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        ◎開会の宣告 

○委員長（鈴木宏征君） ただ今から民生常任委員会を開会いたします。 

 

○委員長（鈴木宏征君） 本委員会については傍聴を許可することをご異議ありません

か。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（鈴木宏征君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第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。次に本日の委員会の日程について事務

局から説明いたします。 

○事務局主幹（中村英二君） 本日の予定につきましては少子化対策についてをテーマ

に所管事務調査を行ないます。健康福祉 課三戸課長、町民サービス課長野課長にお越し

いただきまして、少子化対策に関するそれぞれの課の課題等について説明を求めており

ます。また、すでに午前中終えております育成団体の懇談が、この後３時からもう１団

体との懇談を予定しておりますが、それを終えてから委員会のまとめをするか、もしく

は日を改めるかということについては後ほど協議をしてということになっております。

以上であります。 

○委員長（鈴木宏征君） それでは、今、事務局から説明ありましたように少子化対策

についてということの所管事務調査を行ないたいと思います。先に委 員の方には資料と

して現状についてということを平成１４年度の決算から取ったものなんですが、それと

今後１５年度に変わったもの、１６年度から変わるもの、今後変わるものについて簡単

に概略はお渡ししておりますけれども、このことについてですね、まず執行部の方から

説明をいただいた後に委員さんからの質問をいただきたいというように思っております

ので、まず執行部の方からですね。同じ資料は持っているんでしょうか。ちょっと休憩

いたします。 

                          休憩             午後  １時０１分 

 

                          再開             午後  １時０４分 

○委員長（鈴木宏征君） それでは休憩を解きまして再開いたします。長野課長、よろ

しくお願いします。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  それでは少子化対策についてご説明申し上げます

が、まず最初に乳幼児医療費の助成事業がございます。これは別冊で資料を用意してご

ざいますが、基本的には制度自体は今年の１０月、平成１６年１０月に改正する予定で

現在、道の方では鋭意努力していますと言いましょうか、各会派、あるいは関係団体等

に説明をいたしている状況でございます。 
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  内容につきまして関連がありますので私の方で出しました資料に基づいてご説明申し

上げますがよろしいでしょうか。北海道と各市町村が共同で事業を実施しているのが実

は４つございます。この内に左側の３つ、これがいわゆる３点セットと言われまして同

時期にスタートしたものでございまして、これをそれぞれ切り離して考えるというわけ

にはいかない性質のものでございまして、基本的には重度心身障害医療、それから母子

家庭、それから乳幼児医療と、この３つがいわゆる３点セットと言われている ものでご

ざいます。この制度は昭和４８年に出来まして、それぞれ対象者条件というふうに記載

してございますが、これについては北海道の方での条件でございます。 

  それで道の方では見直しの内容として、母子家庭等医療費給付事業については父子家

庭への拡大ということで、お父さんとお子様だけという部分についても入院あるいは通

院の医療費の助成をしたいという考え方をいたしてございます。  それから乳幼児医療

費の給付事業につきましては、現在３歳未満の入院・通院、それから６歳未満の入院で

すね、この部分を通院・入院を就学時前まで拡大したいという道の考え方がございます。

で、老人医療につきましては段階的に年齢を引き上げて２０年の３月に廃止したいとい

う基本的な考え方がございます。その中で、次の医療費負担の見直しという部分でござ

いますが、それぞれ病院へ行かれる方につきましては均等に１割の負担を求めてござい

ます。通院については１２，０００円、入院につきましては４０，２００円ということ

で負担を求めてございますが。ただし、※で記載しておりますとおり低所得者に関しま

しては今までどおり初診時一部負担金だけという考え方をいたしてございます。 

  これはいわゆる道の制度でございまして、町のほうではこれにいわゆる初診時一部負

担金、これについては町の方で助成をいたしてございますから、基本的には保険者の方

と言いましょうか、患者さんは負担がないと。その他所得制限を設けていないというよ

うな形で道よりは上乗せになった形で白老町民に対しては助成をしているということで

ございます。 

  対象人員についてはここに記載しておりますとおり、この人員で該当者がいるという

ことでございますが。参考までに１４年度の決算では道費まで含めますと、１６２，４

７８，０００円ほど。１６２，０００，０００ほどですね。その内、町の方で負担して

おりますのが約７９，０００，０００ほどですか。それから、いわゆる６９歳単独助成

しておりますから、この分を含めますと約９８，０００，０００。１億に近い数字だと

いうのが町の方で、この医療費に関して持ち出しているお金であるということが言える

と思います。 

  次のページの裏側を見ていただきたいんですが、これは道の方で改正になってのを分

かりやすくするにはどしたらいいだろうと思って、実は私どもの方でちょっと図式にし

てみたわけですが、基本的には上の方の段は乳幼児の部分でございます。 これについて

は課税世帯と低所得世帯というふうに分けてございまして、３歳未満までは初診時一部
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自己負担は内科５８０円、歯科５１０円、これを負担してくださいと。これについては

３歳、４歳、５歳についても低所得者層については助成いたしますよと。助成いたしま

すと言うよりも個人で５８０円、５１０円負担してくださいと。課税世帯については自

己負担１割、入院が４０，２００円、通院が１２，０００円負担していただきたいとい

う表でございます。下の方は重度、母子、それぞれ年齢に関係なく低所得者に関しては

５８０円と５１０円の負担と。課税世帯については入院が４０，２００円と通院が１２，

０００円の負担というふうに分かれるわけでございます。これはあくまでも道の制度で

ございますから、道と町との共同事業の制度でございますから、基本的にこの辺をどう

ふうな形で町として考えていくかという部分で、まだ結論は出てございませんが６月の

議会までには結論を出してその方向性を出し、再度、民生常任委員の皆さん方にはその

方向性でご説明申し上げたいというふうには考えてございます。 

  考えられますのは、この制度自体は所得がある無しに関わらず、基本的には５８０円、

５１０円の負担を求めているわけですから、この辺の部分が白老町として考えなきゃな

らない部分なのかなと。ですから、例えば今の低所得者世帯の上に線を引っ張ってござ

います。で、医療費自己負担の部分の下の線、この線をちょっと引っ張ってみますと、

例えばこの世帯の、要するに非課税世帯ですね、ここの助成出さないというような考え

方も出来ないことはないと。だから、この辺でどのぐらいの経費の増になり、あるいは

経費の減になりというふうになってくるわけですから、この辺については現在ある程度

の数字は出してございますが、そういう数字の上で検討していきたいというふうに考え

てございます。乳幼児医療につきましては、大きく雑駁なお話をいたしましたが後ほど

質疑の中でお答え出来る形にしたいと思いますので。 

  それから児童手当につきましては、現在、この４月から・・・。失礼しました。今度、

委員長作っていただきました資料に戻っていただきたいと思いますが。これの３ページ

目ですか、児童手当の部分がございます。現在、６歳未満の児童を養育している者に対

して、それぞれ５，０００円あるいは１０，０００円という数字が出るわけですが、こ

れが今年の４月から９歳未満というふうに枠が拡 大になります。これにつきましては、

基本的には町の予算ですが大部分と言ったらいいんでしょうか、国の方からお金が来ま

すので、これについては現在まだ詳細は不明でございます。従いまして当面は既存の予

算の中で執行していくと。で、後ほど時期が来て詳細がわかった段階で補正予算を組ま

せていただいて９歳と。ですから４月からは９歳まで拡大しながら執行していくと。当

然、予算に不足が生じるはずですから、それはその時点で補正させていただくという考

え方で現在進めております。 

  その他、次のページに町立保育園の経費の部分がございます。これにつきましては、

この資料の一番最後だったでしょうか保育料の基準表がございます。この基準表で見て

いただきたいんですが、白老町がそれぞれ３歳未満児、３歳児、４歳以上児というふう



５ 

に分類されておりまして、国の制度が真ん中、そして白老町が左側、その差引が記載し

てございます。これは平成１５年、要するに今年の数字ですがこれは大体１１年ごろか

らこの数字は変わってございません。と言いますのは、国の方では保育料の単価につい

ては今、改正してございませんから基本的にはこの数字で動いていっていると。ただ、

国の方では階層区分を非常 に大まかに分けてございます。一番右側の表が国の階層区分

でございます。７階層までしかございません。でも、白老町は７階層で分けてますが、

また細分化してございます。と言いますのは、やはりそれなりの所得の金額に応じた負

担をお願いしたいという考え方をいたしてございますから、それぞれ金額が詳細に分け

て、なおかつ国の基準のイコールか、あるいはマイナスかと。よく保育料高いというこ

とを聞きますが、国の基準から見るとマイナスになっている分だけ安くなっていると。

この金額が決算上では確か１７，０００，０００ほど、国の基準よりは白老町が保育料

に関しては安くなっているという表でございます。雑駁ではございますけども、これか

ら改正になるもの、あるいは現在こういうことで少し免除していると言いましょうか、

軽減しているというような部分を大ざっぱですがご説明申し上げました。大きく改正に

なるのが乳幼児医療と、それから児童手当でございます。私どもの課としてはその２つ

でございます。 

○委員長（鈴木宏征君） では、続いて健康福祉課長の方からお願いできますか。はい、

どうぞ。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  私ども今回、少子化対策というテーマの中で特に私ど

もの方で資料の準備はいたしておらなかったんですが、逆に委員会の方でお作りになっ

たという資料がございますので、これに基づいて若干説明申し上げたいと思います。 

  １ページ目につきましては、③④⑤につきましてはいわゆる総合こどもセンター施設

管理経費ということでが、この当時は総合こどもセンターということですが、いわゆる

あそこの名称につきましては子ども発達支援センターという施設でございまして、平成

１４年の１１月１日オープンという施設でございまして、その施設の概要につきまして

は午前中ご視察いただいた内容でご承知おきいただい ているかなというふうに思います。 

  ２ページ目の方に参りまして⑦番目までにつきましてはセンターとの関わりのことで

ございますので、特に心身障害児の通園施設こだま園はセンターの中に母子通園施設と

して組み入れられておりまして、こだま園では肢体不自由児の訓練というのが、それだ

けの事業でございましたけども、子どもセンターの中に出来ました母子通園施設につい

ては、それにプラスすること言葉の教室、これは乳幼児の部分なんですが学童、生徒部

分については白老小学校で引き続きやっておりますけど、乳幼児の部分について母子通

園センターの中で取り組んでいるとそういう状況でございます。 

  それから地域療育推進体制整備事業。これはこだま園ということになってますが、事

務局がこだま園になっておりまして、今回は子どもセンターの方にその母体が移ってお
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りますので、事務局体制としては今、母子通園の方でやっておりますが。これはいずれ

にしても早期に障害とかを発見して、早期療育に向けるというような、そういう関係の

皆さん方のいろんな意見を拝聴しながらですね、そういう態勢を持って進めているとい

う事業でございまして。具体的にはですね、いろいろこれに関わっているのが保育園だ

とか幼稚園あるいは各学校の先生方、そ ういう方々が関わっておりますけれども、その

中でいろいろ子供らを日常見ている中で気の付くことがいろいろあった時にですね、い

ろんな情報交換をしながら早期発見、早期療育に向けていくというそういうふうなこと

でいろいろ専門的なこともございますから、いろいろ専門の先生方の講演をいただいた

りとかそういうふうな事業を進めている内容でございます。 

  ⑨番の言語指導経費につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。 

  ４ページ以降はですね、いわゆる各種検診・相談あるいは予 防接種事業の概要になっ

ているかなというふうに思いますが、これは特に説明するまでもないものかなというふ

うに思いますのでご理解をいただきたいなというふうに思います。資料の中で子育てと

申しましょうか、少子化対策という部分で行けばこれ以外にもいろいろ住宅から教育か

ら生活環境からいろんなもの入ってくることになりますけれども。今、とりあえず狭義

に考えた時の子育て支援を含めたそういうところの事業の実態というのは委員会の方で

お作りいただいた資料、こんな内容のところかなというふうに思っております。資料の

関係につきましては雑駁でございますけども以上のようなことでございます。 

○委員長（鈴木宏征君） ありがとうございました。皆さんにお渡ししました資料には

その他に民生常任委員会所管以外の事業ということで、一応参考に載せておきましたの

で。先ほど、今、健康福祉課長もおっしゃったように民生常任委員会所管以外で子育て

に関する部分というのはかなりあると思います、一応民生常任委員会としては所管の中

の部分で調査研究をしていこうという方向でやっておりますので、一応これは参考にし

ておいてください。それでは今、両課長から説明をいただきましたので各委員から何か

質疑があればお願いをいたします。前に資料をお配りしておりますので、だいたい今、

説明いただいた事業についてはご承知いただいていたかなと思いますので、何かそれを

見て自分なりに聞いてみたいというものがありましたら聞いていただきたいなと思いま

す。ちょっと確認なんですが、先ほど、長野課長からのお話で４ページの町立保育園の

運営の事業なんですけども、最後の方にある保育料の基準額表ですか、これで見ますと

国の基準から町で徴収している部分の差を書かれているんですが、これでいくらぐらい

町が、独自と言ってましたでしょうか。す みません。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  この差額はだいたい１７，０００，０００ほどご

ざいます。その時の子供たちがどの階層に属するかによって、当然金額は増減あるわけ

ですが昨年の決算上で行きますとだいたい１７，０００，０００ほど町の方で軽減して

いると言いましょうか、保育所に入っている方については、それは公立は私立も同じで
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すから総額でそのぐらいの金額が軽減されているということでご理解いただきたいと思

います。 

○委員長（鈴木宏征君） これは緑丘保育園ですか、と町立保育園と両方足した部分で

すか。  

○町民サービス課長（長野征幸君） 公立の保育園の方はですね、総額で１３，２５０，

０００円ですね。それから緑丘、いわゆる法人の方ですがこれが４，１２０，０００円。

合わせまして１７，３７１，０００円という数字が軽減になった数字でございます。こ

れは法人であっても公立であっても前年の所得、あるいは前年の課税状況に応じまして

保育料が決まりますので、それはどちらの保育園であっても同じ保育料ということにな

りますから、たまたま結果としてそういう分類になりましたけども、私立だから高いと

か安いとか、公立だから安いとか高いとかということはありません。 

○委員長（鈴木宏征君） これは緑丘と町立で・・・そうか、あれが違うんですものね。  

○町民サービス課長（長野征幸君）  公立は５園、法人が１園しかありませんから。 

○委員長（鈴木宏征君） そうしたらこれは単純に考えれば１７，３７０，０００を町

が余分に負担しているというふうに考えていいんですね。ちょっと今のやつでまたあれ

なんですが、今後の話なんですが、この保育料の見直しと言うんですか、というのは計

画を持っているんでしょうか。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  白老町の保育計画というのがございまして、これ

は行政改革の第４次のやつと合わせているんですが、平成１８年、１９年ごろまでにも

保育料の単価の、保育料金のあり方についてやはり検討していくという考え方をいたし

てございます。国が、先ほどもお話しましたとおり７区分しかしてございませんから、

町は今、現実に２３区分だったと思いますから、それを少しずつでも区分幅を小さくし

ていって、この苦しい情勢の中ですから１７，０００，０００の差を縮める努力が必要

なのかなという考え方はいたしてございます。これはやはり近い将来、こういうことも

考えていかなければならないことだろうというふ うには考えております。 

○委員長（鈴木宏征君） 皆さんで何かお聞きしたいことはありませんでしょうか。は

い、どうぞ。 

○委員（氏家裕治君）  先ほど長野課長がおっしゃってました、北海道の医療費改正と

いう形の中の乳幼児の部分がありましたよね。これは課税世帯、低所得世帯、両方にお

いて初診時の一部負担金に関しては同じ。課税世帯の３歳以降就学前までの医療費の１

割自己負担というのがありますけども、多分ですね、３歳から就学までの医療費の１割

自己負担というのが多分この少子化対策の中で本当は重要な位置を、割合を占めてくる

んではないのかなと思っている一人なんです。これがですね、例えば対象者が１，００

０名近く白老町に居るとすればですね。これは６月議会までにしっかりした方針が出て

くるとは思うんですけども、こういった大変な財政の中で白老町がこの部分に対して本
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当にこれからどういった取り組み、これは前の議会の中でも多分質問にあったかと思い

ますが、６月までにやっぱり少しでも前向きな取り組み方が僕も必要なんじゃないのか

なと思っております。ただ、やっぱり白老町こういった厳しい財政の中でどこまでそれ

を近づけていけるかとかですね、どこまで前向きに考えて行けるかということがやっぱ

り一つの大きな問題になるのかなと思ってますけども、その辺についてはもし、もうち

ょっと詳しい話が出来れば。 

○町民サービス課長（長野征幸君） 北海道の方で改正しようする乳幼児の関係ですが、

基本的に行きますと拡大すると。今現在通院３歳未満ですので、これを就学前まで。入

院が５歳までですから、これを就学前までというふうになりますと、ざっとの話ですが

だいたい５００万から６００万ぐらいの支出増に繋がるだろうと。これは町単費ですね。

この１割負担の分で当然重度も母子も乳幼児も１割負担を求めている わけですから、こ

の金額でだいたい１，０００万ぐらいのマイナスになるだろうと。そうしますと５００

万あるいは６００万から１，０００万としても５００万ぐらいの残が出ることになりま

すね。ここのところをどういうふうに有効的に使えるかということに最終的にはなって

くるのかなと。これは私自身の個人的な考えですが、ここのところを、この余ったと言

いましょうか、拡大する部分、あるいは減額になる部分、ここをどこまで考えられるか

ということになると思うんです。基本的な考え方としては、やはり課税世帯というのは

それなりに所得があり、課税されるわけですからそれなりの生活が出来ているだろうと。

だけど、非課税世帯というのはやはり生活も日々なかなか大変なところがあるのではな

いかと。その上に医療費まで負担を求めるというのは果たしていかがなものかという考

え方から行けば、やはり家庭的にと言いましょうか、経済的に恵まれていない家庭に関

しては町の行政として助成する必要があるだろうけども、ある程度経済的に所得のある

世帯等については、それなりの負担を求めていくというのがやはりあるべき姿なのでは

ないだろうかというのが基本的な考え方の中にはあるわけでございます。もち ろん、こ

の４０，２００円あるいは１２，０００円という金額は決して、今まで０だったわけで

すから安いとは言えないと思いますから。ただ、そこにまで手をつけて行くとなると、

今お話の中の差引５００万以上相当な持ち出しが必要になってくるだろうと。今、推測

ですがだいたい２千４、５百万の金の持ち出しが必要になるだろうと。これを全部白老

町の方で被るとすれば。そのぐらいの財源が必要になってくるだろうと。じゃあ、今の

白老町にそこまで被るだけの経済的なゆとりがあるかどうか、財源的なゆとりがあるか

となったら、それは多分相当難しい話だ ろうと。であれば、増える分と減る分との相殺

の部分での残った部分をうまく活用出来るようなそういうシステムは考えられないかど

うか。その辺を現在、鋭意、我々の方では数字上ではじきまして研究しているところで

ございますから、６月までには何とかその辺の方向づけをしたいという考え方で進めて

いるということでご理解いただきたいと思います。 
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○委員（氏家裕治君）  ちょっと私もこういった部分に関してはまだまだ勉強不足な部

分があるものですから、同じことの重複になるかもしれませんけども。医療費の１割自

己負担の、例えば今の北海道の医療 費体制の中では課税世帯について４０，２００円ま

で見てもらえますよと。そして、通院を１２，０００円まで見てもらう。しかし、白老

町の中で例えばこの４０，２００円１２，０００円という部分を単純な話、通院を６，

０００円だとかですね、入院を２０，０００円だとかそういった部分までの、そういう

何と言うのかな、白老町独自の形の中で、これは本当大きいんですよね、今までになか

った部分の４０，２００円だとか１２，０００円というのはね。その辺について少しで

も考えていくという考えなのかですね、今のおっしゃっていることがですね。その辺に

ついてちょっとお伺いしたいなと思うんですが。 

○委員長（鈴木宏征君） はい、長野課長。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  道の方では、この表を見ていただくとわかります

が低所得世帯いわゆる非課税世帯を一つの対象にしてございます。この一つ上の方に要

するに所得税の非課税世帯というのがございます。そこまででラインを切るか、あるい

は今、氏家委員がおっしゃった医療費の１割自己負担、ここの部分まで行政として入り

込むかどうか、これについては現在検討しているところでございますから、基本的な考

え方から行くと少しでも町民の方の 自己負担の軽減に繋がるような方策は講じたいとい

う考え方はいたしてございますが、具体的にこの１割負担のところを６，０００円にす

れとかという話になってきますと、まだそこまでは今、検討段階だということでご理解

いただきたいと思いますが。 

○委員長（鈴木宏征君） 三戸課長にちょっとお聞きしたいんですが、４ページ目の母

子保健事業の中で乳児健診ですとか、１歳６カ月健診、３歳児とあるんですが、健診率

というのはかなり高いんでしたでしょうか。はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  この乳児健診とかですね、１歳６カ月、３歳児まで含

めていいかと思いますけれども、これは何と言いますか、４０歳以上のいわゆる一般の

方が受けるような受診の率よりは相当高いんです。やはり、これはその時の受診もそう

なんですが、例えば都合で来られなかった場合なんかにおいてはですね、保健師の方が

家庭訪問してというようなこともや っておりますから、かなり１００％に近い数字の補

足が出来ているのかなとそんなふうに思っております。ただ、そこへ来てお医者さんが

いろいろな立場でやられるものについてはですね、都合で来られない方は何％かはあり

ますけれども、全体からすればかなり高い受診率になっております。 

○委員長（鈴木宏征君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤守君） 課長に聞きたいんですけども、児童手当の制度の中でね、これか

ら９歳未満まで拡大するというお話を聞いたんですけども、現在、何言うんですか、長

くしても子供が、元が少子化で子供を産まないもので ね、いないからそんなに金額的に
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負担はないんじゃないかと思うんですけども、もし、そこまで行った場合に今の現状か

ら行くとどれぐらい増になるんですか。金額増と言いますか。 

○委員長（鈴木宏征君） はい、長野課長。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  白老町、要するに町側の方で負担しなきゃならな

い部分というのは当然あるわけです。例えば、児童手当の被扶養者とかっていろいろ分

類があるわけですね。その中で全部国で持つ部分、あるいは町で１割持ちなさいと言わ

れる部分、それから例えば町で２割持ちなさいと言われた部分、そういうふう に分類さ

れた中で町のほうで持たなきゃならない割合というのがあるわけです。これは子供たち

のうち、どういう割合に、要するに人数がどれだけになるかということによって変わっ

てくるわけですね。ですから、まだ詳細は来てませんから、今、例えば１０割国で持つ

というふうな部分があるわけですけれども、それがもしかしたら８割にして町で２割持

ちなさいという話になるかもしれませんし。それの詳細が今のところ不明なんですね。

今までの例から行きますと、例えば被扶養者の場合は１０割国で持って、町では持たな

くてもいいよとか。被用者の場合は町で ２割持ちなさいとかとあるわけですけども、そ

の人数とそれからその割合が国の方で指導でどういうふうに変わってくるか、それによ

って金額が変わってくるというふうになりますから、今、はっきり金額がいくらぐらい

増えますということはちょっと申し兼ねる部分なんですが。それでご理解いただきたい

と思います。 

○委員（近藤守君） それでね、私も児童手当なんて相当昔もらって、今は全然分から

ないんだけども。第１子の５，０００円というのは、これは５，０００円なんですか、

あくまでも。町だけが５，０００円じゃなくて全体で５，０００円ですか 。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  はい。全国で。 

○委員（近藤守君） 全国で同じ。そして第３子以降が１０，０００円と。私なんか逆

に第１子、第２子の方に２０，０００か３０，０００増やしてと行ったほうがたくさん

子供産んでくれるんじゃないかなという気はするんですけども。町として、逆にそうい

う発想というのはないんですか。 

○委員長（鈴木宏征君） 長野課長。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  多分、これはたくさん産んだらお金出しましょう

ということでしょうから、一人産んで金額高くというふうになると多分、その話は逆転

する形に－なるんじゃないかと思いますから。今はだいたい１．３９人の出生率ですか

ら、それを２人、あるいは３人、４人という形でたくさん産んでということだと思うん

ですよね。それがこの目的だと思いますので、その辺でご理解いただきたいと思います。  

○委員長（鈴木宏征君） ちょっと三戸課長、一ついいですか。今、次世代の行動計画

ですか、これから作成するというふうに聞いているんですが、前にも聞いたと思うんで

すが、これからのスケジュールですね、作成にあたるのはどのぐらいの時期から作成に



１１ 

あたってですね、最後の計画づくりというの はいつ頃までに計画を作るというような、

そういうスケジュールをちょっと教えていただきたいと思います。はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  次世代育成推進法に基づく行動計画。これはまず基本

的に法律の中で平成１６年度中に作りなさいということになってございまして、スター

トは平成１７年度ということになろうかと思いますけれども。いずれにしても１６年度

中に作らなきゃ駄目だとそういうことでございまして。まず、その前段にやはり今の現

状を把握なり、いろいろ今の子育て中のお母さん、あるいはこれからお子さんを持とう

としている、そういう方々がどういうお考えを持っているのかというそういうニーズ調

査を先にする必要があるだろうということで、これにつきましては昨年第４回の定例会

において予算補正をさせていただいて、これは債務負担補正でございましたけれども。

それで今、その調査を発注いたしましてコンサルにお願いすることにしておりますけれ

ども、その業者も決まって今、最終段階のニーズ調査の項目の整理をやっていると。こ

れにつきましては本来であれば１５年度、年度内３月末までに終えれればあれなんでし

ょうけども、多少ちょっと時間もかかる様相もあるかなということで債務負担補正をさ

せていただいたという経緯でございまして。まず、そういう作業を進めてですね、新た

にまた今度新しい予算においてはですね、いわゆる本計画策定の予算案をご提案申し上

げたいなというふうに思っております。いずれにしても１６年度中に作成ということな

んですが、これは各市町村それから都道府県すべて作ることになるわけですね。もちろ

ん３００人以上の企業さんもその策定の義務づけというのが法律でされておりまして、

それはまた別の法になりますけども、いずれにしても各市町村が策定するのとですね、

都道府県も策定す ることになりますから、都道府県としては各やっぱり市町村の積み上

げの、いわゆる目標数値が必要になるという関係もございまして、この辺は今、道の方

としては各市町村の積み上げのいわゆる目標数値の提出を８月頃までには上げてもらい

たいというような意向がありましてですね、基本的には１６年度中では策定ではござい

ますけれども、これはかなりそういう道の報告との絡みもありましてですね、少しかな

りスピードを上げて計画していかなきゃ駄目なあれなのかなとそんなふうに思っており

ます。いずれにしても今、その前段の作業の最中でございまして、新年度１６年度予算

においては本編策定の予算案の提案をさせていただきたいとそういうふうに思っており

ます。 

○委員長（鈴木宏征君） 今の予定でいいんですが、その作成に関わる、何て言うんで

すか、プロセスと言うんですか、委員会を作るとか、広く公募をして作るための何かを

作るとかそういう計画と言うのか、案は持っておるんですか。はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  これは一つ今回のこの計画策定にあたって国の一つの

ガイドライン的なものも実は出ておりますけども、そういうものが出てる出てないは別

にしてですね、やはり今のこれからの町の計画というものはですね、うちは特に白老町
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は協働のまちという部分も踏まえていけばいろんな各計画については町民参加の下でや

るというのが基本になってございますし。私どももこの計画を策定するにあたってはで

すね、そういう策定委員会それぞれ関係する方々のご協力をいただきながら、そういう

委員会を作ってその中で検討してもらいたいなとそんなふうに思っております。 

○委員長（鈴木宏征君） わかりました。何かございませんか。はい、土屋委員。 

○副委員長（土屋かづよ君） ３ページの先ほどお話ありました児童手当制度の町の予

算のところなんですけども、この受給延児童数と書いてあるところで３段目の特別給付

というのは、この特別給付の対象者の方はどういう方なんですか。 

○委員長（鈴木宏征君） 長野課長。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  確か被用者、非被用者、要するにこれは所得があ

るわけですが、この所得に対して制限を超えた方が特別給付でなかったかと思います。

ちょっと詳細については持ち合わせてないんですが、確かそういうふうに。区分が例え

ば被用者というのは厚生年金加入者と非被用者というのは国民年金加入者とかって分か

れるわけですが、その所得の制限を超えた方が特別給付という名称を使うんでなかった

かというふうに理解してますが。詳細については後ほどお知らせしたいと思いますが。

今ちょっと持ち合わせありませんので。その程度しか記憶に残ってないんですが。申し

訳ないですが。 

○委員長（鈴木宏征君） はい、土屋委員。 

○副委員長（土屋かづよ君） そうしますと、その下にあります所得制限により児童手

当を受けられないサラリーマン（厚生年金等加入者）と合致する部分てあるんじゃない

でしょうか。おそらくこれも相当な所得があってということだと思うんですけれども。

それに値するでしょうか。 

○委員長（鈴木宏征君） はい、長野課長。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  この辺につきましては、後ほどちょっと調べてか

らご連絡差し上げたいと思います。 

○委員長（鈴木宏征君） はい、土屋委員。 

○副委員長（土屋かづよ君） ほとんどが母子家庭という部分になってますけど、父子

家庭へも母子家庭と同様にといういろんな制度の手当なんかは利用出来るという具合で

すか。父子家庭はやっぱり所得制限が相当設けられるという部分で。医療費で。 

○委員長（鈴木宏征君） はい、長野課長。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  道の方では現在、児童扶養手当準拠ということで

母子家庭については所得制限を設けてございます。多分、父子家庭についてもその辺の

所得制限は設けるのであろうというふうには理解いたしてございます。まだ父子家庭を

拡大するという方向づけはされてますけども、どういう形の中で父子家庭に対する助成

を考えるかということについては、まだ詳細は各市町村に回ってきてございませんから、
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それについてはまだ現在はちょっと分かりかねる部分ございますけども。多分、今まで

の流れから行きますと所得制限は設けられるんであろうというふうに考えております。 

○委員長（鈴木宏征君） すみません、長野課長。そうしたら、現在は父子家庭にはこ

の制度は該当しないという意味ですか。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  そういう意味です。 

○委員長（鈴木宏征君） そうですか。ちょっと長野課長にお聞きしたいんですが。長

野課長も今、今の町民サービス課を担当しまして３年ぐらいですか、もっと上ですか。

それで保育園の事業なんですが、これからの考え方としてどういうサービスが求められ

ているかということを課長として、何て言うんですか、父兄の声ですとかそういうもの

を聞きながら何か感じているものが、考えているものというのか、自分個人としてでも

いいんですが考えている、感じているものがあればちょっとお話願いたいと思うんです

が。はい、長野課長。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  保育園の声というのは以外と、お父さん、お母さ

んまだ若いせいもあるんでしょうけども、以外と声は小さいんですよね。でも、小さい

中でも汲み上げていきますと、例えば時間延長してほしいであるとか、あるいは一時保

育をお願いしたいとか、あるいは休日保育をやってもらえないだろうかという声は聞こ

えております。たまたま、この３月から でしょうか、非営利法人のＮＰＯさんのところ

で一時保育をやっていただけるということですから、そういう点では官民併せて子育て

のお互いの事業として協力し合ってやっていければなというふうには思ってますし。や

はり一時保育が行政、要するに官でやるとすれば非常に難しさがあるんですよね。いつ

来るか分からないお子さんを保育士を用意してまっていなきゃならないという部分がご

ざいまして、また施設なんかも用意しなきゃならないという部分があってりして、なか

なか一時保育まで手が出せなかったというのが現状としてあるわけです。ですから、そ

れがたまたまＮＰＯさんがやってくれるということになれば、やはりその辺では非常に

ありがたいなという気持ちは持ってございます。これからはやはり当然、休日も働いて

いる方いらっしゃいますから、休日保育ということも視野に入れて考えていかなきゃな

らない時期も来るだろうというふうには思っております。先ほどもお話しました保育計

画の中には、指定園で休日保育もやるような考え方を文章化いたしてございますから、

やはり将来はそういうことも視野に入れて考えていく必要があるだろうというふうには

思っております。以上でございます。 

○委員長（鈴木宏征君） ありがとうございます。いろんな父兄の方のニーズに柔軟に

対応出来るというのはなかなか公共の施設では難しいところありますよね。そういう部

分で今、立上げていただけるそういうＮＰＯさんの部分というのは大きいかもしれませ

んね。暫時、休憩いたします。 

                         休憩               午後   １時５５分  
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                         再開               午後   ２時１０分  

○委員長（鈴木宏征君） それでは休憩を閉じまして再開いたします。今まで質疑を出

していただきましたけども、その他何か質疑がございましたらお願いします。はい、根

本委員。 

○委員（根本道明君）  三戸課長、先ほどひだまりの方に行きましてお話聞いたと思い

ますけども、例えば部屋が手狭になったということの実態を果たしてどのぐらい利用率

があって、そして部屋が本当に手狭なのかどうなのかよく調べてみて、もし本当に手狭

であるような状態が続くようであればね、あの壁をどのようにして開放するかどうか、

そういうふうな技術的に可能なのかどうなのかというふうなことも検討しなきゃならな

いのかなと思うんですけれども、その辺の考え方はどうですか。 

○委員長（鈴木宏征君）  はい、三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）    あの時もセンター長も言ってましたけども、いろい

ろＰＲもしながらあの施設を理解していただいて利用者がどんどん増えてきているとい

う部分については、言われてたように嬉しい悲鳴かなというふうに思ってます。ただ、

今あの施設を手狭になったという部分で、隣の部屋も実は使える状況にはあるんですが、

一応相談室的な部屋名にはなってますが、それは日常の利用という部分では特に固定し

た部屋じゃないですからそういう部分では利用出来るんですが。確かに一つの大きな部

屋として使える状況というのも、これはまたそれなりの効果があるんだろうと。その場

合には壁がちょっと支障になるのかなというふうに思いますけども。確かあれは、当初

はあそこの改修の時点ではあの壁についてはいわゆる耐力壁と申しましてね、簡単に取

れるものではないよということが一つありましてですね、あの壁は取れなかったという

のがございました。他の壁の方で取れているのは、いわゆるブロックの間仕切り壁だと

かそういうのは簡単に取れているんですが。あそこは基本的に取れな いという。これは

技術的にと言いますか、お金をかければまた違う補強をもって取るということは有り得

るんだろうとは思いますけれども、その辺はちょっとなかなか財源との絡みもあってで

すね、少なくともあの時点ではこの資料にも出ておりますように備品購入５，１００万、

だいたいそういう枠の中でという部分で行けばそこまで手が届かなかったというのがあ

りますけど。今後の考え方につきましては財政上の問題からすれば、この整備をやった

時からもっと悪くなってきてるかなという部分を考えればですね、そうなかなか簡単に

手を出せない部分あるのかなというふうに思いますけれども。他の部屋との有効利用み

たいものを考えながらですね、当面はちょっと様子見的なことでやらざるを得ないのか

なと。これはもっともっと将来的なことを考えれば、確かにあそこの萩野地域というの

は、社台・白老あるいは虎杖浜・竹浦から行っても中間的な位置にありますから利用の

しやすい部分はあるんだろうと思いますけれども。理想型から行けばもっと地域単位に
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そういうものがあればいいのかなと。これはあまり理想型の話になりますけれども。た

だ、これも結局今後の、今の少子化対策というものを国を挙げて今、やってい る、もち

ろん白老町もいろんな施策を講じてやっていく。その子供の数の実体というのがどうい

うふうに変化していくか、その辺を見極めながらのことになるんだろうなと。今、本当

に最近この１５年、１４年、１３年とだいたい１３２、１３５とこの辺ずっと横並びな

んですよ。ですから、これがかつての１０年ぐらい前で行けば約３００人近くの子供の

出生もありましたから、その辺までに伸びていった時にそういう施設の利用のあり方と

いうものも出てくるのかなと思いますけども。今の状況の中では既存の施設を有効に活

用していくと言うかね、そんなところなのかなとそんなふうに思っております。 

○委員長（鈴木宏征君） よろしいですか。 

○委員（根本道明君）  児童館のトイレについてはあれかい。児童館のトイレ全部じゃ

なくてもいいからさ、１つか２つ、みんな我慢しているんだからな。 

○副委員長（土屋かづよ君） 最近の子供って本当に旧式のトイレは使えないんですね。

見えるっていうんで怖いって。 

○委員長（鈴木宏征君） はい、どうぞ。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  午前中のお話の中で、例えば白老には町営のプールのそばに運

動公園がありますよね。本当に僕もあそこへ行くとすごくゆったりした気分になれるし、

すごくいい場所だなと思うんですけども。今日のお母さん方の話を聞くとですね、例え

ば萩野辺りにもね、萩の里の自然公園というのは確かにあります。でも、何て言うかな、

目的、その公園のあり方というのが子供たちのための公園なのか、それとも大人たちの

散策の場である公園なのかで使い勝手が違うということが一つ今日感じられたんですよ

ね。特に今、駒沢大学のすぐそばにある、何公園と言うんですかね、僕はわかりません

けどもね。あの公園は本当に子供たちとお母さん方が週末・・・。そんなに手は加えて

ないと僕は思うんです、あれはね。ただ、その中で自由に遊んだりしているああいった

公園が、やはり一つあるべきかなとか。あることがやっぱりこういった子育て支援の環

境整備と言うかね、それにも繋がっていくことなのかなと思ったりもしたんですよね。

これはあくまで都市計画の中で考えることなのか、また今回のそういったこれからの方

向性というのは都市計画の中でやっぱり考えることなのかなとも思ったりもするんです

けども、その辺については三戸課長どうなんでしょうかね。 

○委員長（鈴木宏征君） 三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  今回のいわゆる 行動計画についてはですね、ただ子育

て支援部門だけという意味合いじゃなくですね、これは今の従前にあります白老町のい

わゆる児童育成計画、エンゼルプランにおいてもそうなんですが、これはいろんな各分

野に実は股がっておりましてね、今お話にあるような公園の整備のあり方だとかそうい

うことも当然今の行動計画の中にはですね、子育て支援の一つのアイテムとして当然入
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ってくるものだろうというふうに思ってますから。この辺は当然、我々がこうするああ

するということにはなりませんから、当然、関係課との連携を取りながらということに

なりますけれども、そういう問題も含めての計画と言いますか、いろいろ検討していく

ことになろうかなとそんなふうに思ってます。 

○委員長（鈴木宏征君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  僕も今日、午前中ずっとお母さん方のお話聞いてましてね、自

分たちの目線というのは、公園というものを一つ取ったときに公園あるじゃないかと、

いっぱいあるべとそういうふうに思ってしまうという部分ってあるんですよね。ただ、

お母さん方が子供さんたちを連れて歩く目線で考える公園というのは、やっぱり自分た

ちの考えている公園とはまた違うんだなというのが改めてわかるというかね。だから、

そういう視点に立って考えることがやっぱり大事なことなんだろうなって思ったんです

よね。ですから本当に、公園一つ見て、公園は公園て見てしまうのと、公園にも用途に

よって使い勝手によって様々な公園があるんだということを、やっぱり自分たちも考え

て行かなきゃいけないのかなと、そう思ったものですからぜひそういった行動計画の中

で、取り上げていく中でやっぱり白老町も子育て支援に本当に前向きな、そして明るい

兆しの中で動けるようなそういう町であっていただきたいなと思ったものですから、そ

の辺もぜひそ ういった行動計画の中に盛り込まれれば素晴らしいものが出来るんじゃな

いかなと思って質問させてもらいました。 

○委員長（鈴木宏征君） 三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  参考になるかどうかちょっとあれですけども、私も一

時都市計画携わらせていただいたことありますから。今の公園のあり方というのは非常

に変わってきているのも事実なんですね。今、従前あった児童公園も、今、児童公園と

いう名称すら無くなっておりましてね。児童公園の時には結局一つのセットものがあり

まして、砂場があったり、鉄棒があったり、ブランコがあったり 、これはまず一つセッ

トものという形でありましたけども。今は逆に児童公園もそういういろんな遊具施設な

んか持たないで、原っぱ広くして自由に遊べるようにしたらどうかなんて、そんな発想

も実はあるんですね。ただ、小さいお子さんをもっておられるお母さん方の中にはです

ね、やはり子供が何かを持って遊ぶ場所がほしいとかね、それが何て言うかな、あんま

り決まりきった、先ほど言ったような鉄棒だ、ブランコだ、シーソーだ、そういうもの

でない遊び方というのが、あそこは確か北星公園と言うのかな、そういうものにちょっ

と魅力を感じてね、そうい う面からいったら白老にそういうのが無いんでないかという

話なんだろうというふうに思いますけれども。いずれにしても今、児童公園もそういっ

た流れがあるんですが、その流れの一つにはやはり高齢者の方がどんどん多くなってき

たというそういう実態があってですね、高齢者の方も例えば散歩している中にちょっと

休憩したりなんだりということになれば、ベンチぐらいあればいいんでないのと。そう
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いう遊具関係はほとんど必要ないんでないと。子供らが少なくっているんだからそうい

う、いわゆる従来の児童公園と言われるものについては利用する方もあんまりいなくな

ってきたと。そういうことであれば、小さい子なり大きい子もそうですけども、あるい

はおじいちゃんおばあちゃんなんかもちょっと行ってゆっくりできるようなそういう環

境の方がいいんでないかという、そういうような形がちょっと出てきたというのが一時

期実はありましてね。それが今の流れなのかなというふうに思いますけども。現実的に

はお母さん方の、今日話し合われたような話の中の要望もあるということもこれは確か

にあるのかなとそんなふうに思います。ですから、公園のあり方一つにとってもどうい

う方を対象にするかによってまた考え方って変わってくるという部分もあるのかなと思

いますけども。今の少子化対策という部分で行けばですね、そういうご要望のあったよ

うなご意見何かも当然それは十分参酌しながらですね、どうあるべきかというのを検討

していくことになると思うなとそんなふうに思ってます。 

○委員長（鈴木宏征君） あと、ありませんでしょうか。もし無ければ、両課長さんに

お願いしたこの件につきましてはこれで終了してよろしいですか。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（鈴木宏征君） はい、わかりました。一時休憩いたします。どうもありがと

うございます。 

                         休憩               午後   ２時２５分  

 

                         再開               午後   ４時５３分  

○委員長（鈴木宏征君） それでは休憩を閉じまして、委員会を再開いたします。今日、

午前中、午後からといろんな調査をさせていただきまして、このことをまとめるという

のは、今回この１日では非常に難しいことでございますので、先ほど委員さんにお諮り

したようにですね、継続審査ということで進めたいと思いますがよろしいでしょうか。 

                          ［「よろしいです」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（鈴木宏征君） それでは継続審査ということで進めたいと思います。 

 

          ◎閉会の宣告 

○委員長（鈴木宏征君） それでは今日の委員会を閉会いたします。皆さんどうもご苦

労様でございました。 

 

                                                     （閉会   午後  ４時５３分） 

 


