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平成 17 年度白老町民生常任委員会会議録 

平成 17 年２月１５日（火曜日） 

開  会  午前 １０時００分  

閉  会  午後  ０時０１分  

  

○審査事項  

地域福祉計画ほか２計画の策定状況について  

 

○出席委員（７名）  

委員長 鈴 木 宏 征 君     副委員 土 屋 かづよ 君 

委 員 近 藤   守 君         氏 家 裕 治 君 

谷 内   勉 君         根 本 道 明 君 

議 長 堀 部 登志雄 君 

  

○欠席委員（０名）  

  

○説明のため出席した者の職氏名  

健康福祉課長      三 戸 功 二 君 

  

○職務のため出席した者の氏名 

事 務 局 長     中 村 英 二 君 

書     記     渡 辺 博 子 君 
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      ◎開会の宣告 

○委員長（鈴木宏征君） 委員会を開催したいと思います。 

 ただ今から、民生常任委員会を開会いたします。本委員会については傍聴を許可することに

ご異議ありませんでしょうか。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。 

                                          

      ◎審査事項 

○委員長（鈴木宏征君）  障害者福祉計画の説明等調査終えられまして、今日につきましては

白老町次世代育成支援行動計画について、担当の課長より説明をいただきたいと思います。三

戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  最初レジメ白の１ページお開きいただきたいと思います。今

回、白老町次世代育成支援行動計画を策定中でございますけれども、根拠は何処にあるかとい

うことをここに記しております。ご承知のとおり今、日本全体少子化という非常に大きな社会

問題が起きておりますけれども、その歯止めをかけようといいますか、そういう対策というこ

とで、平成１５年に次世代育成支援対策推進法というものが施行されております。その中の第

８条に市町村行動計画という条項がございまして、この条項を読み上げますと、市町村は行動

計画策定指針に即して５年毎に当該町村の事業及び企業に関し５年を一期として、地域におけ

る子育ての支援、母性並び乳児及び幼児の健康の確保及び増進。子供の心身の健やかな成長に

必する教育環境の整備。子供を育成する過程に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保。

職業生活と家庭生活の両立の推進。その他の次世代支援対策の実施に関する計画を策定するも

のとする。ということで、法律の中で策定が義務付けられております。そして、この計画につ

いては１７年４月１日からスタートということで位置づけられておりますので、今般この１６

年度中の策定を進めているものでございます。 

子供の関係の計画につきましては従前、白老町児童育成計画、通称白老エンゼルプランとい

うものが存在しております。この計画につきましては、平成１１年度から平成２０年度までの

計画ということになっておりますから、現在その計画の進行中でございますけれども、今般こ

の白老町次世代育成支援行動計画、これを作ることによって、従前の白老エンゼルプランに変

る計画としての位置づけが成されるということで。仮に白老エンゼルプランそのものが平成２

０年度で終了しても、それの更新作業をする必要はないということにもなってございます。 

資料の３をお開きいただきたいと思います。先ほど法律の中にも出ておりましたけれども、

国の示す策定指針に即してということでございまして、この策定指針なるものが国から示され

ております。一つには基本的な視点として子供の視点。あるいは次世代の親づくりという視点。

それからサービス利用者の視点。社会全体による支援の視点。全ての子供と家庭への支援の視

点。地域における社会資源の効果的な活用の視点。サービスの質の視点。それと地域特性の視

点というような、こういう視点の基に策定を進めなさいという基本的な条項が示されておりま
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す。策定にあたって必要な手続きとして現状の分析。ニーズ調査の実施。住民参加と情報公開

というような手続きについての基本的な考え方も示されております。策定の時期の関係でござ

いますが、先ほど申し上げましたように平成１７年４月１日からこの市町村行動計画にかかる

諸規定が施行されることになります。従って、平成１６年度中に作成する必要があるというこ

とで現在策定中ということでございます。また、市町村行動計画は５年を一期とされているた

めに、今回策定される市町村計画については平成１７年度から平成２１年度までを期間として

策定をしております。５年毎に策定をするということから、次の計画につきましては前期改革

を踏まえて必要な見直しを行って平成２２年度から平成２６年までの次期５ヵ年の計画を策定

をするというような流れになっております。この市町村行動計画に盛り込むべき事項というこ

とで、これは先ほど法律の中身の方でも朗読したとおり、その中にも出てきておりますけれど

も、おおむね６つの盛り込む事項が示されております。そのような策定指針がございますので、

そのようなことに沿って作業を進めてまいっております。  

そして、これらの計画策定の策定開催経過でございますが、Ａ３の資料にもあろうかという

ふうに思いますが、中ほどに白老町次世代育成支援行動計画ということの策定委員会、検討委

員会の開催経過を示しております。ニーズ調査につきましては、平成１５年度実施ということ

になってますが、１５年度から１６年度にかけての実施でございまして、これは予算的には平

成１５年度において債務負担行為の議決をいただいて、平成１５年度から１６年度の６月位を

目途に実施をしてきたものでございます。  

第１回目の策定委員、検討委員合同会議。これは今までもお話しておりますように、策定委

員というのはいわゆる民間の方々から成る策定委員。検討委員というのは、行政職員から成る

委員会でございます。８月の２６日に第１回の合同委員会を開催して、ニーズ調査を行った調

査結果。そこから現状の把握をしながら課題の抽出を行っております。９月の１４日、ニーズ

調査を行っておりますけれども、ニーズ調査だけでは読み足りないいろんなことがあるだろう

というようなことで、子育て団体等とのフリートークを開催してございます。主に白老には子

育てサークルとして、三つのサークルありますが、そういう人方を中心に、あるいはフリーの

お母さん方も参加していただいておりますけれども、１８名の参加をいただいて開催をしてお

ります。１０月の６日には第２回の策定委員、検討委員合同会議を開催し、フリートークの結

果検証を行うと共に、基本理念、基本目標等の討議を行っております。ここからは大体グルー

プ討議を行っております。１０月の２８日には第３回の合同委員会。ここでは基本理念、目標、

基本メッセージというようなことの議論をいただいております。１１月２２日には第４回の策

定委員会、検討委員合同会議を行いまして、基本目標あるいは具体的事業等のグループ討議を

行っております。１２月の７日に第５回合同会議を行い同じく基本目標、具体的事業等のグル

ープ討議を行っております。年を明けて１７年の１月１３日に第６回の合同会議を行いまして、

これまでの議論を踏まえた素案をまとめて、その素案の審議をいただいております。それらの

経過を踏まえて２月１日から１４日まで、昨日まででございましたが、パブリックコメントを

実施したところでございます。今までの委員会等の開催経過については以上のことで進んでき
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ております。  

次世代育成支援行動計画の中間素案となっていますが、いわゆる素案の現段階でのまとめて

いるものを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、次世代育成支援行動計

画の考え方を述べております。１の計画の趣旨につきましては、先程来申し上げておりますよ

うに少子化が進行しているよというようなことから、この少子化の流れを緩和して少しでも子

どもを産み育てやすい環境を整えていくために、地方公共団体及び企業が集中的、計画的な取

組みを促進していく取り組みになりましたと、これがいわゆる次世代育成支援対策推進法で既

定されている内容でございます。そういう目標の達成するために行政計画として、今回計画づ

くりに取りかかってるということになります。 

因みに、地方公共団体いわゆる市町村行動計画と北海道を含めた都道府県計画、これの策定

もございます。それと企業というのは、基本的の３００人以上の企業については、その策定の

義務がありますよということになっております。３００人未満の事業所につきましては、努力

規定ということになっております。白老町において３００人以上の事業所ということになれば、

日本製紙さんが該当になるのかなというふうに思っておりますが、今私共の方で企業としてど

ういう取組みを成されてるかというところまでの把握は今のところまではしてございません。  

２の計画の性格、位置づけですけれども、今申し上げたような策定義務あるいは努力義務が

ございまして、市町村については義務ということになってございます。この中でもニーズ調査

を基本としながら、住民の方々から成る策定委員会を設置して幅広い視点で検討を重ねてきて

おりまして、基本的には具体的な数値目標、あるいは目標達成年度、こんなものを設定してい

きたいと。また、この行動計画の内容、達成状況などの見直し、あるいは消化を繰り返してい

きたいというような計画性格、位置づけにしております。計画の期間につきましては、先ほど

申し上げておりますように５年を一期ということで規定されておりますので、今般１７年度か

ら２１年度までの５ヶ年の計画を行います。当然、５年経過後におきましては、次期計画のた

めの見直しを行って、次期の５ヵ年計画を策定していくと、そういうことになります。  

２ページ目には、この白老町の育成支援行動計画の基本理念を示してございます。ここにつ

いては朗読をさせていただきます。白老町の総合計画では誰もが幸せを実感でき、心の豊かさ

と優しさに満ちた元気で魅力あふれる町を都市づくり理念とし、将来的な社会経済情勢の変革

や都市の特性、事情を踏まえた取組みを進めています。本町では、緑豊かな自然の中ですべて

の子どもたちが幸せを感じながら、たくましく生きる力を身につけ、社会人として巣立ってい

くことを目指し、子育て支援の取組みを推進します。また、子どもと一緒に親も成長していく

ことを感じられるよう、地域全体で子どもたちを見守っていく認識を基に協力しあえる地域づ

くりを進めますという基本的な理念を示しております。こういう基本理念の基に基本的な考え

方として、大きく３点示しております。一つとしては、すべての子どもたちが幸せに育ってい

くために。サブタイトルとして、すべての子どもが幸せを実感できる環境をつくる。２つ目に、

すべての親がゆとりを持って子育てしていくために。サブとして、すべての親が自立しゆとり

を持って楽しさを実感しながら子育てができるよう応援する。三つ目として、地域がすべての
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子どもと親を支えていくために。すべての子どもと親を地域が支え、暖かく見守り、みんなが

育つ地域をつくるというサブタイトルをつけてございます。そうした理念それから考え方、そ

ういうところから基本メッセージというものも示してございます。白老町のすべての子どもた

ちが幸せを実感できるように子どもが、親が、地域が支えあい私たちが育つ元気まちという基

本メッセージを掲げております。  

３ページからは、実施施策の目標選定でございます。施策の目標１、地域における子育ての

支援。アとして、地域における子育ての支援サービスの充実ということで、五つ程の基本施策

を掲げております。その中の保育園の充実です。白老町保育計画。これは平成１４年度から平

成１９年度までの６年間の白老町の保育計画というのがございますけれども、その保育計画の

推進とともに保育園の整備や適正配置、地域児童の状況を踏まえながら定員の見直し等を検討

しますと。また、保育園の専門的能力を向上させるため、保育士の研修を行う等、人材の養成、

確保に努めますと、これは保育園の充実という項目の中で示している考え方です。二つ目に子

育て相談体制の充実。子ども発達支援センターを中核として、町の健康福祉課や保育園や幼稚

園が子育て支援に関する相談窓口の機能を強化するとともに、専門的な相談に適切に対応でき

るよう包括的な相談体制の整備を推進していくという考えを示しております。三つ目には、子

育て情報の提供であります。広報や子育て情報誌。あるいはまたインターネットの活用、検診

やイベント開催情報等の子育て情報等を提供しております。これは現状としてもそういうこと

をやっておりますが。必要としている情報を何処で聞けばよいのか。また、身近な所で情報が

入手ができないという声もあるということから、より子育て家庭に的確な情報の提供を図る方

策を検討していきたいというふうに考えております。四つ目には、子ども発達支援センター機

能の強化でございます。平成１４年の１１月からオープンいたしました子ども発達支援センタ

ーでありますけれども、利用者のニーズが年々高くなっており、また利用そのものも増えてる

という実態もございます。それらに対応するために保健師あるいはＮＰＯ法人、子育て支援関

係者と連携、協力を行ってきておりますが、そういう意味からも、当初からこのセンターの位

置づけにおきましては、子育て支援の中核施設ということで位置づけておりますけれども、更

に利用者の拡大と機能の強化を図ってまいりたいと。五つ目には、世代間、親子の集い、交流

機会の提供でございます。世代間や親子の集い、交流の機会として、保健師による集いや子育

て支援センターの行事。子育て支援センターの行事となってますけれども、いわゆる子ども発

達支援センターの中の子育て部門の行事サークル活動等でございますが、既存の交流の場の充

実を中心にしながら、関係所管や子育て支援団体との連携のもとで、交流機会の拡充に努めて

まいりたいと。また、親子が集い、悩みなどを相談したり情報交換したりする場づくりとして、

つどいの広場の検討を行っていきますと。このつどいの広場というのは、国が示す特定重要事

業というのがありますが、その中の一つの事業になってございまして、これは従前似たような

ことはやってるんですが、つどいの広場という一つの事業という部分の取り組みとしては、こ

の計画の中に位置付けてそして展開を図っていきたい、その検討をしていきたいというふうに

考えております。  
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イとして、保育サービスの充実。二つの基本施策を掲げております。特別保育の充実であり

ます。乳児保育交流保育の全園実施。あるいは保育時間の延長。指定保育園にての休日保育の

実施に向けて検討してまいります。障害児保育の継続実施。あるいは特別保育の充実を図りま

す。この辺につきましては、今の白老町保育計画の中にも謳われていることでございまして、

それらの継続実施、あるいは取り組みを考えていきたいというふうに考えてます。２つ目には

子育て支援対策の推進であります。育児サークルの支援や育児相談体制の整備、託児システム

の確立等の子育て支援を推進します。また、子育てに関する講習会の実施や育児ボランティア

の育成ならびに活用を図ります。現状においても取り組んでる事業がありますが、それらの継

続。あるいはまた新たな取り組みを含めて推進してまいりたいというふうに考えてます。  

ウとしては、子育て支援のネットワーク化でございます。子育て支援のネットワークづくり

の推進。子育てサークルや子育てボランティアの支援や情報提供体制の整備、子育て関係者と

の連携の強化等地域における子育て環境の充実を図ってまいります。子育て支援ネットワーク

づくりを推進します。また、ＮＰＯ法人等がファミリーサポートセンター機能を担っていける

よう連携します。ファミリーサポートセンター機能というのも、これも国の示す特定１４事業

の中に含まれている事業でございますけれども。今ＮＰＯ法人お助けネットがやられている事

業内容、これそのものが実はファミリーサポートという、そういう事業の内容と大体符合する

ような事業の内容になってございます。 

エとして、児童の健全育成であります。三つの基本施策を掲げてございます。放課後児童ク

ラブの推進でございます。児童クラブの利用ニーズが多く、開設している児童クラブにおいて、

利用できない児童がいたり、施設のスペースが狭い等の課題があります。今後、管理、運営を

見据えながら、放課後児童対策として、受益者負担による事業運営や民間活力の導入等を検討

し、定員数の拡大を図ります。この子育て支援の中で放課後児童クラブの推進も、あるいは児

童館機能の強化、充実というのは、ある面非常に大事な考え方かなというふうにも思っており

ます。２つ目には体験学習機会の提供でございます。地域活動を活発化することにより、放課

後、休日対策へとつながります。そのため、青少年育成団体の活動や青少年リーダーの養成。

あるいはスポーツ・レクリエーション団体活動等の支援や体験学習機会の提供を促進してまい

ります。３つ目として、図書館機能の強化であります。図書館の充実を図るために、情報提供

や図書館サービスの向上。４ヶ月児健診の際のブックスタート実施等に努めてまいります。子

どもの読書環境を整備する子ども読書活動推進計画を推進いたします。この子ども読書活動推

進計画はみなさんもご承知のとおり、教育委員会の方で先に策定された計画でございます。６

ページに主な子育て支援サービスとして項目何点か考えておりまして、右の方に空白の欄がご

ざいますけれども、基本的には最終計画の案の中では、ここに実施主体なり、目標年度、そう

いうものを整理していきたいという考え方をしております。現状においては空白になっており

ますが、今申し上げたような整理の仕方をしていきたいというふうに考えたおります。  

次 7 ページ目です。施策の目標２でございます。母性ならびに乳児及び幼児の健康の確保及

び増進でございます。子どもと母親の健康の確保ということで、二つの施策を掲げてございま
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す。母子保健の充実であります。乳幼児検診、予防接種等の検診の充実により母子の健康の確

保に努めてまいります。妊婦相談や乳児相談、保健師による訪問指導の相談・指導体制を整え

て、安心して子供を産み育てられ、母子が心身ともに健やかに育つ環境づくりを進めます。ま

た、乳幼児教室等の子育てに関する教育機会の提供も推進してまいりたいということを示して

ございます。２つ目に子どもの生活習慣対策でございます。今、子どもの夜型生活による睡眠

不足だとか、食事の取り方など生活習慣が乱れることで体調不良や情緒不安定になってしまう

という、そういう可能性もありますし、現実問題として朝ご飯を食べないとか、そういう実態

というのが見られております。子供たちの健康を確保するために子育て家庭への生活改善の指

導・相談の実施を保健師、幼稚園、幼稚園、学校、子育ての関する関係者との連携しながら生

活環境対策をしてまいりたいということを考えております。 

イとして食育の推進であります。今、若干触れましたけれども、そういう朝食を食べないだ

とか、偏食、弧食といった食習慣の乱れを防ぐ必要があるだろうと。そういうことで、子ども

たちが健やかに成長していけるように努めていく必要があるだろうということで、子どもたち

自信が料理体験を通じて食事の大切さや楽しさを学ぶことが出来るような学習機会の提供を推

進してまいりたいというふうに考えております。  

ウとして、思春期保健対策の充実であります。思春期における性や性感染症、妊娠に関する

正しい知識の啓発やたばこ、薬物、アルコール等の害に関する啓蒙活動を推進してまいりたい

と思っております。思春期の心身の変化に伴なう悩み相談に対応できる体制の整備も推進して

まいりたいと思ってます。  

エとして、小児医療の充実であります。３点掲げております。小児医療の医療体制の整備。

子どもが健やかに成長していくためには、検診や相談、指導体制の整備を進めていきます。ま

た、安心して子どもが医療を受けられるように固定医の確保や広域的な取り組みの中で、救急

時の救急医療体制等の整備を推進してまいりたいと思ってます。この辺は、白老町内には小児

科の関係については、町立病院では今まで出張医対応だったというふうになっておりますが、

先般の行政報告にもありますように、４月からは固定医として配置がされておりますし。救急

時の救急医療体制の問題につきましては、広域的な取り組みになろうかと思います。いま、東

胆振の２次医療圏の中では、いわゆる２４時間対応できる小児科の緊急の拠点整備ということ

について、いろいろこれまで苫小牧保健所あたりで、関係機関等のアンケート調査等を含めて、

協議をしてきたという経過は聞いております。その段階ではなかなか体制整備について困難性

があったという話も聞いておりますけども、先般の新聞報道なんかも見ますと、４月１日から

苫小牧の市立病院がその拠点整備として道の認可を得るような方向にあるというような情報も

ありますから、そういう部分では環境整備が整ってくるのかなというふうに思っております。

この辺につきましては、また保健所の方から正式にその旨の通知があるかと思いますんで、そ

の際には町民の皆さん方にいろんな角度で周知を図っていきたいなと思っております。  

②の医療費の助成支援でございます。乳幼児の疾病時の経済的負担の軽減を図るために医療

費の一部を助成し、乳幼児の健康増進と健やかな育成を支援してまいります。３点目は、不妊
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治療対策の推進です。これは大きな小児医療の充実の中で不妊治療対策の推進という項目が入

っているのは正しいかどうかという問題はあるかもしれません。何れにしても不妊症のために

子どもを持つことが出来ない夫婦がいることも実態であります。とりわけ不妊治療を行う場合

に多額の経費がかかるというようなこともございまして、現在、国の方でもこれの一部助成を

行うということが、昨年から進められて来ております。これは今、北海道が実施する特定不妊

治療費助成事業というものがスタートしてございますんで、こういうものに対する周知活動を

推進をしてまいりたいと思います。今のところ、町独自でということについては、そこまでの

踏み切りはしておりませんけれども、そういうものの活用というものを十分ＰＲしていきたい

と思ってます。９ページについては、先ほども申し上げましたようにそれぞれの項目に対する

実施主体、あるいは実施年度なんかの整理をしていきたいと考えております。 

１０ページは施策の目標３でございます。子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の

整備であります。次代の親の育成。交流体験による心の育成。乳幼児とのふれあい交流や保育

体験を通じて、命の大切さ等を学び、次代の親となる心の育成を推進します。これは現実にお

いても、東高の生徒と赤ちゃんと触れ合う機会をつくったり、あるいは萩野小学校、子ども発

達支援センターの所で、萩野小学校の６年生が、同じ屋根の下に居りますから、そういうこと

もありながら子どもらと触れ合う、そういう機会をつくったりというような実例がございます。

そんなことを継続、実施していきながら命の大切さ、次代の親となる心の育成といいますか、

そういうものを推進していきたいというふうに考えてます。 

イとして、子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備であります。五点ほど掲

げてあります。先ず一点は、総合的な学習の充実であります。地域の自然や施設を活用しなが

ら、体験的な学習を重視すると共に、国際理解、情報、福祉、起業家育成、学校の特色に応じ

た総合的な学習の時間の充実を推進してまいります。また、一人一人の個性や可能性を活かし

ながら基礎学力の向上を図る教育に取り組んでいきます。  

二つ目として、健やかな身体の育成であります。健康な身体づくりのために、指導者や種目

の充実した総合的なスポーツクラブの展開等を推進します。これは今、総合的なスポーツクラ

ブの展開というのが、これからの取り組みになるとは思うんですが、おいおいちょっと今、い

ろんな角度で進めている最中かというふうに理解をしております。また、心の教育として、道

徳教育の充実や教育相談体制の整備を行います。さらに、白老町の豊かな自然を活用し、自然

の大切さや環境を考える心を育てる木育の普及を行うなど、子どもたちが心身ともに健やかに

育成していくことを図ります。ここで言ってる木育というのは、字がちょっと違うと思います。

さんずいの木でしたか。いわゆる森林浴の沐育ですから、木の育というのはちょっと違うと思

うんです。ちょっと調べてあれします。いわゆる自然に触れ合うそういう食育と、食に対する

沐育という言葉があるんですが、そういう意味でございますんで、確かさんずいに木だと思い

ます。そういう考え方を示してございます。  

三つ目として、子どもの読書活動の推進であります。学校における朝の読書といった読書週

間を身につける活動の実践や家庭での読書週間を早い時期から身につけるため子どもの読書活
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動推進計画や読み聞かせ活動を取り組み、子どもの読書活動を推進します。これは先ほども申

し上げましたけども、子ども読書活動推進計画というのはもう計画策定されておりますんで、

そういうものを推進していきたいという考え方を示してございます。  

四つ目にして、開かれた学校づくりであります。家庭や地域と連携しながら、各学校の特色

ある教育内容の充実を図ります。また、学校評議員制度の活用や地域と連携した学習の取り組

み等、開かれた学校づくりを推進してまいります。幼児教育の充実であります。保育時間の延

長や一日預かりなど幼稚園における預かり保育の充実を推進します。また、幼稚園開放など親

子がふれあう場としての提供も推進します。これは、幼稚園での関係でございますけれども、

この辺につきましては委員さんの中にも幼稚園の園長さんが参画してございまして、現実に園

開放、あるいは親子がふれあう場としての場の提供をしてると、そういうような実態がござい

ますんで、それを継続実施していきたいということであります。 

ウとして家庭や地域の教育力の向上であります。二つ掲げてございます。家庭教育への支援

の充実であります。男性の子育て参加の促進や家庭教育学級、親子ふれあい教室等の学習機会

を充実させ、専門家による多様な相談支援体制の整備や検診時の講習、企業への出前講習等、

家庭における教育力の向上を図ります。 

二つ目として、地域の教育力の向上であります。地域全体で子どもたちを見守り、育んでい

くために地域の教育力向上を目指して、町内会等の地域活動の活発化を図り、ＮＰＯや関係と

の連携を強化いたします。  

１２ページはエ、子どもを取り巻く有害環境対策の推進であります。一点掲げてあります。

有害環境対策の推進。現在、青少年センターにおいて子どもたちの健全な育成を害する恐れの

ある有害情報や有害図書の規制、撤去活動を推進しております。また、子どもと親に対してパ

ソコンや携帯電話による情報教育を行う等、適切な使用を学ぶ学習機会や情報を提供していき

ます。 

次１３ページ入りますが、施策の目標４であります。子育てを支援する生活環境の整備であ

ります。四点ほど掲げてございます。良好な住宅の提供でございます。老朽化した公営住宅の

改修、改築により良好な住宅の提供を推進し、ひとり親環境等の優先入居に配慮します。②と

して、良好な居住環境の整備であります。健康に悪影響を及ぼすおそれのあるシックハウス対

策の推進等、良好な居住環境の整備に努めます。三つ目として、道路交通のバリアフリー化の

促進であります。公共交通機関による移動の円滑化を促進する交通バリアフリーや公共施設及

び民間施設のバリアフリー化を推進します。また、授乳スペースや利用しやすいトイレの確保、

ベビーカー等に対応できるよう子育てバリアフリーを推進してまいります。四つ目として、安

全・安心のまちづくりの推進であります。子どもが犯罪の被害に遭わないよう、防犯体制の強

化を図るために、警察や学校、地域、地域の中には町内会や青少年健全育成町民の会等の民間

防犯活動組織、これらが連携して防犯活動に取り組んでまいります。  

それから１５ページに入ります。施策の目標５であります。職業生活と家庭生活との両立の

推進であります。アとして、職業生活と家庭生活との両立の推進で、二つの施策を掲げてござ
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います。多様な働き方の実現、男性を含めた働き方の見直しを図るための広報、啓発の推進。

仕事と子育ての両立を推進するために、育児休暇の取得や労働時間の短縮等を企業に働きかけ

ます。男性も育児に積極的に参加するよう男女平等意識等働き方、ライフスタイルの見直しの

啓発活動を推進してまいります。二つ目として、仕事と子育ての両立支援であります。仕事と

子育ての両立の支援のために、安心して働く環境整備の重要課題として一時保育や病後児保育

等の検討や児童クラブの拡充を推進します。また、企業への理解を促す啓蒙活動も行ってまい

ります。 

１６ページは施策の目標６、子どもの安全の確保でございます。アとして、子どもの交通安

全を確保するための活動推進であります。子どもたちを交通事故から守るために、交通安全教

室等の交通安全指導員の推進や交通安全指導活動の充実等関係機関との連携、地域との連携強

化を図って、交通安全の啓発活動を行ってまいります。  

イとして、子どもを犯罪の被害から守るための活動の推進であります。防犯体制の充実。子

どもたちを犯罪から守るために、防犯体制の及び防犯活動を強化し、青少年センターや学校や

地域、警察等関係機関の連携を行っていきますというより、連携を図っていきますということ

になるかと思います。また、子ども健全サポートシステムの運用により防犯情報の共有を図り

ます。これは、健全サポートシステムというのは、これも確か行政報告でもあったかと思いま

す。警察と教育委員会と協定を結んだ関係かと思います。  

ウとして、被害にあった子どもの保護の推進。犯罪、いじめにより被害を受けた子どもの立

ち直り支援であります。被害にあった子どもをケアしていくために、青少年センターや児童相

談所等の関係機関が連携して、きめ細やかな相談、適切なカウンセリングを推進します。  

１７ページには施策の目標７として、要保護児童への対応等きめ細やかな取り組みへの推進。

児童虐待対策への充実であります。二つほど掲げてございます。児童虐待の早期発見と予防で

あります。青少年センターや児童相談所、警察や学校、保育園や幼稚園等関係機関が連携し、

さらに地域全体で子どもたちを見守り。この地域全体というのは、地域の単位として、小地域

ネットワーク等が考えられるかと思います。児童虐待の兆候の早期発見と早期対応、専門家に

よる相談、指導体制の充実を図ってまいります。  

二つ目に子どもの権利の尊重であります。子どもの権利を保護していくために、子どもが家

庭環境で愛情に包まれながら成長し、社会の中で個人としての生活を送れることを協定した子

ども権利条約の啓発活動を推進します。また、子ども自身が人権意識を主張し、犯罪や暴力か

ら身を守るための知識や意識を身を身につける教育を推進してまいります。  

イとして、ひとり親家庭の自立支援の推進であります。このひとり親家庭というのは、従前、

寡婦母子家庭というそういう風潮の言葉がありました。それは今改正になりまして、ひとり親

家庭と、そういうふうになってございます。ひとり親家庭への医療費助成や児童扶養手当支給

といった支援とともに、自立を促し支えていく支援も必要です。専門家による相談体制の充実

と福祉サービスの情報提供を推進してまいりたいと思っております。  

ウとして、障がい児福祉の充実であります。障がい児福祉の充実として、特別児童扶養手当
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等の福祉の増進を図るとともに、子どもの発達を見守る障がい児保育等の保育サービスの充実

や相談体制の整備を進めます。また、関連計画の障がい者福祉計画との連携を図りながら推進

をしていくということになります。以上中間報告といいますか、その段階の内容でございまし

て、一部まだ未整理のものがございますけれども、現段階における推進状況ということで、ご

説明申しあげました。よろしくお願いしたいと思います。  

先ほど、沐育の所で申し上げましたが、この木の育という言葉があるんですね。この字その

ままでいいみたいですね。最初いろいろ話した時に、森林浴的なそういう話の中で整理してき

たかなというふうに思ってたものですから、そういう部分でいけば木育というのは、さんずい

のあれかなというふうに思いましたが、ここでいう木育、木の育。これはやっぱり木を使おう

だとか、苗木を植え育てようだとか、そういう自然とのいろんな触れ合いだとか係わり合いを

持つという、そういう意味でございますんで、ここで言っている内容と合うのかなというふう

に思いますから、このままの字になろうかなというふうに思います。訂正させていただきます。

以上です。 

○委員長（鈴木宏征君）  委員さんからの意見をいただく前に、ちょっと確認を一つしておき

たいんですが、先ほど課長の説明の中では、今あります白老町児童育成計画エンゼルプランで

すか、白老。これを作ることによって変わるものというふうに。国の方の、この法律の解釈て

いうんですか、先ほど説明いただきましたら、関連計画一番下の所に次世代育成支援行動計画

は前計画に変わる計画として位置づけるとこう書いてありますね。そうしますと、変わる計画

ですから、この行動計画ができた時点では今ある児童育成計画は、二本立てじゃなくて、行動

計画に変わるんだと。これは無くなるというふうに解釈したんですが、何か先ほど課長の説明

では、これは２０年までのものなので並行していくような説明に聞こえたんですが、そこを確

認してから入りたいなと思ったんですが。  

○健康福祉課長（三戸功二君）  ちょっと説明悪かった分あるかもしれませんが、従前の白老

町児童育成計画というのは、どちらかというと保育事業を中心として計画されてる事業、これ

は今までの流れがそうなんですが、そういう計画になってるんですね。今回の場合は少子化対

策の一環として作る行動計画ということで、当然保育事業も中心としながら教育環境だとかい

ろいろかなり広範囲な分野に渡っての計画ということになってございます。従って当然、従前

の児童計画に示されている内容についても、当然ここに包含されてくるということになります

から、当然今回新しく作る行動計画につきましては、これに変わるものの位置づけになるとい

うふうに理解して結構だと思います。  

○委員長（鈴木宏征君）  そういうことでございますので、そういうことも頭に入れて何かご

質問ありましたら委員の方から、ご質問をいただきたいと思います。私の方から一つよろしい

ですか。ちょっと昨日も聞こえ良かったんですが、昨日も障害者福祉計画も、この今の行動計

画についても、今パブリックコメントは昨日まででしたか、やっておりましたよね。ちょっと

僕も認識不足であれなんですが、コメントの方法としてどんな方法というのか、周知の方をど

のように捉えたのか、ちょっと確認したいんですが。課長。 
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○健康福祉課長（三戸功二君）  先ず、町民のみなさんに周知の方法として、町内会の各班回

覧で周知をさせていただきました。それともう一つは町の健康福祉課のホームページに記載を

いております。そのことについては、それぞれ周知した文書の中にもその旨記載をさせていた

だいております。  

○委員長（鈴木宏征君） もう一ついいですか。基本メッセージなんですけども。この言葉な

んですけども、子どもが、親が、地域が支えると、こうありますね。基本的な考えの中の（３）

に全ての子どもと親を地域が支えるということもあるんですが、ここの違いですね、子どもと

親が地域を支えるのか、子どもが親が地域が支え合いとこうあるんですが、子どもが親が地域

が支えあいという、そういう言葉というのか考え方というのはどういうところからきているの

かなと、これもし意見が出て作成委員さんからそういう話が出たんだと思うんですが。子ども

が支えるという、そういう実感ていうのはどういうことかなと思って、言葉としてもしありま

したら。課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  適切に答弁できるかあれなのですが、先ず基本的な考え方の

（３）なんですが、地域が全ての子どもと親を支えていきますよと、地域ぐるみで支えていき

ますよと。そういう形についてはご理解いただけるかなというふうに思います。基本メッセー

ジの中の子どもが、親が、地域がというのは、これは誰が誰をという意味じゃなく、それぞれ

全てがお互いに支え合っていくんですよというふうにご理解いただければいいのかなと、そん

なふうに思うんですが。ちょっと分かりづらいでしょうか。 

○委員長（鈴木宏征君）  前段の白老町の全ての子どもたちが幸せを実感できるようにという

のがありますよね。子どもたちが幸せを実感できるように、また子どもたちが、親が、地域が。

子どもと子どもたちが実感できるために、子どもが支え合う。子ども同士で支えあうというこ

とかな。何か、雰囲気としては分かるんですが。  

○健康福祉課長（三戸功二君） 承っておきますんで、この辺また。  

○委員長（鈴木宏征君） 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 一点だけお聞きしたいんですけども。例えばいろいろな相談が出て、

こういう相談をしたいということになった時に、これは今言った施策が１から７まであります

けども、このお手伝いをしてもらう、それに対する何処に相談をしたらいいんだろうかと。お

手伝いをしてもらうための相談ですね。これは何処に相談したらいいんだろうかと、その窓口

というか、その辺のとこは、こっちの方はちょっと認識不足かもしれませんけども、これは今

言ったエンゼルプランの中に入っているかどうか、その辺ちょっと確認不足な分で何とも言え

ないんですけども。こういう相談をスムーズにできるような体制をできているのか、できない

のか、今後作っていくのか、この辺についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  この子どもに関する所管部署というのは、昨日もお話したか

な。かなり、分かれているんですね。児童福祉そのものを所管するのは健康福祉課の福祉係で

実はやっているのですが、この児童福祉に係わるそれぞれの枝葉というのはいろいろ出てくる
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のですね。例えば保育事業に係わる問題であれば町民サービス課であるし。あるいは社会教育

的なものについては教育委員会がやっているよというようなことで、現状においては確かに子

どもという一つのあれに対して、いろんな所が係わってくるという、そういう紛らわしい部分

があるのは事実でございます。その辺で実は、これはおそらく今後の機構改革等の中で反映し

ていく必要があるんだろうと思っておりますけれども、名称は何となるかは別にしても、子供

課になるのか、何課になるのかは分かりませんが、そういう子どもに関係する窓口といいます

か、体制の整備というのは、今行政内部の方でも検討している最中でございますので、そうい

う体制整備を図っていく必要は当然必要になるのかなと、そんなふうに思っております。  

○委員長（鈴木宏征君） 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 今検討中というようなことで理解してよろしいですね。いずれにして

もできるだけ一本化するというか、何処へ行けばこういうようなことが分かるようなことを、

ある程度明文化するというか、はっきりしてないと非常に相談がしづらいのでないかと思うの

ですね。だからその辺についてやっぱり十分検討していただきたいと、そういうふうに思いま

す。 

○委員長（鈴木宏征君）  ありませんでしょうか。もしなければ私から。非常に多岐に渡って

いるんで、今、住宅の話も出たし、就労の話のも出たし、教育の話もかなり。何かここの計画

でこうやって言ってしまってもいいのかなと思うようなことを、かなり言っているような気が

して。教育方針というのか、そういう所まで開かれた学校とか、総合的な学習の充実でとかと

いうのは、教育委員会の分野の中のかなり方針の柱みたいな所まで載っていますよね。こうい

うのは教育委員会とか、そういう所とそういうお話をして、こういうふうに乗っけることに対

してのお話し合いというのか、そういう連絡連携は取れてこういう話になっているのかどうか

っていうことをちょっと。何か、人の分野にあんまり入りすぎているんではないかというよう

な、そんなご指摘もありそうな気がするのですが、課長どうぞ。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  今回の次世代育成行動計画は、先ほど言いましたように、従

前はどちらかというと保育事業を中心とした計画であったものが、多方面に渡る計画になって

いますよと。そういうことは先ほど申し上げましたとおりであります。従って、この計画を策

定するにあたっては当然行政内部のそれぞれ関係する部署から検討委員さんとして参画をいた

だいております。ですから、ここらに掲げていることについてのいろんな意見もいただいてお

りますし、その辺ここに掲げたものについての、それぞれ所管する課の内容のものについては

ご理解をいただいていると思っておりますし、たまたま今、住宅の問題なんかもありましたけ

れども、住宅の問題なんかについては実は検討委員会の参画してなかった部分、実ははあるん

です。ありますけれども、それについてはこの素案の段階において、都市整備課の方とやりと

りさせていただいて、その文言整理含めていろいろ協議をしていると、そういう経過を踏まえ

てのことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（鈴木宏征君）  もう一つ意見なんですが、１３ページの子育てを支援する生活環境

の整備の中の３番目なんですが、道路交通のバリアフリー化の促進の中の道路交通という部分
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だけに限らないで、公共施設だとか、何か大きい範囲で捉えちゃった方が良いんじゃないです

か。あまりにも道路交通のバリアフリー化という、中身見ると施設だとか、民間施設のバリア

フリー化を推進するとか、授乳スペースの利用しやすいトイレだとか、そういう内容ですので、

道路交通という部分でない、もっと広い範囲のバリアフリー化というのに文書を変えた方がい

いような気がするんです。  

○健康福祉課長（三戸功二君） はい、承って検討してさせていきます。 

○委員長（鈴木宏征君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君）  先ほど委員長も質問された例の基本的な考え方の中の３番の、地域が

全ての親と子どもを支えていくためにという文面なのですけども、この地域というのはどの部

分を指して言うのかということと、全てという文字が入っていることが非常に我々地域を預か

る者にすれば強烈なインパクトを与えられるのですよね。その辺の２点について説明をお願い

します。 

○委員長（鈴木宏征君） 課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  ここで言う地域というのはですね、その場面場面によってち

ょっと特定できない部分があるのかなと。一般的には先ほども中に小地域というのが出てまい

りましたけれども。一番地域の身近な中にという部分でいけば小地域ということになるでしょ

うし、あるいは子育て子どもの健全育成含めて、そういう全町的に取り組むという場合の地域

ということもあるのかなというふうに思いますし。それぞれ地域はここですよというふうに特

定できるものではないのかなという。その場面によって地域の範囲というのは変わってくる場

面があるのかなというふうに思います。それと全ての子どもと親という考え方なのですが。こ

れもどうなのでしょう、逆にある特定の子どもと親という整理はなかなかしづらい部分はある

のかなと。そういうことからすれば、全てのというは地域全体、白老町全体の子どもさんなり

親御さんなり、それは場面によって小地域での中での子どもさんであり親御さんであるという

場面もあるでしょうし、先ほども言ったように全町的な取り組みの中でやるという部分でいけ

ば白老町全体の子どもさんなり親御さんなりと、そういうことが言えると思いますんで、そう

いう部分でどうなのでしょう、今、委員がおっしゃるのは全てというところの言葉でしょうか。

ちょっと承っておいて検討させていただきたいと思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君）  ですから、全てというのを別の文面に変えてもいいのかなと。逆に全

てというと強烈にくるものですからね、別の文面なり取るなり検討していただければと、そん

なふうに思います。  

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  僕は、次世代の育成支援行動計画という中で、基本理念、基本的な考

え方また基本メッセージという部分では、今、同僚議員、全てという言葉、すごく強烈だとい

う言い方もされていましたけども。僕思うのです。分け隔てなく、例えば一つ見方を変えると、

私は萩野にいます。でも、白老、北吉原、竹浦、虎杖浜ですね。そういった地域に分けて、私
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達は、自分は萩野だから萩野の地域の子どもたちだけだとか、そういった分け隔ての無い、例

えば虎杖浜、竹浦に行った時に出会う子供たちだとか、そういった全ての子どもたちというの

は白老町全体の子どもたち。また、逆にもっと和を広げれば、他の地域自治体に行った時に出

会う子どもたち全てという意味にとっても僕は構わないようなメッセージじゃないのかなと思

ったりもするわけなんですよね。子どもが親が地域がという部分も、最近では地域では一年に

一度のお祭り広場関係で子どもたちが集まってくる。そして、お年寄りとの接点の場であった

り、本当にそういった限られた場でしか子供たちが地域の中に溶け込む場所というのが無いん

ですよね。ただそれも年々子供たちがそういったものに魅力を感じなくなってきているという

のが事実なのかななんて自分なりに思ったりするもんですから。地域の教育力の向上という部

分で掲げられている部分が１１ページにありますけれども、地域全体で子供たちを見守り、育

んでいくために地域の教育力の向上を目指して町内会等の地域活動の活発化を図っていくんだ

という、こういった計画というのが実像的に、本当にお祭りだとかそういったものの、また変

わるものとして何かを考えられて、こういった言葉にしているのかどうか、その辺もしあれば

私ちょっと聞いておきたいなと思ったんですが。  

○委員長（鈴木宏征君） 課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  今のご質問に的確に答弁になるかどうかあれなんですが、た

またま地域の中での子どもだとか親だとか、それは他人であっても家族であってもいいんです

が、そういう家族の中でもなかなか今、子どもとのいろんな接点のあり方みたいなもの何かも

難しくなってきているものもあったり、あるいは地域全体で見れば、当然他人の子どもさんに

対して叱ってくれる人がいないだとか、そういういろんな話は確かに出ていまして、そういう

ものの一つ情勢の中で白老のあるいろんな文化行事であるとか、これは日本古来の独特の行事

といってもいいかもしれません、今お話あったような祭りだとか。そういうような機会の中で

その地域の団結力といいますか、家族の団結といいますか、そういう子どもに接する機会みた

いものが、もっともっと醸成されていけば良いんでないのかというようなお話合いは確かにさ

れておりました。ですから、そういう部分から直接ここに来たというように位置づけられるか

どうかは分かりませんけども、そういうようなお話し合いもされておりましたから、そういう

ことを全体的に整理していった時に、こういう言葉になったということでご理解をいただけれ

ばとなと、そんなふうに思います。 

○委員長（鈴木宏征君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  僕は、これは確かに次世代の育成支援行動計画で一つの観点から見て

いますけれども、町内会の地域力だとか、そういったものを意識の向上をさせていかないと、

本当にこれからの子供たちの育成というのはなかなか難しいんだろうなと僕は思っています。

ですから、例えばいろいろな部分の防災訓練一つとっても、そこに子どもたちがいるだけでそ

の地域のお年より、また親、そういった連携がやっぱり深まることにもなるでしょうし。その

ためには親の意識も変えてもらわなきゃいけないし、子どもたちの参加を呼びかけるにはどう

しても親の意識を変えてもらわなきゃならない部分も出てくるでしょうから、そういった全て
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のものを祭りごととしていろんな、全て行事を絡めて地域力の向上につながるようなお祭りご

と、また計画を行政として取り組んでいけることなのかどうか。そしてまた、アイディアを町

内会に振って提供していける形になるのかどうか、それをまた検討委員会だとか策定委員会の

中でちょっと話し合っていただければなと思うんですね。年に何回かあるそういったお祭りご

とが、祭りってただのお祭りだけじゃなくて、おまつりごととして町内会が活動できるような、

そういった環境づくりに是非配慮していただきたいなと思いますので、ちょっとその辺策定委

員会の方にもし出られる時があったらお願いしたいなと思います。  

○委員長（鈴木宏征君） 土屋委員。 

○副委員長（土屋かづよ君）  子育てを支援するという部分では、非常に地域との融合という

もの大事だと思うんですけども、子どもの成長、心身共に健やかに成長させるために、じゃ周

りの大人が何をしなきゃならないかということから、先ほど。町内に最近、何年か前からなん

ですけども、国道筋に有害図書販売のボックスが立っていますよね。やっぱりそういうことも

含めて私達大人が子育てを支援するという意味においては、そういう物を撤去するような条例

を白老町は作らないのかなとかねがね思っていたんですけども、行政の側としてはそういう対

応をどういうふうに取られているのでしょうか。  

○委員長（鈴木宏征君） 三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  有害図書の関係については１２ページにも、この計画の中に

もそのことを触れておりますけれども、現状の中ではいわゆる青少年センターにおいて、この

有害情報、有害図書の規制、あるいは撤去活動というのは、それは必要に応じて現実に現状に

おいてもやっているというふうにお聞きしております。条例の関係については、今ここでコメ

ントできるあれではないので、ちょっと申し訳ありませんが。現状についてはそういうことで、

現実にやっているということでご理解をいただきたいと思います。  

○副委員長（土屋かづよ君）  先ほど、男女共同参画に関係して、要するに育児休暇のことな

のですけれども、実際に今白老町に中では父親が育児休暇を取られているという実態は掴んで

おられるのですか。  

○委員長（鈴木宏征君） 三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  全体の事業者さん含めての実態というのは、実は掴めており

ません。 

○委員長（鈴木宏征君） 土屋委員。 

○副委員長（土屋かづよ君）  例えば、役場の職員さんなんかの実態はどうでしょう。 

○委員長（鈴木宏征君） 三戸課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  基本的に役場の職員の、ご夫婦でというふうに限定になるの

か、限定しなくていいのかな。当然、女性の方の子ども産まれる方については産前産後の休暇

は十分法に基づいてやっていますし。今どうなのでしょう。若い人で同じく旦那さんがおられ

るというのはあまりないのかな。ないから男性の方の休暇の実態というのは、現実にはないの

かなというふうに思います。そういう対象がいないというふうに思っております。  
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○委員長（鈴木宏征君）  あと、ありませんか。それでは意見も出尽くしたと思いますので、

これで行動計画の調査を終わりたいと思います。３０分まで休憩をしたいと思います。それで

は課長につきましては、これで説明終わっていただいてよろしいと思います。どうもありがと

うございました。３０分からまとめをしたいんですが、よろしくお願いします。  

休憩 午前 １１時１６分  

 

再開 午前 １１時３２分  

○委員長（鈴木宏征君） それでは、委員会を再開いたします。昨日、今日に渡りまして地域

福祉計画、障がい者福祉計画、次世代育成支援行動計画、三つの計画の調査をいたしました。

これをまとめて３月定例会に報告するんですが。まとめは今までどおり、私と副委員長とまと

めたものを委員さんに見ていただいて、最終的に報告をしたいと思いますが、それでよろしい

ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（鈴木宏征君）  それで、私が報告書を書くのですが、今まで調査をして意見をいた

だいた中で、私のこういう意見はこういう所に報告に出していただきたいと。こういうことを

報告書の中に入れて欲しいというような、そういう意見が委員さんの方からありましたら、先

ずそれを聞いて、それを報告書の中に入れて反映していきたいと思っておりますので、総括し

てこういう計画の中ではこういう意見ということがありましたら委員さんの方からいただきた

いと思うのですが、よろしくお願いいたします。先ず、一つ一つやっていった方が良いのかな

と思うのですが、地域福祉計画なのですが、地域福祉計画で意見はいろいろの委員さんから出

されていたのですが、その中で是非このことについては、報告書の中で報告していただきたい

ということがございましたら、いただきたいなと思うんですが。今、私の感じた部分なのです

が、今日も、今朝の室民にも載っていましたけれども、やはりこういう計画は町民の方に広く

知っていただいて、実践していただくということが計画の意義だと思いますし、これがこの計

画どおりに進むということは、そういうことが大事だというふうに思いますので、理解してい

ただくための努力というんですか。やはりあまりカタカナ語ではなくて、読んで直ぐ理解がで

きるような方向で計画を作っていただきたいという、これは書きたいなと思っています。 

○委員（根本道明君）  この福祉計画、障がい者計画、これについては国からこういうものを

作ったら如何かですかというふうな程度の、必ず作りなさいというふうにして来たわけでない

んですよね。必ず作りなさいというふうな説明ありましたけれども、よく調べたら白老町のよ

うにエンゼルプランとか障害者計画とか、事前にこういうふうなプランがある所とない町とが

あるわけで、そのない町を対象にして国はそういうふうにしなさいというふうにしてマニュア

ルまで出して発信してるわけ。それに対して白老町は作りましょうということで屋上屋を架す

という言葉が適当だと思うんですけれども、エンゼルプランがあるのに更にまた子育て支援を

こうやってつくるというふうな、そういうふうな性格のものだと思うんだよね。  

それに対して昨日も話しましたけども、職員が手作りでやるのであれば、それは仕事ですか
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ら。仕事ですからって、それは次の仕事に生きてくる彼自身の血と肉となっていくもんだから、

その担当者の勉強した人方の血と肉となっていくわけであって、そういう意味では価値のある

ものなのですけれども、それが昨日乱暴にまる投げなんていうふうな言葉、僕使いましたけれ

ども、それじゃコンサルタントに僕らも。昨日、三戸課長も人手が足りなくてコンサルタント

に出したと。１４０万、１４０万で、２８０万で出したんだというような。一方では、町民と

あれする、何処何処の補助金の５万円を削りますよとか、何処何処の子どもに対する町内会の

運動に対して、これを２０万削りましょうとかっていう補助金をどんどんどんどん取っていく

中で、簡単にそういうふうにやってしまう。そのシステムが、役場庁舎内の横断的なもっと連

携が取れないものなのかなって。  

というのは、企画課で５ヵ年計画手作りで作りましたよね。これはものすごい評価された。

作る能力のある職員、そういう人方いるわけなんだから。もしそれであるならば、そういうふ

うな人方に任を与えるというふうなことも。例えば、僕は福祉課だから関係ないですよという

ようなこと。あるいは福祉課も、このことをそっちへ持っていくのはおかしいんじゃないのか

というふうなことではなく、これからもまだまだこういうふうな国ではこういうふうなことを

やりなさいやりなさい、宿題を各町村に持ってくるはず。だから、それに対して対応策という

か、そこら辺は町全体として考えなければならないことなのかなと。そういうふうなことでや

れば、地域なんていう一つの言葉が、僕達の理解できないような地域という言葉にはなってい

かない。だから、近藤委員の話にあった男女共同参画が福祉の中に入っておかしいんじゃない

のという質問も出てこないはず。それに対しての答弁できないというような、答弁できないと

いうのは、要はまる投げして、ああそうか言われたからってここに来てそういうような状態に

はならないと思う。やっぱり作って責任を持って、責任を持って答えれる。そういうふうな計

画書というのが僕は必要だと思う。その中で、この意見書の中に報告として出すかどうか、そ

れは別として。 

○委員長（鈴木宏征君） 休憩します。  

休憩 午前 １１時４０分  

  

再開 午後 １２時００分  

○委員長（鈴木宏征君）  それでは、委員会を再開しまして。昨日、今日と渡りまして調査を

させていただきました。皆さん、意見もいただきましたので、その意見を踏まえて報告書を作

成したいと思います。根本委員。  

○委員（根本道明君）  委員会の報告書については、委員長と副委員長に一任してよろしいと

思います。 

○委員長（鈴木宏征君）  ありがとうございます。それでは、私と副委員長と作成しまして皆

さんに見ていただきまして、最終報告としたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。それでは、今回の調査の委員会を終了いたします。どうもありがとうございました。 

（閉会 １２時０１分）  


