
      

◎議案第２号 白老町放課後児童クラブ条例の制定について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第５、議案第２号 白老町放課後児童クラブ条例の制定につい

てを議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 渡辺子ども課長。 

○子ども課長(渡辺裕美君) 議案第２号 白老町放課後児童クラブ条例の制定について。白老

町放課後児童クラブ条例を次のとおり制定するものとする。平成１７年７月２５日提出、白老

町長。 

 白老町放課後児童クラブ条例。目的。第１条 この条例は、就労等により昼間保護者が不在

となる家庭の小学校低学年児童の健全な育成を図るため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」

という。)を設置し、もって児童福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 名称及び位置。第２条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。名称、白老鉄南

児童クラブ、位置、白老町大町１丁目６番１号 白老小学校内。白老鉄北児童クラブ、白老町

緑丘３丁目１番１号 緑丘小学校内。萩野児童クラブ、白老町字萩野２８６番地 萩野小学校

内。竹浦児童クラブ、白老町字竹浦１９８番地の２７ 竹浦コミセン内。 

 開設日時及び開設時間。第３条 児童クラブの開設日は、次に掲げる日を除き、毎週月曜日

から土曜日までとする。(１)国民の祝日に関する法律に規定する休日。(２)年末年始(１２月３

１日から翌年１月５日まで)。(３)白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認

めた日。 

 ２ 児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。(１)月曜日から金曜日まで、午前８時か

ら午後６時。(２)土曜日、午前８時から午後５時。(３)学校長期休業日、午前８時から午後６時

(土曜日を除く) 

 ３ 前２項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開設日または開設時間

を変更することができる。 

 対象児童。第４条 児童クラブに入会できる者は、次に掲げる児童(以下「対象児童」という。)

とする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。(１)町内の小学校１学年から 3

学年に在学している児童。(２)保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当すること

により、昼間家庭において当該児童の健全な育成を行なうことができないと認められる児童。 

 ア 保護者が就労していること。イ 保護者が疾病又は心身の障害の状態にあること。ウ 保

護者が看護又は付き添いをしていること。エ アからウに掲げるもののほか、教育委員会が相

当と認める事由。 

 入会の許可。第５条 児童クラブに入会を希望する対象児童の保護者は、あらかじめ教育委

員会の許可を受けなければならない。 

 入会の取消し。第６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会の許可

を取り消し、又は児童クラブの利用を一時停止させることができる。(１)児童が第４条に定め



る対象児童でなくなったとき。(２)正当な理由なく、第８条に規定する負担金を滞納したとき。

(３)その他児童クラブの管理運営上支障があると認めたとき。 

 退会の届出。第７条 児童クラブの退会を希望する対象児童の保護者は、あらかじめ教育委

員会に届出をしなければならない。 

 負担金。第８条 第５条の規定による許可を受けた児童の保護者は、児童１人につき月額２，

０００円の負担金を納付しなければならない。ただし、保護者の属する世帯において２人以上

の児童が入会したときの負担金は、２人目以降その児童１人につき月額１，０００円とする。 

 ２ 入会の日及び退会の日が月の中途の場合は、日割計算により算定した額の負担金を納付

するものとする。 

 ３ 既に納付された負担金は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。 

 負担金の減免。第９条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、負担金を減額、

または免除することができる。 

 委任。第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 附則。この条例は、平成１７年９月１日から施行する。 

 議案説明をさせていただきます。本町では、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童の

健全な育成を図るため、放課後児童クラブを設置しており、同クラブの運営経費の利用者負担

金については、利便性を考慮し徴収していなかったところでありますが、今回受益者負担の原

則に立って適正な利用者負担金の設定を行なうことから、本条例を制定するものであります。 

 補足説明をさせていただきます。議案説明の下に、放課後児童クラブ運営経費(算定根拠)が

表として出されております。 

 その表にありますように、１人１カ月かかる経費としては、６，０７５円となります。児童

クラブの受益者負担の割合は５０％になっておりますので、６，０７５円から５０％割りまし

て、１人１カ月当たり約３，０００円の負担となります。 

 現在保護者には、傷害保険料として年間１，３００円の負担と、他にこどものおやつや活動

等に父母会費として月額５００円から８００円程度負担していることを考慮いたしまして、負

担額３，０００円から１，０００円を除して、利用児童１人１カ月２，０００円を負担してい

ただくものであります。 

 なお、負担金につきましては、３年に一度見直しを行なうということを考えております。以

上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長(堀部登志雄君) 提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 １４番、大渕紀夫議員。 

○１４番(大渕紀夫君) １４番、大渕です。このことを含めてですね、一定の料金改定が今進

んでいるのですけれども、９月からということなのですけれども、町側が９月からですね、考

え方として、今まで節約や補助金の見直し等々いろいろされてきたのだとは思うのですけれど



も、今の財政改革プログラムで本当にやっていけるのかどうかということが一つと、もう一つ

はその財政改革プログラムの進行状況ですね。それが一つと、もう一つは町民が新たな負担を

負う９月から、再度役場の組織機構というのは、機構そのものじゃなくて、お金の部分での見

直し。そして節約。本当に町民が受益者負担が出てくるっていうことがね、本当に痛みとして、

役場の皆さん方、職員の皆さん方も分かるような形での取り組みが、私は９月からまた起こす

必要があるのではないかと思うのですけれども、そんな考え方があるかどうか、お尋ねをした

いと思います。 

○議長(堀部登志雄君) 三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) 今回、一連の受益者負担の改正に伴っての町の姿勢と言いますか、今

後の取り組みについてのご質問だというふうに理解をいたしました。 

 財政改革プログラムのですね、進捗状況につきましては、今全課総点検いたしまして、プロ

グラムに対してですね、どの程度の実績上がっているかということを検証中でございます。 

 ただ、総体をこうトータルで見ますと、あそこに盛り込んでいるような取り組みについては、

大方ですね、今取り組みを行なっている最中と。ただ、こういった負担金等はですね、若干実

施時期が遅れておりまして、当然効果額としてはですね、見られないという部分は出てまいり

ますけれども、総じてはですね、トータルで計画どおり進んでいるというような認識でおりま

す。 

 それと、９月からこういった町民の方々に対して、新たにまた負担増をお願いするわけであ

りますけれども、役場の改革といたしましては、当面財政改革プログラム中心に進めてまいり

ますが、ご存知のとおり行政改革のですね、実行計画の方も、一応前期・後期、３年・３年と

いうことで、１７年度から後期の取り組みが始まるわけでございますけれども、今週中にまた

第１回目のですね、１７年度第１回目の行革推進会議がスタートいたしますが、この中で新た

な後期計画を立ててですね、１７・１８・１９と、こういうふうに取り組む予定にしてござい

ますので、当然議員さんのご意見等もいただきながら、新しい行革の実施計画の下で、更なる

行政改革に取り組んでまいらなきゃならないというふうに考えております。 

 そんなことで今後３年ですね、財政改革プログラム、それから行革。こういったもののです

ね、連携を図りながら、充分に内部的に見直しを行いながらですね、姿勢として更に、また行

革の姿勢を強めながらですね、住民サービスの低下につながらない、そういうことも含めてで

すね、充分検討しながら進めてまいりたいと、このように考えております。 

○議長(堀部登志雄君) １４番、大渕紀夫議員。 

○１４番(大渕紀夫君) １４番、大渕です。財政改革プログラムがこれ以上、議案がこういう

議案ですから詰めていきませんけれども、使用料・手数料の見直し以外の部分の財政改革プロ

グラムがどのように進んでいるかということが一つ。それはもう計画どおりきちっといってい

るかどうか。本当にまだ見直しが必要でないのかどうかということが一つ。 

 もう一つは、私が今言ったのは、そういう今の助役さんの答弁でも分かりますけれども、も

う一つはですね、やっぱり町として９月から、例えば行政評価がどういう状況なのかというよ



うなことを、もっと町民に分かるような形で、きちっと町民に知らしめる。 

 それから、人事評価をきちっと導入するのを９月なら９月から導入するという姿勢を明確に

する。そういう町全体の痛みもですね、きちっとこう受け止めて、町民が分かるような形が、

私は必要ではないかと。 

 それは、受益者負担は私も含めて賛成をいたしました。で、そういう形の中で町民に痛みを

分かち合うっていうときは、今までもうこれで充分だと。役場の職員の皆さん方のその中身で

充分だというふうに私は思いません。もっともっと改革できる部分が、補助金やいろいろな部

分で僕はあると思っています。 

 そういう点で、行政評価。これは外郭団体や補助金団体を含めた行政評価や人事評価がきち

っとですね、９月から町民に分かるような形にしていくべきではないのかと。そういう姿勢を

明らかにすべきではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長(堀部登志雄君) 三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) 今、人事評価と行政評価の観点から、お話がございましたけれども、

人事評価についてはですね、議会等でも答弁させていただいておりますけれども、これは１８

年度の導入に向けて今進めているということでございまして、これ申し上げますと、人事評価、

どのような観点から評価するかということが必要ですし、また評価することによってですね、

そのことの評価をどのようなことにつなげていくか。当然昇格ですとかですね、それから、も

っと取り組んでいるところではですね、賞与の関係で影響させているという部分もありますが、

ただ、評価しっぱなしではこれ、やっても仕方がないことでありますから、その辺のところの

きちっとその仕組みを作ってですね、導入に向けて取り組むべきだというふうに考えておりま

すので、これはもう少しお時間をいただいて、今８月からグループ制の本格導入も始まりまし

て、その中で業務の推進計画。それからそれをどういうふうに業務を行なったかという評価も

含めまして今、そういう事務的な体制も作っておりますので。 

 そういう中できちっと評価するシステムを作ってまいりたいというふうに考えております。 

 それから、行政評価の部分はですね、私どもが今考えておりますのは、先ほど私、財政改革

プログラムの項目を全部点検するというふうに申し上げましたけれども、こういうことをきち

っと点検してですね、そして町民の皆さんに何らかの形でお示しすると。どういうような取り

組みをしてどういう成果が上がったかということをですね、きちっとする必要があるのだろう

なと。こういうことを考えておりますので、どういう形にするかは別にいたしまして、この評

価をしたことについてはきちっとですね、議会にもまた町民の皆さんにもきちっと公表するシ

ステムを作ってまいりたいと、このように考えております。 

○議長(堀部登志雄君) 辻経営企画課参事。 

○経営企画課行財政担当参事(辻 昌秀君) 使用料・手数料以外の財政改革プログラムの進捗

状況という、ちょっとご質問が前段にございましたけれども、財政改革プログラム自体は６年

度からの計画ということで、簡単に言いますと１６年度の状況がどうなのかなという部分でご

ざいますけれども、１６年度決算がまとまって、現在、先ほど助役の方もお話のとおり、その



最終的なですね、実績の把握、今詳細整理している段階でございますけれども、大まかなもの

を申し上げますと、事務事業の見直し等での８０，０００千円の削減という部分につきまして

は、これは当初予算のですね、段階でご説明しているとおり、ほぼそれに近い金額がですね、

削減というようなことで、当初予算段階で実施しておりますし、また実施段階の中でですね、

また更に上積みできないかというような検討を現在してございます。 

 また、人件費の部分につきましては、職員の給料の部分での実施時期が昨年１２月からです

か、１月からですね、失礼しました。１月からということで、削減時期が遅れておりますけれ

ども、通年ベースの金額としてはですね、基本的には当初目標としている金額を達成できると

いうことで、平成１９年度までのですね、部分については、現在のベースでいけば概ね達成で

きるかなと。そういう大まかな捕まえ方をしてございます。 

 それ以外の項目につきましても、ほぼ計画どおりですね、プログラムどおりというような捉

え方をしてございますけれども、それらの整理をした段階でですね、議会への公表も、町民の

皆さんの公表も含めまして、議会の方にですね、ご説明したいと存じます。 

○議長(堀部登志雄君) １４番、大渕紀夫議員。 

○１４番(大渕紀夫君) １４番、大渕です。分かりました。 

 いずれにいたしましても、町民に負担が、全体としてかかっていくという状況になりました。

もちろんな役場の職員の皆様方にも係わっているということは充分承知しております。 

 しかし、本当に我々の周りにまだ無駄がないのかどうか、そして、それが町民に分かるよう

な形での、町役場の姿勢・仕組み。それが、これから本当に映っていかないとですね、私は自

立の町はなかなか難しいだろうと。こういうふうに考えています。 

 そういう点で、この９月からの一つのけじめと言いましょうか、出発点と言いましょうか。

そこでのですね、町職員全体の意識の改革。私は、我々町民も含めて、我々議会も含めてです

けれども、そういうことが今望まれているのではないかというふうに考えているわけですけれ

ども、最後にその点だけ伺って、質問を終わります。 

○議長(堀部登志雄君) 三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) 大渕議員のおっしゃるとおりだというふうに私ども考えております。 

 それで、再度のお話になりますけれども、そういうことで今組織機構の見直しも５月から行

なってまいりまして、８月からですね、グループ制も本格運用と、こういうことになっており

ます。 

 その中で、今仕事の仕組みもですね、組織的に簡素・効率化というふうなことでの視点でグ

ループ制を導入しておりますが、内容的にはですね、やはり各職場長、課長が中心となって業

務をですね、今一度総点検しながら、今度は仕事を進めていくような体制にもなっております。  

 そういう中で、組織の無理・無駄のないような組織体制ということもございますが、その中

で仕事をする中でですね、本当に今行なってる業務一つひとつに無駄がないかということは充

分点検していくつもりでございます。 

 ９月からですね、町民の皆さんにそういうことで新たな負担を強いるということになります。



私ども職員ですね、今一度襟を正して、そういうことも念頭に置きながら、より以上にですね、

信頼される行政と申しますか、そういうような気持ちで業務を進めてまいりたいというふうに

考えております。ご理解をいただきたいと思います。 

○議長(堀部登志雄君) 他、質疑ございませんか。 

 はい、７番、西田祐子議員。 

○７番(西田祐子君) 西田でございます。白老町放課後児童クラブ条例の制定が今回提案され

まして、大変、出来上がりました内容につきましても、それなりに評価させていただきたいな

と思っております。 

 ただ、この中でですね、現在１０５名の登録者数が１７年度ですか、あるということですけ

れども、この料金を負担することによって、児童の数が減るということはあるのかどうなのか

ということが一つと、もう一つはですね、この負担金をすることによって、反対に子ども達に

ですね、どのような形でですね、また、親御さんにとりましてでもね、安心してお預けできる

ような児童クラブになるのかということがお伺いしてみたいなと。 

 なぜかと言いますと、皆さんもお分かりだと思いますけれども、北海道は２０５０年度にな

りましたら、４５０万人以下の人口になると言われておりますし、国の方でも少子化の歯止め

をと言っている割にはですね、今回の国庫補助金の額もですね、実際には少ないわけですよね。  

 結局私達市町村のですね、負担額が非常に大きいわけなのです。と言うのは、私は役場が一

生懸命やってくださってもですね、やはり役場として国の方や道の方にですね、本当に少子化

対策ね、する気があるのですかと。子ども達を一生懸命育てる気があるのですかということを

ですね、もっと、何と言うのですか、お願いするというか、要望するというか、そういう形を

していかない限りですね、各私達市町村の負担が大きくなるだけじゃないかなと、すごく感じ

ております。 

 その辺も含めてですね、もし何かありましたら、ご見解ありましたら伺いさせていただきた

いと思います。 

○議長(堀部登志雄君) 渡辺子ども課長。 

○子ども課長(渡辺裕美君) まず最初に、料金設定されることによって、利用者が減るのでは

ないかということなのですが、この料金も含めた児童クラブの受益者負担につきましては、ア

ンケート調査等も含めまして、利用されている保護者の方の意見を充分聞かせていただきまし

た。 

 で、その中には、負担はやむを得ないのだけれども、金額としてはできるだけ低く抑えてほ

しいという要望が多くありましたので、この２，０００円の額が本当に低いのかどうなのかと

いうところは、いろいろとご意見はあるかというふうには思いますが、一応２，０００円とい

うことで、利用される方にあまり負担のかからない形でと。 

 で、条例の中にはありませんが、規則の中では住民税の非課税世帯についても減額等も検討

していきたいというふうに思っておりますので、そういう部分では利用していただきやすいよ

うにというふうには考えておりました。 



 あと、負担をすることによって、安心したその体制づくりができるのかということなのです

が、昨年一部の施設で定員がオーバーするという形で利用ができないという状況がありました。

今年につきましては、やはり利用したいという方については受け入れをということで、多くの

方を受け入れております。 

 で、当然これに伴いまして、人、人件費の部分ですね。そういう部分で、今年度については

予算よりもオーバーしている部分もございます。できるだけ多くの子ども達を安全に見ていき

たいということ、それから施設等につきましても、今は実際にこの負担はかかっている経費に

ついて負担をしていただくということですので、上乗せということまでにはいかないのですが、

人数が増えることによって、どうしても必要なものについては、整備をしていかなければなら

ないというふうに思っております。以上です。 

○議長(堀部登志雄君) 国に対する意見についてはどうですか。 

山崎教育長。 

○教育長(山崎宏一君) ここにあります、国庫補助金の関係のご質問でございますけれども、

これはこの部分だけじゃなくてですね、三位一体の中でいろいろ見通しがまだつかないと言い

ますか、そういうものたくさんございますけれども、こういう中で学校なんかもそうなのです

けどもね。 

 そういう中で、全体の中でですね、先般も町長とお話させていただいておりますけれども、

町村会やらそういう中でですね、町長の方から全体の中でこのようなことがですね、少しでも

ですね、一般財源化だとかそういうことのないようにですね、お願いをしていただくというこ

とで、考えておりますので、機会を見てそういうものをですね、また更に挙げて、上層部の方

にですね、要請をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長(堀部登志雄君) 他。 

 １２番、吉田和子議員。 

○１２番(吉田和子君) １２番、吉田です。今回の条例の改正については、児童クラブ４ヵ所

ということで出ておりますけれども、次世代の育成支援行動計画の中では、平成１５年度は民

間を含めて５ヵ所ということになっております。 

 今回いろいろな町民の方々というか、お母さん方、子育てをしているお母さん方の意見を聞

いたというふうに伺っておりますけれども、この、今民間でやられている虎杖浜のお母さん方

の要望。あと、６ヵ所は２１年までということですので、社台を含めて今後計画になると思い

ますけれども、今現在されている虎杖浜の状況と、それから今町でやっている４ヵ所との格差

っていうのはかなり出てくると思うのですね。 

 もちろん、今虎杖浜は有料にはなりませんけれども、今後の見通し、有料化も含めて、どの

ような計画を持たれているのか、伺いたいと思います。 

○議長(堀部登志雄君) 渡辺子ども課長。 

○子ども課長(渡辺裕美君) 浜っ子の家、虎杖浜の浜っ子の家につきましては、利用される保

護者の方が自主的に運営をしていくと。その中では、児童クラブの場合には家庭で保育ができ



ないという状況がありますが、そうではなくて、どの子も利用ができるという考え方で、保護

者の方が自主的に運営を行なっております。 

 ですので、開設日数、それから開設時間等につきましても、ある程度利用する方の意見、そ

れから人数等、それぞれ自主的にアンケートを取られる中で、運営はされております。 

 ですが、だんだんその、浜っ子の家を利用される保護者の方も、働く方が増えていらっしゃ

るということで、町の方で今回受益者負担という形で有料にするという考え方の中で、これか

ら浜っ子の家自体も、自分達が運営していく中ではどうなのかというような形で、総会を開い

て意見交換をしたという話を聞きました。 

 で、その中では、やはり今自分達が働いている中では、この浜っ子の家自体を運営していく

のはなかなか厳しいということで、町の方にできれば町の児童クラブとして運営をしていただ

けないかという、要望が出ております。 

 ですので、その際にはもちろん町の方が有料にしますよというお話もした上でということで、

有料であっても、自分達としては働けるその機会を充実できるのであれば、町の方のクラブと

して運営をしていただきたいという意見でしたので、今すぐということはなかなか施設等も含

めまして、すぐという形にはなりませんが、その意見を受けましたので、教育委員会としても

これからどういうような形で開設をしていくかについて、検討していきたいというふうに考え

ております。 

○議長(堀部登志雄君) １２番、吉田和子議員。 

○１２番(吉田和子君) 私も以前から、有料化に持っていく場合には、全体を含めてきちっと

した形で、同じような形でやっていくべきではないかということはずっと申し上げてきました

けれども、私も２回ほど虎杖浜の浜っ子に行ってみましたけれども、３０人があの家の１軒の

中で、夏はまだ外に子ども達が遊びに出るからまだいいのですけれども、あの中で３０人のこ

ども達が集まってくると、大変厳しいっていう保護者というか、付いているボランティアの方

がおっしゃっていました。 

 本当に今日の単価計算を見ると、一人当たり７２，０００円。３０人の部分になると２１０

万円ぐらいの町の負担というか、国からも４割ぐらいきますので、そういった中で個人が２，

０００円負担すると単純計算ですけれど、７２万円ぐらい入ってくるということになると、決

して金銭的には厳しい状況、もちろん厳しいですけれども、やっていけない状況ではないので

はないのかなというふうに思うのですね。 

 で、あの状況を見たときに、本当に早く、いつとは言えませんということなのですが、きち

っとやっぱり計画を持って進めていかないと、あの今の現状ではこども達が可哀想だと思いま

す。 

 そういう意味で父兄の方々がそういう話し合いをされて、何とかいい方向へ持っていきたい、

そして自分達が負担してもしょうがないから、やってもらいたいというその現状をね、きちっ

と受け止めて、早急に手当をするべきだというふうに思いますけれども。 

○議長(堀部登志雄君) 山崎教育長。 



○教育長(山崎宏一君) 今の吉田議員のですね、ご意見もっともだというふうに私方も理解を

してございます。 

 それで、問題はですね、今課長がおっしゃったように検討には入っておりますが、やはり課

題となるのは建物なのですね。承知のとおり、あの住宅の中にですね、３０名程度のですね、

子ども達が入っているということが現状でございます。 

 そんなことから、あそこの環境的にもそうなのですけれども、新しくというのはなかなかで

すね、現状からいきますとそうなりませんので、今私どもも学校を中心にですね、そういうス

ペースがないかどうか、この辺ですね、まだ正式には学校の方にお話はさせていただいており

ませんけれども、内部で、私も先般ちょっと学校の方ですね、出向いて行って、学校とこの児

童クラブになるですね、こういうところをちょっと人数的なものもですね、ちょっと見極めて

きましたけれども、なかなか一口でそれじゃここにするという、まだ段階に至っておりません。  

 しかし、それじゃ今言ったように、建てるのかということになりますと、非常に現状として

は厳しい状況にあるものですから、できれば学校を有効的にですね、スペースを使ってという

ようなことをですね、今現在は基本的には考えている段階でございます。以上でございます。 

○議長(堀部登志雄君) よろしいですか。 

 他、質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。議案第２号 白老町放課後児童クラブ条例の制定について、原案のとおり

決定することに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

 よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

      

 


