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○ 開会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  ただ今より総務文教常任委員会を開会いたします。 

                                           

○委員長（吉田和子君）   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。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  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長から説明をいたしま

す。 

○事務局長（上坊寺博之君）  おはようございます。今日の総務文教常任委員会ですが所管事務

調査としまして子育て支援の体制についてということで教育委員会からお話を聞く予定でございま

す。事前に資料を配らせていただいてございます。２種類ほど配らせてもらっていますので、それ

に基づきまして説明を受けたいと思います。それから、午後ですが、お手元に配付してありますと

おり、子育て支援の関連施設を視察する予定でございます。午後１時に出発しまして、子ども発達

支援センター、浜っ子の家、海の子保育園、まきば保育園を一応回る予定でございます。それと、

今日、新聞の記事に浜っ子の家のことが載っていましたのでお手元に一部配付させていただいてお

ります。以上であります。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございます。では、これより子育て支援体制についての所

管事務調査を行います。まずは教育委員会の方から説明をお願いいたします。山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  皆さんおはようございます。今回、所管事務調査ということで２日間

日程を割いていただきまして本当にありがとうございます。ご承知のとおり、子ども課がこの５月

に新しく新設になりました。言うまでもなく、これは今まで保育所関係または青少年、児童相談、

子育て支援ということで健康福祉課、あるいは町民サービス、今の町民課ですね、それと教育委員

会の社会教育という形でそれぞれの分野で担当してきておりましたけども。皆さんご承知のとおり、

今、核家族化または少子化ということでやはり子供に対する支援、当然、家庭教育というものが非

常に国または教育関係では中教審を中心にこの重要性を大きな声として訴えられてきております。

そういうことから今回５月から子ども課ということになりましたので、そこで基本的には子供、家

庭に対する支援関係を担当することになりました。当然、これから説明いたしますけども 100％子

供について、または家庭教育について教育委員会がということにはなかなかまだ今のところなって

いない部分がございます。それも推移する中で今、担当しております福祉の関係なんかもですね、

いわゆる将来検討して行かなければならないというような課題として持っております。そんなこと

でいろいろ地域と言いましょうか、地域のコミュニティの崩壊だとか、または家庭教育の低下だと

かいろいろ言われている昨今でございますけども、そういう中でこの子ども課が白老町の子供達を

いかにこれから支援、または家庭教育というものを進めて行かなければならないと、重要な課題を

背負っているというふうに思っています。そんなことで国においても当然子育て支援または家庭教

育というものに力を入れるべきだということで、これも前々から報道されて、うちの町としても子
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ども課という形で今後推移して行こうという実は状況になっております。そんなことで 5 月からで

すから、約半年が経ったということでございます。そういう新しい体制の中で急を要する部分、例

えば子供たちの虐待の部分でございます。これも報道、新聞、テレビ等々で毎日のように虐待に対

しての状況が報じられているということになってございますし、本町においても実は開設してから

9 件の虐待が相談という形で来ておりますし、９件の方々が延べ４３件相談に応じていると。こう

いうものは急を要するものですから、即対応という形でいろいろ関係機関との連携を持ちながら取

り進めているという状況にございます。しかし、これから説明させていただきますが、子供、家庭

と言ってもですね、かなり範囲が広い。また、いろいろやっていきますと奥も深いということでな

かなか一挙には行かないなというふうに私も感じております。しかし、手をこまねいているという

ことにもなりませんので、これから説明いたします家庭教育、子育て支援の推進計画というものを

作成してみました。作成して、これを目指して実施して行きたいというふうな基本的な考えは持っ

ておりますけども、おそらくこれが一挙にこの１、２年でということではなくて、ものによっては

急がなきゃならない部分、ものによっては時間をかけてしなきゃならない部分というのが当然出て

きますので、それらのメリハリと言うのでしょうか、そういうものを検討しながら、または地域と

の関わりも当然出てきますのでそういうことも含めて推進して行きたいというふうに考えておりま

す。これから、そういうことで一通りご説明をさせていただきますけども、ご理解をいただきまし

て今後いろいろ議員さん方のご指導もいただきながら子ども課として、教育委員会として頑張って

参りたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いをしたいと思っております。以上であり

ます。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございました。では、内容の説明の方をお願いいたします。

渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  それでは、まず先に皆さんのお手元に白老町教育委員会の機構図

というのをお渡ししているかというふうに思います。この機構図のまず組織の方から説明をさせて

いただきます。一番右端にありますのが子ども課です。子ども課につきましては子育て支援グルー

プ、それから子ども発達支援センター、それと保育園、あと青少年センター、この組織を持ってお

ります。子育て支援のグループにつきましてはそれぞれ児童館、児童クラブ、それから各保育園の

管理運営、それと家庭教育、児童虐待。あと私立保育園の入所の措置と保育料の徴収等も行ってお

ります。それから私立幼稚園への補助金に関すること、それから児童館の管理運営。青少年センタ

ー、ここには青少年センター出ておりますが、組織として人が兼務している部分があるものですか

ら、そこにも記載しております。それから、放課後児童対策という形になっております。保育園に

つきましては町立の保育園が５園あります。統括の園長を一人、まきば保育園の園長を統括園長と

いう形で置きまして、あと各園に主査職の園長、その他に主査をそれぞれ 1 名ずつ配置しておりま

す。青少年センターにつきましては専任の指導員という形で嘱託を一人置きまして、あと子育て支

援グループの方から兼務という形で一緒に業務を行っております。それと併せまして子ども発達支

援センターがあります。これにつきましては療育の部分と子育ての部分、２つの機能を持っており

ます。センター長を主幹職で置きまして、その他に作業療法士、言語聴覚士、保育士。主査と嘱託
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と、あと言語聴覚士の臨時の職員を一人置いております。この組織で子ども課を運営しております。

機構図については説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、家庭教育・子育て支援推進計画の中に入らせていただきます。家庭教育・子育て支

援の必要性というものにつきましては、ただ今教育長の方からも説明をさせていただきました。社

会状況があまりにも変わっている中でなかなか対応しきれていない部分、そういうのが特に家庭教

育・子育て支援の部分にある。そういうようなところから今までは子育て支援なり家庭教育という

のは、それを抱えている保護者なりが自分の方から学んでいく、そういうものが主にありました。

ですが、いろいろな家庭状況、それから生活環境の違いなどによりましてなかなかいろいろな講演

会を開いても自分の方から積極的に参加をしてくださるという機会が少なくなってきております。

そういうような中で特にやっぱり家庭教育・子育て支援の必要性というのが言われてきているよう

に思っております。 

 それで２ページ目になりますが家庭教育・子育て支援の必要性の中で１つ目としては、子育て支

援が届きにくい親御さんなどを対象にしたやっぱり家庭教育・子育て支援が必要であろうと。今ま

では学習を希望する親への支援というのが主でしたが、やはりこれからはなかなかいろいろな条件

で孤立している親、それから子育てへの意識というのがなかなか持てない親御さん、そういう方に

もやはり積極的にこちらの方から支援をして行かなければならないというふうに考えております。

そういうものへの支援がまず必要であろうと。それから、家庭教育ということですので、まず家庭

が基本ではあるのですが、やはり親や子供だけの今はもう問題ではなくなってきているというふう

に考えております。そういう中では社会全体で家庭教育や子育て支援というものを進めて行かなけ

ればならない、そういう環境を社会全体で作っていかなければならないというふうに考えておりま

す。２点目には社会全体による家庭教育・子育て支援というものを掲げております。それから３点

目には家庭教育でも子育て支援でも進めて行く窓口となる行政内部の連携というものがまず大切で

あるというふうに考えております。そこの強化というものがこの家庭教育・子育て支援の大きな柱

になるというふうに考えておりますので、そういうような意味で今回窓口を１本にして分かり易い

窓口、それから住民に分かり易い相談、または環境づくり、それから内部の中でもお互いに業務を

スムーズに進めて行くための連携というのを特に強化して行かなければならないというふうに考え

ております。どうしても教育委員会と町長部局というふうになりますと、ちょっと組織が変わるも

のですから、どうしても連携という部分では難しいというところがあるのですが、今やはりそれを

乗り越えてまずは進めて行かなければならないということがあるので、やはりそこのところの連携

を強化して行きたいというふうに考えております。 

 次、３ページ目になります。では、具体的に家庭教育・子育て支援の体制づくりをどういうふう

にしていくのかと。家庭の教育力の向上ということで分かり易い行政窓口が必要であるということ。

それから総合的な拠点と言いますか、そういう機関が必要であろうと。それと適切にやはり連携も

含めてコーディネイトしていくということが家庭教育を向上させていくものが大きな役割を果たし

ていくというふうに思っております。そういうような体制を作るために、今のこのチラシにもあり

ますけれども子ども課を設置させていただきました。子ども課の中ではいろいろな業務を持ちます
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が、先ほど教育長の説明にもありましたが本当に幅広く、乳児期からというふうになるでしょうか、

子ども発達支援センター等では乳児期からの早期発見というところがあるものですから、乳児期か

ら１８歳ぐらいまでの児童福祉による年齢までの中での役割を果たして行くというふうに考えてお

ります。その中で家庭教育・子育て支援に関わる施策を展開して行きたいというふうに思っており

ます。 

 では、次。まず、家庭教育の支援推進計画の方から説明をさせていただきます。この後につきま

しては具体的な中身も入ってくるものですから私の方からある程度計画の大きな流れのようなもの

を説明させていただきまして、それぞれの担当の方から具体的な事業についての説明をさせていた

だきたいというふうに思っております。白老町では平成１０年に白老町児童育成計画というのを策

定しております。その後、１３年に社会教育法も一部改正になりまして、社会教育の行政において

も家庭教育支援の必要性というのが言われるようになりまして、家庭教育支援を強化していくため

に社会教育委員の中にもそういう子育てリーダーのような役割を持っている方も社会教育委員に委

嘱をしていくということが出来るようになってきました。そういう意味では本当に教育部局の中に

も家庭教育・子育て支援というものが強く言われるようになってきているのが１３年ぐらいでした。

その後に１５年になりまして次世代育成の支援対策推進法ですね、それが制定されまして白老町で

は１７年の３月に白老町次世代育成の支援行動計画を策定しております。それを基本にいたしまし

て、この家庭教育も子育て支援についても計画を作っております。 

 それでは４ページに入ります。家庭の教育力向上のための基本的な考え方と展開ということで、

まずは家庭教育が全ての教育の原点であるというふうに押さえております。ですので、家庭は学校

だとか、それから地域だとかというようなところに依存するというよりは、まずは家庭での本来の

教育、その役割を果たしていくというところから家庭教育は向上していくというふうにかんがえて

おります。その向上を目指してということで、「①家庭の役割を明確に示す」、それから「②情報提

供、相談体制の充実を図っていく」「③地域の子育て支援のネットワークの形成」、これを目指して

行きたいというふうに考えております。計画の基本目標といたしまして４つの目標を立てておりま

す。基本目標の１つ目です、「家庭教育に関する学習機会の充実」。今までもこれについては提供も

してきておりますし、いろいろな活動を行政だけではなくて民間の中でも地域の中でも進められて

きているというふうには考えておりますが、やはり生活習慣ですとか豊かな情操、社会的なマナー

などを身に付ける上で家庭教育は重要な役割を担っております。これまでなかなか関わりを持てな

かった親への家庭教育支援、ここのための様々な学習機会の充実を図って行きたいというふうに思

っております。で、４ページと５ページを共有する形で見ていただきたいというふうに思いますが、

その基本目標「家庭教育に関する学習機会の充実」ということで３本の施策の方向性を持っており

ます。１つ目として「多様な学習機会の充実」。これにつきましてはいろいろな機会でいろいろな行

政または団体が行っておりますが、それをより充実させるために乳幼児健診ですとか、入学前の１

日体験入学というようなものがあります。そういうようなところでも学習の機会を設けて、そこの

ところでなかなか自分の方からは学習の機会を求められない方にも提供して行きたいと。それから

（2）番目としまして「明日の親となるための学習の充実」。今、結婚してから親になることを学ぶ
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のでは遅すぎる。だから、もっと早い時点ということで乳幼児と小中高校生、そういう方との触れ

合い、活動を通して親を目指すための本当に基本的なものになるかと思いますがそういうものを学

習していっていただきたいと。３番目として「家庭教育参加を考える学習機会の充実」ということ

で、これにつきましては今までも開催しておりますが公開講座というような形でいろいろな視点で

講座を開設する、または子育てをする保護者を対象にしたリフレッシュ教室ですとかそういうもの

も取り入れて行きたいというふうに考えております。 

 基本目標の２つ目として「家庭教育支援・相談体制の整備」です。これにつきましては少子化や

核家族化による若い親の子育てに対する不安や悩み、そういうものを関係機関と協力して支援する

相談体制づくり、そういうものを進めるとともに子育て支援ですとか家庭教育の相談窓口の開設に

よって育児のストレスなどを抱える保護者の負担の軽減に努めていきたいというふうに考えており

ます。ここでは施策の方向性として２本持っております。「人材、組織の育成」。これは今回、道か

らの派遣という形で社会教育主事を家庭教育子育て支援という部分に派遣をしていただきました。

こういう例は今までない、白老町が初めて派遣をいただいた例なのですが。そういう、本当に今ま

での社会教育だけではなくて、家庭教育・子育て支援というものも大きな教育の視点という部分か

ら人を育てるために社会教育主事の役割というものが大きくなっております。それから、あと家庭

教育に関する相談員の配置、こういうものも組織を育成していくために必要なものであるというふ

うに考えております。２つ目としまして「相談・情報の提供」。今までもいろいろな窓口を通しまし

て相談を受けたり、それから情報の提供等をしておりますがもう少し充実をさせるために特に若い

人達にとって情報を得る、または何かの相談をする、そういうような手段としては電子メールです

とかそういうものもやはり有効に活用ということを考えては行かなければならないというふうに思

っております。 

 基本目標の３です。「家庭教育支援ネットワークの形成」というふうになります。これにつきまし

ては家庭を孤立させないということが大きな課題になっています。地域のサポートを受けられるよ

うに、これまでも普及ですとか啓発活動、または情報提供とか相談体制の充実をしてきているので

すが、さらに行政内部の連携を図っていくのはもちろんのこと、地域のネットワークによって家庭

教育支援の充実を図って行きたいというふうに考えております。これにつきましては施策を２本。

１本目は「家庭教育支援の調整機能の充実」と言いますか、行政それから地域、各団体それからサ

ークルそういうもののネットワーク、まず、そのネットワークを作っていくということが大きな役

割を果たしていくふうに考えております。２点目をしましては「行政と民間との連携体制の強化」。

これにつきましては要保護児童対策地域協議会等も６月に設立をさせていただきましたが、そうい

うような行政だけではない、または民間だけではない、お互いが情報提供し、交換する中で連携を

図って行ける、そういう組織を充実させて行きたいというふうに考えております。 

 基本目標の４本目です。「家庭教育支援ネットワークの形成」。これにつきましては、これまで各

行政機関ですとか民間団体において行われていました家庭教育、子育て支援に関する事業というも

のを生涯学習推進という視点からもう一度再編し直して、子どもの発達段階に応じて関係機関、団

体が連携して展開していくということ。そのための事業の体系化と体制づくりを進めて行きたいと
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考えております。これにつきましては、施策は１本になっておりますが「子どもの発達段階に応じ

た家庭教育・子育て支援施策の体系化」です。各組織で実施されています行事の内容等そういうも

のを各層ごとに体系化いたしまして整備をして不足をしているものは充実をしていく、また、ガイ

ドブック等も製作してそういうものでの情報提供等もして行きたいというふうに考えております。 

 家庭教育の推進計画につきまして、今、大まかに柱を説明させていただきました。このあと６ペ

ージからにつきましては子育て支援の方の家庭教育の方を担当しております、道からの社教主事と

いう形で派遣されている五十嵐主幹の方から説明をさせていただきます。 

○教育長（山崎宏一君）  私の方から冒頭ご紹介すれば良かったのですけども、今、課長の方か

ら話がございました。実はこの４月から道の方から社会教育主事という形で３年間派遣をいただい

ております。今、子ども課の主幹という形でやっていただいておりますが、非常に積極的にですね、

私どももさっき言ったようにこの業務というのは今までいろいろ各所管に職員が分かれておりまし

てね、子ども課に窓口として設置されて５月からやっているわけですけども、本当に積極にやって

いただいてですね、私ども非常に専門的ないろいろな視点の中で考えていただいておりますし、非

常に白老町としても助かっておりますし、これからも私どももそういうことを含めてこれからダウ

ンしないように常に上昇を目指して頑張って行きたいと思っておりますけども。ということで、ご

紹介遅れまして申し訳ありませんけども五十嵐主幹をご紹介いたします。 

○委員長（吉田和子君）  それでは五十嵐主幹の方から自己紹介も兼ねてよろしいですけども、

説明の方をよろしくお願いいたします。 

○子ども課子育て支援Ｇ主幹（五十嵐昭広君）  この４月に厚真町立厚南中学校より赴任して参

りました五十嵐でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは早速、私の方から計画の内容につきましてご説明を申し上げたいというふうに思います。

6 ページをお開きください。課長の方より先ほど家庭教育支援の計画につきましての大まかな考え

方のご説明をして参りましたが、私の方からこの計画を推進するにあたりましての 4 つの目標につ

きまして一つひとつ噛み砕きながらご説明をして参りたいというふうに思います。 

 まず、基本目標の 1 であります。「家庭教育に関する学習企画の拡充」と。これは今まで社会教育

行政で担っておりました学習活動というのは学習を希望する方への支援だったわけです。これでは

なかなか学習活動に参加出来ない、または手の届きにくい親への支援がなかなか行き届かないであ

ろうということで学習の必要度の高い方々に対してアプローチを工夫して効率的な事業展開を図ろ

うとするものであります。その 1 つが①に掲げてありますが乳児期の子育ての講座であります。こ

れに関しましては乳児健診というのが町内または全国的にもやられておりますが、こういう機会が

あります。ここにはほとんどの乳児を持っていらっしゃる親が参加をしていただいておりますので、

この機会を捉えて学習の機会を提供しようというふうに考えております。また、その時に家庭教育

に関する相談の窓口というのはどこにあるかというのも十分周知をして、困った時にはどこに行け

ばいいかということも理解を深めて行きたいというふうに考えております。 

 次に②番目ですが、体験入学等を活用した子育ての講座と。今度は子供さんが小学校に入学する

時に 1 日体験入学という機会がございます。これも町内に 6 校小学校がありますが全ての学校で実
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施されている体験入学等の機会を活用しまして、今度は教育支援センターの専任の相談員を派遣し

まして小学校就学を前にした親に対して家庭における子供の接し方の話題を提供し、子育てに悩ん

だ時の相談先の周知等も含めてやって参りたいというふうに考えております。 

 そして、今度は中学校に入学する時に学童・思春期の子育ての講座の学習の機会を設けたいとい

うふうに思っております。町内に 4 校中学校がございますが、そこの新入生の説明会の時にここも

教育支援センターの専任の相談員を派遣いたしまして、思春期を向える子供たちの接し方、それと

学校生活における注意事項等を含めまして噛み砕いた相談をして参りたいというふうに考えており

ます。こうすることによって今まで手の届きにくかった保護者の方々へ少しでも学習の機会を提供

し、理解をしていただくという学習機会の拡充に繋がるのではないかとこのように考えました。 

 それと 7 ページ目になりますが、今度は親ばかりではなくて、今の中高生もいずれ親になってこ

の国を担っていくわけですが、早いうちからやはり乳幼児と触れ合う機会ですとか、また子育てを

している親と語り合う体験活動などを通じて子育てに関心を持ってもらおうというふうに考えまし

て、明日の親となるための子育ての講座を学校等の授業を活用して、ぜひやって行きたいというふ

うに考えております。図らずも福祉行政と教育行政が横断的な組織がこの 5 月に出来たものですか

ら、教育的な観点から学校等の授業の中にこのような学習活動も盛り込んで行きたいと積極的にア

プローチして行こうというものであります。ただ、今までも中学校ですとか高校生が町内の保育園

を使って体験交流を十分やって参っております。また、その内容も加味しながら充実させていき、

広がりを見せて行きたいというふうにも考えております。 

 次に（3）番目ですが、家庭教育の参加を考える学習機会の拡充であります。今までも学習の機会

の公開講座は何点かやっていましたが、これからはさらに一般の方々も対象にした子どもの発達段

階に応じた家庭教育講座を開いていきたいと。これは公開講座です。ここに記載されてありますと

おり乳幼児期から学童・思春期、そして父親の子育てを考えてもらうと。父親の参加も考えてもら

うという集いも考えております。また、祖父母いわゆる、おじいちゃんやおばあちゃん方に関する

上手な孫育て講座なども考えながら、今のお母さん方は何に悩み、そして何に苦しんでいるのかと

いうことを回りの方々のサポート体制も取っていくという中身での学習活動も取り入れたいという

ふうに考えました。 

 そして、次になのですが（4）番目。子育てストレス解消の機会の充実ということで、子育てにス

トレスをなぜ抱えるのかなんて言うことで批判もされそうなのですが、親批判からは決して子育て

支援というのは生まれないんですね。それで、今の若いお母さん方が孤立してなかなか子育てに奮

闘しているのだけどもストレスと抱えて、そして最終的には子供に虐待を及ぼしてしまうなんてい

うこともありますものですから。8 ページにちらっと書きましたけれどもリフレッシュできるよう

な講座も考えました。少しでも新たな気持ちで子供に向っていただきたいという願いがこもったも

のであります。これが基本目標の 1 であります。 

 次に基本目標の 2 でありますが「家庭教育支援・相談体制の整備」についてであります。これに

関しましては若い親の子育てに対する悩みを様々な関係機関と協力して支援する相談体制の推進と

いうものであります。まず、1 つ目が人材・組織の整備であります。これは家庭教育の専門的な人
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材を確保するために相談支援を担う人的な整備であります。1 つ目が社会教育主事の配置と。これ

は子育て家庭の多様なニーズに対応するために教育行政ですとか、福祉部局、民間のＮＰＯ法人等

の関係機関が実施しているサービスを効率的に結びつけるコーディネイトする役割を担って行くと

いうものです。これも今までに無かった役割ではないかというふうに考えております。それと 2 点

目であります。家庭教育相談員の配置であります。これも新規に考えておりますが、子育てに悩む、

そして家庭教育に対してしつけ等随分悩んでいらっしゃる方々がいるというふうに聞いております

が、改めて専任の相談員の配置等も頭に入れてございます。 

 それと 2 点目。相談・情報の提供であります。①番目に書いてありますが家庭教育支援総合窓口

の設置というのは今年度子ども課が教育委員会の中に設置されました。道内でも福祉行政の中に子

供の総合的な窓口ってあるのはよく聞きますが、教育行政の中に子供の推進窓口というのはそうあ

りません。ですから、ここの特徴を生かしながら教育的な観点で子育てを支援していくという、そ

ういった部分の総合的な窓口を開設しております。2 点目、3 点目は今の時代に合ったと言いますか、

IТを活用した子育て支援情報の発信であります。家庭教育子育て支援の専用のホームページを開設

したり、あと家庭で孤立しながらなかなか外に出て行く機会のない保護者の方々にはパソコンです

とか携帯電話等を通じまして相談が随時入って来れるような体制づくりも進めて参りたいというふ

うに考えております。それと 4 点目になりますが家庭教育手帳の配付でございます。これは文部科

学省が編集しておりまして対象者には全て配布するようになっておりますが、家庭教育手帳を配付

しながら家庭教育への悩みに対応して参りたいというふうに考えております。 

 次に 9 ページ目でございます。基本目標の3 であります。「家庭教育支援ネットワークの形成」こ

れにつきましては地域で孤立しがちな家庭をぜひ孤立させずに様々なネットワークによって家庭教

育の支援の充実を図りたいという目標の下に計画を推進参るというものであります。その組織です

が、この 9 ページの中ほどに①家庭教育支援対策ネットワーク会議の推進と記載させていただきま

した。これに関しましては教育行政、福祉部局、子育てＮＰＯ法人、学校、保育園など子育て支援

のサービスを実施している組織を網の目のように、そういうサービスを張り巡らせるための組織体

制の充実であります。それと中ほどの①に掲げてあります要保護児童対策地域協議会の設立に関し

ましては、児童虐待対応等への極め細やかな取り組みとしての組織づくりであります。これはもう

すでに 6 月 28 日に発足を得ております。このようにいろいろな家庭教育ですとか子育て支援の施策

を実行している組織を融合的に、組織的に推進していくための組織づくりをしようというものであ

ります。それとこの目標の最後になりますが下ほどの子育て支援リーダー講習会とありますが、子

育て支援ですとか家庭教育を実施している組織を担っている方々の研修会をどんどんしながら、子

育て支援に関わる人の輪を拡大して行こうというものであります。これは今月の26 日にも開催予定

でございますので、ぜひご参加の方もよろしくお願いをしたいというふうに考えておるところであ

ります。 

 最後になりますが10 ページ目、11 ページ目でございます。基本目標の4 です。「家庭教育・子育

て支援施策の体系化」であります。これに関しましては家庭教育ですとか子育て支援に関するサー

ビスというのは今までもやられておりました。ここに記載されているものだけでもかなりのボリュ
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ームがあるかというふうに思っております。ただ、それぞれ関係機関でばらばら行われていたとい

うのも事実でありますので福祉、教育行政、又はＮＰＯ法人等と連携を深めてですね、これからは

無駄を省いて、より効率的で、そして充実した事業展開をしていくための事業の体系化であります。

例えば福祉部局ではこんな活動をやっている、でも、同じような事業を教育行政でもやっているっ

てよくあるんですね。対象者は同じで事業が何か似ている。そういうものは統合して行こうと。そ

して、より効率的に今度は協力体制の下、同じ事業を密度の濃いものにしていこうというものがこ

の体系化であります。そして、子どもの発達段階を十分意識しながら、乳幼児期から学童・思春期、

そして青年、成人期に至るまでお互いの関係機関が連携しながら、これからは手を携えて子育て支

援に向って行こうものがこの体系化であります。そして、体系化したものを住民に知らせなければ

意味がありませんので広報等を通じて、いつ、どこで、どんな機関が、どんな支援をしているのか

というのを周知して行きたいと。そして、広報だけではなくて新たにガイドブック等を作成しなが

ら周知活動を徹底して参りたいというふうに考えておるものであります。 

 12 ページ、13 ページ目は今まで説明してきたものの行動計画となっております。一応、3 ヵ年計

画で行動を推進して行きたいというふうに考えております。もうすでに今年度から実施しているも

のもありますが、ほとんどものは次年度から着手し、平成 19 年度には全ての事業が完成を迎えると。

そして、また新たな見直しを含めて、それ以降の計画に結び付けて行きたいというものであります。

以上が家庭教育支援に対する中身であります。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございました。渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  ただ今、家庭教育の推進計画についての説明をさせていただきま

した。続きまして、子育て推進計画の方へ入らせていただきたいというふうに思います。14 ページ

になります。子育て支援につきましては子どもを持つ親御さんは皆さんいろいろな環境の中で一生

懸命その子を大切に育ててきている、ですが、なかなか地域の中での支援が得られない、または核

家族化によって身内の方の協力が得られない、そういうような状況が最近多く聞かれるようになっ

てきています。そういうような時に子育て支援をやはり行政として考えて行きたいと。その組織を

まずは作って行かなければならないというところから子育て支援についての計画を作っております。 

 基本的な考え方としましては子どもたちがやはり幸せに育っていくためにはどういうようなこと

があるのか。で、子どもがやはり幸せだと実感できる環境を作ることが大切であろうと。2 つ目と

しては親がゆとりを持って子育てしていく。自立をして、ゆとりを持って楽しさを実感しながら子

育てをできる、そういう環境を作るための応援をしていきたい。3 つ目としましては地域がしっか

りと子どもと親を支えていくために、地域はやはりその親子を暖かく見守ってみんなで育てていく

ことが必要であるというふうに考えております。 

 この計画につきましては基本の目標を4 つ持っております。それにつきましては15 ページの方へ

入らせていただきます。基本目標の 1 つ目です。「地域における子育て支援の充実」。保護者を初め

子育てに関わる人が安心して子育てできるように保育内容や環境の整備、それから子育て支援のネ

ットワークづくりなど児童の健全育成に努めて行きたいというふうに考えております。施策として

は 4 本挙げてあります。まず、1 つ目として地域における子育て。これにつきましては子育て相談、
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それから情報提供、または触れ合い交流ですとか、集いの広場の事業ですとか、そういうような支

援の充実を図って行きたいというふうに考えております。2 つ目としましては保育事業の推進。こ

れにつきましては主に保育園における保育事業というふうになりますが、白老町には白老町保育計

画というのがございます。それを推進して行く、または保育の中身について十分充実をさせていく

というものであります。3 つ目といたしまして子育て支援のネットワークの構築。ネットワークづ

くりというのがまず大切でありますので、そういうネットワークを作っていく、ファミリーサポー

ト事業等の検討もしていきたいというふうに考えております。4 つ目としまして児童の健全育成。

これにつきましては放課後児童対策事業。それから児童館等についてもそれぞれの地域による課題

等を持ちながら運営をしておりますので、そういうものも充実を図っていきたいというふうに考え

ております。 

 基本目標の 2 つ目です。「子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備」ということ。こ

れにつきましては子どもの健やかな成長に様々な体験活動、それから環境が望まれるわけですから、

乳幼児との交流による心の育成、または次世代の親の育成、それから幼児教育の充実、そういうも

のなど教育環境の整備に取り組んで行きたいというふうに考えております。施策としては 2 本。1

つ目は子どもの生きる力の育成に向けた教育環境の整備です。これにつきましては幼稚園、それか

ら保育園における幼児教育というものの充実を考えております。2 つ目としては次代の親の育成。

これは家庭教育の中でもありましたが乳幼児との触れ合い交流ですとか、そういうものの学習機会

の充実ということを考えております。 

 基本目標の 3 つ目です。「子どもの安全の確保」。子どもの安全確保のために防犯活動の推進、ま

たは被害に遭った子どもの保護について関係機関を連携を取って進めていきたいというもので。こ

れにつきましては施策を 3 本持っております。1 つ目としては子どもを犯罪の被害から守るための

活動の推進。これは防犯体制ですとか、相談体制の充実というものがまず必要であるというふうに

考えております。それから、2 本目の被害に遭った子どもの保護の推進。これはいじめ等に遭った

子どもへの支援というものを考えております。それから、3 本目としまして子どもを取り巻く有害

環境防止対策の推進。これは有害図書等の規制ですとか、撤去の活動そういうものを考えておりま

す。 

 基本目標の 4 番目です。「要保護児童へのきめ細やかな取り組みの推進」。これにつきましては虐

待児童の早期発見、それから予防のためのネットワーク強化、または障がい児保育と障がい児福祉

の充実そういうものを取り組んでいきたいというふうに考えております。これにつきましては施策

として 2 本持っております。児童虐待防止対策の充実。これは要保護児童対策地域協議会等を核に

いたしまして予防、それから早期発見に努めていきたいと。2 本目の障がい児の福祉の充実。これ

につきましては障がい児保育の充実、それから早期発見、早期療育に努めていきたいというふうに

考えております。 

 大まかな柱の説明は以上であります。この後につきましては子育て支援グループの統括主査、中

島主査の方から具体的な計画について説明をさせていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  それでは中島主査お願いいたします。 
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○子ども課子育て支援Ｇ主査（中島圭一君）  私の方から子育て支援向上のための目標に伴う基

本施策を説明させていただきたいと思いますが、ほとんど課長の方から説明しておりますが補足が

あるかとどうかわかりませんが説明させていただきたいと思います。 

 16 ページをお開きください。基本目標 1「地域における子育ての支援の充実」でございます。4

本の施策を掲げております。1 つ目に地域における子育ての支援サービスの充実。この中に 5 つの

項目がございます。1 つ目として子育て相談体制の充実。各機関と連携して保護者の利便性の向上

を図るとともに、子育て相談体制の充実を図って参る考えでございます。2 つ目に子育て情報の提

供。ここに書いてありますように広報やインターネットを活用し、子育て情報を町民の方々に提供

して行く考えでございます。3 つ目に子ども発達支援センターの機能強化。利用者の拡大と機能の

強化を図って参ります。4 つ目に世代間、親子交流の推進。世代間、高齢者も含めてですが、交流

の推進と拡充を努めて参ります。5 つ目に集いの広場。悩みなどを相談したりできる、情報交換で

きる場として集いの広場の検討を行って参ります。 

 2 つ目の施策として「保育事業の推進」でございます。3 つ挙げてございます。1 つ目に白老町保

育計画の推進及び定数の見直し。先ほど課長の方からもお話がありましたが、保育園の施設整備や

適正配置、地域の状況を踏まえて各保育園の定数の見直しを検討して参ります。2 つ目にマン・パ

ワーの養成確保。あらゆる状況に対応するため保育士の研修を行い、人材の養成に図って参る所存

でございます。3 つ目に保育サービスの充実。計画の方でも説明しましたが、地域児童の状況やニ

ーズを踏まえて定員の見直しを行うとともに、一時保育、休日保育等、ニーズの動向を踏まえなが

ら検討を重ねて参る考えでございます。 

 3 つ目の施策として「子育て支援ネットワークの構築」。2 つありまして、1 つが子育て支援のネ

ットワークづくり。もう一つがファミリーサポートセンター事業でございます。 

 4 つ目の施策として「児童の健全育成」。放課後児童クラブの推進。今朝ほど新聞で浜っ子の家も

ありますが、現在、浜っ子の家を含めて 5 つの児童クラブを所管しております。次世代育成支援行

動計画では平成21 年までに6 箇所の検討となってございます。未設置が今現在、社台地区でござい

ます。社台地区の設置検討、状況を踏まえてですね、設置の有無も踏まえて検討を重ねて参りたい

というふうに考えてございます。児童館の活用。今は美園児童館、萩野児童館、町内 2 箇所の児童

館がございます。子どもの居場所づくり、触れ合いの場所として児童館の活用をこれからも推進し

て参りたいというふうに考えてございます。 

 次に基本目標 2 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」というこ

とで 2 点ほど策を挙げてございます。子どもの生きる力の育成に向けた教育環境の整備。1 つ目と

して幼児保育の充実ということで先ほど課長がお話しました保育園、幼稚園の開放などにより親子

が触れ合う場として提供を推進していく考えでございます。2 つ目に次世代の親の育成。これから

親となる方々の育成でございますが、1 つ目に交流・体験によるこころの育成。児童・生徒が乳幼

児とのふれあいの交流を通し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て参りたい

というふうに考えています。2 つ目に学習機会の充実。地域やボランティア団体、子育て支援経験

者が連携して実施していくことを進めて参りたいと考えてございます。 
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 17 ページの最後ですが基本目標3「子どもの安全の確保」。子どもたちを犯罪から守るために子ど

もの安全の確保に努めなければならないというふうに考えまして3 つの施策があります。18 ページ

をご覧頂きたいと思います。1 つ目に子どもを犯罪の被害から守るための活動の推進。2 つありまし

て、1 つが防犯体制の充実。青少年センターや地域、町内会でありますとか青少年健全育成町民の

会の連携により巡回指導、祭典時でありますとか、各学校の下校時の巡回、夜の巡回等を実施して、

さらに防犯情報の共有も図って参りたいというふうに考えてございます。2 つ目に相談体制の充実。

様々な悩み、子どもたちが抱えているいじめとか非行に対しまして時代に応じた相談体制を整備し

て参りたいと考えています。本年 7 月からはメールによる相談体制の整備をしているところでござ

います。2 つ目に被害に遭った子どもの保護の推進。1 つとして犯罪、いじめにより被害を受けた子

どもの立ち直り支援。児童相談所等の関係機関と協力して、きめ細かな相談、カウンセリングを実

施して参ります。3 つ目に子どもを取り巻く有害環境防止対策の推進。有害図書というのはコンビ

ニ等の大人の本でありますとか、自動販売機につきましては白老では今、4 地区 11 台のビデオ等の

自動販売機がございますので胆振支庁と協力して撤去活動を推進して参りたいというふうに考えて

ございます。 

 基本目標、最後の 4 番目ですが、「要保護児童への対応等きめ細かな取り組みの推進」。2 点ほど

施策を挙げてございます。児童虐待防止対策等の充実。青少年センターや児童相談所、各関係機関

が連携して地域全体で子どもを守っていく、児童虐待防止対策の充実を図って参ります。2 つ目に

障がい児福祉の充実。2 点挙げまして、障がい児保育の充実と早期発見・早期療育、この 2 点を推

進して参りたいというふうに考えてございます。 

 19 ページ、20 ページについては今挙げた施策の中身の行動計画でございまして、随時その年度に

あった計画を推進して参りたいというふうに考えてございます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  以上、今、子育て支援の計画の方を説明させていただきました。

その中でですね、16 ページの基本目標 1 の（1）の⑤集いの広場というのがあるかというふうに思

いますが、これにつきましては子育てに悩んでいる方、それから、いろいろな人との関わりがなか

なか持てないような方、そういうような方が集える場所というような考え方で拠点づくりというよ

うな位置付けでの事業というふうに捉えていただければというふうに思います。それとですね、申

し訳ありません、1 点だけ訂正をしていただきたいというふうに思います。17 ページなのですが、

基本目標の 2 の前段の文章の 5 行目になります。子どもを取り巻く有害環境対策の推進というのが

あるというふうに思います。これはですね、その次のところにいくものなものですから、ちょっと

ここのところから削除をしていただければありがたいと思います。以上で家庭教育、子育て支援推

進計画についての説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございました。今の説明、もちろん先に資料配付されてい

ますので皆さん一読して来られていると思いますので。ただ、今、説明を 1 時間聞きましたので頭

の整理がついていないと思いますので10 分間休憩をして、それから質疑に入りたいと思いますので

よろしくお願いいたします。11 時 10 分から再開いたします。 
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休   憩      午前 10 時 58 分 

                                           

再   開      午前 11 時 09 分 

○委員長（吉田和子君）  かなり広範囲で家庭教育とか子育て支援、聞いていると同じようなこ

とが重なっている部分があるのかなというふうには思うのですけれども、それぞれ10 分間の間に皆

さん頭の整理はついたと思いますのでこれから質疑を受けていきたいと思います。どなたでもよろ

しいです。どうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君）  家庭教育とか子育てのことに関しましては私も子どもを持っている親の

立場から申しまして出来れば早い時期からこういうような体制があったらいいなと常々思っており

ました。まず、家庭教育の部分からなのですけども、白老町でも20 数年前から家庭教育という講座

なんか持っておりまして日々やっていらっしゃったと思うのですけれども、最近はほとんど、先ほ

どもちらっと言っていましたけど、参加者が少ない。そういう中で一般の方々も含めて参加者を具

体的に増やすような方法と言うんですか、そういうものをもうちょっと検討していかなきゃならな

いんじゃないかなというのが1 つあります。 

 2 つ目にですね、家庭教育の中で性教育を親にする機会というのがだいたい中学生くらいになっ

てからなのですけれども、中学生で教えられては既に遅いと。どちらかと言うと小学生くらいで。

小学校の方で今、性教育やっていらっしゃいますので出来れば小学校に入学する時とか、小学校の

低学年くらいで何かやっていただければありがたいかなというのが 2 つ目です。 

 それと教育的観点で相談窓口の開設というふうになってはいるのですけれども、教育的観点での

窓口開設はありがたいのですけれども、じゃあ悩みの持っていない親はどうなんだろうかというの

があるんですよね。というのは、私も子育てをしていた経験上言いますと、子どももすくすく育っ

ていると、特に問題もないと、夫も協力的であると、だけども孤立してしまっている、そういうの

が先ほどの集いの広場という観点だと思うのですけれども。やはりそういう親も求めているという

ことが 1 つあると思うのです。そういうことを考えますとですね、孤立させないで毎日通えるよう

な場所があるのだろうか。毎日通うというのは語弊がありますけれども。何て言うんでしょうね、

皆さん白老町に来られて、元々白老町に住んで育ったという人は少ないと思うのですよね。地方か

ら、結婚してこの町に住んだという人も結構いらっしゃると思うのです。そういう中で公園デビュ

ーなんか結構失敗している親なんかもいますし。私なんかも実際、白老町じゃなくて他だったもの

ですから、やはり失敗しまして、やはりそこで人間関係がうまく行かないと仲間づくりができなく

なっちゃうと言うんですか、そういうこともひとつ考えていただけるとありがたいなというのがあ

ります。 

 だいたい、そこの中からＮＰＯ法人の団体を利用するという考え方があるようなのですけれども、

どうしても周りの親たちと言うんですか、大人たちがＮＰＯ法人の団体を利用してお金を払って子

どもの面倒を見ていただく時に、やはり何で行くんだという条件があると思うのです。そうすると

病院に行きますとか、何とかありますという場合に限っては周りも認めるんですけれども、じゃあ

夫婦揃って外食したいとか映画見に行きたいとか、美容室に行ってきれいになってみたいとか、自
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分の洋服を買いにスーパーに行きたい、デパートに行きたい、そういう時まで果たして理解してく

れるだろうか。地域社会が意外と理解していませんし、一番相談に乗ってくれる夫もお前そこまで

して行くのかっていう感じになると思うのですよね。でも、実際には子どもと何時間か預けること

によりまして親のストレスの発散もされますけども、それ以上に子どもがいなかった何時間を楽し

むのはいいのですが、楽しんだ後に帰ってきて子どもの顔を見た時の愛おしさ、可愛さが何倍にも

なるんですよね。そういう効果というものも考えまして、できたら本当に何でもなく普通の家庭の

主婦でも気軽に使えると言うんですか、むしろ年に2、3 回は使ってくださいよというようなそうい

うアピールの仕方もあってもいいんじゃないかなと思っています。 

 それと、子どもの基本条例というものをこれから考えて行くおつもりがあるのかどうなのか。で

きれば、あったらいいかなというのがひとつあります。というのは、やはり先ほどもありましたけ

ども、子どもの虐待が開設以来 9 件あった。やはりこういうことについても基本条例を作ることに

よってひとつの歯止めと言うんですか、啓蒙と言うんですか、そういうものになっていただければ

ありがたいかなと。以上のようなことを一応聞いてみたいなと思います。いかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  まず、家庭教育に関してです。これにつきましては本当に参加を

される方が少なくなってきているということで。では、本当に必要ないのか、求めていないのかと

言うとやっぱりそうではない。ただ、どうしても日々忙しいですとか、それからちょっと逃してし

まったとか、それからなかなかそういうもののところまで子育てというところまで意識が持てない

と言うか、関心がちょっと薄いとか、そういうので段々家庭教育の講演会を開いても参加者が少な

くなってきているのは確かにもう現実です。そういう中でＰＲをしたり、いろいろな形で周知をす

る、広報だけではなくてチラシですとか、いろいろな団体での集まりがあったらＰＲとしていくと

いうようなこともいろいろとやってはきているのですが。本当にその必要性というものが無いわけ

ではないということを考えると、この家庭教育の中で先ほど説明しましたように、やはりこちらで

待っていないで、まず出て行こうと。出て行くための手法を考えるということから、ある程度学校

で保護者の方が集まる、それから、何かの乳児健診なんかで子どもを持った親が集まるそういう場

所があればそこへタイムリーにこちらから出て行きましょうと。で、出て行って、最初は 1 時間と

か 2 時間の長い講演でなくても 15 分でも 20 分でもいいから、お母さん、ここの家庭の中でのこう

いうのって大事なんだよという話を聞いてもらうと。そこから少しでも関心を持っていただけたら、

この次はこういうような講演会があるけど来ませんかというようなお話をさせてもらうという。こ

の家庭教育の中ではまず基本に返って自分達が出て行って話を聞いてもらうところからスタートを

したいというふうに考えております。 

 性教育についてはですね、これは家庭教育、子育て支援の中でも必要なところなのですが、これ

は学校教育の中の授業の中でも取りいれるという部分があるものですから、そこのところは学校教

育との方とも十分協議をしたいなというふうに思っています。それ以外に、例えば機会があって、

そういう性教育について講演みたいなものをするというのは去年でしたか、ＮＰＯ法人がやりまし

たよね。その講演会というのを。ああいうようなのも必要であろうというふうに考えています。で
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すので、学校でのそういう教育の指導と、それから普通一般の方を対象にした講演会というような

ものもこれからも検討する中で、どれぐらいの時期がというのは今、西田委員の方で小学校低学年

くらいからもう必要だというお話でしたので、その辺のところは学校の授業の組み方とも協議して

検討させていただきたいなというふうに思います。 

 3 番目になりますが、相談窓口ということで孤立しない、誰でも通えて仲間作りができる場所と

いうような視点で。1 つ、今、うちでも発達支援センターの中に子育て支援の部分を持っています

ので、そちらの方でどなたでも来て、いろいろな交流ができると。本当になかなか外へ出なかった

んだけど、そこのあることを教えてもらって発達支援センターに来て、いろいろな情報を得て、そ

この発達支援センター自体に例えば保育園での行事ですとか、いろいろな催しですとかというよう

なチラシだとかそういうものも置いているものですから、そういうところから情報を得て、またそ

こへ参加して行ってというような輪を広げていかれている親御さんもいらっしゃるものですから。

そういうようなのをひとつ活用していただくと。それから、もう一つは集いの広場的なものという

ので、活動の拠点となるようなところがあると本当に一人で困っている方、なかなか相談に行かれ

ない方、そういう方にも間口が広がるのかなというふうには思っております。集いの広場自体をや

りますというところまではちょっと言えないのですが、そういうようなものはうちとしても検討は

して行かなければならないというふうに考えています。 

 ＮＰＯ法人の活用で、預かりと言いますかね、そこのところで言いますと、最近、今、西田委員

がお話されたような形での利用も段々増えてきていらっしゃるということを聞いております。例え

ば、自分がちょっと美容院へ行くのにお子さんをちょっと預かって行って来るよと。で、帰ってき

た時はやっぱり自分もすっきりしているのだけど、しばらくぶりで子どもに会ったような新鮮さみ

たいなものでリフレッシュできるとか。ちょっと札幌まで買い物に行くんだけどというようなので

活用される方が増えてきているというふうにお話は伺っています。どちらかと言うと、本当に今ど

うしても緊急で、子どもをどうしても預けられない方がというのが主流でスタートはしているので

すが、活用の仕方としては広がってきているというふうに思っています。そういうものを全面的に

否定して、そういうような活用は出来ませんよというものではなくて、ＮＰＯ法人としてもそうい

うようなのでリフレッシュして、また子どもに向ってくれるのであればそういうような活用もして

いただきたいというお話もしておりましたので、その辺のところはこれからのＰＲの仕方と言いま

すか、そういうものにもあるのかなというふうに思います。 

 それから、子どもの基本条例の関係です。今の段階ではこの条例を作るという考え方ではないで

す。ただ、今、子ども課ができあがる中で家庭教育、子育て支援こういうような事業を進める中で

やはりそういうものが本当に必要で、この課題をクリアするためにはやはりこの条例が必要である

というようなものが明確になれば、その時点で考えるということもあるというふうには思っており

ます。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君）  だいたいお話わかりましたけども、ＮＰＯ団体の利用の方なのですけど

も、これは私は子ども課の方として広く町民に啓蒙してほしいと言うか、ＰＲしてほしいという意
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味なのですよね。使う人がじゃなくて、周りに理解してもらいたい。言っている意味がちょっと違

って申し訳ありませんでした。ですから、使う方はもちろんそうなのですけども、周りも『せっか

くこういうようなパーティがあるよ』と。そうしたら『子どもをちょっと預けて一緒に行こうよ』

と言えるような、そういうふうに啓蒙活動をしてほしいというかそういう意味なんです。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  環境づくりですね。 

○委員（西田祐子君）  そうです。それと、先ほど一つ言い忘れたのですけれども、子どもの基

本条例につきましては男女共同参画の中でも条例というものをひとつ考えてみたのですけれども、

やはり私は男女共同参画条例というものを考えた中で、子どもの基本条例がやはり一番先に作られ

るべきなのが白老町なのじゃないかなと思ったのです。というのは、やはりＤＶと言うんですか、

そういうようなお母さんも含めての被害というのが白老町は結構ありますので、将来的にとおっし

ゃっていましたけれども出来れば早急に考えていただければありがたいかなというのが 1 つです。 

 それと、先ほど一つ言い忘れましたけども、これは家庭教育と子育て支援ということなのですけ

ども、実際に妊娠した時から家庭教育をしないと妊娠中が一番不安に陥ると言うか、自分で本当に

育てていて、今のやり方でいいのかしらと悩む部分ってあるんですよね。ですから、今は保健婦さ

んとか産婦人科とかでそういうものもありますけれども、でも、白老なら白老の地域でのそういう

ような仲間づくりというものも少し出来るものがあったらありがたいなと思うのですけれども。以

上です。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  ＮＰＯ法人の活用です。すみません。こちらの方での受け取り方

が利用はされているということで。そういうような環境を、いろいろな時に活用して、それが日常

生活の中でも有効に活用されている一つしてはいろいろなリフレッシュですとかそういうような時

も使って普通というような環境づくりを課として取り組みなさいということなのですね。時代の流

れというのもきっとあるというふうに思っていますので、利用されるというのが段々出来ていると

いうことから言うとそれが一般的になっていくというのにそんなに時間がかからないのかなという

ふうに逆に押さえていたものですから。そういう部分では利用される方がどんどん利用していただ

ければというふうに思っていましたが。活用の仕方としてはそういうものもあるというようなこと

は教育委員会と言いますか、子ども課の方でも話としてはこういうようなのを活用したらどうです

かというようなのを説明は出来るかなというふうには思っています。ただ、こういうような活用を

どんどんしてくださいというようなところは、ちょっとそこそこの家庭の条件ですとか、環境です

とかそういうものがあるものですから、そこのところはちょっと課として積極的に進めますという

ところはちょっと難しいのかなというふうに思っております。 

○委員（西田祐子君）  世間に対して。 

○委員長（吉田和子君）  あの、ちょっと違うと。リフレッシュタイムをとったりするための方

法として今、出しているでしょ、教育委員会で。ＮＰＯ法人をもっと知らせるべきだというのは、

それは 1 団体としてやっているわけだからそれを推奨するということは出来ないと思うの、教育委

員会で。ただ、そういうリフレッシュをする場としていろいろなものがあるということの情報提供
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というのは教育委員会としては入れていますから、するということだと思うのですけど。それ以上

の何か違う方法ですか。 

○委員（西田祐子君）  そういう意味ではなくて、私は地域社会に対してそういうようなリフレ

ッシュするための時間をとるということがごく当たり前なんだよというようなことをＰＲしてほし

いということ。だから、たまたまＮＰＯ法人と言いましたけれども、それをとることが当たり前な

んだというような形でもっと積極的にやってほしいという意味なのですよね。 

○委員長（吉田和子君）  そこはやるということを言っているでしょ。それを世間に言いなさい

ということですか。 

○委員（西田祐子君）  そうです。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午前 11 時 28 分 

                                          

再   開      午前 11 時 33 分 

○委員長（吉田和子君）  会議を再開いたします。五十嵐主幹お願いいたします。 

○子ども課子育て支援Ｇ主幹（五十嵐昭広君）  今、出ていました子育て支援という部分の啓蒙

の部分なのですけれども。7 ページの方に家庭教育の公開講座というのを記載していますが、この

中に一般向けに父親の子育てを考える集いですとか、おじいちゃんおばあちゃんの上手な孫育て講

座ですとかいろいろな部分がありまして、この中でもいろいろな機会を捉えて、お母さん方は今、

悩んだり苦しんだりしていることもあると、そういった部分でたまにリフレッシュしたり子どもを

預けるということはそうそう悪いことではなくて、リフレッシュし直してまた新たに子どもに向う

というそういう観点もあるんだよみたいな話も実はこういう機会の中では出てくるというふうには

思います。いろいろな機会を捉えてそういう環境整備と言いますか、やりなさいというわけではな

くてそういう雰囲気づくりをしていきたいというふうには考えているところであります。 

○委員長（吉田和子君）  さっき説明があったようにやっぱりそれが子どもの虐待に結び付く可

能性があるからということでの説明はきっとありますよね、一般論として。そういうことですよね。

じゃああと、条例づくりの方。山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  子ども基本条例の設置ということでタイトルだけ出てきたのですけれ

ども。おそらく子どもを守るという基本的なと言うか、そういうような主旨になる条例なのかなと

いう、ちょっと私も勉強不足でそこまで現在のところ検討はしていないのですよ、はっきり言いま

して。それで、さっき渡辺課長の方からも話したようにですね、この計画を進めて行く中でいわゆ

るいろいろなそういう部分を確立して行かなきゃならないという条例を持ってということの必要性

があればね、これはそういう考えにもなっていかなきゃならないのですけども。私の方もまだその

辺までの中身までですね、条例を作ってということまではちょっと今の段階では考えていなかった

ものですから。全体の中で考えて行かなきゃならないのかなという、今、実はその程度しか話でき

ないのです。ですから、まだ具体的な、いろいろな子どもを守るための基本的な考えですから、い

ろいろあるのだろうと思いますけどもその辺はこれからの課題になるのかなとは思っております。 
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○子ども課子育て支援Ｇ主幹（五十嵐昭広君）  妊娠時の子育て不安に関してですね。その件に

つきまして、この計画を立てている時に福祉部局とのすり合わせで実はしました。こういう計画を

立てているのだけど実態としてどうだろうかという時に、妊娠期の講座もありました。その時に健

康福祉課の意見としてですね、以前、健康福祉課で妊娠期のお母さん方を集めて講座ではないです

けど教室みたいなのをやっていたらしいんですね。不安を取り除くためのいろいろな講座を。ただ、

やっている中で年々参加者が減ってきたと。それをどうしてかということで調査をしたところです

ね、先ほど質問の中にもありましたが病院等でもケアが十分と以前よりも進んできていまして、そ

こで十分果たせている状況もあるのだと。そういう部分で参加者も減ってきているので健康福祉課

としてはそういった事業を今やっていないようなのですね、積極的にでは。そういったことを捉え

ましてですね、うちでもこの機会、そういう部分が充実しているのであればということでこの計画

からは外したという経過がございました。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。西田委員。 

○委員（西田祐子君）  わかりました。妊婦のことにつきましてはですね、私は出来れば年に 1

回程度公開講座も含めてなのかどうなのかよく分かりませんけども、出来れば胎教ということをテ

ーマにしたようなことで、それに近いようなものがあったら嬉しいかなと思うのです。例えば乳幼

児の健診の時とかに妊婦のお母さん方も参加して実際に見てみるとか、そういう触れ合いの場もも

し将来的に考えられるものであればちょっと考えていただければありがたいかなと思っています。

全体といたしまして、私はこれだけ少子化になった時代になりましていかに地域社会が、お母さん

たちが子育てを楽しんで出来るかということがやっぱり出生率増化に繋がるんじゃないかなと思っ

ておりますのでぜひ皆さんには頑張っていただきたいなと思っております。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  他に質問のございます方どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  今回、こういうことで推進計画の概要をお示しいただきました。愚問で

すけれども 2、3 点ちょっとお伺いをしたいと思います。非常に今までのいろいろな部分の子育て、

それから、そういう部分のところがやっぱり教育という観点に非常に変わられた計画の表れかなと

いうふうに思います。その中でやはり一番、今回、家庭教育のところでも言われている分かり易い

行政窓口、それから総合的な拠点と、それからコーディネイト、この 3 つを柱として出されている

のですが、僕はやっぱり 3 つ目のコーディネイトこれが一番大切だと思うのですね。ということは

主役はどこかと。そこは子育てをされているお父さんお母さん、その家庭、その地域。これがまさ

に主役だと思うのですね。それに対して行政が行政として何をするのかということの役割をはっき

りして、それに対してどういう支援体制なり考え方を理解をさせながら進めて行くということが大

事だと思うのですよ。で、それを担っているのが五十嵐主幹、それから、これからやられる家庭相

談員、これは非常に重要だと思うのですね。そして、この辺の配置の関係で、計画図も出ていて18

年というふうに家庭指導員はそういうふうになっていますけれども、実際この指導員というのはど

ういうことを考えられているのか。これをまず聞きたい。 

 それから、もう 1 点はですね。障がい者の方になるとは思うのですけれども、ＯТ、ＳТを非常

に配置しているというふうにお聞きしたのですけど、現状で今、一戸園長のところのセンターの中
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でそれだけで対応出来るのかどうかというのをちょっと教えていただきたい。この2 点だけ。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  家庭教育相談員の設置ということで示しております。これにつき

ましては今、ひとつは社会教育主事という視点でコーディネイトの役割を果たす職員の配置をしま

した。家庭教育の部分につきましては今も虐待まではいかないけれども細かいところで保健師さん

との情報交換、または保育園に実際に入園されているのだけど家庭的にいろいろな問題がある、そ

ういうようなお子さんの相談というのも要保護児童という視点から受けております。で、そういう

ふうになりますとこの家庭教育というのは普通の事務というような役割の中で果たして行くのはや

はり相当専門的なものがいたり、知識も無ければ駄目だとかいろいろなものを持ち合わせないとな

かなか全ての相談に対応するというのは難しいだろうというふうに考えております。ですので、こ

の家庭教育の相談員というのは年齢はある程度子ども課が抱えている年齢の層になりますけれども、

そういうようなお子さんの生活ですとか、それから家庭ですとかそういうもののところで子ども、

保護者含めての悩み等に対応でき得る人という考え方でおります。 

 それと発達支援センターについてはセンター長がおりますので説明をしてもらいます。 

○委員長（吉田和子君）  一戸センター長お願いいたします。 

○子ども発達支援センター長（一戸エミ子君）  ОТが 1 名と、今のところＳТが 1 名と、今、

指導の臨時職員なのですけども今、勉強中で仕事の内容としては本当に申し分のない人が一人は配

置されているのと、あと保育士の主査が配置されています。あと、連携機関として保健師さんとか

太陽の園の先生方とか、いろいろな発達部門でのいろいろな連携を取っていますので配置的には問

題ないと思っています。あと、保育園とか幼稚園などからの気にかかるお子さんのということにも

十分なぐらいの相談に乗ってあげたり、訪問したりとかしていますので今のところ私の考えでは大

丈夫だと思いますけども。よろしいでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  ありがとうございました。非常に当初、このセンターを設置した時の考

え方で非常に進んでいるということで活動の内容、事業の内容も当初描いていたとおりの内容です

のでさらにうちの障がい者教育という観点から頑張っていただきたいと思います。 

 それから、さっき言った家庭の場合の専門員の話なのですが、そういうふうに聞くとこれはソー

シャルワーカーとケースワーカーの資格を持った人ということになりますね。相当やっぱり学識と

言ったら悪いんだけども、多種多様に渡る方を人選しなくちゃいけないと。非常に難しいかなとい

うふうに感じるのですけどその辺どうですか。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  今のお話のとおりです。本当にきちんとケースワーカー的な資格

を持っていらっしゃる方というのがベストではあるというふうには思っていますけれども。ただ、

白老町の現状の中で今、対応ということを考えますとそこまでの資格のある方というふうには位置

づけるのは難しいのかなというふうに思っております。ただ、ある程度年齢もいかれていて、いろ

いろな活動をされていたり、職域的にもそういうようなものに精通をされている方を人選したいと
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いうふうには考えております。 

○委員長（吉田和子君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  予算的なこともあると思いますのでね、非常にご努力を期待したいとは

思うのですけれども。逆に言いますとね、こういうことの専門員ということではなくて登録制と言

ったら悪いのでしょうけども、このあいだテレビであるとこで見てね、登録地域パパママと言うん

ですか、親代わりと言うのかな、子育てされている親御さんだとかいろいろな部分のところの相談

を行政との間の中で、行政側なのだけれども噛み砕いてもっとウエットに入れるというのをちょっ

と見たんですよね。そういう機関もやっぱり検討なさった方がいいのかなと。確かに専門員という

形で配置をされて、そういう方と一応コーディネイトしていくということについてはこれはもうや

っていただきたいのだけれども、その前段としてそういう小出しと言ったら悪いんだけど、端子と

言うのかな、身近に端子ができるようなことをやると、今、個人情報の問題もあるけれどもそうい

う部分で把握できるという人たち、地域にも信頼ある方でないと駄目だと思いますけれども、当然

相手方にも信頼を得られる方でないと駄目だと思いますけどそういう方の登録と言うか、運用とい

うのも考えてほしいなと思うのですけどその辺はどうでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）   すみません。私、情報が無くて、今、登録パパママというのを

始めて伺ったんですけれども。地域の中でもお子さんについて何か情報を知っている方というのは

本当に最近限られてきております。ですので、私たちで言いますと保育園の常に関わっている保育

士ですとか、それから、必要に応じては地域の民生委員さんですとか、そういう方の情報をいただ

いて子どもの状況を把握しているというのが現状なのですよね。で、その間にお子さんなり保護者

にとっても信頼ができて、行政側としても依頼ができる、そういう方が身近でボランティア的に活

動をしてくださっているとより保護者にとっても緊急の時にちょっと相談ができたり、何かの時に

お願いができたりという形では活用度は高いのかなというふうに今、思いました。ただ、今ですね、

パッと言われたものですから、はい、それがというところまではちょっと申し訳ありません、返事

はできませんがそういうようなシステムがあるということであれば、また今後検討させていただき

たいというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。じゃあ他に。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  この子ども課の推進については素晴らしいことだと思います。小さな子

供さんを抱えた親御さんは相当助かるなとこんなふうに思うんだけども。ただね、1 つだけ私はね、

今現在、今日の社会が何のためにこんなに秩序が乱れてきたかとこう思うのですよ。それは戦後60

年親として言えば 4 世代ぐらい変わっているかなと。しかし、終戦直後、食糧難でみんなが大変だ

ったと、そんな時代から徐々に良くなってね。今は物がありすぎるぐらいな社会になって、今言っ

ておられるようなことをどんどんやるということは過保護に過保護が重なって、また過保護だと私

は思うのですよ。そうすると芯の強い人間が生まれてこなくなる。僕はその辺を懸念している、一

番。こういうことをどんどんするのもいいですよ。どんどんエキサイトしてきますよ。これでまた

人口が少しずつ減っているから、拡大というのが逆に無くなってきて平行線で行くかもしれないけ
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ども、もしこれが条件が良くなって子どもがどんどん増えてきた、そうするとどんどん拡大してい

って手に負えなくなってくる状況になると思うのですよ。どんどん要望が大きくなってね。そうな

った時どうするかって、これは大きな課題だと思うのだけども。この辺については難しいかもしれ

ない。今現在をどうするかということに集中しているから、分からないけども。僕はこのことが一

番心配なんだけど、どうでしょうかね。 

○委員長（吉田和子君）  山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  私もまだ勉強不足のところがたくさんあるんですけども、確かに今、

玉井委員さんがおっしゃるような社会状況と言うんでしょうか、今の教育にしても私方、学級崩壊

という言葉も出てきていますし、地域のコミュニケーションと言うか、そういうものも欠如してい

ると。で、親、家庭ですね、これもやはり親が子どもの叱り方がわからないだとかね、叱られたこ

とがないとかって。やはり我々の年代から言いますと原因を追究するのは非常に難しいと思います

けども、確かにそういう状況は私方が子どもの時と、また小さい子供を持っている時との環境を比

べますと確かにそういう流れと言うんでしょうか、これが原因だからということはなかなか言いに

くいのですけども、ただ実態としてはそういうことの流れになってきているという。したがって、

昔ですと隣近所の町内会のお付き合いだとか、また、やはり学校の先生方の子どもに対する教育力

と言うんでしょうか、そういうものだとか。家庭にあっても親の存在と言うんでしょうか、権威と

言うんでしょうか、言葉は適当でないかもしれませんけども、そういうものがなかなか表現的には

難しいのですけどもその辺が一口で言うとちょっと欠落してきていることがこういうことになって

いるのかなということで先ほどらいから話をしておりますとおり、教育という観点で携わっていか

なければならない状況に変わってきているというのが現在なんですね。だから、そういうことを考

えるとどこまでが家庭で責任を持ってやっていただけるのか、または地域でやっていただけるか、

また行政として関わっていかなきゃならないのかと、その辺の見極めというものが非常に必ずしも

線で区切るような形にはなかなかならないんですけども。ただ、実態としては教育という形で家庭

教育なり、子育ても含めてなのですけども、して行かなければ、今、この少子化の対策も含めてな

んですけども、なかなか対策としてやって行かなければそういうことが解消されないというのが実

態なものですから。実はやっている方も今言ったような、それじゃあどこまでやればいいんだろう

かというのがはっきり見えてこない部分というのが確かにあります。そんなことで模索しながら出

来る部分は行政で積極的にやって行こうという表れの中でのこの計画なものですから、さらにこれ

からいろいろな状況の変化によってですね、これを追加したりということはまた充実させたり、ま

たある部分は目的が達成されてしなくてもいいような部分があるのでしょうけども、その辺もやっ

ぱりこれからトータル的に考えてそれに応じた推進と言うんでしょうか、そういうものをしていか

なきゃならないという程度しか、ちょっと今のところ何とも、将来どうなのかということを聞かれ

ますとちょっとなかなかこうですという言い方ができないのが実態なものですから。当面、こうい

う形で推進をしていきたいと。この程度の考えであります。 

○委員長（吉田和子君）  玉井委員よろしいですか。明日もまた質問の時間を設けたいと思いま

す。私もまだちょっと質問したいことありますし、他の委員さんもまだ残っていると思いますので、
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明日の午前中に時間を取った方がゆっくり質問できるんじゃないかな。今やっちゃうとまた途中で

終わっちゃうと思うのですけど。明日、ゆっくりまた。今晩また取り組んで。明日、午前中また時

間を取っていただいて質疑の方よろしいでしょうか。じゃあ、もうお昼になりますので昼食の休憩

に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。午後からは視察になりますのでよろしくお願

いいたします。 

 

（閉会 午前 11 時 54 分） 

 

 


