
 1 

平成１７年白老町総務常任委員会会議録 

 

平成１７年１０月２１日（金曜日） 

開  会  午前 １０時００分 

閉  会  午前 １１時３７分 

   

○調査事項 

 子育て支援の体制について 

  

○出席委員（８名） 

委員長 吉 田 和 子 君     副委員長 吉 田 正 利 君 

委 員 熊 谷 雅 史 君     委  員 玉 井 昭 一 君 

西 田 祐 子 君          斉 藤 征 信 君 

議 長 堀 部 登志雄 君 

  

○欠席委員（１名） 

委 員 及 川   保 君 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

教     育     長    山 崎 宏 一 君 

子  ど  も   課   長    渡 辺 裕 美 君 

子ども課子育て支援Ｇ主幹    五十嵐 昭 広 君 

子ども課子育て支援Ｇ主査    中 島 圭 一 君 

子ども課子育て支援Ｇ主査    田 尻 康 子 君 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

事    務    局    長     上坊寺 博 之 君 

書                記       浦 木   学 君 
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◎開会の宣言 

○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。本委員会について

は、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（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。 

 昨日の委員会に引き続き、質疑途中で終了いたしましたので、昨日から午後から各施設も見させ

ていただいて、質問事項も増えたかとは思いますけれども、質疑に入っていきたいと思います。質

疑のある方は挙手を願います。吉田副委員長。  

○副委員長（吉田正利君） 昨日はご苦労さまでございました。昨日、説明を受けまして、家庭教

育、子ども支援の必要性から子ども課を新設されたようでございますけれども、私はこの推進計画

そのものは非常に現状の子ども課のスタートとしては素晴らしい企画だと思っておりました。それ

で昨日、現地視察いたしまして、２、３気になることがございましたので、初めに質問させていた

だきます。現状の施設を如何に安定した運営の仕方をするかということは、子ども課にとって重要

かと思うんですが、昨日のまきば保育園の現状の状況について、子ども課でもチェックはされてる

かと思うんでございますが、来期の流れをお聞きしたところ、非常に問題が緊迫してるという判断

で捉えておりました。この問題について、どのようにお考えになっているか、現時点での教委のお

考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 昨日はありがとうございました。各施設を見ていただきまして、特

に最後になりましたまきば保育園については、定員４０名に対して現在１４名と。来年になりまし

たら年長が就学ということで、８名減になるという現状にありますので、最大残ったとしても６名、

プラス何名かの来年度の入園希望というものがありまして、１０名前後でのスタートになるかとい

うふうには押さえております。一応、保育計画の中にも、この老朽化した施設及び定員が割れた施

設についての考え方というのがある程度、計画の中には明記しております。その中では、２０名以

下の施設につきましては、当然、地域にはその施設が地域づくりの拠点という形で、今までも設置

されておりましたので、急にそこのものが無くなるというような所では、十分地域の中での検討、

協議をした上で進めていかなければならないということが明記されております。その上で定員割れ

が長く続く、又はその改善策といいますか、そういうものについての手法が見つからない場合にお

いて、２０名以下の定員割れが続くようであれば、統廃合もやむを得ないというものが計画の中に

も書かれております。現状、４０名の定員ではありましたが、何年か前までは大体２０名ちょっと

位の人数を維持しておったものですから、その時点での考え方というのは統廃合を直ぐにというこ

とはなかったというふうに思っております。ただ、この何年かといいますのは、社台地区全体の子

どもの数というのは減っているという状況なものですから、他の所から何名かのお子さんを入れて

１４名を維持しておりますが、これからの人口推移といいますか、出生も含めての推移を見る中で、
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今庁舎内部においての内部検討会議というのを設置して、保育園の統廃合及び民間委託というもの

についての見当を始めていくということで、情報収集をしながら会議を開いている状況であります

ので、その中で街づくりの観点、それから財政的なものも含め、また地域の学校も含めた形になる

かというふうに思いますので、そこの所を十分検討した中で今後について考えていきたいというふ

うに思っております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） そうすると今、検討委員会を既に設けているわけでございますね。そ

の結果においてということで。ということは、今年度中にある程度の結果は出るということでしょ

うか。それとも、しばらく猶予があるということでございましょうか。 

○委員長（吉田和子君） 山崎教育長。  

○教育長（山崎宏一君） 今の、まきば保育園の今後の今いろいろお話出ていましたとおり、子ど

もの推移の関係を考えていた時にいろいろな選択肢というのがあるんだろうなというふうに思いま

す。だぶりますけれど、大きくお話ししますと、子どもの推移は減っていくというのは事実でござ

います。それと、建物の状況なんかも、昭和３３年に建築されてるということで、もう４７年も経

過するという実は状況にございます。そういう時に考えてみた時に、選択肢として単純にいいます

と新築するのか、それとも社台小の学校を共用するのか、それとも今、課長言ってましたとおり、

統廃合という形で考えるのかと、大きく分けて、こういう３つの選択肢があるというふうに思いま

す。そういうことで今、内部の検討会議を開いてございます。ちょっと遡ってお話しますと、平成

１４年に保育計画というのが出来ておりまして、そういう経過の中で、実はこの５月から子ども課

が所管するという、そういうような状況にあったわけです。それで、教育委員会としては、この５

月から所管ということになったものですから、このことについては、やはりある程度早急に結論を

出していかなければ、子ども達の数が今言ったように５名か６名の入所ということにもなってきま

すし、また地域における保育所の位置づけというんでしょうか、こんなことも地域としては非常に

大きな課題になっていると思います。そんなことで現在やっておりますので、基本的には遅くても

今年度中に、この結論を出していきたいと思ってます。ですから、この結論を出した段階で勿論地

域だとか、そういう所に出向いて行ってお話をさせてもらわなければならないと。こういうことで、

現在内部協議を進めてるという状況にございます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） これらの問題については、地域の１つの流れがあるわけでございまし

て、十分地域性を重視して対応をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 昨日、教育長、子育ての関連の中で虐待児童の問題について触れておられました。今年度９件位

発生してるというような内容をお聞きしたわけでございますが、これの実態についてもうちょっと

詳しくご説明いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君） それでは、今年度の児童虐待等に関します相談件数の内容につ

いてお答えいたします。ケース的には８ケース発生しております。ただ、１ケースに２人の児童が
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含まれるというケースがあります。これは、家庭で、一家庭二人の兄弟がいるというものを含めま

すと対象児童は全部で９人ということになります。その内訳ですが、ネグレクトと言われる育児放

棄、これが８人。身体的な虐待、これが一名であります。合計９人の子ども達に対する虐待相談ケ

ースが上がってると。その中で１件、児童相談所に一時保護されたケースがございました。こうい

った内容になってます。それと、年齢構成ですが。その９人の内訳ですが、就学前０歳から６歳ま

での子どもに関してが５名。学童区に入ります７歳から１５歳までのお子さんが４名という内訳に

なっております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 吉田副委員長。  

○副委員長（吉田正利君） 児童虐待の実態については、説明受けましたのでわかりました。これ

らについては、現状、今の子ども課の方で把握するという状況については、どのような通知の方法

で承知されるのか、その実態についてご報告いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐主幹。  

○子ども課主幹（五十嵐昭広君） 今年度の４月から児童福祉法の改正に伴いまして、市町村が相

談窓口として位置づけられました。以前は児童相談所がこの相談窓口だったわけですが、全国的に

市町村が窓口になるということが決定いたしましたので、それを受けまして要保護児童対策地域協

議会、関係団体で構成して６月の２９日に組織いたしました。そこで、関係機関には行政関係の福

祉行政、あと学校関係、保育園、幼稚園、警察。ありとあらゆる関係機関がその構成員に入ってお

ります。ですから、その構成機関からの通告が当然入ってまいります。それと大きいのは、家族や

近隣に住む住民の方々からの通報もございます。これは、広報ですとかポスター又はちらし等で宣

伝していった効果ではないのかなというふうに思っておりますが、そういった相談なんかも寄せら

れております。以上が発生通報経路でございます。 

○委員長（吉田和子君） 吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君） 例えば今、通報を受けたこの虐待の内容について、次のフォローの関

係なんですが、先ほど相談所の方にも通知されて一件行かれてるようでございますが。子ども課の

方でこれらについてのケアをしたり、あるは子ども課の方である程度実態を調査して、処置をされ

たというような実態もございましょうか。独自で。 

○委員長（吉田和子君） 暫時、休憩いたします。 

休憩 午前 １０時１２分 

    

再開 午前 １０時１２分 

○委員長（吉田和子君） 開きます。五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君） 子ども課が相談窓口になっております。それと調整機関の中核

を子ども課が担っていると。ですから、相談が上がってきますと、子ども課だけでケア出来るもの

ではありませんので、当然、健康福祉部局である保健師さんの協力を仰いで相談にのってもらった

り、又児童相談所と繋いで相談にのっていただいたりですとか。あと、学校関係から相談通報が来

ますと、学校関係者と協力を仰いでみたりですとか、教育支援センターの相談員に協力していただ
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くですとか、そういうコーディネート役を子ども課が担っております。子ども課にまだ専属の相談

員ですとか、専属のケアする専門職が配置されておりませんので、あくまでも相談の中継役といい

ますか、コーディネート役の中継役を担っているというのが現状でございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） この子育ての推進計画については、かなりきめ細かに計画されていて、言

うことは無いかと思うんですけども、基本的な部分で幾つかだけ聞いておきたいなというふうに思

うんです。先ず初めに話戻すようで申し訳ないんですけども、新しい機構になったということで、

この機構の問題で。いわゆる委員会と町長部局といいますか、教育部門と民生部門の結合というこ

とで、子ども達を育てるのに総合的な計画を立てるということでは、素晴らしいことではないのか

と。これはそういう立体的な計画が立てられるということでは、素晴らしいというふうには思うん

ですが、それだけに今までの委員会の流れから言うと、やり辛い部門というか、体制をかなり変え

ていかなければならないような、そういう部分がたくさん出てくるんじゃないのかと。そういう所

に運営上のいずさというのはないのか、どうなのか。あるいは、教育委員さん達も今までの役割と

は全く違ってくるわけですから、そういう中で話し合いが中身も随分変わってくるんじゃないかと。

そういうことに委員さん達がどんなふうに対応されているのか、そのあたり聞いておきたいなと思

うんですが。先ず一点、お願いします。 

○委員長（吉田和子君） 渡辺課長。   

○子ども課長（渡辺裕美君） 教育部局に子ども課を設置した中で、町長部局との整合性ですとか、

そういうような部分で何か不備だったり、課題となる所はないにかということだと思うんですが、

確かに例えば児童虐待で言いますと、今までは健康福祉課の所に生活保護も含めた福祉係がありま

して、そこの所である程度各家庭の状況等も把握が出来ていたと。それから、保健師さんが同じ課

の中におりますので、ある程度保健師さんが家庭訪問する中で、子どもなり保護者なりの状況もつ

かめていたと。何か、そういう虐待についての通報ですとか、情報が入った場合には、そこの所で

保健師さんからも直ぐ情報が入ると。それから、福祉係り自体にもある程度の情報を持てていたの

で、そういう部分で、何か問題が発生した時に直ぐまとまって、一辺に情報がぱっと集まって、対

応が直ぐ出来たというような所はあったと思います。ただ、それにつきましても現状は子ども課の

方に情報が来た時も、それは確かに隣には席はありませんけれども、電話一本での連絡で、こうい

うような状況で今入っているんだけど、どうだろうか。そういうようなものについて、保健師さん

も十分対応をしていただいてますので、直ぐ情報が入って来てどちらか相談の所に先ず集まって、

みんなでどうしようかというような話し合いをするとか、そういうような部分では以前と変わらな

いというふうには考えております。それ以外に児童手当等の部分というのを以前は保育係の所で、

児童保育係が一つで持っておりました。それを分けきておりますので、そこの部分で言いますと、

児童手当を貰うのは保育園に入っているお子さんばかりではありませんので、保育園に関するもの

を子ども課の方に持って来たイコール児童手当を不備になるというものではないと考えてます。で

すので、その辺の所では窓口が別の所になりましたけれども、利用される保護者の方にとっては一

つで用が足りないという、そこの所には二重手間になるという保育園の申請を子ども課にして、児
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童手当の申請であれば、町民課の方へ行かなければならないという、その辺の所不備な所はあるか

なというふうには思いますが、実際に運営している中では、特別今の所は不便というものはないと

ふうには考えております。 

○委員長（吉田和子君） 山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 体制の関係と教育委員のお話もあったかと思いますけども、体制の部分

なんですけども、今お示しのとおり、推進計画を今回作ったわけですけれども、これを更に推進、

充実していくということになりますと、まだスタートして半年しか経っておりませんけども、もう

少し様子を見なければならない部分というのはあるんですけども。ただ、何れにしてもこの計画を

推進していくということは、私の方の立場からお話をさせていただきますと、やはり職員の数的な

充実。これはやはり避けられないんじゃないかなと。避けられないというよりも、充実していかな

ければならないかなというふうには思ってますし、また職員の認識、努力というんでしょうか、そ

ういうものを十分にこれからは向上していかなければ、やはりこういうものが達成されていかない

というふうに考えております。そんなことで、それも先ほど来から言ってますとおり、これから正

にこれを推進するということになりますんで、その辺をよく私方も全体的な業務、またこの計画を

推進していくという中で、判断していきたいなと思っております。教育委員の皆さんの関係でござ

いますけども、これも教育委員さん、この子ども課を設置する主旨については、十分に認識してご

ざいます。そういう中で、定例教育委員会とのが毎月ありますけども、そういう中でもいろんな議

案関係やら、また子どもの支援だとか家庭教育というのは、白老ばかりではなく全国的な課題にな

っておりますんで、教育委員の皆さんは、これはもう社会全体的な問題として捉えておりますし、

日頃からそういうことに対して考えも持ってございます。そういう中で子ども課もいろんな機会を

捉えて教育委員の皆さんにこの実情だとか今後どう進むべきかということも、実は説明もさしてい

ただいております。そういう中で教育委員さん方も、先ほど来お話してますとおり、白老のみなら

ず全国的な傾向なもんですから、そういうことに皆さんも、それぞれの委員さんが考えを持ちなが

らいろんな意見も出てきておりますし、また今回も保育所等々が所管になったということで、各保

育所回りやらも例年の訪問よりも日にちを十分に見て、それぞれお伺いをしていろんな状況を見た

り、現場の方のご意見を伺ったりということでやっておりますので、教育委員さんについては十分

ご認識をされてるというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） はい、わかりました。この計画にも書いてありますけども、関係部局と一

層連携を深めながら、これからやっていかなければならないということで、結局は子ども達をどう

育てるかということも職員の意識の問題だ。だから、職員の意識を一層高めるためには今までの仕

事をこなしてればいいでは、せっかく統合した意味はないわけですし。やはり、かなりこの実態を

把握したり何かするのには、地域に出て実態を調べていくという、本当に今までに無い、今まで以

上のものが要求されるんだろうなというふうに思いますんで、その辺は一つ宜しく強化していただ

ければというふうには思います。次、７ページ、明日の親となるためのアプローチなんですが。こ

の中に中学生、高校生徒の幼児とのふれ合いというようなことが書かれてますよね。実際には総合
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的な学習だとか、その他家庭科、道徳の時間時間の中でやっていこうということが書かれてるわけ

ですけれども、あくまでもこれは教育的カリキュラム上の問題であって。この計画が出てくる以上、

学校との連携というのはもの凄く密で、その辺の時間の配分何かも学校が立てていかなきゃならな

いものなんだろうと、いうふうには思うんですよね。ですから、そのあたりが総合時間といっても

総合時間にいろいろな問題が今たくさん計画立てられていると思いますので、そこへ割り込んでい

くそういう体制が出来てるのかどうなのか、これから作ろうとするのか、そのあたりを伺っておき

たいんですよ。こういう体制も出来ていて、学校でもそういうものが受け入れられているんだよと

いうことなのか、どうなのか、そのあたりお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君） 今、ご指摘のとおりですが、この明日の親となるための子育て

に関する学習カリキュラムですが、実は今年度以前、もう既に学校側では家庭科ですとかのカリキ

ュラムまたは総合学習カリキュラムの中で、保育園を使った交流学習というのは、もう既に始まっ

ております。これを組み入れた理由は、今年度から保育園業務を教育委員会所管したという強みが

出てまいりましたので、更に今まで以上に一歩踏み込んだ学習の提案を、逆にこちらから仕掛けて

いくことが可能ではないかということを考えまして、これを盛り込みました。ご指摘のとおりカリ

キュラムの中に、今まで以上に時間を割いて、今まで１時間でやっていたものを、２時間、３時間

計画立てて出来るかということは、これから学校と協議をして出来る所をこちらから提供していき

たいというふうに思っております。ただ、学校教育の中で、全ての学習活動が完結するわけではあ

りませんので、例えば専門職を入れて専門的な学習を子ども達に提供する場も必要になってきまし

ょうし、また逆に子育てしてるお母さん方が学校ですとか、子育てしてる現場に子ども達が行くと

いうような学習の場をも提供出来るとは思うんですが、そういう学習もありますよという、いろん

なメニューを学校に持って行って、その中から選択をしてもらうのも一つなのかなというふうに考

えておりますので、切り込んでいくのはこれからというふうに考えております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 実際に保育園に高校生が来て、子どもと触れ合ってる姿、私も見ました。

良いことだなというふうに思いながら、子ども達も相当目を輝かせながらやっていたという実態

を見せてもらったんですけども、今の話の中で学校のカリキュラムの中に、課が踏み込んで行く

ということが、良い悪いは論議はあるんだろうと思うんですよ。普通だったらそれはやり過ぎで、

そこは駄目と言われるのかもしれないですけども。今の子育ての現状から言えば、本当に教育委

員会としての主体性というのは。やっぱりこうあるべきじゃないかという提案何かもどんどんし

ていきながら、一歩入って行くという、そのことも必要なのかなという感じはして見ているもの

ですから。ですから、そういう意味では素晴らしいことだと思うし、やっぱり自信を持って、ぐ

っと推し進めていただけた方がいいんじゃないかと、私はそう思いますんで、委員会が口を出す

という、そのことの危険性だとか何とかという、あるかと思いますけども。これは進めてほしい

なというふうに思います。わかりました。 

もう一つだけお聞きしておきたいんですが、家庭教育、子育て支援のコーディネートの関係で、
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この計画の中で、様々な関係機関、地域の団体、そういう人達がみんな集まって、それらで子ど

もを育てていくという関係が書かれているわけですけれども、これはこれで行政のあり方として、

そういう環境を作っていくことだということでは、良いことだと思ってるんですけども。一つ気

になるのが、昔の話をするのは駄目なのかもしれないけれども、親が親同士で育ち合うという。

子どもは子ども達で育ち合うという、それが基本になければならないのではないかと。回りが寄

って集って何とか育ててやろうという意識でことを構えちゃうといろんな障害が出てくる。やっ

ぱり困ってる親を中に包んで、親同士を何とかそこら辺を、問題点を洗い出しながらクリアして

いくという、そういうのが基本になければならないのではないかと。そうすると、子育ての関係

というのも、一つには一番基礎にならなければならないのは、ＰＴＡの関係かなというふうに思

うんですけども、そこの部分が。これは学校の役割かもしれません。これは行政の関係じゃなく

て、ＰＴＡになれば。だけども、一番基本にならなければならないのは、ＰＴＡの親同士の助け

合いというか。ところが今、それが壊れてるんですよね。学校行っても本当に親同士が角つき合

わせて話し合いになるとぱっと居なくなってしまうような、そういう実態があるという話もして

ますけども。そういう、子育ての先輩後輩の関係。そんな中で親の力を発揮して、ここはこうい

うふうに育てていこうじゃないのという、それが地域の教育力じゃないのかなと。そこの部分が

これの何処に組み込まれてるのかということと、もう一つ言えば、子育て支援の中で子ども達が

自分で育つという。子ども同士で育っていく場というのをなければならないのではないかと。そ

ういう部分の計画の中に不足してるのかなという気がしてしょうがないんですよ。これは勿論、

私達小さい頃のことを考えると、外へ出て共に子供同士で育っていったのがある。そのことを今

の時代に求めるということは無理だとしても、行政の仕事として、そういう場を作ってやるとい

う。そういう場で子ども達を育てていく。親は公園デビューという言葉があるくらい。地域の公

園に出て行ってみんなで仲良しになって、そこの中で子育ての方法を学ぶと。こういうような環

境を作ってやるということが。行政としては、これは絶対手抜かりをやってはいけないことだと

いうふうに思うんですよ。だから、単なるいろんな人達が集まって来る、いろんな機会を作って

やって、支えるということも大事だけれども、その基本になる自分で育つという部分が、この計

画の中に少なくないかどうか。そういう気がして見てたんですけども、如何なもんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） この全ての計画の中に、これを例えば親同士が育ち合う機会ですと

か、子ども同士が育ち合う機会という計画というのは個別にはもっておりません。ただ、例えば、

これで言うと赤ちゃん広場一つをとって、今も実際やってますけれど、結局親がいて子どもがいる。

親は親同士で関わりを持つ中で相談をしたりとか、悩み事を打ち明けるのを親同士の中でやる。そ

れから、赤ちゃんは集まって、赤ちゃん同士で関わる中で、おもちゃの取り合いっこをやったり、

叩いたり何したりとか一緒に仲良く遊んだりとか、そういうものというのは、それ自体の事業とい

うのはありませんけれども、そういう意味でいうと遊びの広場ですとか、あかちゃん広場ですとか、

家庭教育に関する講演会ですとか、子育て支援センターがやってる講座ですとか、そういうような

時には先輩のお母さんが、今子育てをしているお母さんとの交流の中で、先輩のお母さんがこんな
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ことで悩んでるのは、こういうようなことがあれば､もう少し解決するよというようなお話をしてく

れたりとか。こういう事業の中でというのはないですけど、それぞれの事業の中で、そういうもの

は細かいメニューとしては盛り込んできてるというのが現実です。ですので､これからもそれは当然

であるので､心がけてはいかなければいけないと思ってますが、それ自体を主にした事業というふう

には捉えないで、全体の中でそれぞれの関わりの中で進めていきたいというふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ｡私の方から何点かよろしいでしょうか。

先ほど、斉藤委員からも出たんですけれど､子ども課が出来て半年が経ったということで､やっぱり

いずい所があるんじゃないかなということで､そういう部分はあるということで､今後､これは子ど

も課が出来た時にそういうお話はあったんですけど､もっと総括的に出来る方法､これから見直しか

けていくというふうに考えていていんでしょうか､こちら側受ける側として｡というのは､先ほども

お話がありましたけど、町民側から見て､何処までそれをやるんだろうかということがまだよくわか

らないだろうと｡あっち行ったりこっち行ったりするだろうなというのが凄く実感出来るんですね。

そういうことからすると､今後の機構改革の見直し､機構改革を見直すというのではなくて､子ども

課として必要な課が増えてくる可能性というのは今後考えられないのかなというふうに。先ほども

言ってましたけど､私は保健師さん一人位は居ても良いのかなと､ちょっと思ってたんです｡状況を

考えると、勿論コーディネーターがいらして、そういう問題があった時に､それぞれに分野やるんで

すけども､教育委員会､子ども課が出来て、学校教育もあって､社会教育もあって､そこは万全に整っ

たんですけど､福祉の部分がちょっと｡そして､場所としては遠いという感じが、電話一本だと言って

ましたけども｡私たち町民から見ると、子どもさんを育ててるお母さんにとっては遠いという感覚凄

くあると思うんです。そういう部分で関わる、これはこっちこれはこっちということになってくる

と､保健師さんが一人子ども課に付いただけで､かなりの重厚なと言うか､厚い手当てが出来るよう

な､そんな気がして､ずっと昨日からお話聞いてて、これを読み直しして､その辺感じしたんですけど

も､そういったことの今後考え｡これが完璧なものというのはないと思いますので､今後こういう部

分とかこういう部分は､必要になってこっちに回ってくるだろうな｡また､回してもらわなかったら、

この計画がスムーズにいかないということが出てきた時の流動性みたいな動きが取れるという状況

にあるのかどうなのか、その点先ず先に伺いたいと思います。山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 実はそのとおりなんです。そのとおりというのは、未だ６か月という中

で、もうスタートしているものもございますし、これからどれに力を入れていくかという、最後の

方にもありますけども、こういう中で常に連携を保ってやっていってるというふうには思ってござ

いますが、これ進めていく中で更に、今言ったように保健師さんが子ども課、子ども発達支援セン

ターの関係もございますので、そちらの方。また、昨日も出てました性教育の問題なんかも、学校

との連携の中でありますので、今内部のことを言っちゃうと、これは確約は出来ません、はっきり

言いまして。内部での話では、やはり保健師さんなんかを、一人をこちらの方へ担当として来てい

ただいて、保健師さんの職でいろいろな性教育の問題やら、子育ての関係やら、相談の関係やらい

ろいろありますんで、そういう実は構想的なものは内部では話させていただいてるんですよ。それ

が人事の関係ですから、直ぐ今日言って明日というわけのはいきませんけども､ただそういう課題は
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持って将来に向かってやはり福祉という部分との連携もございますので､そういう専門職がいれば､

更にこの計画が充実した内容のものになっていける｡又､それが町民に対してもいろんな形で対応が

スムーズにしていけるのかなという考えは持っておりますけども､今の所こうしますという話には

未だ出来ない状況にございます｡ 

○委員長（吉田和子君） 保健師さんの話もしましたけども､この計画見ててこれ一つあったら良

いなと思ったのは食育なんですね｡食育というのは､勿論社会全体の問題なんですけど､学校は学校

で栄養教諭さん出来るかもしれませんけど､そういう立場で学校は対応していけると思うんですが､

保育所、幼稚園、その下の幼児期の食育というのは凄く大事な部門だと思うんですね。そういった

中で､私は教育委員会ありますので､栄養士さんもその中に入ってくると、凄い磐石なものが出来上

がってくるのかなというのは思いです。ですから､これから見直していくんですから､そういう中で

又､そういうものも含まれてくればいいのかな｡食育に関してちょっと｡食育は何か小学校から上の

ような感じがしますけれど､保育所時代、それからお母さんが子育てしていく中での３歳未満での栄

養管理というのは凄く大事だと思うんですね。そういう部分でいくと､食育の部分が幼児期から入っ

てくると将来的な基礎作りから入っていくと出来るんじゃないかなというふうに思いましたので､

それも今後の中で考えていただければいいなというふうに思います。次の質問に入るんですけど､

この計画を作るに当たって、私は国でもいろんな少子化対応、大綱という重点施策何かも作ってま

す。それから､道の子ども未来計画も作ってます。道は条例を作ってますよね｡そういう中で、いろ

んなものが組まれてきて､白老町は次世代の支援計画が出来て、その中でこの計画が凄く実行性があ

るのは、次世代の育成計画を作る時に、支援ネットワークＮＰＯにお願いして実態調査しましたよ

ね。一人親だとか全体の。そういうものが基盤にあって、こういう実行性のあるものになったのか

なと。だから、素晴らしい計画になったなというふうに思ってました。その中で、何点か聞いてい

きたいと思うんですけども。支援を届きにくかった親達に対する家庭教育の子育て支援というのが

ありましたよね。家庭教育に対する学習機会の充実とか、家庭教育支援の相談体制の整備をしてい

くと。情報提供の手法として、広報や子育て情報誌だとか、インターネットの活用とか、子育て中

のお母さんの、これは５ページにありますけれども、生活状況を考える時に、そういった情報の提

供をしてくというのがありました。５ページの１、２、３、４とありますよね。その中の、２の情

報の提供というのがあるんですが、その中でいろんな情報のあり方というのは、広報ではやってる

んですけれども。このＮＰＯの人達が調査をした中で、国だとかいろんな子育ての状況の中で一番

の問題は、勿論経済的な支援なんですけれど、２番目に情報をキャッチしてないというんです、お

母さん方が。というのは、子育てに忙しいんで、広報だとか目で見るものはあまり見てないという

ことだと思うんですよ、お母さん方自体が。それで私前にも言ったと思うんですけど、検診の時に

情報を提供するのは最高の一つの場だと思ってます。それと同時に先ほど局長とも話してて、これ

は無理かなと話してたんですけど。これは情報なんですけど、耳で聞くということは、子育て中の

お母さんも子育てをしながらでも、オムツを替えながらでも耳から聞こえるんですね。その一つの

方法としてこの間新聞に載ってて、これどうなんだろうってことで、ちょっと道の方にも問い合わ

せしたりして、調べてみたんですけど。地域ＦＭの利用というのがあったんですね。これは１９９
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２年に制度化されたＦＭ放送なんですけど、全国で１８０ヶ所やってるんですよ。それで、道内で

は１９ヶ所やってるんです。これ以上増えてます。話、札幌なんかに問い合わせて聞いてたら、区

ごとにかなりやってるんです。これは、民間ですよね。子育て中のお母さん方が、パーソナリティ

ーになって、自分達がほしい情報、自分が悩んでること、自分が苦しんでること、放送の中でやる

んですね。子育て中にこんな失敗しましたと、いろんな意見聞かせてくださいというファックスが

入って、それに答えたりとか、そういう時間を持ってるんですね。この計画の大きな一つの手法と

して、孤立化させないということがありますよね。なかなか目で見る情報は取れないということも

あると。耳で聞く情報があるということを聞きまして、どれ位お金がかかるのか、どんなものが必

要なのか、全然わからないで言ってるんです、ただ。結構お母さん方の中に入っていったら凄いな。

これを利用して防災関係の情報も流してるんですよね。それとは別に子どもの時間というのを取っ

て、子育て中のお母さんが子ども達をその場に連れてきて、そこで放送をやってるんですね、ずっ

と見てみたら。いろんな情報を発信してるんです。町でやってる情報も発信してるんです。そうい

うのを見てると、上手くいったら凄いなと思ったんだけど。これが情報として無ければ何もいいで

す。こういったものが今後の中で、耳を使うというか、耳を通じて入れる情報というのを何か今後

考えられないのかなというふうに思ったんですけども。渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 子育てして忙しくて情報をキャッチ出来ないと。そういうようなこ

とがあって、今回のこの計画の中には、乳児検診に来たお母さん方にも先ずそういうような情報を

提供しようというようなことで、この計画の中には入れてあります。今お聞きした耳を使った情報

というような手法というのは、ちょっと検討はしておりませんでした。蔵でＦＭ放送を一時的にや

ったことがあります。ＪＣの記念事業としてやってるんですけども。その時の状況から言うと、結

構経費が本当に、何回かしかやってないんですけども、お金が結構、確か７７．７だかを獲得して

やったんですけど。結構お金がかかるのと、それからＦＭで流せる範囲というのが５００メートル

だったかな。くまがい商店だとか、あちらの方から、場所によってはやまいちさんの近くでもちょ

っと聞こえたとか。同じ距離数の中でも聞こえる聞こえないとういのがあったりとかいうのがあっ

て、何回かやったのは知ってるんですけども。それの家庭版といいますか、子育て版ていうイメー

ジですよね。それをするのにはどれ位の経費がかかって、どれ位の範疇というのが、ちょっと把握

が出来ていないんですけども。そういうような情報で忙しくて動きながらでも、ラジオ聞いてる人

と同じような感覚で耳から入って来るという情報があると、お母さん方にしてみれば凄く忙しい中

での情報提供という意味では利用価値はあるのかなと。ただ、今の所は経費的なもの、それからど

ういうような経緯で、ルートでというのがわからないものですから、出来る出来ないというお返事

は出来ないんですが、そういうような手法というものもあるということを今知りましたので、その

辺の所はこれからの情報提供の中でどういうものがあるのかというのでは、今後考えていける一つ

なのかなというふうには思っております。 

○委員長（吉田和子君） 本当にこれは素敵なお話なので、もう一回、もう少し私も時間とって調

べたいと思います。次の点なんですが、５ページ目の３の中にあります、家庭教育支援ネットワー

クの形成ということで。白老町のこの計画全ては、勿論元気な良い子をお母さん共々育てていきた
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いという計画なんですけども、根底には少子化対策をどうクリアしていくかということだと思うん

ですね。その中で、道の計画の中に、それから北大の金子先生が白老町と富良野市を対象にして子

どもの生まれる、出生率を調べた講演会、私聞きに行ったんですけど、その時に何が白老町の少子

化の低さなのかと言った時に、世代間、地域間の交流が無いというお話があったんですね。富良野

は３世代、４世代の住宅が多いと。白老は個別化になってると。そういうことも含めて、それが一

つの大きな要因になっているだろうという話があったんですね。沖縄は出生率が高いのは何故かと

いったら、やっぱり地域で子どもを育てる。地域でお母さんを。だから、そのことが計画の中に入

ってると思うんですけど。それで今、道で計画を作った中で、北海道として進めてほしい計画とい

うことでこの中にあって、私札幌に行った時お話聞いたんですけど。一番やってほしいことは、子

育てを終えたお母さん方を如何に子育てに加わらせるかという、そういうお話があったんですね。

そういう手法として、前に私もそのこと質問した時に町長は集いの広場という感覚で、高齢者も集

って、子育て中のお母さんを集って、子ども集う場を作りたいという話があったんですね。その中

で、今回の計画の最後に、集いの広場、子どもの広場というのは、検討中というふうになってるん

ですよね。次世代の育成支援計画の中では２１年度までには作りたいということになってるんです。

厚生労働省の計画の中では、かなりの何年か前から集いの広場は言って、財政的交付金もあるんで

すよ。そういう中で、何故計画が早く実行出来る形にならないのかなと、白老は。そう思ったんで

す。場所とか、勿論財政的の面もありますけれど、これから国の交付金だとか当てにならなくなる

可能性がありますよね。今、出しますよと言ってる時に、この集いの広場は市町村の計画を国に出

すことで、それが通れば予算が出てくるということなんですよ。だから、その計画を早く出さない

とというか、早ければ早いほど予算を持って来れる可能性強いというふうに思ってるんですけど、

何故２１年までずっと検討課題になっちゃってるのかなって思って。検討だから、もしかしたら来

年するのかもしれないのかなって、そんな期待もしながらずっと白紙の状態の所ずっと見てたんで

すね。ファミリーサポートセンターありますよね。ちょっと関連性あると思うので。ファミリーサ

ポートセンターは、子育て中のお母さん方が自分が出来ない分を応援してもらうために会員制でや

りますよね。だけど、ファミリーサポートセンターは国の交付金ないわけですよ。そういうふうに

なってくると、集いの広場を作ることと、ファミリーサポートセンターＮＰＯ今もやってますけど

も、一番悩んでるのは拠点が無いことなんです。だから、ハード面のものがないんですよ。ハード

面を何か作らないと、道で言っている応援隊のお母さん方を、隊を作ったとしても、これを作って

ほしいというのが道の今の要望ですよね。すき焼き隊って名前付けてるみたいですけど、勝手連み

たいにお母さん方が応援をしてほしいってやってますよね。そんな中で、やりたと思うお母さんが

いる。悩んでる人達がいる。いろんな検診の場とか、提供の場はあって、講演会は一年に１回か２

回はあると。でも、普段なんですよ。普段息詰まったりするんですよ。これ、どうしたらいいんだ

ろうと悩み込むんですよ。そういった時に回りの人達が、こうだよこうだよと言ってくれることが

白老はないということなんです、言われてるのは。それを解決するために、私は場所の、今はハー

ド面のことをあまり言うとお金がかかるから駄目なんですけど、お金をかけないで、国の予算が出

る内に、私は計画作るべきかなっていうふうに思うんですよね。子ども課が出来て、一つ出発点の
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大きな事業、これかなって私思ってたんですけども。計画作ることは出来ましたから、つい言うん

ですけども、これかなって。出来たことにファミリーサポートをちょっと事務所的なものが出来て

拠点になると、そこも一緒に使えることも不可能じゃないんじゃないかというふうに思っているん

ですけど、その辺はどうでしょうか。渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 今の子育て支援計画の中で集いの広場もファミリーサポートセンタ

ー事業についても、検討という形で特別三角も丸も黒丸も付けていない状況なんですけれども。こ

れにつきましては、例えば集いの広場であれば、今うちに子育て支援センターがあります。建物が

きちっと建っていて、実際に遊びの広場ですとか、そういうような活動として子ども達が集えて、

お母さんも来て、交流も出来て、いろんな悩みの相談が出来てという場所が今、先ず一つはありま

す。ファミリーサポートセンター事業については、今、吉田議員がお話してくださったように、民

間で事業が展開されています。これから考えていかなければならないのは、今発達支援センターで

やっているのは、平日の利用という考え方で来ています。ただ、お母さん方にはやはり平日も祝日

も土日も無い子育てですので、その中でやはり土日ですとか祝日ですとか、そういうようなものも

含めた拠点みたいなものというのは、きっと必要になってくるだろうと思ってます。その時に、こ

ちら側としては、ある程度その整理というのも一つしていかなければならないなと。発達支援セン

ターと集いの広場という、その事業の整理というものが必要であろうというふうに考えてます。必

要性、ＮＰＯ法人自体が積極的に活動していく中で、やはり拠点が必要であるということも、お話

としては伺っております。当然お金がかかりますし、昨年度までは補助金で出たものが、今年から

はもう交付金になりました。その補助金も結局手を挙げる自治体が多ければ多いだけ、減っていく

というのが現実です。ですので、今年うちは手を挙げておりません。他の所がどれ位手を挙げて状

況がどうなのかというような、一つ状況を把握したいというふうにも思っておりますし、今後、Ｎ

ＰＯ法人または子育てに関する、利用されているお母さん達とのお話し合いなり意見を聞く中で、

その辺の子育て支援センターとの整合性も図れるものであるというふうになれば、その時は町とし

ても考えていかなければならないというふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君） 集いの広場なんですけども、厚生労働省の考えでは、今現在１６年度で

１７１ヶ所あるのが、将来的には１，６００ヶ所までもっていきたいという考えでいるみたいなん

ですよ。これを見ていくと、さっきも言ったように、補助金から交付金に変わっていくと。段々厳

しく、良くはなっていってないですよね。今の支援センター萩野にあるのわかってるんですが、あ

そこはお母さん方が集まって、未だそういう高齢者の関わりはないと。この集いの広場の考え方と

しては、歩いて行ける場所にそういうものがあるというのが、基本的な考えなんですよ。というと、

白老は昨日もちょっと帰り、副委員長と話してたんですけど、こんな長い中にぽつんぽつんだから

施設がたくさんいるよねと話をしてたんですが、本当にそうだと思うんです。都市部だったら本当

に歩く範囲ったら広がってくるんですけど、ここはやはりまたがらなきゃならないというのがある

ので。考え方としては、中学校区毎に一つ位のものは作っていきたい。６割以上のものは作ってい

きたいと考えではやってるんですよね。ですから、回りの状況見て手を挙げていくというのもわか

るんですけれども、一回手を挙げて、２回、３回手を挙げなければならないという場合もあると。
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一年、一年後になると２１年まであと４年か５年しかありませんから、本当に計画としては実効性

のあるものを早く作り上げてやっていかなければ、やっぱりお母さん方の負担というのを考えると、

いざ出かけるという時に子どもの物を用意して、子どもの状況を見ながら、面倒見ながら連れて出

るということの、よっこいしょと行くまでの負担というのは凄いんですよ。だから、こちらが計画

を作るというのは、勿論こういうことで、情報も行き易くというんですけども、実際の現場で、増

して働いてるお母さんだったら大変だと思うんですよ。そういう中で、歩いて行ける場所にそうい

うものが必要だというふうに町が感じたんであれば、私は即手を付けるべきかなというふうに思う

んです。勿論一ヶ所ありますけど、やっぱりこっち側の方にも一つ拠点がほしいなと、そういうふ

うに思うんですけども。暫時。休憩いたします。 

休憩 午前 １１時００分 

  

再開 午前 １１時０９分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。答弁の方、お願いいたします。

山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 今の吉田委員長のお話は、子ども課としても十分は認識はしているとこ

ろであります。たまたま、検討中ということで書かさってはおりますけども、認識は十分にしてる

中では、これはＮＰＯの方の相手もございますし、また国の方の交付金の関係もいろいろあります。

それと、先ず渡辺課長も先ほどちょっと話したとおり、萩野のあそこを拠点にしてるんですけども、

位置的なことを言えば、あそこは真ん中ではあるんですけども、白老の細長い地域を考えた時に、

中学校区毎にということは、なかなかそういくかということは別にしまして、一般的には萩野にご

ざいますので、白老、最終的には竹浦、虎杖浜ということも考えていかなきゃならないかなという

ふうに思っております。そういうなかで、いろいろこれを進めるにあたって、財源的なこともかな

り出て来ますので、それも含めて実は検討はしているんですけども、そういう中で、なかなか年度

に丸が付かないというのは、そういうことで十分に押さえてはいるんだけれども、いろんな壁がご

ざいまして、その辺をもう少しクリア出来るようなことにもうちょっと検討してみたいなと、こう

いうことを考えているもんですから、今の所検討ということにしてございます。 

○委員長（吉田和子君） 大変お金もかかることですし、維持管理も今後やっていくということが

関わるので、自主管理制度なんかも利用しながら、ＮＰＯ法人、ボランティア団体を活用しての今

後の手法というのも捉えて進めて行ければなというふうに思います。一点、ちょっと確認というか、

出来るかどうかなんですけれども、先ほど児童虐待で8件あるということで、多くなってきたのか、

見えてきたんだなというふうに思ったんですけれど。専門員が居ないというふうに言いましたよね、

こういう問題が起きた時に。それで白老町は中学校にスクールカウンセラーの方が来てますよね。

週に２回位だったか来てるんですけど、そういった方、そっちの方まで相談に乗れるような、余裕

時間あるかどうかわからないんですけど、スクールカウンセラーをもうちょっと置くような方向性

もありますので、スクールカウンセラー等の活用も考えながら、そういうことが利用出来ないのか

どうなのか。今の設置の状況では厳しいのかどうなのか。専門員が居ないと、ちょっと痛手だなと
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いうふうに思うんですね。やっぱり、児童相談所もありますけれども、地方という問題もあります

し、ちょっと大きな問題ではなくて、お母さんのケアも出来たら、良くなるんじゃないかというの

があると思うんですね。ネグレストは特にそうじゃないかなという気がするので、そういう部分で

はスクールカウンセラーの活用というのはどうなんでしょうね。その辺、ちょっと確認しておきた

かったんですが。山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 今、２名の方に委嘱をしていただいております。１人は室蘭、１人は恵

庭の方なんですけど。男性の方一名、女性の方一名ということで。萩野中学校を拠点に、各学校を

回っていただいてるというのが実態でございまして、当然これについては、小、中学校含めてカウ

ンセラーの方々が回っていただいて、学校の養護等々を、また担任の先生含めて、週に日程決まっ

ておりますので、そこでご相談に応じてるという状況でございますが。当然、これは虐待のことも

含めてご相談に応じていただいているということなんですが、今お話のやつは、ちょっと私の聞き

方悪かったんですけども、幼児の方も含めてというご意見だったでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 今、聞いたのは０歳から。割合的には未就学児童の方が多いんですよね。

大体８割は未就学じゃないかって。で、見つけづらいというのがあるんですよね。専門員が居ない

ということで、勿論、児童相談所というのは室蘭になるんですよね、ここは。室蘭まで行けるかっ

てことがあって、誰かが付き添っていくのかどうかわかりませんけども、一人でしたから。後は保

健師さんとかで対応出来たんでしょうけども、精神的な部分でのケアも必要な方も。そのスクール

カウンセラーは父兄の方の相談も乗ってるって言ってましたので、そういう部分からいくと、その

お母さん方。何れはまた小学校、大きくなっていくわけですから。初期の段階の方が。専門員が置

ければ、それはそれで凄く最高なんですけけど、今専門員が足りないですよね。全国でも１，００

０人ちょっと位って聞いてますから、それは児童福祉士というのかな。専門員というのは、どの辺

まで言うのかわからない。児童福祉士というのは、千何人位しか居ないという、全国で。だから、

全然足りないはずなんですよ。北海道でも３名位しか居ないって聞いてるんですよね。そういうふ

うになってくると、何処までの人が相談に乗れるのか、私もちょっとわからないんですよね。本当

に保健師さんで対応出来るものなのかどうなのか。精神的な専門医のカウンセラーというのは精神

科医とかそういう方たちですから、そういう部門なのか、心理士、そういう人達が対応出来るもの

なのか。その専門にというのは、どういう立場の人達なのか。だから、少なくて置けないのか、そ

の辺のことがちょっとわからないので、単純に思い込んだのは、スクールカウンセラーの方がいら

っしゃるのが、専門職の方だから、そういうことで対応出来る状況があるのかなってちょっと思っ

たんです。だから、勿論いじめをやってるというか、虐待をしてる父兄が対照ですから、未就学も

入って来るんじゃないかなというふうには思うんですけれども。そこまでは対応出来る状況では、

きっとないだろうなというふうに思ったものですから。じゃあ、専門員というのは、なかなか置く

のは、やっぱり厳しいのかなと。これは将来的に渡って、いじめは現にあるわけですから、将来的

に渡って、相談体制としては保健師さんだとかの対応でしか、それで十分ではなくても、何とかそ

れでクリア出来ますよということなのかどうなのか、その辺が凄く気になってるんですよね。即対

応するということが、大きな事件につながらないですむんじゃないかなというふうに。やっぱり、
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命に関わる危険性もかなりありますよね。そういうことからいくと、必要なのかなとちょっと思っ

てるもんですから、どうなんでしょうか。山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 私の方もまだ認識不足の面もございますけれども、一応今２名お願いし

てるのは、小学校、中学校ということでやっていただいてるというのが、先ず一つですね。私方も

幼児期のカウンセラーという所まで、実はそこまで考えている部分ではなかったんですけども、た

だ必要なのは、カウンセラーという名前になるかどうかわかりませんけれども、幼児子育て、家庭

教育含めて相談員というものは、これは設置しなきゃ駄目だというふうに、実は思ってございます。

そんな形で先ほど来からお話出てますとおり、集いの広場との関連も当然相談という形で出て来る

でしょうし、また子ども課独自で相談員を設置するという考えも持てますので、その辺今言ったよ

うに、相談員程度と言ったらお話ちょっと適当でないかもしれませんけども、今の所、相談員で対

応していきたいという考えは持っております。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今、委員長の質問の中で、集いの広場とかファミリーサポートセンターの

事業についてあったんですけど、そのことについて若干触れるんですけれども、財政的な面もあっ

て、なかなか集いの広場っていうのは難しいということ、昨日から聞いておりまして、そこの中で

一つ私は自分の経験から申し上げますと、例えばこちらの子ども課の方でいろいろな講演会とかさ

れますね。そういう時に子育てをしているお母さん達とか、乳幼児を持ってるお母さん達を、例え

ばスタッフで募集するとか、そういうような形で、拠点作りは先ず無理でも、取りあえずそういう

ようなソフト面からでも、何とか出来ていかないのかなというふうに思ったんですね。結局、子育

てというのは乳幼児から小学校、中学校、高校と、そしてまた親が卒業していくんですね、子ども

と一緒に。そういう中で、先ほども委員長言ってましたけども、やはり子育ての先輩、初心者とい

うのが、お互いにつながってく機関というのが、やはり発達支援センターだけですと、機関という

のが決まってしまうんですね。ところが、何かそういうようなもので、正直言って子ども連れて来

る親御さんが集まるから、何かこういうような講演会やりたいけど、皆さんスタッフとして手伝っ

てもらえませんかとか、次の講演でどんなことやってほしいですかとか、簡単なものでいいんです

けども、そういうような簡単なソフト面から立ち上げていってくれるとありがたいんじゃないかな

っていうのは、昨日のお話の中からずっと感じてたんですね。もう一つが、昨日五十嵐課長の方か

らちょっとお話あったんですけども、パソコンを使った情報を何とかしたいということで、今若い

お母さん方は携帯持ってらっしゃいまして、メールとかも殆んどやってる方もいらっしゃいますの

で、登録するかしないかというのは別の問題としまして、携帯でも受信出来るような、常にホーム

ページ上で、子ども課の情報を書き込みを常にしていける所があったらいいかなと。だから、相談

メールを受けるというのは、その次の段階だと思うんですけど、取りあえず子ども課の方から、次

は何月何日こういう講演ありますよとか、次何月何日乳児検診は何時から何時まで何処何処であり

ますよとかって、そういうものを次から次と発信もしていけるし、また一番いいのはパソコンでも

携帯メールでも登録していただいたら、一斉に情報がぽん行くような形とか、その程度だったら出

来るんじゃないかなと思うんですけども、お金のかからないでなるべくソフト面からお母さん方を
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巻き込んでいっていただけると、孤立しないというか、そういうふうになっていくじゃないかと。

正直言いまして、子育てで悩んでる親は、真面目に一生懸命やってる親です。一生懸命育てない親

は悩みません。一生懸命やればやるほど自分ちの子どもはオムツ外れるのが遅いんじゃないかとか、

歩けないんじゃないかとか、本気で真剣に考えてしまうものなんですね。ですから、反対にそうい

う親が、いろんな情報を貰える場として、また先輩を知れる機会として、ソフト面からでも何とか

していだけるとありがたいなと思うんですけれども。 

○委員長（吉田和子君） 渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 今の西田委員のお話。アイディアとして是非いただければなという

ふうに思って聞かせていただきました。どうしても集いの広場にしても、先ず拠点がなければとい

うふうに勿論思いますので、その辺の所はずっと悩んでいる所であります。ただ、本当に出来る所

からということから言いますと、ソフトの部分でちょっと協力してくれる人。この次に何か意見を

言ってくれる人。そういうような人は少しずつ作っていくという、そういうような所から考えてい

けるというのは、凄くこれから事業をしていく上で効果のあることだというふうに思っていますの

で、それは活用させていただければなというふうに思います。それから、パソコンについては、実

際に相談メールについては電子メールでお互いにやるということは出来上がってきてますので、子

育て支援の視点からも電子メールを使っての情報発信というのを。これ、どうしても子ども課だけ

ではなくて、庁内全体での電子メールの活用というふうになるものですから、その辺は十分相談を

して、出来る出来ないという判断も含めて検討させていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 何とか良い方法があったらいろんなことを考えていただければと思います。

それと、昨日行きました社台の方のことで、ちょっと気になったことがありまして、社台の方で児

童クラブがまだ無いんですね。保育園の方もかなり老朽化しててというふうなこと先ほど説明もあ

りましたので、今年度中に何とか保育園に関しては結論を出したいという回答だったんですけども、

やはり私は子どもの立場とか親の立場というのもいろいろあると思うんですけども、地域の願いと

いうのも勿論ありますけれども、やはり子ども達にとって一番良い環境はどうあるべきなのかとい

うことを、出来れば最優先に考えていただけるのが子ども課じゃないかと思っております。それで、

児童クラブなんかも是非社台の方に一つ作っていただきたいなと思っておりますし、やり小学校と

児童クラブ、保育園が一体になっていくというのが理想的だとは思うんですけれども、非常に難し

い部分あると思うんですけれども、子ども課の方で、是非地域の方々と積極的に懇談をしていただ

きたいなと。特に親御さん達の希望というんですか、そういう若い、それからこれからの子どもを

生み育てようという方々の希望なんかも出来れば取り入れて、将来的に５年後、１０年後の形とい

うものを、どんどん人口が減ってくから悪くなってくというような悲観的な考え方ではなくて、そ

れだったら社台に無くなるんであれば、こういう方法があるんじゃないか、ああいう方法があるん

かないかという、別の形のメリット部分も是非提案出来るものがあったら、提案していただければ

ありがたいなと思うんです。例えば、白老の小学校、中学校と連携して、クラブを小学校、中学校

になったらやるとか。いろいろな方法があると思うんです。保育園の頃から子どもと親同士がお互
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いに交流することによって、いろいろなメリットが出て来ると思いますので、ただ地域だけに執着

するんじゃなくて、もっと広い範囲での子育てという部分も私は視野に入れていただければありが

たいと思うんですけれども。 

○委員長（吉田和子君） 渡辺課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 今、社台地区のお話がありました。これは保育園もそうですけれど

も、十分そこにお住まいの方の考え方、それから地域として、そこの地域の町づくりを含めた中で

どういうふうに進めていくかというのは、十分住んでらっしゃる方との意見交換というのは勿論必

要であるというふうに考えてます。そういう中で、子ども達にとってどういう進め方が一番良いの

か、そこの所を十分協議をしながら、今後それぞれの保育園も学校も児童クラブも全部含めて検討

していきたいというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にございませんか。教育長。 

○教育長（山崎宏一君） 最後になると思いますんで、お願いということではございませんが、ご

認識をしていただきたいなと思ってます。昨日、今日と家庭教育、子育て支援推進計画についてご

説明をさせていただきまして、今白老だけじゃなくて、全国的にも社会的な大きな問題として捉え

なければならないという状況でございます。そういう中で、今一定の推進計画というものを策定し

て、お示しいたしました。しかし、先般もお話出てるように、これで良いのかと。未だ沢山やるこ

とがあるのではなかろうかという、いろんな意見もおそらくこれからも出て来るんだろうというふ

うに認識してございますけれども。スタートに当たりまして、先ず今言った３ヵ年、ものによって

は２１年までもございますけども、中期的な計画の中で推進をしていきたいという考えでございま

す。そんな所で、先ほど来から出てますとおり、体制もやはり充実していかなければならないとい

う部分もございますし、また予算的にも今町側で来年度１０％削減という中で、なかなか家庭教育、

子育て支援については、そういう形はなかなか成りにくいというふうに、実は教育委員会サイドで

は考えておりますし。ですから、なかなか全体の中での削減の中に果たして考えていいものかどう

なのかという、実は考えは持っております。そういう中で、予算も最低限確保はしていきたいとい

うふうには思ってはおりますけれども、昨日、今日とお話した中で議員さんの立場でもいろいろな

ご支援を賜れれば、計画倒れのしないように頑張っていきたいと思いますので、一つよろしくお願

いを申し上げまして、最後のご挨拶に代えさせていただきます。よろしくどうぞお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。意見を言うと同時に後押しもしていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。なければ、これで一応、終わりたいと思います。暫時、

休憩をいたします。 

休憩 １１時３０分 

  

再開 １１時３０分 

○委員長（吉田和子君） 委員会を再開いたします。所管事務調査のまとめをしたいと思います。

それで、委員の皆様からまとめについて意見があれば、言っていただきたいと思います。この終わ

った後に、昨日財政の方の昨日書類、皆さん持ってお帰りになったかと思いますが、その財政のプ
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ログラムの方の関係について、委員会協議会もありますので、このまま引き続き、１時間程度で終

わるんじゃないかということですので、１２時半位までかかると思いますが、食事をしないで終わ

らせたいと思うんですが、それでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） そういうことで、先ず最初にまとめの方の意見ありましたら、お願いし

たいと思います。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ２日間かけて、現地調査も含めて行って参りましたけれども、最後の教育

長のご挨拶が、大外の委員会の意見と類似すると思うんです。本旨は。ただ、やっぱり各委員から

出てたいろんなチェック点ですね。これについては列記をしていただいて、委員会報告にまとめて

いただければ良いかなというふうに思います。特に、教育長が言ったように今、特に傾注されてる

問題の推進計画ですから、その辺も踏まえて、あまり固まらずに、主役をきちっと。子育てされて

る方。それから子ども、その主役の部分に、如何なるサポートが出来るかということを、やはり肝

に入れて進めていただければという文言を入れていただければ、僕はありがたいなというふうに思

います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他に、意見ございますか。具体的にこの部分はしっかり言ってください

というのがあれば。斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 教育長も最後に話をしましたけども、機構の中でやはり連携を密に取りな

がら、強化していかなければならない課題はまだまだ沢山あるという点。特に職員の意識の問題だ

ろうというふうに思います。それぞれ一本になって、子どもに対する施策というものが、もっとユ

ニークな形になって出てくるということが、大事だなというふうに思いますので、その辺一つ入れ

ていただければいうふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） 機構の改革については、今後また見直していくというか、必要なものは

入れていきたいという話はありましたんで、具体的には言えないでしょうけども、それは見直して

くということでは言っていけると思いますけども。あと、他にどうでしょうか。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 私は一点だけなんだけれども。やはり、芯のある人間性を作るための教育。

これは何なのかと。教育長も話してたけれども、これはお互い答えになってないというか。私自身

もきちっとは聞いてたような気はしないんだけど。この辺は教育の原点であると思うんだよ。だか

らその辺、昨日はプラス過保護、過保護と言ったけれども。ただ、今時代が時代だから、いろんな

ことを進めるのは結構なんだけど、その辺を踏まえた中で進めていくと。何やったって、お金かか

るわけですよ。でも、財政困難な折から、お金をかけたは、人間性の無い教育になったじゃ、これ

では何もならないから。だから、その辺のことをしっかり進めていくと。だから、根本的には、人

間が生きるための心というのは何なのかということを、やっぱり入れてもらいたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。今の一番最初の所にありましたけれども、課題と

いうのは、基本的に生活習慣が崩れてると。コミュニケーションが十分に取れないと、それから情

緒が安定してないんだと、今の子ども達が。そういうことが基本にあるということが書いてありま

したので、そういう部分含めては、何が一番大事なのかということは、しっかり捕まえてやってい
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かないと、ただ計画だけで行っちゃうと大事な部分が。その計画は子どもをしっかり育てたい。親

もしっかり家庭教育してもらいたいということが、根底にあると思いますので、それをまたこちら

側が足りない部分をしていくということが、意見を言っていくという部分が、大事なことではない

かと思うんですよね。あと、どうでしょうか。無ければ、副委員長と一緒にまとめをさせていただ

いて、また皆さんに早めにお諮りして、きっと不足の部分も出てくると、今回のこれにはいろんな

意見があると思いますので、そこの部分があるということでしたら、言っていただいたら、私の方

で再度検討しながらいれていきたいというふうに思いますので、そういうことでよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 沢山言い過ぎましたので、後ほどレポート書いて提出したいと思いますけ

ども、そこの中から選んでいただいても結構かなと思いますけれども。 

○委員長（吉田和子君） わかりました。そういうことで、副委員長とまとめをさせていただきた

いというふうに思います。それでは、意見が出尽くしたようですので、総務文教常任委員会の所管

事務調査をこれで終了したいと思います。 

（午前 １１時３７分）  


