日、表にしてお持ちしたんですけども。 

○委員（佐藤悦夫君）  最初の説明と、この間の９日の懇談会の時と大分違うという考え方で、

この新しい表を作ったということなんですか。じゃあ、全く教育委員会としての説明がちぐはぐ

だと言われても仕方がありませんね。それから、最後のそのとばっちりが恐ろしいという言葉の

表現で具体的にはどういうことですか。 

○参考人（西村寿美代君） とばっちりというのは、私たちは平成１２年度の４月の総会の時点

で、その有料化という話を具体的にではないということだったんですが伺った時に、改善点を上

げて７月に要望書という形で、その長期休業と４月１日からの新一年生の受入れということで要

望書を上げたんですが、要望書を上げてみまして回答としましては、新一年生の受入れというの

は受け入れられるよと。しかし、長期休業の場合は人件費の問題で議会を通って予算を取らなく

ては実現できるものではないので、もうちょっと待ってほしいという言い方で。有料化と私たち

が出した要望書の長期休業とは全く別のものなんだという説明を受けていたんです。 

○委員（野村茂樹君）  児童クラブにまで、公平な受益者負担を与えていいかどうかというのは、

また別問題なんですけども、要するに考えられるのは経済的理由によって昔より子供が減りまし

たよということなんですよね。それを大きく心配されている。そこで、教育委員会は生活保護世

帯だとか、あるいは準要保護世帯だとか。そういう生活の苦しい家庭については、減免しますよ
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と。しかも、一つの家庭で二人以上出た場合には、半額にしますよと。そういう減免処置をとっ

ているわけです。それは、やっぱり認められないと、それじゃあ不十分だという考え方なんです

か。 

○参考人（山本智恵子君）  そういう準要保護世帯とか、減免処置は実際書類上に出ますよね。

小学校にでも。だけど、そのギリギリの境にいる、はっきり言えば、出したくないんだと言う親

もいますよね。減免処置とか、そういうことはしたくないけども苦しい親と言った方がいんです

か。だから、何とか頑張ってやりたいという親もいますよね。だけども、やっぱりね、月に２千

円、その他におやつ代、だから年間に正すと約３万超えるお金が苦しい世帯が実際にいると思う

んですよ。だから、表に出せないそういう親のところを考えてほしいというのが、やっぱり根底

にあるものですから、実際はっきり分かっている面ではいいと思いますが、分からない、親の都

合で行けない子供、そこまでを考えてほしいんです。だから、書類で教育委員会もちゃんと考え

てくれているのは分かってます。だけどもやっぱり、さらけ出せない親のそういうところも考え

てほしいという意見も根底にあります。 

○委員（野村茂樹君）  今、おやつ代というのは月どのくらい、いただいてるんですか。 

○参考人（山本智恵子君）  それは、父母の会として別に月々８００円、児童クラブが集めてお

ります。 

○委員（野村茂樹君）  その他に損害保険料、９４６円。そうすると、１，７５０円くらいは今、

負担していると。 

○参考人（山本智恵子君）  あと、父母の会の年会費ということで３００円。 

○委員（野村茂樹君）  毎月いただいているのは、おやつ代として８００円。それは一人８００

円で二人来たら掛ける２で。 

○参考人（西村寿美代君）   そして、週何回かしか来られないお子さんは６００円とか、いろ

いろ融通して。最初は私はもう何年も前に息子が預かっていただいていた時には千円だったり、

いろいろその時の父母の会できちんと話し合われて、じゃあ今年はいくらにしようという形で決

めてやってきている。 

○委員（斎藤征信君）  クラブに入会する主体が誰なんだというのが一番問題だろうと思うんだ

ね。親が行かせるのか、子供が行きたいから行かせるのかね、その辺りの問題はどんなふうに考

えているのか。 

○参考人（西村寿美代君）  児童クラブというのは、少子化、核家族化、女性の社会進出という

ことで、女性の社会進出ということは共働きという意味になると思うんですけど、このことの対

策として学童保育ということが生まれてきたと思うんですが、白老で児童クラブと言うことで学

童保育とはまた違った一面で活動していると思うんですが、これは鍵っ子対策であったり、非行

防止ということで児童クラブが出来上がったと思うんですけど、それっていうのは、児童クラブ

に行くか行かないかというのは大人側の都合、そういう子供の立場で、昔は地域が子育てをして

た。そういう時代ではなくて、今はこういう児童クラブとか学童保育なりが、子供の児童福祉法
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ですか、それが出来てからは児童の生活の保障という形でうたわれているとおもうんですけども、

そういう環境を受益者負担という形で置き変えて、変えてほしくないということですね。 

○委員（斎藤征信君）  先程、福祉法を読み上げたのは、公に自治体が利用促進の努力を義務を

科したという、自治体に科したということに意味があるんだろうと思うんですよ。だとすれば、

金があるからないからで、家庭の都合で子供を行かせるんでなくて、子供が行きたいよと言った

ら行かせるのが筋なのかな。そうすると今、皆さんがおっしゃっているね、行きたい者がはじき

飛ばされないで、この前のあの時も９人はじき飛ばされる、そのはじき飛ばされる９人が大事じ

ゃないのかという話をしたんだけれども、やっぱりそこに光を当ててやりたいという、そういう

願いは同じかなという感じはするんですけどね。 

○委員（加藤正恭君）  この不信感というのは、何で出てきたんだろう。十分な説明を教育委員

会は一応したと、こう言う。ところが、父兄の方はあまり十分な説明を、２回してもらったんだ

けれどもしてもらってないとか。それから１回目の出席と、それは地元で三人の議員が呼ばれた

時に、次の２回目には一人しか来なかったと。現実にそこに載ってます。一人しか出席しなかっ

た。１回目は何人か来ていたのに、２回目には説明会に一人しか来なかった。だから、教育委員

会も一人のためだけに説明をして理解を得たのかなと思って不思議なんだけれども、それは何で

一人になったのかなというのはね、圧があったからだという言葉もちょっと、これは俺は分から

ないけれども、そういう話もあって行っちゃまずいとかという圧があったから行かなかったんだ

なんてね、ざっくばらんに聞いているんだけど、それは真実は別にして不信感がそういう所から

でてきたのかなと思ったりね、しているんだよ。そういう話をまた竹浦の人に聞けば、あら、そ

うだよと、こういうことが耳に入ってくれば、家もそうだというふうなことになるのかなとも思

ったりしてね。根本的に会長さん、どういうことでそういう不信感というのかね、ざっくばらん

に議論してあれはこう思いますよと、こうしてもらいたい、ああしてもらいたいと、おそらく今

まではそういう関係で行っていたんだろうと思うんだけど、今回の場合、多少のアンケートのな

んかを取ると、多少負担しなきゃならない父兄もあるやには感じている。いい、悪いは別として

ですよ。見てもらっているんだから、おやつも出すし、あれも出す、これも出すと。ただ、そこ

にいろんな理由があるんだけれども。その後で、十分に議論をしなかったのかなと思って、私は

不思議で仕方ないんだけれども、その辺りどのようになって不信感になっているのかなと思うん

ですけどね。感じていることで結構です。 

○参考人（戸田海彦君）  不信感、見えない圧力だとか、そういうのは私、無いとは思うんです

よ。ただ、個人的にちょっと、それぞれの職場とかそういうのがあって、それは勝手に自分で思

っているだけだと私は思うんですよ。教育委員会の方とか、そういう町の方が、そういうような

ことをするのは私は無いと思ってますので、それは無いと私は信じてますから。で、その不信感

ということに関しては、一応やっぱり２回説明に来ていただいたけど、どうもうやむやで何と言

うんでしょうか、そうこうしている内にドーンと話が進んでいったようなところがあります。そ

うなるとやっぱり、えー、と多分誰もが思ったと思うんです。 
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○参考人（西村寿美代君）  この度、３月の広報にこういう形で載りましたよね。そうすること

によって、もう無駄なことなんだろと、もう決まっちゃっていくら反対しても無駄だってという

意見が結構あったんですよ。それで、竹浦地区はこれだけ話し合っているにも関わらず、もうこ

うやって広報来たよねって、もう載っちゃってるんだから無理なんでしょと言うお母さんもいま

した。そういうことで、失礼な言い方ですけども、そういうやり方をされていることには、やっ

ぱり疑問を感じますし。 

○委員（加藤正恭君）  それは、大きく議会で問題になったんです。今回の場合、まだ議会に予

算も収入の分も載せてない、歳入と言うんですが。それから、まだ議論もしていないのに、この

ような陳情書が出ているのに、３月１日に配布された元気号にも載っちゃって、締め切りは３月

１６日でしたかな、２千円と、こういうなので、非常に大きな問題になりましてね。そして、広

報を担当する助役が十分な皆さんの理解も得ないうちに広報に載ってしまいましたということ

で陳謝したというか、申し訳なかったと謝ったんですけどね。謝っただけなんですがね。だから

と言って、どうのこうのという訳ではないんですけどね。そういうことが議会であったんです。

傍聴に来てないから分からないでしょうけども、そういう面は事実あった。だから、先走ったの

も事実なんだよ。４月から取ろうとする姿勢なものだから、３月に載せなければ間に合わないと

いうことで、ああいうふうになったんだろうと思うんだけどね。そういうことは、よく分かるん

だけれども。そういう問題も不信感の一つであるということにもなるんだろうかね。 

○参考人（西村寿美代君） 確かにそういうこともあると思います。それと、表の方説明させて

いただいてもいいでしょうか。１月２９日に２回目の説明会の時に、こちらの方で平成１３年度

の教育委員会の説明としまして、この人件費等で１，０２７万円ということで説明があったんで

す。こちらは１２年度での数字です。その時に、国と道からの補助金ということで１００万円い

ただいているということで、この全体額から補助金を引いた額が９２７万円ということで、教育

委員会で来ている時に水島先生の方から説明がありまして、そして、有料化に伴って児童の数が

減ることによって、国や道からの補助金というのが２２０万円の減少を予想している。実際は平

成１２年度が３２０万円の補助金が出ているのにも関わらず、子供が減るということで１００万

円の試算で出してきたわけです。それで、補助金額というのは児童数が１９名から２０名で約５

０万円、２１名以上になると１００万円補助金が出るということでやっているらしんですけども、

補助金が１００万円の場合にも最大児童数ということで計算しますと６０名と予想されている

わけです。この補助金と言うのは、児童数によって出される金額なので、６０名と予想される。

で、現在は９７名いるということで。そうしたら６０名×月２千円×１２カ月で年間１４４万円。

で、徴収額は補助金の減少分を補えない。２２０万補助金を減らして、私たちがもし２千円、毎

月取るとしても、その金額で補えない。ということは、２２０万円以下にしかならないというこ

とですよね、１３年度は。ということで説明をして、教育委員会でもその通りだと言うことだっ

たんですけども、今回３月９日の議会の答弁ということで、教育委員会の方からこの全体額とい

うのは変わらない。平成１３年度もこの金額でということで、この１００万円という部分が言い
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直されていたんですけども、最初に１００万円が国と道からの補助金で出るということで、それ

で３２０万円、全体で昨年は出てたんですけども、この表でいきますと１００万円最初に出て、

その後に決算期、最後４月か３月かちょっと分からないんですけども、その時点で児童数×いく

らということで２２０万円が出て合わせて３２０万円という説明で、この差額というのが町の負

担額として７０７万円になると。で、３月現在で全児童クラブ在籍者、有料化による入会撤回者

というのが１０名ほどだということで教育委員会から言われました。保護、準保護免除対象者と

いうのが１５名、補助金受給対象者というのが７９名、町の徴収対象者というのが６４名、予想

されています。それで６４名×２千円×１２カ月で１５３万６千円ということで数字が出されて

いるんですけども、この数字というのは、出納業務、集金業務などの経費を考えると１５０万円

以下になることが予想されるというだったんです。それで、こういう表にして皆さんに分かって

いただくということで、この表を作っていただきました。以上です。 

○委員（斎藤征信君）  私は１００万というね、補助が１００万、何かあとでいくらか交付され

てくるという話、説明聞いたんだけれども、下の一つの児童クラブ２０名以上だったら１００万、

以下だったら５０万。４つの児童クラブあるわけでしょ。４つのクラブ１０人切れたって、５０

万ずつで２００万ですよね。切れても。今、白老の方が１００万ずつもらって、そして、あと萩

野と竹浦が２０人切れるから合わせて１００万で３００万でしょ。それが、どうして説明の段階

で１００万なのかという、その根拠が分からないんですよ。だから、補助金を低く見積もって町

の持ち出しが多いから受益者負担をお願いしますという説明だったんですかね。 

○参考人（山本智恵子君）  町の負担が多いから受益者負担ということは一切言っていません、

教育委員会も。ただ、予算に関係なく利用するであるから、受益者負担をお願いします、そうい

うような説明の仕方だったんです。 

○参考人（西村寿美代君）  １月１５日の一番最初の説明会の時に、１００万円ということで補

助金の説明を受けたんですけども、この時点で私たちも昨年度の補助金が３２０万だということ

を知らなかったんです。それで、そういう計算で掛ける２千円ということで、ああ、そうなのか

なという漠然とした理解だったんですけども、２回目の説明会の時には３２０万、実は出てたん

だということで、それは言った、言わないというふうになるかも知れないんですけども、３２０

万の補助金が出てるということは、はっきり子供は減るという考え方で有料化を進めているわけ

で、やっぱりそこに問題があると思うんです。 

○委員長（宗像脩君）  数字が何か、みんなばらばらと言うか、この時はこう言って、この時は

こう言ってというふうに感ずるんです。私から一つ質問したいんですけども、私はこの間、最初

の時にこんな分厚い資料を教育委員会からもらっているんですけども、竹浦児童クラブの父母の

方の説明会の時には、こういう資料があったのか、ないのか。まず、そこから尋ねたいんですけ

ども、資料としてどういうものがあったのか。 

○参考人（西村寿美代君） 今日、持ってきているんですけども、最初の１００万補助金が出て

いる計算で第一回目の時に、説明会の時にいただいてます。 
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○委員長（宗像脩君）  はい、分かりました。そうしますとですね、重ねて質問しますけども、

いわゆる白老を取り巻く胆振管内の、室蘭、苫小牧、これ全部の各市町村はだいたいこんなふう

になってますよとか、あるいは全道的にはこういうふうになってますよという、そういう話はそ

こには載ってないんですね。 

○参考人（西村寿美代君）  それは、きちんとこの市町村はいくらいくらという説明というか、

資料はいただきました。 

○委員（佐藤悦夫君）  先程よりお話の受益者負担の原則論が先行してね、その目的とか意義と

いうが明確にされていないということが、皆さん方の不信感のようですけれども。これらの明確

化がなっていけば、皆さん方もお考えは変わりますか、その一点。そんなことはないですか。有

料化にはあくまでも反対だという中で、目的、意義、明確化ということがそれぞれありますけど、

この辺が明確になった場合によっては、お考えが変わって行くんでしょうか。 

○参考人（戸田海彦君）  要は一つの家庭でも、家庭という言い方は良くないですね、一人の子

供でも親の都合と言うか、親の判断によって行けなくなって、本人が行きたくても行けないよう

な子供が出るんであれば、私はそれは反対です。 

○委員（野村茂樹君）  要するに、経済負担を求めると出れなくなるという家庭が当然あるわけ

ですよね。ただ、一方では払いますよと言う家庭もあるわけですよね。ただ、要はどうしても自

分の所の家庭では払い切れないと、負担が大き過ぎるという家庭についてはそれなりの減免処置

をやりますよと。ただ、先程言ったように、決められた減免処置のところのボーダーラインにい

る人方はどうするんだという話がありますけどね。じゃあ、減免処置する人の枠を広げたらどう

なんだろうかということは、仮に検討して改善されたとすれば、それでもまだ再考の余地はない

ということなんでしょうか。 

○参考人（山本智恵子君）  児童クラブは、どんな児童でも遊びに来れる児童クラブですよね。

ただ、今は共稼ぎとか母子家庭とかに限られてますけども、竹浦地区、私だけの考えですけども、

共稼ぎしてなくても遊びに来られる児童クラブ、そういうのが欲しいんです。ですから、一回、

一回お金を払うとか、そういうのじゃなくて町内の子供がみんな来られる児童クラブが欲しいん

です。だから、それを一番の願いとして、それで来られない児童クラブだったら子供のためにな

らないんじゃないか、それだけが一番の根底にある私たちの考え方の一つです。 

○委員（野村茂樹君）    これは会員として登録するわけですよね。今は、要するに母子家庭と

か共稼ぎの家庭とかそういうところに限定されているわけですよね。お母さんが家に居ても、来

たい子供は入れますよと、自由に入ってくださいと。そうすると、管理、運営という面で、例え

ばそういう子供たちは当然登録するんでしょうけども、条件があると登録できないんだよね。そ

ういう人方が遊びに来る。その中で例えば、怪我とか何かが起きた場合に責任取れないですよね。

その場合はどうなんですか。そんなに拡大していって、それぞれのクラブで運営できる。 

○参考人（山本智恵子君） 今は、やっぱりそういう条件が揃った児童クラブですけども、例え

ばはっきり言えば児童会館みたいなものがあれば誰でも来られますよね。だから、まだ要望的に
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は出してませんけども、竹浦地区でも児童会館欲しいです。でも、町の予算だって、今すぐどう

のこうのじゃないですよね。だから、出来る限りでいいんです、はっきり言えば。出来る限り、

今日遊びに来たいけどいいかいと言えるような児童クラブが欲しいんです。児童会館。変わって

来ちゃうかも知れないけども。 

○委員（斎藤征信君） 児童クラブの様子というのは普段見ることが無いから、私たち中身の活

動の様子がよく分からないんですけども、人数が減ったら縦割り集団が出来なくなって、個人遊

びになってしまいそうだということが考えられてる訳ですけどね。その縦割り集団、どんなよう

な形で子供たちが、日常、活動されているのか、その辺りの様子をちょっと聞かせてください。 

○参考人（西村寿美代君）  もし、有料化になったとして辞めていく方というのは、たぶん大き

いお子さんだと思うんですよ。その所得ということもあるんですけども、このぐらいだったらど

うにか我慢できるというのは、４年生、３年生。そうなると残るのは１年生、２年生、ちょっと

自分では留守番は不安だという親御さんという形になりますと、縦割りの良さという、上の子が

下の子の面倒を見てうまく遊ぶということが無くなるということは、この陳情書に載せたんです

けども。今、竹浦小学校なんですけども、小学校の方ではちょっと話は変わるんですけども、掃

除を縦割りにしている、活動しているんですよね。それはすごく評価されているので、上の子が

下の子の面倒を見ながら持ち並びで班を決めて掃除をするということで、今現在、兄弟の少ない

家庭で、縦割りということで上の子が下の面倒を見るという活動を竹浦小学校でもしているんで

すが、そういうことが児童クラブでも同じように言えることで、やっぱり上の子がしっかり下の

子の面倒を見て、本を読んであげるとかお話をしてあげるとか、何て言うか、兄弟の役割みたい

な形で少子化にすごく貢献してるんではないかって思ってます。 

○委員長（宗像脩君）  ほか、ありますか。無いようですので、以上で参考人に対する質疑を終

わりたいと思います。本当に、戸田会長さん、山本副会長さん、西村事務局長さん、お忙しいと

ころどうもありがとうございました。この陳情についての結論を出して、そしてこの３月の定例

会に間に合わせなければならないわけでございます。それで、私ども委員は１６日の日に再度、

常任委員会開くわけですけども、今日の皆さんのご意見をその委員会の審査に十分生かして参り

たい。そして、結論を出して定例会の方に報告すると、そういう運びになると思いますけども、

少々の間お待ちいただきたいと思います。本日は、本当にありがとうございました。 

 

◎散会の宣告  

 

○委員長（宗像脩君） 以上で本日の委員会を散会いたしたいと思います。 

                                                      （ 閉会   午後７時２４分 ） 

 


