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平成１８年白老町総務文教常任委員会会議録 

 
平成１８年 １０月３１日（火曜日）  

  開 会   午前 ９時５９分  

  閉 会   午後 ２時４９分  

 

○所管事務調査 

子育て支援について   （子ども課）  

 

○出席委員（６名）  

 委員長     及 川   保 君     副委員長    山 本 浩 平 君 

 委 員     鈴 木 宏 征 君             土 屋 かづよ 君 

         近 藤   守 君             加 藤 正 恭 君 

               

○欠席委員（１名） 

 委 員     谷 内   勉 君 

 

○説明の為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 

子ども課主幹  五十嵐 昭 広 君     子ども課主査  中 島 圭 一 君 

       

○職務の為出席した事務局の職氏名  

事 務 局 長  上坊寺 博 之 君      書   記   久 末 雅 通 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（及川 保君） おはようございます。ただ今より総務文教常任委員会を開会いたします。  

お諮りいたします。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。  

［「異議なし」の声あり］  

○委員長（及川 保君） 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。 

 

◎調査事項 
○委員長（及川 保君） 次に、本日の委員会の日程について事務局長から説明いたします。  

○事務局長（上坊寺博之君）  おはようございます。今日の委員会でございますが、子育て支援事

業につきまして担当課からご説明を受けることになっております。 

資料につきましては事前に送付させていただいております。資料のボリュームがございますけれ

どよろしくお願いいたします。以上でございます。  

○委員長（及川 保君） この子育て支援については、11 月 14 日、この総務文教常任委員会が所

管事務調査として取り上げまして、視察研修することになっております。今日は、そういう意味で

は教育委員会のほうから、今町がやっている様々な事業もありますけれども、さらにそれに付け加

えて、いろいろ力を入れてやっていきたいという方向であります。 

もうひとつは、国が非常にこのことについて、法等にも定めまして、市町村の役目、国の役目、

いろいろあるのでしょうけれども、その辺のことを視察前に皆さんの知識としていただいて、さら

にこのことについて力を、議会としてもきちんと対応していくように勉強も兼ねて、新しい方もお

られますので、今日、この時間を有効に使っていただきますようにお願い申し上げまして、一言申

し上げておきたいと思います。 

それでは、教育委員会からの説明をよろしくお願いいたします。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。この機会に委員会の皆さん、議員の皆さん

に平素から教育行政全般にわたりまして深いご理解をいただいておりますこと、厚く御礼を申し上

げたいというふうに思っております。  

それと、今更申し上げるまでもなく、少子高齢・核家族化そして情報国際化という進展がござい

まして、大きくこの社会情勢も変わっている状況にあります。一方では家庭教育力の低下、または

地域連帯意識の希薄化というものも指摘されている現状にあります。そういう中で、子ども達も非

常に厳しい環境の中で育っていっているというふうに認識をしているところでございます。 

 また、この委員会と今日の案件とは違いますけれども、今まさにいじめの問題で、非常に報道で

毎日のように取り上げられているという状況にございます。  

 私どものほうの学校も、他人事ではなくやはりいじめというものをとらえながら各学校でそれな

りの対応をしていかなければならないというふうに考えておりまして、先般も小中学校の校長・教

頭を含めて、この取扱いについて万全を期すようにということで会議を持たせていただいておりま
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す。そんなことで、このいじめというものはどこの学校でも、またどの子でもありえることでござ

いますので、その辺学校現場としても細心の注意をはらいながらこの対応についてやっていくよう

にということでお願いをしてございますので、このことが大事に至らないように、初期の対応につ

いてお願いをしているところであります。 

 今日の表題でございます子育て支援ということでございますけれども、後ほど具体的な説明はさ

せていただきますが、国のほうでは平成６年からエンゼルプラン、また新エンゼルプランというも

のを策定しまして、それぞれ推進をされてきております。  

 なお、現在におきましては平成 17 年ですから、昨年からでございますけれども、平成 17 年から

21 年までの５年間、国では子ども・子育て応援プランという計画を策定してございます。それが、

現在国における基本的な計画でございます。  

 白老町におきましても、それをとらえて同じ期間になりますけれども次世代育成支援行動計画と

いうものを策定して、平成 17 年から 21 年までの５年間の計画を持っているところでございます。

後ほど、この子育て支援について内容等々についてご説明申し上げたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 それともう１点でございますけれども、この子育て支援を樹立していかなければならないという

基本的な考えがございます。そういう中で平成 19 年、来年度になりますけれどもこれらを充実さ

せるためにつどいの広場事業、それとファミリーサポートセンター事業、この２つの事業について

も後ほど具体的にご説明させていただきますが、来年度から事業の実施をしたいという予定で現在

検討に入ってございます。 

 そういうことも含めて全体的なものと、今の２事業についてもご説明を申し上げ、そしてご意見

をいただきながら進めてまいりたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいとい

うふうに思っております。 

簡単ですけれども冒頭に当たりましてのご挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○委員長（及川 保君） はい、ありがとうございました。それでは子ども課長お願いいたします。  

 はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  それでは、皆様方のお手元にたくさん資料をお渡ししているかと思

います。一応、資料の確認を先にさせていただきたいのですが、所管事務調査の資料があります。

それと対になりますが少子化対策（次世代育成支援対策）の経緯という資料をお渡ししていると思

います。最初の所管事務調査の中では、この２つをある程度基本にしまして、あわせまして白老町

次世代育成支援行動計画、１番厚い資料になります。この計画、これが白老町で作りました行動計

画になります。これを基にいたしまして、昨年子ども課が設置されたのに合わせまして、家庭教育

子育て支援推進計画というものを作っております。これはこの次世代育成支援行動計画を基にいた

しまして、子ども課がこれから家庭教育子育て支援について進めていくに当たっての指針になる計

画という考え方で策定をいたしました。  

 この両方に載っておりますつどいの広場、ファミリーサポートセンター事業、この事業をこれか
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ら推進していきたいというふうに考えておりまして、それについて説明をさせていただきたいと思

います。 

 その他に、この２つの事業をこれから実施するに当たりまして１８年度の臨時事業予算の中で、

実際にニーズがどうなのかというようなところをもう少しきちんと把握するべきではないかとい

うことを踏まえまして、ＮＰＯ法人お助けネットさんにアンケート調査の依頼をしております。そ

の報告が、この託児の活動についての調査報告と、それからつどいの広場、このニーズの調査報告

書。この報告書を添えてございます。  

 その他には、子ども発達支援センターのひだまりのしおり、それから子育て支援に関する資料、

こういうものをお手元にお届けしてあるかと思います。 

 それでは、最初の所管事務調査のほうでは、今教育長のほうからもお話がありましたが、国の状

況、それを受けて道、それから各市町村の中で、どういう形で進められて計画ができ上がってきて

いるか。それと白老町の計画を基にした現状についてお話をさせていただきまして、その後につど

いの広場、ファミリーサポートセンター事業、アンケート調査の結果も踏まえまして教育委員会と

してこれから考えていく方向性についてお話をさせていただきたいと思います。  

 それでは、この説明につきましては、家庭教育担当主幹であります五十嵐のほうから説明をいた

しますのでよろしくお願いいたします。  

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  それでは、まず最初に資料の１ページ目、最初のページをご覧

ください。そこに少子化対策の経緯というのがございます。これ国の少子化対策の今までの経緯が

簡潔にまとめられた資料でございますので、まず白老町の子育て支援に入る前に、国の政策の動向

を少し説明させていただきたいと思います。  

 少子化対策というのは、次世代育成支援対策という呼び名で、今国が進めていっているものであ

ります。平成２年に 1.57 ショックと記載されてありますが、これは出生率でございます。実は 1.57

ショックというのは、前年度平成元年の人口動態統計において、昭和 41 年丙午の年に 1.58 人とい

う非常に少ない出生率を記録したのですが、それを下回ったということで大きな社会的な問題とい

うか、認識された年が平成２年だったわけでございます。  

 そこで、一般的に少子化が知られるようになったのが平成２年からというふうにおさえていただ

ければよろしいかと思います。そこで国を挙げて、子育てと仕事の両立支援など子どもを生み育て

やすい環境の整備ということで推進していったのが経緯でございます。  

 いろいろ審議会等を重ねて平成６年 12 月でございます。ここに記載がありますが、「今後の子育

て支援のための施策の基本的方向について」という欄がございますが、それが俗に言われるエンゼ

ルプランでございます。最初にエンゼルプラン、平成７年から平成 11 年度の５ヵ年計画で国は子

育て支援に関する計画を、まず立案いたしました。  

 そこには、子育て支援に関する具体的な数値目標が設定され、５年間の計画を立て、施策の展開

が各自治体と、地方自治体と一緒になって進めてきたわけであります。しかし、ここにも書かれて

ありますが、平成９年人口推計が発表されたのですが、実は出生率、上がっていませんでした。そ
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れで国のほうの統計も出生率を 1.8 から 1.61 ということで下方修正しております。なかなか出生率

の伸びが見られないということで、更にいろいろな審議会等重ねまして、平成 11 年になりますが

新エンゼルプランを策定いたしました。このエンゼルプランでありますが、11 年に策定いたしまし

て、平成 12 年から 16 年までの５ヵ年計画ということになってございます。  

 第１期のエンゼルプランの反省を生かして、計画の見直し、目標値の修正、様々な施策の幅広い

施策の展開が盛り込まれた計画となっておりました。  

 そこで、出生率が上がると見越したのですが、平成１４年、新たな人口推計が出たときに結果と

して少子化を食い止める決め手にはなっておらなかったというのが現状でございます。そこで、平

成１５年７月に、少子化対策を総合的に進めるための次世代育支援成対策推進法という法律が制度

化されました。これは今までと違いまして、市町村ですとか都道府県のほかに、事業主が一体とな

って少子化を食い止める。そして時代を担う子供たちの育成を支援するために策定されたものでご

ざいます。 

 ですから、官民一体となってこの国の少子化を何とか食い止めようというのが、この法律の狙い

でございました。それを受けまして、平成 16 年に少子化の法律を、枠組みを作るために「小子化

社会対策大綱」というものを作ったわけでございます。これは小子化を食い止めるためにどのよう

な政策をしたら良いかと、展開をしていったらよいかという枠組みでございます。それを基にして

枠組みを作った後で行動計画は、子ども子育て応援プランというカッコ書きで書かれてありますが、

これが平成 17 年度から平成 21 年度までの５ヵ年計画と。国はこのような流れで計画を策定してき

ました。 

 白老町も、これに合わせまして平成 17 年度から平成 21 年度までの５ヵ年計画、白老町次世代育

成支援行動計画と、これ皆様方にお配りしている冊子ものになっていますが、この計画に基づいて

子育て支援を展開してきたというのが今までの流れでございます。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。このページは白老町の子育て支援行動計画に基づ

いて、いろんな関係機関が連携をしながら子育て支援にあたっているという体系図でございます。 

 先ほど説明をいたしました次世代育成支援行動計画でございますが、実は健康福祉課が平成 16

年度に作成をしておりました。実は、平成 17 年の５月に機構改革のひとつとして教育部局に子ど

も課が設置されたことにあたりましてこの次世代育成支援行動計画の進行管理、子ども課に事務の

所管が移ってまいりました。それで主に平成 17 年の５月からこの行動計画に基づいて子ども課は、

子育て支援に関して事業を展開しているわけでございますが、この行動計画の１番の特徴は、いろ

んな関係課が一体となって事業を推進しているところにございます。  

 まず、図をご覧いただきたいのですが、健康福祉課という欄がございます。ここでは、母子保健

事業を中心にして健康福祉課が事業を展開しております。例えば乳幼児検診ですとか、新生児訪問、

育児相談と子育てに関する母子ともに推進している課でございます。  

 それと、子ども課が推進しているものに左側３層構造になっていると思いますが、まず、中心的

な役割を果たしているのが子ども発達支援センターでございます。これは子育て支援施設と母子通

園施設の２つの複合型の施設でございます。子育て支援施設は子育て相談ですとか、子育て支援の
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情報を提供したり、子育てをしている母親同士の仲間作りに対して事業を展開している施設でござ

いますが、もう一つのほうの母子通園施設は、子どもの発育に遅れが見られる子ども達の療育です

とか、訓練を主にしている施設でございます。この複合型の施設が子ども発達支援センターでござ

います。これが白老町の中核施設でございます。そこに今までもございましたが、保育園がござい

ます。そして子ども課が教育委員会部局の中で、設置されたことによりまして、今度は中学校です

とか、小学校を一緒に教育委員会が所管できるようになったということは、他市町村にはあまり例

を見ない、修学時前の子ども達から修学した後の子ども達まで一括して、その育ちを見ていけると

いう体制がここに整ったということでございます。  

 これも次世代育成支援行動計画の中に位置付けられている子育て相談体制の充実の総括的な窓

口を設置するということでうたわれておりますが、それに基づいて子ども課も設置の運びとなった

ということでございます。 

 ここに書かれてあるのが、今までやってきた子育て支援の中心でございます。そこに、これから

皆様方にご意見をいただきたいと思っておりますこの図の左側に部分です。次年度から実施の予定

と考えておりますつどいの広場事業と、ファミリーサポートセンター事業、この２つの事業、次世

代育成支援行動計画に位置付けられておりましたが、まだ着手していない事業でございます。  

 そこで次年度より、この事業を展開すべくいろいろ準備を進めておりますが、そこに関しまして

これから詳しく説明をさせていただきまして、様々なご意見を賜ればというふうに思っております。 

 次のページ、つどいの広場事業の概要というところをご覧くださいませ。  

 まず、つどいの広場事業と、ファミリーサポートセンター事業のうちのつどいの広場事業につい

て説明をいたしたいと思います。  

 主旨に関しましては、簡単に説明いたしますと、近年の小子化、核家族化の進行によって、近隣

との人間関係の希薄化がよく言われているところでございます。そこで、子育て中の親が気軽に相

談できる相手ですとか仲間が、身近な地域にいないということがよく指摘されているところでござ

います。そこで、子育て中の親の密室育児による孤立感、閉塞感、これが子育てへの不安や精神的

負担感を増大させていると。そこを何とか解消させたいというものがこのつどいの広場事業でござ

います。 

 子育て中の親が気軽に集って、打ち解けた雰囲気の中で語り合うと。そこで精神的な安定感をも

たらして、いろいろな子育てへの問題解決の糸口となる機会を提供する場でございます。これを何

とか設置できないものかと今考えているところでございます。  

 対象でございますが、主に乳幼児、0 歳から 3 歳を持つ子育て中の親と子と考えております。  

事業内容でございますが、親子の交流、子育てをしている親子の交流とその親が集う場、いわゆ

るサロンを提供するという事業でございます。集まってきた親に対して、子育ての悩み相談ですと

か、子育て関連情報の様々な情報を提供していくというのも、この事業のひとつとなっております。 

 実施主体でございますが、市町村、町が実施主体となっていくと。  

実施方法ですが、業務委託を今考えてございます。まず、業務委託のひとつといたしまして、子

育て親子の支援に当たっては子育てアドバイザーを１名配置。これを予定しています。  
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 また、子育てアドバイザーには子育て親子の支援に関して相当の経験豊な者を配置したいと。ま

た、子育てアドバイザーのほかに子育てに関心のあるボランティアスタッフも活用と、このように

民間活力を生かしながら推進してまいりたいと。  

また、子ども発達支援センターという子育て支援に関する中核施設、白老町にございますが、そ

れぞれの役割を明確にしながら必要に応じて協力体制を図っていきたいと考えております。 

 また、実施場所でございますが、これ後から詳しく説明をさせていただきますが、現寿幸園横に

ございます憩いの家ですね。憩いの家を活用できないものかと今検討しているところでございます。 

実施方法等につきましては後ほど詳しく説明しますので、ここでは割愛させていただきたいと思

います。 

 次のページ、お開きいただきたいと思います。先ほど説明をいたしました。白老町には子育て支

援の中核施設となる子ども発達支援センターというのがございます。この子ども発達支援センター

とこれから事業を予定しておるつどいの広場事業、一体どこがどう違うのかということをまずおさ

えておかなければならないと思いますので、ここで簡単に説明させていただきたいと思います。  

 まず、子育て支援センターでございますが、白老町は平成 14 年の 11 月に設置をしてございます。

目的でございますが、まず子育て支援センターは、子育ての悩みに対して専門職員がアドバイスを

する体制をとってございます。いわゆる資格者がいるということです。それと、定期的な子育て講

座、子育てサークルなどへの支援を行っていると。子育て支援に関する簡単なカリキュラムなどを

用意しながら定期的に子育て支援を計画しながら実施しているというのが子育て支援センターな

のですが、つどいの広場はこれとは若干違いまして、子育てに不安を抱える母親が気軽に集える場

を提供するものがつどいの広場でございます。親子同士の交流ですとか、子育ての悩みの相談に応

じるなどの、気軽に親が集える場所を提供するという事業でございます。  

 対象に関しましては、子育て支援センターは就学時前までの子ども達と親を対象にしていますが、

つどいの広場は主に 0 歳から 3 歳までの子育て中の親子を対象とするという予定でございます。 

 また、国が進めている次世代育成支援対策上の位置付けでございますが、国の子育て応援プラン

におかれましては、この子育て支援センター、平成 21 年度までに 4,400 カ所増やそうという計画

でございますが、白老町におきましては計画に中にも１カ所設置を見てございますので、今のとこ

ろこれ以上増やす計画はございません。  

 つどいの広場に関しましては、国では平成 21 年度まで 1,600 カ所に増やそうという計画がござ

います。この子育て支援センターとつどいの広場合わせて６千ヵ所何とか国のほうでは整備してい

きたいというふうにとらえているところでございます。 

 白老町の次世代育成行動計画の中にも、つどいの広場、平成 21 年度までに１カ所設置を見たい

ということを記載されてございます。また、実施主体でございますが、子育て支援センターは実施

主体は市町村が実施主体となるというふうに位置付けられていますが、カッコ付きで保育所などの

児童福祉施設を経営する者ですとか、医療施設を経営する、またはＮＰＯ法人への委託も可能です

よといううたい文句がございます。  

 つどいの広場でございますが、実施主体は市町村でなければならないと。ただし、ＮＰＯ法人等
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への委託も可能ということになっています。もちろん社会福祉法人ですとか医療法人への委託も可

能なのでございますが、つどいの広場に関しては児童福祉施設ですとか、医療施設を経営する法人

でなくてもよろしいといううたい文句がございます。また、人的配置でございますが、子育て支援

センターのほうは有資格者、現在も配置してございます。また、つどいの広場に関しましては資格

を持っていないと、例えば保育士ですとか幼稚園教諭ですとか、そういう資格を持つ者は望ましい

のですが、もっていなければならないというそういう制限はございません。子育てに関心のある、

また理解のあるアドバイザーを今のところ配置をしていこうというふうに考えてございます。  

 また、子育て支援センターの開設日、つどいの広場の開設日の違いでございます。  

 まず、子育て支援センターに関しましては、現在育児相談は月曜日から金曜日までの間、8 時 45

分から 17 時 15 分までやってございますが、親子の気軽な交流、そして集いの場は遊びの広場とい

う部分がそれに当たります。これは月曜日と木曜日が午後１時から午後 3 時までの午後日程でござ

います。火曜日と金曜日に関しましては午前９時半から 12 時までの日程となってございます。水

曜日は毎週このように、第１、第２、第 3、第 4 と毎週いろいろな行事を組みながら子育て支援に

当たっておりますが、これも午前中の日程でございます。  

 そうしますとフルタイムで活動していたかというと、そうでもないわけでございますので、そこ

を何とか埋めるべくつどいの広場に関しましては土日・祝祭日を含めまして週５日以上開設をした

いと考えてございます。  

 また、開館時間でございますが、これも午前日程、午後日程ではなくて 10 時から 16 時という日

程で開けて、いつでも親子が気軽に集える場所を、ぜひとも設置を見たいというふうに考えてござ

います。 

 また既存の事業の中で、ＮＰＯ法人に委託調査、今年度かけていろいろな調査をやってもらった

結果の中にも、現在子育て支援センターは萩野地区にございます。萩野小学校の空教室を活用して、

そこに作ったわけでございますが、どうしても車がないと行けないですとか、また、子育て親子の

人口が一番多いこの白老地区に、歩いていける場所にないと。そしてそういう声、この白老地区に

何とか設置を望む声も多いというニーズ調査もあがってきておりますので、その辺も踏まえまして、

この白老地区に何とか１カ所設置をできないかということで、今検討しているとことでございます。

以上がつどいの広場に関しましての概要でございます。 

 続きましてファミリーサポートセンターについて、また説明をしていきたいと思いますが、次年

度から予定している新しい事業のもうひとつがファミリーサポートセンター事業でございます。こ

れはセンターという名前がつきますが、場所ですとか建物をさすものではございません。あくまで

も事業の機能をさすということで抑えていただきたいと思います。 

 主旨でございますが、先ほども説明いたしましたが核家族ですとか、家庭環境の変化によりまし

て、専業主婦に関しましても外出の際保育の悩みですとか、育児不安を抱える人が非常に多くなっ

ているというのが現状でございます。  

 働いている親は保育園に預けると、その間働きにいけるわけですが、保育の時間以外に関しまし

ては突発的ことが起きる場合、預かってくれるところがないというのが現状でございます。そこで



 9 

このファミリーサポートセンターの事業は、仕事の家庭の両立を目指すと。そして子どもを持って

いる人が安心して子育てできるように、何をするかといいますと、育児の援助を行いたい人、これ

は簡単に言いますと託児と考えてください。託児をしてもいいですよといってくれる人と、託児を

お願いしたい人、これを組織化いたします。そして会員同士が育児に関する相互援助を行うという

のが、このファミリーサポートセンターの事業でございます。  

 ですから、ここの組織という部分に書かれてありますが、託児に関して援助を行う会員を俗に提

供会員と呼んでいます。また、託児に関して援助を受けたい人、利用したい人を利用会員と呼んで

いるのですね。そうしまして、あるときは託児の援助をしてもいいですよ。あるときは託児をお願

いしたと。２つを兼ねる方々を両方会員ということで、会員を募ってまいります。そして、会員相

互で時間の空いている人が困った人の助けをするというのがこのファミリーサポートセンターの

事業でございます。その連絡調整をする人を、俗にアドバイザーと呼んでございます。  

 その次のファミリーサポートセンターのしくみの図で簡単に説明していきますが、例えば子ども

を抱えている親のイラストがあると思いますが、子ども誰かに預けたいという会員さんがいたとし

たら、必ずアドバイザーにその会員は登録をして、会員登録をしなければなりません。そして、「何

時頃、私の子どもを預かってくれる人はいませんか」ということでアドバイザーに連絡をいたしま

す。そうしますとその時間帯空いている提供会員さんに打診をかけます。そして時間の都合がつけ

ば、その提供会員さんの家で、子どもさんを預かってもらうというしくみでございます。  

 そして、託児に関するお金は依頼会員さんと提供会員さんの間で、託児が終了した時点で決めら

れた利用料を納めるというのがこのサービスの特徴ということになっております。  

 それではどういうときに援助をするかという項目でございますが、保育施設への送迎、また保育

施設が終わった後の子どもの預かり、また学校ですとか放課後の子どもの預かり、冠婚葬祭ですと

か他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり、また子どもが軽度の病気ですとか突発的に子ども

を預かって欲しいという行事または事業が起きたときに子どもを預かるなど、このような子どもの

援助内容となってございます。 

 次のページをお開きいただきたいのですが、ファミリーサポートセンター事業の内容と書いてあ

りますが、これはアドバイザーが主にする仕事でございます。会員を募集したり登録したり、また

は会員同士の連絡調整をするというのが主な役割でございます。  

 また、ファミリーサポートセンターに預けられる対象としては、町内に住所を有する小学生以下

の子ども、そしてその保護者というふうに考えてございます。  

 託児場所でございますが、原則的に提供会員さんの家庭で行うというのが原則でございます。た

だし、託児を依頼したいという人と託児を受けてもいいですよという会員間に合意がある場合は、

別の場所で託児を行ってもよいということでございます。  

 また援助活動ですとか、早朝夜間に当たることもありますが、今考えているのは原則として宿泊

は伴わないということで考えてございます。また、援助活動は１対１でございますが、兄弟などで

利用の場合はこの限りではありませんということで今考えてございます。  

 また、相互援助の報酬でございますが、一般の託児に関しましては今考えているのは１時間 600
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円、30 分 300 円というふうな設定で考えてございます。また、病気になりました子どもさん方を

預かる場合は１時間 700 円、ただし、土・日・祝祭日・早朝・夜間に関しましても同一料金でいく

ということで考えてございます。延長料金、兄弟割引、又は交通費等は記載されているとおりでご

ざいますが、実はこの基準、どこからきているかと言いますとＮＰＯ法人お助けネットさんのほう

で現在託児サービスをやってございます。そこの料金設定を基準に考えてみたところでございます。 

なおこの料金設定、全道的に先行している市町村にも比較をしてみましたので、今お話しします

が大体平均値でございます。大体１時間 600 円ないしは 700 円というところが多いようでございま

す。またＮＰＯ法人お助けネットさんのほうに委託をかけて調査したニーズ調査の中にも、料金設

定に関する問いがございますが、大体今の１時間 600 円単位ということが適当という意見が多ござ

いましたので、それを基にしながらこの料金設定はいかなるものかということで考えたわけでござ

います。 

 開設日に関しましては、記載のとおりでございます。 

また、実施主体でございますが、白老町が実施主体で、いまやろうというふうに考えてございま

す。そこで問題となるのが現在ＮＰＯ法人お助けネットさんでやられている託児サービスを、これ

からは町が主体となって、逆にお助けネットさんに委託をかけるという方法を取ろうと今考えてい

るわけでありますので、なぜ民間が先行実施している事業を、白老町が実施主体としてやらなけれ

ばならないのかということで、基本点を 3 点、ここに掲げさせていただきました。 

まず、託児ニーズが非常に高いということでございます。それを受けまして、今お助けネットさ

んが先行実施してやってございますが、事業に対して町が実施主体を持つことによって、事業に対

する信頼性が増すということでございます。安心して子ども預けられるようになるということ。そ

して外出の際の保育の悩みの解消につながるということ。  

２点目が、事業が町民に広く周知され、利用者が更に増加するということにつながること。そし

て、託児事業の安定した継続が約束をされると、保証されるということが大きいのかなというふう

に考えてございます。  

安心、安定、継続した子育て支援、これがキーワードでございます。  

事業形態に関しましては先ほど申し上げましたが、業務委託ということで考えております。 

次のページをお開きいただきたいのですが、それでは、つどいの広場、ファミリーサポートセン

ターをどのようにしていくかということでございますが、まず、両方の事業、実施主体は白老町で

ございます。事業形態は業務委託を考えてございます。委託先には、特定非営利活動法人お助けネ

ットを今考えております。実施場所でございますが、現憩いの家を活用してやってみたいという考

えでございます。また、なぜあそこの家が候補として上がったかの理由といたしましては、これも

今年度ニーズ調査をやったわけでありますが、利用しやすい場所というところで上がってきたのが

鉄南地区。そして病院ですとか公共施設が近い立地条件というのが、非常に多ございました。  

これは、どういう対象から拾った意見かと言いますと、現在乳幼児の子育てをしているお母さん

方からの意見でございます。また、場所の中身につきましては広いスペースなどのニーズがあり、

かつ公共施設を利用することで家賃等の運営費の面からの軽減負担も図られるということで候補
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地として上がってきたのが憩いの家でございました。  

開設日は、週末を含めた週５日間以上の開設、これを考えてございます。基本的には午前 10 時

くらいから午後 4 時くらいまでの時間帯でどうかということの予定でございます。 

また、実施方法ですが、子育て親子の支援にあたって意欲のある子育てアドバイザー２名を常設

したいと。１人はつどいの広場事業、１人はファミリーサポートセンター事業に各々１名配置とい

うことで考えております。 

また、子育てアドバイザーには有資格者が望ましいわけでございますが、有資格者でなくても子

育て支援に関して経験豊なＯＢなんかも利用したりしていけば、もっと更に良いのかなというふう

に考えております。また、子育てに関心のあるアドバイザーの他に、ボランティアスタッフなんか

も活用しながら子育て支援を盛りたてていければというふうに考えております。  

次に、補助金及び交付金でございますが、仮に憩いの家を改装するとして、ハード整備に北海道

で地域政策総合補助金というのがございます。そこの福祉振興・介護保険基盤整備事業を活用する

と、総事業費の２分の１が対象となってございます。これは、ここにも書かれてあります。施設設

備の他に設備整備ということで備品も入ります。それと、運営費に関しましては次世代育成支援対

策交付金を活用しますと、総事業費の２分の１が対象となるということでございます。  

その裏のページでございますが、それを活用しながら予算を、これは試算をしてみました。そう

しますと拠点整備事業に関しまして、憩いの家の改装をできるだけ費用を掛けずに考えたわけでご

ざいますが、整備に 130 万円近いお金が掛かるであろうという試算をしてございます。これには工

事請負費の改装から、備品購入等も入るわけでございますが。運営費でございますが、人件費また

需用費、役務費、光熱水費等々含めまして、年間に 426 万 7,000 円という試算を、今たててござい

ます。合計でいいますと総事業費として 556 万 6,000 円。国費・道費２分の１ずつそれぞれハード

整備、運営費で当てまして一般財源は 278 万 4,000 円。これ初年度かかるということでございます。

次年度からは拠点整備事業補助金がなくなりますので、そうしますと道費にあたっています 64 万

9,000 円分、この分を差し引きますと大体毎年 200 万円ちょっとの一般財源がかかってくるという

ふうに見込まれておる事業でございます。 

以上が次年度から実施しようと計画しているつどいの広場とファミリーサポートセンターの説

明でございます。 

○委員長（及川 保君）  はい、教育委員会のほうからこの少子化対策、国が今まで行ってきた経

過も含めて説明をいただきました。とりあえず今この２つの事業を、平成 19 年度の開設を目指し

て取組もうとしているわけですけれども、詳細な説明が五十嵐主幹の方からありましたので、これ

についてまず、質疑を行っていきたいと思います。はい鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  つどいの広場事業なのですが、対象なのですけれども、０歳から 3 歳とい

う年齢にしたという根拠というか理由といいますか、支援センターは０歳から就学前まで、つどい

の広場は０歳から 3 歳までですが、この根拠というか考え方というのをひとつお願いします。 

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  この根拠でございますが、まず国がこのつどいの広場を実施す
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るに当たって、０歳から 3 歳までという年齢制限がございます。これ交付金の対象になってござい

ます。国のほうへ確認をして、なぜ０歳から 3 歳までなのかということを確認しましたところ、主

にこの事業を計画するにあたったときに、母親が第１子を出産したときに一番子どもに向かい合っ

て、子どもの悩みですとか、子育ての悩みですとか、戸惑いを持つのが、大体０歳から 3 歳までで

あろうということで国のほうは位置付けておりました。３歳以上になりますと、幼稚園のサービス

ですとか、保育サービスですとか、就学にあたっては学校教育のほうのサービス等も出てまいりま

すので、一番戸惑うこの時期にということでございました。  

○委員長（及川 保君） はい鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  分かりました。ファミリーサポートセンターのことなのですが、この考え

方を教えて欲しいのですが。センターの最初の説明を受けて、提供会員と利用会員と両方会員です

ね。会員を集ってサポートセンターが登録受けたりした後にですね、依頼するとか提供するとかと

いうのは会員同士でやるというお話しになりましたよね。そういう説明でなかったでしょうか。ア

ドバイザーにお願いしてアドバイザーがつなげてあげるわけですか。  

 次のページでしたか、実施場所の中で（３）で援助活動は１対１で行うことを原則とする。と書

いてありますのよね。そういうことが最後のほうへ行きましたら、ＮＰＯ法人お助けネットですか、

場所は憩いの家ですか、そういうところというふうになったときに、アドバイザーの拠点になる部

分が憩いの家というふうに考えて良いですね。  

 そして、そこが拠点になってそういう方々をつないであげるというその拠点が憩いの家だと。そ

ういうふうに考えてよろしいのですね。分かりました。 

○委員長（及川 保君） とりあえず五十嵐主幹、今の点について説明いただけますか。  

○子ども課主幹（五十嵐昭広君） 今のご質問に対して説明をいたしたいと思います。  

 アドバイザーがいるのは、ファミリーサポートセンターの拠点となっている場所におります。予

定しているのは憩いの家でございます。そこにはアドバイザイーがいるということでございます。

そこに託児をお願いしたい人から電話がかかってまいります。そうするとその時間帯に空いている

会員さんに電話をかけて「この時間だったら託児をしても良いですよ」という連絡調整をその場所

でやるのですね。そして託児場所は提供会員さんの家で託児をしてもらうというのがこの制度のし

くみでございます。ただ、１対１が原則と書いていますが、兄弟などがいる場合は２人を預かると

いうこともあるかもしれません。原則は１対１でございますが、兄弟等または友だち同士が一緒に

預けたいという場合も、複数になることもあろうかと思いますが、原則的には１対１でございます。 

 なお、憩いの家でございますが、事務所としておきますので、一応原則託児はそこではやらない

ということでございますが、場合によっては、これ場合によってはでございますので、その会員さ

ん同士が自分の家ではなくて、他の場所で預かって欲しいということがあって、何とか憩いの家で

という話があれば、その状況には応じますが、原則的にはそこは預かる場所ではございません。  

○委員長（及川 保君） はい鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  先ほど、つどいの広場も憩いの家を考えているというふうになっています

ので、一応憩いの家がそういう子育ての拠点みたいな方向で考えていきたいということでよろしい
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のですね。 

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  先ほども説明させていただきましたが、基本的に子育て支援センタ

ーが町の中心的な拠点としてあります。それの他にサテライト的といいますか、連携を取りながら

地区の拠点になるところということで、今憩いの家のところでつどいの広場の事業をできないだろ

うかという考え方をしております。  

○委員長（及川 保君） 他ありませんか。はい、加藤委員。  

○委員（加藤正恭君）  何点か聞きたいと思うのですが、この事業は国のほうで決められたと。だ

からそれに基づくことによって補助金が来ると。こういう制度だと思うのだけれども、白老らしさ

というか、ルールはこうなのだけれども、白老地域にあった方法というものも考えられるのか、そ

れが多少国のルールに抵触しても、白老らしさに変えた方策というのは可能なのかどうか。その点

についてはいかがですか。  

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  今考えているのは、現状国が進めている中身ではあります。ある程

度国が考えているつどいの広場の事業につきましても、子育て支援センターなどとちょっと違いま

して、どうしても週末ですとか、祝祭日ですとか、利用が多いのだけれどもなかなかそういうとき

に空いている施設がないというようなところまでも、国としては活用ができるような方法でやりな

さいということですので、その辺も含めまして町としても進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 例えば夜間ですとか、本来であれば共働きの方であれば、夜間そのようなところで相談なり、話

し合いをしたいと言うようなところが、国のほうでもまだ想定がされていない、白老らしさといえ

る部分かなと思うのですが、まだその夜間のところ、その他についてはちょっとうちとしてもまだ

策としてはないかなというところです。以上です。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  何というのかな、この提供会員と依頼会員との間での話し合いで、例えば

私のほうでいいですよといった場合には、こういうふうにしていただきたいといった場合提供会員

のほうが「分かりました。面倒を見ましょう。」というようなお互いに人間関係ができてくれば、

そういうふうにお互いに譲るところは譲ったりすることも考えられると思うのです。それがルール

に抵触するかも知れない。ですけれどもそれはそれなりに、１対１で話し合いで、もちろんアドバ

イザーのお話も伺わなければならないけれど、そういうふうにして臨機応変というか、あまり四角

四面ではなくて、柔軟性を帯びたような方法も講じるべきではないのかなという、感じはするのだ

けれども、そのあたりはいかがなものですか。  

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  つどいの広場の事業についても、ファミリーサポートセンター事業

についても、実施主体としては町ですが、業務委託をする形で委託をかけた活動団体の裁量も含め

て、町がやる以上にもう少し広く、臨機応変に対応ができると。そういうような考え方をして教育
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委員会としても事業が町ではなくて、業務委託をかけて事業として進めていきたいということを考

えておりますので、どれくらいまでのところがそこの許容範囲なのだというのは、今なかなか具体

的に示すのは難しいのですが、その辺のところも含めて業務委託という考え方ではおります。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  それからお昼にかかった場合、昼食代がかかると思うのだけれど、それは

どのように考えているのか。それから、提供会員のところで、例えば間違ってけがをさせたとか、

ちょっとした病気になって「お腹が痛い」とか。そういうことも子どもの場合予想されるのですよ。

そういう場合には、どういう対応をされるのか。この中には載っていないものだから、そのあたり

どういう対応をする予定ですか。  

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  事故に関しましては、ファミリーサポートセンター事業に関す

る保険があります。女性労働協会という団体がやっている保険でございますので、これほとんどこ

の事業をやっている市町村は入ってございます。そこで事故対応はされるようになります。 

それと、必要なものでござますが、例えばオシメですとかミルクですとか、先ほど出ました昼食

ですとかというのはございますが、それは基本的には依頼会員さんが持たせるということが原則に

なろうかと思います。  

○委員長（及川 保君） 加藤委員よろしいですか。  

○委員（加藤正恭君）  はい、わかりました。  

○委員長（及川 保君） 他ございませんか。はい、土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君）  ファミリーサポートセンター事業を含めてなんですけれども、この事業

を利用する親子同士の交流ということで出ていますね。両方ですね。  

 親子同士の交流というのが両方通じる部分があると思うのですけれども、例えば、ファミリーサ

ポートセンターのほうで、例えば、会員同士が育児に関する相互援助ということで託児を行うとな

ると、これはＮＰＯのほうでやられるのでしょうけれども、それに伴うボランティアというのは登

録する必要性というのが出てくると思うのですね。それは、年齢的な部分というのにある程度制限

されるのではないかと思うのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。  

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  ファミリーサポートセンターの今のご質問に関しましては、提

供会員さんの部分だというふうに思います。提供会員さんいわゆる託児をする方々なのですけれど

も、会員に登録されるに関しては年齢制限、基本的には何歳から何歳という年齢制限は今のところ

考えてございません。おおむね協力できるという人を会員登録するということを考えてございます

が、ただし、会員になった方々、現在ＮＰＯ法人さんで実施しているところも同じなのですけれど

も、必ず講習会を受けていただくということを考えております。保育に関する簡単な講習会を何度

か研修を深めていただくということを、会員登録になった後に考えてございます。以上です。  

○委員長（及川 保君） 他ありませんか。はい鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  憩いの家の指定管理者制度というか、その利用した、そういうものを考え
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られるというか、同じようなことだと思うのですが、そういうところも考えておられますか。  

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） 憩いの家自体は、今行政財産ですのでそのまま使用の用途を変えて、

今の高齢者使用を子育て支援の施設として、指定管理者制度を活用して運営をしていくという考え

方もしてはおりました。ただ、今こちらのほうで考えているのは事業をするのも一つなのですが、

今実際に活動を、業務委託を進めていくＮＰＯ法人さん自身にも、やはりこういう事業をすること

で、よりもっと基盤を整備して脚力をつけていただきたいということを考えております。そのため

にはもう少し自主的な活動ですとか運営というのがより必要になってくるのではないかなという

ふうに考えております。公共施設のままで子育て支援の拠点ということになりますと、どうしても

使用目的に制限がありまして、委託をかけた団体さんが自主的に活動するというふうになりますと、

枠がなかなかはまりきらないというところもあるものですから、できれば今のところは指定管理者

制度ではなくて、今の憩いの家を行政財産から普通財産に変える形で、何らかの負担をいただいて

無償で貸与という形で活用ができるのではないかなということで考えております。   

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  これからの問題だと思うのですが、つどいの広場にしてもファミリーサポ

ートセンターにしても時間がありますよね。事業が終わった時間というのをもっと有効に活用でき

る何か、子育てに関するいろんなことってあるような気がするのですよ。そういうものも組んだ中

で有効に使うというふうに考えれば、やっぱりそういう指定管理者制度をうまく利用して、そうい

うことをやれる、そういう団体に指定管理者になっていただいて、4 時から以降だとか、夜間だと

か。そういうものうまく事業として展開できるような、そういう場所になればもっともっと有効に

使えるのではないかという気がするので、そこら辺もこれからのことだと思いますけれども考えて

いったらいいかなと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  現在も、あそこの憩いの家を高齢者の活動団体が何団体か利用して

いただいております。いまは高齢者の施設ですので、それは利用が可能なのですが、これが子育て

支援の施設というふうになりますと、目的外使用という形になる部分もあるものですから、それも

含めて指定管理者制度ではなくて、今のようなこちらの考え方で、逆に今利用いただいている団体

にも、これからも何かで空いている時間等を活用していただけるような、そういうようなことも含

めまして、今教育委員会としては先ほど説明したような考え方で進めたいと思っております。  

○委員長（及川 保君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君）  ファミリーサポートセンターのほうの組織の関係で、利用会員ってあるわ

けですけれども、この利用会員は誰でも良いのか。しばりや決まりがあるのかということも１点聞

きたいですけれども。  

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  利用会員に関しましては、基本的には白老町に在住するという

子育て中の、就学時前の子どもを持った保護者ということを基本に考えてございます。あと、これ
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はこれから詰めていかなければならないのですが、例えば白老町に勤務先があって、いわゆる他の

町から、務めている人が白老にきていると。その時に突発的なことがあって子どもを預かって欲し

いという場面にも対応するようにしたほうが良いのかどうか、この辺も今検討模索中でございます

が、基本的には白老町に住所を有する就学時前の親ということを考えてございます。  

○委員長（及川 保君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君）  それで私、実は１時間託児が 600 円かかるわけですよね。10 時間とか何

時間とかなると結構な金額になるわけで、例えば報酬にやり取りというのは事前にやるのか、終わ

ってやるのか。今給食費であるとか、保育料とか、払わない人がたくさんいますからね。そういう

ことのためにどのような決まりというのをするのかと思いまして。 

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  基本的に料金の受け渡しは、利用会員さんと提供会員さんの相

互でやられます。終わった後、託児が終了した後に金銭の授受があるということなのですが、そこ

で「払った。払わない。」のトラブルですとか、そういうトラブル等につきましては、これからも

考えていかなきゃならないことだろうと思いますので、これは今後の課題として我々も十分検討し

ていきたいと。また、既存のＮＰＯ法人さんがこの事業を実施しておりますので、その辺もいかに

してクリアしてきたか、またもっとそういった知識ももっておろうかと思いますので、その辺も十

分聞きながら今後進めていきたいと、このように考えてございます。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  先ほど近藤委員からの質問の答えで、白老町に在住というのが原則だと。

しかし、保育所でもやっているのだけれども、自治体と自治体の連携を取って、白老のお母さんが

苫小牧に働きに行く。その時に子どもさんを苫小牧の保育所に預ける。苫小牧と白老常に結んでい

ないのですね、現在は。登別とは結んでいるようだけれど、結んでいないのですよ。ですから、苫

小牧の人が白老に来る場合は、逆に苫小牧に住んでいるのだけれど、白老町で預かるという方法を

講じれば、近藤さんのような問題は解決すると思うのだけれど、そのあたり保育所でも進んでいな

いのですか、まだ。前に私聞いたことがあるのだけれども。  

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  昨年でしたか。加藤委員さんからご質問があって、その後苫小牧市

さんとお話し合いをさせていただきました。苫小牧市さんの方はなかなか定員が満杯で、待機児童

がいるものですから、その辺では受け入れというのはすぐに「分かりましたよ」。というふうには

ならないのですが、18 年度につきましては、一応お互いに確認という形で必要があれば、苫小牧市

さんとしても協力をさせていただくということで、そこについては確認をさせていただいておりま

す。ですので、以前よりは１歩進んだという形にはなっているかと思いますが。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  それで、苫小牧の方が白老に、どこか働きに来られて、白老のどこかの保

育所に預かってもらうと。そういうことはやっているのですね。ところがうちのほうが苫小牧へ行

った場合、それができないと。向こうは窮屈だから仕方がないのでしょうけれど、そういう面があ
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ると。早くそういうふうにお互いに壁を解いて、早くそういう受け入れ態勢にすれば、この０歳か

ら３歳の問題についても、そういうものが一緒にできるのではないのかなと。実質的に苫小牧も昨

年から平日すでにやっていますね。ですから白老は 19 年度からだとすれば、お互いにそういうふ

うに連携を取ってもらうように努力していただきたいと思います。 

 それから、この対策は結局出生率が下げ止まりでなかなかとまらないということで、国が何か対

策をしなければならないと。そのひとつとしてこういう対策をしているのですけれども、これで果

たして出生率が止まるのかどうか、国でいろんなことをやっても僕は 1.39。まだそれ以上下がるよ

うな気がしてならないのですけれどね。しかも、ソフトの面の補助率、それからハードの面も２分

の１でしょ。２分の１国で出して、あとの２分の１は自治体でやりなさいよと。少なくとも 75％く

らい、４分の３くらい出すような姿勢にならなければ、これだってできたってすぐに取り掛かれな

いというのは、お互いの財政の事情も、どこかの自治体でもいっぱいあると思うので、やりたくて

もやれない場合もある。ところがそこが国の出生率の全体のレベルダウンになっちゃうものだから、

何とかこの２分の１だなんて言わないで 80％～90％くらいの力を入れるべきだと僕は思うのだけ

れども、教育長はその当たりどのようにお考えになられますか。  

○委員長（及川 保君） はい、山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  私も国挙げての少子化対策子育て支援でございますので、望むところは

加藤委員さんと同じでございますけれども、このことについては２分の１ということで、これが３

分の２くらいの補助率に上げていただければ、まだまだ各市町村とも、この事業を手がけるという

ことになろうかと思います。しかし、国の方の財政面もあろうかと思いますけれども、今のところ

２分の１ということでハード、ソフト含めていただいておりますので、この辺も私がたがどうこう

できませんけれども、国の補助金、交付金等々含めていろんな機会に、町長等ともそのような要請、

そういうものがこればかりではなくて全般的にしていかなくてはならないという状況かなという

ふうには認識してございますけれども、当面というよりも 19 年度については国で示されておりま

すこの２分の１を持って予定をしたいという考えでございます。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  教育長の考え方、国のやっていることだから仕方がないというのは分かる

の。分かるけれど、やっぱり出生率が下がるというのは国家的な問題なのです。その割には作った

は良いけれども、半分だけは負担して半分は地方自治体へ押し付けるといような姿勢では、なかな

か出生率というのは上がりっこないと僕は思うのですね。ですからありとあらゆる機会をとらえて、

少しずつでも上げるような方法を講じる。それでなかったら国の政策疑いたくなっちゃうね。ここ

では、ワンワンワンワン言ったって仕様ないことなのだけれども、やっぱりそういうふうな運動を

全道的にも、全国的にも広げていってもらいたいなと要望だけしておきます。 

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  特に子育て支援センターとつどいの広場事業につきましては、17

年・18 年度の実績というのを国も大きく評価をしているようで、この比較表の中では、子育て支援

センターとつどいの広場、平成 21 年度までにあわせて６千カ所の設置ということで計画を立てて
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いたのですが、10 月 23 日に道からの説明がありまして、それでは 19 年度のうちに６千カ所の設

置を目指していくと。21 年度までには１万カ所の設置を目指すというふうに、評価をした分件数を

増やしていくという説明がありましたので、実際に設置をしてその評価というのは高いということ

だけは確かであるというふうに思いますので努めさせていただきたいと思います。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ただ何ヶ所もやれやれと言ったって、金は出さないで地方自治体に作れと。

そしてさも６千カ所作りましたよといったって、実質的な対策にはなっていないのですよ。だって

半分自治体が持たなくてはならないのだったら、大変なものだもの。だから、建物は国で全面的に

６千カ所やりましょうと。あとのランニングコストは、これは２分の１でも仕方がないけれども、

そのあたりは自治体でやれくらいの、そういう姿勢であれば、相当力入れているなと言う姿勢に私

は映るのだけれど、何でもかんでも法律だけ作って、半分は地方自治体で持てたって、今地方がそ

ういう財政でないことは国だって良く知っているわけですからね。ですからそのあたり、何回も言

うようですが機会があるたびに運動していただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、山本副委員長。  

○副委員長（山本浩平君）  地域子育て支援センターを、今は萩小跡にあるということですね。そ

れで、今後は利用者の多いことが想定される白老地区も検討したいというお話しだったと思うので

すけれども、現在の実態ですね、どのくらいの利用者数があるのかということを聞きしたいのが１

点と、これから始められるつどいの広場とファミリーサポートセンターの利用想定者数についてお

伺いしたいと思います。大体このくらいが利用されるのではないかと。  

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  まず先に、子育て支援センターのほうの利用者数なのですが別紙の

資料で、ひだまりしおりという資料があるかと思います。これのページをめくっていただいて、６

番目のひだまり利用者数、ここの子育て支援の実施回数、16 年度、17 年度載っております。  

 16 年度については平均として 13.2 人でしたが、17 年度は増えまして 18.1 人と。これは平均で

すので、その時によりましては 25 組ですとか、すごく人数が多い時。今日は子ども達の体調が悪

い子が多くてというので 10 組くらいとかという平均ですが、大体年間を通してこれくらいの利用

があるという。それは実績としておさえております。  

 この次、つどいの広場事業を開設するにあたって、どれくらいの利用を見込んでいるのだという

ことなのですが、今のところ利用したいという方が多いというのは、アンケート調査等も含めて、

こちらとしても把握はしているのですが、大体１０組程度の利用を想定していきたいと。  

その日によりまして人数の増減、それから時間帯が子ども発達支援センターに比べますと午前、

午後開いていますので長いものですから、それを考えますと１日大体 10 組くらいの親子が集える、

広さ的にもそれくらいで活動するにはいいのかなと。土、日、祝祭日等の開設ということがあるも

のですから、このところについては平日よりも利用が多く見込めるのではないかと考えております。 

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君） ファミリーサポートセンターの利用の想定人数でございますが、
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こちらにＮＰＯ法人お助けネットさんのほうに委託調査を取りましたアンケート調査の報告書の

中に、現在の託児活動の状況というのを黄色の用紙で挟んでおるかと思いますが、これをご覧くだ

さい。 

 現在個人託児年度別件数というのございます。平成 16 年度、17 年度と数値が上がってきている

のがご覧いただけるかと思います。平成 16 年度 237 件に対しまして、平成 17 年度 481 件でござ

います。平成 18 年度は４月から９月までおおむね６ヶ月間で 238 件ですので、昨年度の実績は越

えるというふうに予想されますので、今後も町が実施主体となることによって、広く町民に周知さ

れることによって、この件数は更に増えるのではないかというふうに予想されるわけでございます。

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） はい、山本副委員長。  

○副委員長（山本浩平君）  もう１点他のことを質問させていただきたいのですけれども、憩いの

家を行政財産から普通財産へ変更するということですけれども、単純な質問なのですが、当初のハ

ード整備やランニングコストはこういう形でやりますよというのは分かるのですけれども、今後当

然、建物ですから老朽化しますよね。それの整備に関しては町でサポートするのか、それともＮＰ

Ｏ法人のほうでやっていただくのかどちらなのかな。おそらく町のほうでと思うのですけれども、

この財産を行政財産から普通財産に変更することにおいて、その辺について何も問題がないのかど

うなのかということをお尋ねしたいと思いますが。  

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  憩いの家自体が昭和 52 年に建設をされておりますので、30 年近く

経つ施設になります。当然老朽化はしておりますが、日ごろからの手入れが行き届いていることも

ありまして、雨漏り等もなく今のところは利用ができている状況にありますので、長い期間といい

ますか、長期にわたってここをずっと活用できるかというところでは、こちらのほうとしても検討

しなければならないところであろうというふうに思っています。  

 当初、ここでという考え方をしたときには、５年くらいを目途にして、ここで開設ができないだ

ろうかということを考えております。ですので、５年経ってある程度建物等の老朽化が激しくなっ

てきたときには新たにどこかの適当な場所と言いますか、適切な開設場所というものを検討してい

かなければならないというのが、町としても課題として持たなければならないと思っています。  

 一応、憩いの家は補助を入れて建ててはおりますが、それにつきましては担当のほうで確認をし

ていただいている中では、これはもう補助が終わっておりますので、目的外といいますか、今まで

高齢者の施設だったのを子育て支援の施設に使うということについては、一切問題はないというこ

とはお答えとしていただいております。  

○委員長（及川 保君）  私のほうから１点、よろしいですか。国が法で定めてこういうものを支

援していこうということなのでしょうけれども、それに今まで実績のあるＮＰＯ法人お助けネット

さんの力が今まであったものに対して、町も逆に支援しようということなのですよね。実績なんか

も分かりました。これやっぱり広く、この白老町全体に広まれるように、町もきちんと介入して町

民一人一人が素晴らしい事業をやろうとしているわけですけれども、もともとやっていた事業にた
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いして町が支援するということなのですけれども、やっぱり全体が知る状態にならないとまずいと

思うのですね。せっかく力を入れてやろうとしているわけですから、その辺の基本的な考え方を聞

きたいと思います。渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  今回のこのつどいの広場事業を開設するにあたっても、萩野に１カ

所拠点となるものがあるものですから、その他にということになりますので、そこの位置付け等も

含めてどういうふうに考えるのだというところから検討はさせていただきました。  

 考え方としましては、例え萩野にあったとしても、白老にあるから白老の人たちだけが利用でき

るというのではなくて、当然全町的にどこからも利用していただける場所にならなければならない

というふうに考えております。そういうことを考えますと、町としてもＰＲ等も含めて積極的に活

用について、また萩野にあります発達支援センターとの連携も取りまして、何かの時にはお互いに

連絡が取れたり、協力体制が取れるという形で全町の子ども達をここの場所をみれると。そういう

意識を持って進めていきたいというふうに考えております。  

 今お話ありましたが、実績を持っているＮＰＯ法人お助けネットさんではありますが、当然もっ

ともっと、団体としても力をつけていきたいという思いを皆さんお持ちで、意欲を持っていらっし

ゃいますので、そういうようなところも協力をいただいて、積極的に進められればというふうに思

っております。 

○委員長（及川 保君） 他ありませんか。暫時休憩します。再開は１１時半。  

 

休  憩 （午前１１時２３分）  

 

再  開 （午前１１時３２分）  

 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、委員会を再開します。  

 それでは、全体の説明をいただけますか。はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  それでは次に、国の方で、先ほど子育て応援プランというかたちで

考えて計画を作ってきていますので、そこのところの具体的な中身と、それから白老町が今その中

で進めている事業、それと子育て支援ということで新たに認定子ども園制度ですとか、放課後子ど

もプラン、そういうような事業が国のほうから出されてきておりますので、その辺の概要について

少し説明をさせていただきたいと思います。  

 では、国のほうの全体的な事業については五十嵐主幹のほうから説明をします。  

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  お手元の少子化対策（子育て育成支援対策）の経緯という冊子

があると思うのですが、よろしいでしょうか。  

 最初のページについては先ほど説明したとおりなので割愛させていただきます。  

 対のページを開きくださいませ。そのフロー図の小子化対策の経緯及び施策についてという年度

で追ってあるところ、詳しく載せた部分でございます。簡単に目で追っていっていただきたいと思
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うのですが。 

平成 ２年 ６月 「1.57 ショック」（平成元年の合計特殊出生率が昭和 41 年（丙午）の 1.58 を

下回る） 

   ６年１２月 エンゼルプランの策定 

  １１年１２月 新エンゼルプランの策定  

  １５年 ７月 次世代育成支援対策推進法及び児童福祉法改正法（地域子育て支援事業の法定

化など） 

  １６年１２月 子ども・子育て応援プランの策定（平成 17～21 年度） 

 現在に至っているというのが、先ほど説明したとおりでございます。  

 北海道はどうなっているのだという話をさせていただきますが、ちなみに全国では 2005 年度の

調査では、一番新しい数値で 1.25 人です。北海道は 1.13 人でございます。これ全国から数えて、

下から 3 番目でございました。白老町は、最近の調査結果出ていないのですが、2000 年に遡って

しまうのですが、その時に 1.4 人でございます。 

 その時に、2005 年の推計数値などもあったのですが、大体横並びで行くであろうというような予

測でございました。これが一番新しい数値でございます。  

 その、国の少子化の流れを受けまして、実はエンゼルプランと新エンゼルプランというのがたて

られました。ここに書いてあるとおりでございますが、主に保育関係事業を中心にした具体的な数

値目標を掲げて計画的に整備が進められてきたというのが主な内容でございます。  

 ただ、これによって少子化の流れが食い止められなかった原因の一つとして、国が挙げているの

が３つございます。 

 １つ目が、働き方の見直しが進んでいなかったという点でございます。具体的に申し上げますと、

子育て期にある 30 代の男性の４人に１人が週 60 時間以上就労しているという調査結果が出ており

ます。長時間労働、職場優先の傾向が非常に強かったようである。それで、育児にかかわる時間を

十分持つことができないので、職場のあり方ですとか、育児休暇の取り方、これを考えていこうと

いうことがあげられています。 

２つ目、子育て支援サービスが十分行き届かなかった。 

３つ目が、若者が社会的に自立することが、ニートですとかフリーターの問題もございます。十

分自立することが難しい状況であると。この３点を主に国が挙げておりまして、次のページにござ

いますが、急速な少子化の進行を踏まえて次代の社会を担う子ども達が健やかに生まれ、育成され

る環境を整備するために法律を作ったわけでございます。平成 15 年７月に成立をみたわけでござ

います。 

 このようにして法律化して、実はここのフロー図にございますが、地方公共団体の行動計画の策

定が義務付けられたことでございます。特徴のひとつとして全国が行動計画を作らなければならな

いということになりました。また、都道府県もそうでございます。それに基づいて白老町も次世代

育成支援行動計画を策定したという運びになってございます。  

 なお、この特徴のひとつに右側にございますが、事業主にもこの子育て支援に関する行動計画を
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作るということを義務付けたということなのですね、これが大きな点でございました。  

 大企業で言いますと、301 人以上の従業員がいる企業には義務付けとなっております。あと、中

小企業、それ以下の従業員のところには努力義務が課せられたというのが大きな、今までの少子化

対策にはなかった部分ではなかろうかなというふうに思います。  

 その詳しい内容が次の次世代育成支援対策推進法の中身がそこに書いてあるとおりでございま

すので、これは割愛させていただきたいというふうに考えております。  

 次のページをお開きください。実は法律ができて、その後国は少子化の流れを変えるための取り

組みを強力に推進するための、基本施策としての枠組みを作ったわけでございます。法律に基づい

た枠組みを少子化社会対策大綱ということで、平成 16 年６月４日にこの枠組みを作ってございま

す。この枠組みの大きな特徴のひとつとして、４つの重点課題があげられてございます。  

 この図の右側の中央部、４つの重点課題がございます。そしてこの４つの重点課題を解決するた

めの取り組みを 28 項目あげているというのが、この少子化対策大綱の大きな特徴でございます。 

 それで一つ一つ、右側のページから説明していきますが、４つの重点課題と 28 の行動計画を作

ったわけでございますが、まず１番大きな課題の一つとして、若者の自立とたくましい子どもの育

ちという大きな課題がございます。これに関しては、ここに記載のとおり４つの行動をしていくと

いうことが記載されていますが、主に多くの若者に早い段階から社会との関わりを実感できる機会

を提供しなければならないということ。また、子どもが自然や家庭・家族以外の人と触れ合うため

の様々な出会いや体験活動の機会を提供しようとするものが主なものでございます。  

 ２つ目の仕事と家庭の両立支援と働き方の見直しという課題に対しましては、ここに 6 つの行動

が記載されておりますが、簡潔に言いますと、ここでは男女がともに仕事時間と生活時間のバラン

スが取れる働き方を見直していかなければならないということがうたわれてございます。具体的に

は育児休暇を取得しやすい環境作りですとか、子育て期間中の勤務時間の短縮、また男性が育児休

業を取得できるための啓発・啓蒙。この部分に力を入れていこうというものが大きな枠組でござい

ます。 

 次のページをお開きください。  

 少子化対策の 3 つ目の大きな課題として生命の大切さ、家庭の役割についての理解という大きな

課題がございます。 

 ここでは 3 つの大きな行動目標が掲げられました。主に中高生が乳幼児とふれあう機会を広げよ

うと。命の大切さをここで子どもを育む喜びを少しでも早い時期から理解させようというのが大き

な目標でございますし、また、それを家庭ですとか、学校ですとか、地域で子どもを生み、そして

育てることの喜びをそれぞれの役割に応じて、理解を深めさせようというのがこの大きな目的でご

ざいました。 

 最後になりますが、4 番目の子育ての新たな支えあいと連帯という大きな課題に対しまして、15

の行動計画が示されてございます。ここの枠組みは一番ボリュームが大きいところでございますし、

また我々町村に取りましては、福祉教育部局が担って仕事をしている部分もこの部分でございます。 

簡単にここをまとめますと、子育て支援施策の効率的な実施ですとか、身近な地域でのきめ細やか
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な子育て支援の取り組みがうたわれました。  

 また、最近話題になっております児童虐待。特に支援を必要とする子どもとその家庭に対する支

援を考えていく。そして、妊婦・出産・子どもの育ちにかかわる保健医療体制の整備、これが望ま

れるということで 15 の行動目標が作られたと、これが何とか少子化の流れを少しでも緩和させよ

うという国の大きな枠組みでございます。 

 それを基にして、今度は国が計画を実際に立てました。それが子ども子育て応援プランというプ

ランなわけでございます。これが平成 17 年から平成 21 年までの計画でございます。これと各都道

府県と市町村が作った次世代育成支援行動計画がリンクされてございます。  

 ですから、国が作った計画に基づいて市町村の計画も連動できるように、先ほどの調査の中でご

指摘もございましたが、国は花火を打ち上げるだけではなくて、財源的な措置もしていきますよと。

その財源的な措置は２分の１がいいかどうかは、また問題があろうかと思いますが、一緒に市町村

とスクラムを組んでやっていきますよというのがこの計画でございます。  

 簡単に説明させていただきますが、過去のエンゼルプランと新エンゼルプランの違いが何かとい

いましたら、保育関係事業を中心にして目標設定がかつてはされていたのですが、これからの計画

は若者の自立ですとか働き方の見直しを含めた幅広い分野での具体的な目標が設定されたという

のが、この目標大きな点でございます。  

 子育て支援ですから、福祉部局ですとか教育部局や教育行政がやるものだけではないということ

なのですね。産業・経済いろんな各分野が連携しながらやっていかないと、子育て支援成り立って

いかないというのが国の考え方でございます。そのとりまとめは厚生労働省がやりますと。他の省

庁も連携してやってくださいよというのが、この子育て応援プランの特徴でございます。  

 それでは簡潔に、4 つの重点課題と具体的などんな施策、行動がたてられたかというのを説明さ

せていただきますが、まず、１つ目。若者の自立とたくましい子どもの育ちという課題が、先ほど

ありましたがそれに対して、こんなような事業が掲げられました。 

 職場体験等を通じた、小・中・高等学校におけるキャリア教育の推進。白老町で今盛んにやって

ございますが、早い段階から職場訪問ですとか、職業体験をしながら、これも目標値としてはニー

トですとか、フリーターを何とか少なくさせたいというのが主な目的でございます。  

 今よく言われている、若者のためのワンストップサービスセンター（ジョブカフェ）という言葉

聞いたことがございますでしょうか。北海道では札幌市にございますが、34 歳以下で正規の職業に

ついていない若者・フリーターなどを、普通はハローワークという職業斡旋の施設がございますが、

それとは別に 34 歳以下のまだ就職していない若者たちを対象にした、無料で職業体験ですとか、

また職業を斡旋したり、職業をするための訓練をさせているというそういったような事業なんかも

しておるところでございます。 

 それをもって、矢印の下の部分、若年の失業者の増加傾向を展開しようというのが、国の大きな

枠組みでございます。フリーター約 200 万人、若年失業者・無業者約 100 万人の低下を目指すと。

その数値を何とか食い止めたいというのが国の大きな目標になってございます。  

 若者がいないと活力ある社会が作れないというところをまず第１番目に考えたわけでございま
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す。また社会保障制度、それを担っている生産年齢人口の増加を望まない限り、負担増ばかり増え

てなかなか活力ある社会ができないということをうたっているところだというふうに思っていま

す。 

 次のページをご覧いただきたいのですが、２つ目の重点課題としてあげた仕事と家庭の両立支援

と働き方の見直しという課題に対して、国は平成 21 年度までに５カ年間でここに記載されたよう

な事業、これはもっとたくさん事業があるのですが、ここは簡単にまとめられたものであります。

その主なものは、「育児休業制度の周知・定着」でございます。これが大きいのかなと思います。

あと、「男性の子育て参加促進に向けた企業における取組の推進」、「長時間にわたる時間外労働の

是正」と、これに関しましては企業にも協力していただくと、一緒にやっていきましょうというこ

とが主な内容でございます。 

 ５年後の目標としましては、具体的に言いますと育児休業制度を就業規則に規定している企業の

割合を 100％にしたいのだという目標などが掲げられているころであります。また、長時間にわた

る時間外労働を行っている者を１割以上減少させたいと。先ほど冒頭申し上げましたが、週 60 時

間以上就業している 30 代の子育て中の親が、週 60 時間以上就業しているといのを何とか食い止め

たいというのもこの目標に掲げられているところでございます。  

 また、目指すべき 10 年後を展望して、国は希望する者がすべて安心して育児休業を取得できる

という。また、男性も家庭でしっかりと子どもに向き合う時間がもてると。このような社会を目指

しているというのが見て取れるかと思います。  

 ３点目の、生命の大切さ、家庭の役割についての理解という課題に対しまして、国は中高生が乳

幼児と触れ合う機会を提供しようということを主な話題として上げています。また、子育て理解教

育を中学校、高等教育においても推進していこうということもうたっているわけであります。  

 実は白老町も、子育て支援教育には今年度から着手しておりまして、中学生、高校生を早い時期

から乳幼児と触れ合う体験をさせるという、そういった事業も展開してございます。そして、10 年

後は高校生が、中学生がまた乳幼児とふれ合う機会が様々な場面でもてるようになると。それと子

どもはかわいい。子育てしながら自分も成長できるというイメージを早い段階から持たせたいとい

うのが国の目的、目標でございます。  

 最後になりますが、大きな４つ目の課題であります。子育ての新たな支えあいと連帯という課題

に対しまして、国は今後５年間の中で具体的な数値目標を掲げております。まず、地域の子育て支

援の拠点作り。これは５年後の目標値先ほど説明しましたが、子育て支援センターとつどいの広場

合わせて全国で６千カ所。今は修正して１万ヶ所という話も出ておりますが、ここにもきちんとう

たわれているとことであります。  

 また、白老町と特に関係する部分では、放課後児童クラブの推進、これなども増設をしようとい

うふうに国も言ってございます。また、家庭教育に関する学習機会や情報提供、それと児童虐待防

止ネットワークの設置など、国はありとあらゆる事業を展開していこうと考えてございます。  

 また、５年後までに全市町村でそういった事業ができるようにということで目標設定されており

ます。白老町もそれに倣いまして、これらの事業に着手しているところでございます。10 年後、国
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が望む目指すべき社会の姿というのが書いてあるのですが、来年度から実施をしようと今計画をし

ている子育て支援の拠点でございますが、全国どこでも歩いていける場所で、気兼ねなく親子が集

まって相談ですとか交流できる場所を、少なくても全中学校区に１つくらい作りたいという大きな

目標がございます。 

また、それによって孤独な子育てをなくしていきたいということ。それと家庭教育に関する親の

不安や負担感が軽減されるような社会を作る。そして児童虐待等で子どもが命を落とすことのない

社会を作っていきたいと。そのようなことが掲げられてこの計画が作られたわけでございます。  

 最後になりますが、検討課題としてあげられている部分で、先ほどの質問の中にもござましたが、

社会給付に関しまして大きな比重を占めているのが、高齢者関係給付でございます。この高齢者関

係給付を支えるのは若い世代でございますが、その若い世代の負担増を抑えると。社会保障の枠に

とらわれることのない次世代育成支援の推進を図ろうという計画が国の大きな目標でございます。 

 参考までに申し上げますと、社会保障給付費なのですが、高齢関係給付費に全体の 70.4％給付が

なされております。その中で、児童家庭関係の給付割合は、3.75％なのです。この割合を少しでも

シフトをかけて児童福祉に少しでも給付割合を増やしていこうという枠組みを、なんとか国は考え

ているというところでございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 続けていきましょう。はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  ただ今国の流れ、それから町での実施状況も含めまして説明をさせ

ていただきました。このあとにつきましては、具体的に白老町が進めているもの。家庭教育子育て

支援推進計画。これに基づきまして白老町が今実際に子育て支援という視点から進めている事業か

らこれから取組みたいと考えているもの等について、簡単に説明をさせていただきます。  

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  ご説明いたしますが、実は白老町次世代育成支援行動計画とい

うこの計画、先ほどらい説明をしておりますが、白老町子育て支援はこの計画が基本になってござ

います。これは国の子育て応援プランとリンクされた計画でござますし、また各市町村が必ず作っ

ているものでございます。この中から子ども課としてやっている事業がこれなのです。ここから抜

き出したものがこれと考えてください。  

 こちら、他の課も全部入ってございます。いろんな課が入って作られた計画で、この子ども課が

所管するものを抜き出したのがこれというふうにお考えいただきたいと思います。それで、子ども

課が子育て支援の分野で、どのような事業をやってきているのかということを簡単でございますが、

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。  

 5 ページ目、お開きいただきたいというふうに考えてございます。子ども課といたしましては、

家庭の教育力の向上を目指しまして、基本目標を 4 つ掲げてございます。  

 １．家庭教育に関する学習の機会の拡充 

（１） 多様な学習機会の充実  

（２） 明日の親となるための学習の充実（次代の親作り、中高生の子育て理解教育も含まれる） 

（３） 家庭教育参加を考える学習機会の拡充  
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 ２．家庭教育支援・相談体制の整備  

（１） 人材、組織の育成 

（２） 相談・情報の提供 

 ３．家庭教育支援ネットワークの形成  

（１） 家庭教育支援調整機能の拡充 

（２） 行政と民間の連携体制の強化 

 ４．家庭教育・子育て支援施策の体系化 

（１） 子ども発達段階に応じた過程教育・子育て支援施策の体系化  

 実は、子ども子育て支援に関しましては、関係各課いろんな各課が、いろんな子育て支援サービ

スをやってございます。それらをひとつに体系化しまとめて効率的なサービスを有効に活用してい

こうというのが主な目的でございます。  

 その具体的なものが 6 ページから 11 ページまで掲げられているものでございますが、個々の計

画については割愛させていただきまして、12 ページと 13 ページで紹介したいというふうに思いま

す。 

 実は、子ども課の計画は平成 17 年度から 19 年度までの３カ年計画ということを考えております。

そこで先ほど説明をしたとおりの内容の中で、いろんな基本目標の中で具体的な計画がここに掲げ

られていますので、顕著なものをかいつまんで説明させていただきます。  

 基本目標１．家庭教育に関する学習機会の拡充でございますが、どんな学習機会をこれまで子ど

も課が提供してきたのかというところでございます。  

 例えば、乳幼児子育て講座、これは健康福祉課とタイアップしまして、乳児検診等で来ているお

母さん方を対象にした子育て相談に応じるという事業でございます。  

 また、体験入学を利用した子育て講座に関しましては、小学校の体験入学に来るお母さん方を対

象にすると。ですから、大きな目標の中に、今まではこういう講座があるから集まってくださいと

いう考え方でした。でもそれでは、本当に必要としている親にサービスが行き届かないのですね。

俗に今よく言われているアウトリーチという考え方があるのですが、外から手を差し伸べるという、

これ福祉施策でよく使う言葉なのですけれども、これからはこちらから出向いていって、必要とし

ている親や、子育て支援サービスを必要としている世帯に対してこちらから出向いて行ってサービ

スを提供するという流れで計画を立てたものでございます。  

 思春期の子育て講座や、中学校新入生説明会と連携しながら、我々が出向いていって子育て支援

を提供しているというのが流れでございます。  

 また、親となるための学習の機会の充実では、これは中学校と連携しながら、子育て理解の講座

を深めているところでございます。  

 また、家庭教育を考える学習の機会の拡充も、発達の段階に応じたいろいろな学習の機会の提供

を、これまでしてまいりました。  

 また、子育てしているお母さん方に対するリフレッシュ教室なんかもやって、好評をいただいて

いるところでございます。 
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 また、基本目標２．家庭教育支援・相談体制の整備で、ありとあらゆる相談体制、そして効率的

な情報提供になるようにいろいろな計画を立てて、今まで実施してきたところでございます。  

 また、基本目標３．家庭教育支援ネットワークの形成ということで、子ども課ができたことによ

りまして、いろんな関係課との連携がスムーズに行っていると。まだやり始めたばかりなので、効

果が出るのはこれからだと思いますが、少しでもスムーズに連携できるようなネットワークの構築

を進めてまいりました。特に我々が力を入れているのは、児童虐待問題対応でございます。昨年度

要保護児童対策地域協議会を設立いたしまして、虐待の相談窓口を１本化いたしました。子ども課

が虐待の窓口、相談の窓口になりまして、個々の相談ニーズに対応していくわけなのですが、子ど

も課だけでは十分に複雑な相談に答えることはできません。当然、専門的な知識を持った保健師さ

んですとか、または保育士ですとか。もっと言えば学校の教員ですとかと連携を取りながらそれぞ

れのケースに応じて、いろんな関係方面と協力しながら事業を進めているのがこの事業でございま

す。 

 また、ＮＰＯ法人との連携もとりながら、官民挙げて子育て支援サービスを行っているのもこの

事業のひとつでございます。 

 基本目標４は、それを基にいろんな関係各課で行われている事業を体系化して、より有効に事業

展開しようとするのがこの基本目標４．家庭教育・子育て支援施策の体系化でございます。 

 10 ページと 11 ページご覧いただきたいのですが、白老町で今やられている子育て支援施策が、

ここにずらっと掲げられておりますが、いろんな関係各課で、いろんな施策のサービスが展開され

ているのですが、それらを有効的に実施するために協力できるものは協力しましょうと。一緒にで

きるものは一緒にしようということで体系化してきたというのが、この事業の体系でございます。 

 ですから協力できるものは、すべて協力しながら事業を推進しているというのが今の子育て支

援・家庭教育支援の体系化というものでございます。  

 以上、簡単でございますが説明を終わりたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  それでは昼食の休憩を取ります。暫時休憩します。再開を１時といたし

ます。 

 

休  憩 （午後１２時００分）  

 

再  開 （午後 １時００分）  

 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて、委員会を再開します。先ほどの続きをまた説明をよろし

く願いします。はい、五十嵐主幹。  

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  それでは、家庭教育子育て支援のほうの説明に入らせていただ

きます。 

 先ほど、家庭教育に関しての説明を終えましたので、14 ページお開きください。  

 ここからが、白老町の子ども課が推進しています子育て支援施策でございます。15 ページの子育
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て支援施策の体系図をご覧ください。ここに記載されてあるとおり、基本目標 4 つ、そして施策の

方向性 4 つの基本目標に添いまして、施策の方向性が載っておりますが、すべて下のほうをご覧く

ださい。午前中の説明にもありましたが、国の次世代育成支援推進法ですとか、少子化対策大綱、

そして子ども子育て応援プランにのっとって、白老町の次世代育成支援行動計画が作られているの

だと。それを基本に据えて白老町の子育て支援が体系化されたということを、ひとつ認識をいただ

きたいなというふうに思います。  

 具体的な細かな事業については割愛させていただきますが、主だった特徴ある事業だけ説明させ

ていただきますので、19 ページをお開きいただきたいと思います。 

 先ほど説明をいたしました基本目標に添いましていろいろな施策が展開されておりますが、具体

的に顕著なものを説明させていただきます。  

 まず、（１）地域における子育て支援サービスの充実という基本目標に対しまして、5 つの施策を

盛り込んでおります。その特徴的なものに⑤つどいの広場事業というものがございます。これは、

平成 17、18 年度は実施しておりませんでしたけれども、検討と書いてございます。何とか次年度

から実施したいということで今検討しているところでもございます。  

 また、地域の子育て支援サービスに関しましては、子ども発達支援センター機能の充実。または

子育て相談の情報の提供など、あらゆる子育て支援体制を構築しているところでもあります。  

 （２） 保育事業の推進に移ります。基本目標の保育事業の推進に対しまして、個々に記載され

ております施策の充実に、今努めているところでございますが、まずひとつ、保育所の件でござい

ます。 

  ①白老町保育計画の推進及び定数の見直しにつきまして、検討を深めているところであります。 

  ②マンパワー養成確保充実 

  ③保育サービスの充実  

  ④子育て支援対策の推進  

 今までも努めてまいりましたが、更に今後とも努めてまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。 

 （３） 子育て支援ネットワークの構築 

  ②ファミリーサポートセンター事業が位置付けられておるところであります。  

これに関しましても、既存のＮＰＯ法人が先行実施しておりますが、町が実施主体となり更に

充実した子育て支援施策の展開を図ってまいりたいと。17、18 年に関しましては、この事業検

討事業として進めてまいりましたが、ぜひとも次年度から進めたいということで今年度計画を

立てているものでございます。 

（４） 児童の健全育成 

 ①放課後児童クラブの推進 

 ②児童館の活用 

次のページをお開きくださいませ。  

基本目標２．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基本目標に対しまして、
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施策を大きく２つ、ここで掲げさせていただきました。 

（１） 子どもの生きる力の育成に向けた教育環境の整備  

 ①幼児教育の充実 

  町内保育園、幼稚園と連携をとり、この事業を推進してまいりました。  

（２） 次代の親の育成  

 ①交流・体験によるこころの育成  

  町内保育園ですとか、子ども発達支援センターを会場に小さな子ども達と中高生がふれあい

を深めるという事業をこれまで展開をしてまいりました。  

基本目標３．子どもの安全確保 

（１） 子どもを犯罪の被害から守るための活動の推進  

  ①防犯体制の充実  

  ②相談体制の充実  

（２） 被害に遭った子どもの保護の推進  

  ①犯罪、いじめにより被害を受けた子どもの立ち直り支援  

   子ども課ももちろんですが、学校教育課とも連携をとりながらいろんな相談の窓口を設けて

まいりました。 

（３） 子どもを取り巻く有害環境防止対策の推進 

 ①有害環境防止対策  

  有害図書の自動販売機等がございますが、その撤去等に関しましては、胆振支庁とも連携を

取りながら、これまでも進めてきたところであります。 

基本目標４．要保護児童への対応等きめ細やかな取り組みの推進、という目標に対しまして、施

策は大きく２点でございます。 

（１） 児童虐待防止対策の充実  

  ①児童虐待の早期発見と予防  

   昨年度、要保護児童対策地域協議会、白老町で立ち上がりましたが、子ども課がその協議会

の所管をしております。中心となりまして、これまでも早期発見、予防に努めてきたところ

でございます。 

 （２）障害児福祉の充実  

  ①障害児保育の充実  

  ②早期発見・早期療育の推進  

   心や体の発達に遅れが見られる子ども達の早期療育に、これまでも保育園ですとか、子ども

発達支援センターと連携を取りながら推進をしてまいったところであります。 

  以上が家庭教育子育て支援に関する推進計画でございます。  

○委員長（及川 保君） はい、白老町が進めている家庭教育・子育て支援の推進計画全体像が、

今説明があったわけであります。その計画の中でも、検討中とされていた、来年度に向けて今回示

されたつどいの広場、ファミリーサポートセンターの２つの事業についても、今来年度に向けて検
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討を進めているという説明がございました。  

 この全体の説明の中で、皆さんのほうから質疑を受けたいと思いますのでお願いいたします。  

質疑のあります方はどうぞ。はい、加藤委員。  

○委員（加藤正恭君）  こういう△、○、●。あちらこちらにあるのだけれどもね、△は準備、○

は実施、●は継続と。こういう印になっているのだけれども、例えばこれの 12 ページの表を見る

と、●が継続で、○は実施していると。継続と実施とはどう違うのか。なんか、●になると実施し

ていないように見えるのだけれど。そういうふうにはとらないのだけれど、ただ、表示の仕方がち

ょっと誤解を招くのではないのかなと僕は思うの。それで、この中で教育というのは比較的ソフト

の面とハードの面があると思うのだけれども、ソフトの面は別としてハードの面で、いろいろ財政

措置ができないとか何とかということで非常に難しいと。こういうものが、ずうっとなかを見ると

あるのではないのかなという気がするのだけれど。その予算の面で、なかなか難しいよと。やって

はいるけれども財政を伴うものだからというのがあればですね、ちょっとピックアップして教えて

いただければと思うのだけれども。  

 例えば、12 ページの１番上、①乳幼児子育て講座。17 年度△準備になって、18 年度は実施して

いる。19 年は●ということになると継続なのだけれど、②のほうは 18 年度は●になっているのだ

よ。○と●の違いはどうなの。その辺分かりづらい。  

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） 分かりやすくしているつもりだったのですが、○については平成 18

年度から実施ということです。その次の●になりますと、前年度実施で、その次の年はもう継続し

ていますよという意味で●になって表示をされている。やっていないのではなくて、スタートして

ずっと継続して、それについて事業として展開していきますということでなんですが、分かりづら

いでしょうか。 

○委員（加藤正恭君） 18 年度に○と●が交互になっているでしょ。だからなぜかそんなふうに見

えないのだよ。止めたように見えるのです。そんなふうに思わない。  

○委員長（及川 保君）  具体的にどういうふうにしたら分かりやすいとか、どうしたらよいです

か。はい、渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 例えば、他の表示の仕方ですと、18 年度にスタートしたらそのあと

はずっと点線ですとか、継続で点線とかというような表示のしかたもあるのですが、それのほうが

分かりやすいということ。そこのところは、表示の仕方考えさせていただきますが。  

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  先ほどご指摘のとおり、教育ですとかという部分に関しまして

は、ランニングコスト、いわゆるソフト面の事業が多くございます。ハード面での何か予算的な措

置等で困っていることと言う話しもございましたけれども、今子ども課が所管している部分に関し

ましては、例えば保育所ですとか、又は児童館・児童クラブというのがございます。  

 例えば修繕費ですとか、施設によってはたいへん老朽化している所もございます。そういった部

分で維持管理等に関しては、この財政難の折ですから非常に厳しいところもあるのかなというふう
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にはおさえております。以上でございます。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  それで、個別にこれとこれがこうですという注釈をしてくれないかな。財

政面でなかなか、やってはいるけれども十分ではないというものがあれば、単純にこれだけで割り

切っても良いのかどうか、ただ○だけで。どうだい。  

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） 家庭教育子育て支援推進計画の中に掲載されている中味については、

ほとんどがソフト事業なのですよね。その中でも当然講座を開けば、講師謝礼ですとかそういうも

のとかは発生するものですから、その辺のところはいろいろと工夫をしながら実施をしております

ので、この計画の中では特別な、これが大変でというところは大きくはないというふうに考えてお

ります。 

○委員（加藤正恭君）  基本目標４のほう、子育て支援 19 ページのほうは。 

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  こちらについても同じソフト事業になっておりますので、扱いとし

ては同じだと思っております。 

○委員長（及川 保君） 他、はい鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） ひとつ教えて欲しいのですが、12 ページですが、基本目標２の上から５番

目ですよね。③電話・電子メールによる家庭教育相談情報提供△の次は継続になっているのですけ

れども、これは準備をずっとという意味でやらないということで理解をすればいいのか。  

○委員長（及川 保君） 渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  これは、表示の仕方が間違っていると思います。平成 17 年度から

メールによる相談事業を推進しておりますので、ここのＨ17 が△ではなくて、○になって、申し訳

ありません。 

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  19 ページですが、（２）保育事業の推進の中で、①白老町保育計画の推進

及び定数の見直し。17 年度△で、18 年度○なのですけれども、これは何といったらおかしいです

が、ここ実施になったサービスというのは、充実したものとはどういうことがあったのかというこ

と。中身の。 

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  これにつきましては、今まで保育サービスの場合には、町立だけで

はなくて民間の保育園も含めて事業として考えていくということになりますので、この△につきま

しては、今まで町営の保育園では 17 年度以前も土曜日の延長保育というのを実施しておりました

が、ここの 17 年度からというのは、民間の保育園につきましても土曜延長について実施をしてお

りますので、それについての保育のサービスという考え方になっております。 

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） それと、20 ページの一番最後ですけれども、障害児福祉の充実ですが、こ
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れ障害者自立支援法が改正になりまして、これで影響があった分というのはあったのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  ここの部分につきましては、今年度自立支援法、児童ディサービス

事業についても自立支援法に位置付けられるという形になったものですから、今まで負担といいま

すか支援費という形で保護者の方から負担をいただいていたものが、法に基づいた負担額をいただ

くという形になりました。 

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  その結果として、負担は増えたとか、減ったとか、と言うのをちょっと。 

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  利用としては、施設自体の位置付けが今までは一律の児童ディサー

ビス事業という形になっていたのですが、うちの施設の場合には施設、それからスタッフとも充実

をしているものですから、ランクとしてはある程度整備がされている施設という位置付けがされて

おります。ということになりますと、専門スタッフがそろっているということから、療育をするた

めの経費もかかるという考え方になっておりますので、負担としては以前の支援費よりも高く負担

をいただくということで、10 月から動いております。 

負担金といたしましては、１回の利用料が 754 円だったと思います。それまで４月以前は支援費

という形で利用される方の収入等に応じた負担をいただいておりました。10 月以降につきましても、

生活保護の方等については、負担はいただかないということは変わらないのですが、それよりも収

入のある方が、一律で 754 円いただくという形になっております。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 18 ページですね、１番上の（１）子どもの犯罪の被害から守るための活動

の推進、その下の（２）被害に遭った子どもの保護の推進、（３）子どもを取り巻く有害環境防止

策の推進。 

 基本目標４．要保護児童への対応等きめ細やかな取り組みの推進、（１）児童虐待の早期発見と

予防くらいまでかな、書いてあるのは。先ほど教育長の当初のご挨拶にもあったように、いじめの

問題が随分、毎日テレビ・新聞をにぎわせております。非常に学校の体質というものは、どちらか

というと隠ぺいするところが非常に多いという批判が今出ています。  

 子ども課に限っては、幼稚園・保育所・３歳くらいまでのお子さんがたですね。こういう実例で

すね、白老においてそういう被害にあったとか、いじめがあって子どもが虐待されたとか、もろも

ろのいろんなことがあるのでしょうが、そういう実例があるのかどうか。  

 また、青少年センターとか児童相談所、警察沙汰など、そういうものを含めて、その防止の対策

の充実を図ると。言葉ではそういうふうに述べているのだけれど、実質的にどのような対策の充実

を図っておられるのか、その辺り総合的にお話をいただきたいと思います。  

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  まず、質問の第１点目でございます。白老町におきます児童虐

待に関します状況についてご説明をさせていただきます。  
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 ここに今月号でございますが、白老町の広報の子ども課のページの部分を印刷したものを拡大し

ておりますが、実はこの２段目ですね、昨年度の子ども課に寄せられた児童虐待の相談件数が出て

ございます。昨年度 85 件児童虐待の相談件数がございました。そのうち対象児童は 22 人でござい

ます。 

 内容でございますけれども、身体的な虐待。これは身体に何らかの暴力的なことを加えられたと

いう子どもさんが７人、性的な虐待はおりませんでしたが、ネグレクトと言われる育児放棄がござ

います。これに関しては１４名、心理的な虐待が１名ございますが、今言われておりますＤＶとい

われる、自分の親が、母親が父親に暴力をふるわれている。そういうものを見ている。心理的にも

追い詰められたというケースが１名ということで、対象児童は昨年度 22 名でございました。この

ように虐待の件数は上がってきております。また、今年度に関しましても前年度同様、昨年度であ

る程度子ども達の数は出尽くしたのかなというふうに思っていたのですが、新たな、新しい対象児

童も今年度増えてきているのが実態でございますし、また、その中身が頻度と程度の問題もありま

すが、非常に複雑化しているというところが顕著に表れてきているところが実態でございます。  

 また、この児童虐待に対する対応でございますが、今までは虐待の相談窓口が白老町は、例えば

学校に上がった子どもは学校教育課、就学時前ですと健康福祉課ですとか、いろいろ年齢層によっ

て、子どもの発達段階によって、所管している課が違うものですから、それぞれバラバラだったの

ですが、平成 17 年４月１日から児童福祉法が改正になりまして、市町村に児童虐待問題を含めた

児童相談の窓口を置きなさいということで法律が改正になりました。それを機に相談の窓口を１本

化して子ども課に置いたわけでございます。これは、児童虐待の相談が主な相談の窓口でございま

す。 

 そこで、第１番目に子ども課が受けて、子ども課だけでは当然解決できない問題が多ございます

のでその実態把握。例えば保育所でそういう問題等が起きた場合は、保育所の保育士と連携をとっ

て、まず状況を確認する。また保健師が新生児訪問等で家庭を訪問したときに、何かこのケースは

危ないなということであれば、保健師と連携を取りながら瞬時にそういったような状況を集めて、

もしも白老町で解決できない問題であれば、即、児童相談所に連携をして、その問題をあげていく

という体制づくりで今進めておるところでございます。それが要保護児童対策地域協議会なるもの

でございます。以上でございます。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） こういう児童がいるという、また親が子どもを殺して埋めたとか、もう我々

ではとてもじゃないけれど想像できないようなことが、日常茶飯事のように毎日のように出ている

のですよ。全国的にそうだから白老もそうだというのではないけれども、白老にはないようだから

いいのだけれども、それでもこういう 22 件のようなものが出ているわけですね。  

要保護児童対策地域協議会これはどういう組織なのか、まず組織の内容をちょっと説明していた

だけませんか。 

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  組織の構成メンバーを申し上げますと、例えば児童相談所。こ
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れは室蘭にございますが、そこからの職員。それと警察、学校、保育所、幼稚園、また人権擁護委

員、それと裁判所も含めて、主に白老町に関係のある、いろんな関係機関の方々が委員になってい

ただきまして、それで構成しておる組織でございます。委員は 11 名くらいですね。  

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  実際に協議会の話を聞いたのだけれども、この協議会で設置したはいいの

ですが、それについて仕事の中身といいますか、そういう事例が出た場合に協議会にかかると言っ

たら相当な、重たいというか相当重要な問題になると思うのだけれど、そういう場合の例というの

は白老ではないのですか。協議会を招集した例は。  

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  この白老町要保護児童対策地域協議会というのは、二層構造に

なっております。二層構造というのは、全体会議をするものが地域協議会、これ代表者会議という

会議で、各組織の代表者が集まってくる会議で、これ各団体の全員が集まってきて、相当重要問題

の事例等をどうする、扱いをどうするという会議でございますが、主にはもうひとつの会議がござ

いまして、個別ケース会議と言うのがございます。これが主な会議でございます。個別ケース会議

と代表者会議、この二層構造でございます。  

主に個別のケースに対応するのは、個別ケース会議となっております。例えば、保育所で保育所

に通っている子どもに何か虐待が及んでいるようなケースが発生したとします。そうすると集めら

れるメンバーはどういうメンバーかといいますと、当然保育所の保育士が保育所を代表して来ても

らいます。それを調整する子ども課、そして白老町だけで解決できない場合は児童相談所から職員

を呼びます。その子どもが、いわゆる乳児相談等で保健士が関わっているということであれば保健

師を呼んできます。その対象となっている子どもに関係する機関が瞬時に集まって、その子どもの

支援を、その家庭の支援をどうするかを協議するのが個別ケース会議でございます。  

 全体会議はどうするかと言いますと、この個別ケース会議で扱われたケースを年に何回か代表者

を集めて、「今年はこんなケースが出てきました」と、どういうふうに対応してきましたかという

ことを報告する会議が代表者会議とこのようになってございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  大体分かりました。それで、結局子どもに何の罪もないと僕は思うのです

よ。小さいですからね、そういう知識もないし、問題は親なのですよ。親の教育が、教育という言

葉はちょっと語弊があるかもしれませんが、親の扱い方、それが非常に重要だと思うのですね。で

すから子ども課とはいっても、父兄との話しということが非常に、子どもをさておいてというのは

変ですけれども、そういう面での話し合いというのは非常に大事だろうと思うのですけれどね、そ

のあたりのことで、どうにも手におえないような母親だとか、父親というのもケースバイケースで

しょうけれどもあると思うのですが、それでもまた、治らない場合はどういう扱いをすればいいの

ですか。何回もこういう全体会議だの、個別会議だのをやってもまた何ヶ月か、何年か後、発生す

ると。ちょいちょいやると。こういう場合もあると思うのですけれども、そんなのはどうですか。 

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 
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○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  今ご指摘があるとおり、実は子育て支援ですとか児童虐待対応

もそうですが、これは子ども支援というよりはむしろ親支援でございます。基本的には親支援でご

ざいます。 

 それで、我々は虐待のない世の中ですとかを目指してやっているわけですが、これは私たちもや

ってみて始めて分かったのです。繰り返すということも、全部ではないですがそういうケースが多

いと。 

 例えば、自分が幼少のころにやられたときに、自分が親になったときにまた同じように、同じよ

うな環境で育って、同じようにやっているということも、中にはケースとしてございます。我々は

いろんな思いを持っている親に対して、指導というよりはむしろ支援をしている立場でございます。

いろんな悩みやいろんな相談事に対して、寄り添いながらお話を聞いていますが、それでも虐待ま

では行きませんがどうしてもうまく育てられないなという親もいることも確かでございます。  

 そういったケースに関しましては、我々だけでは当然支援していけませんので、身近にいる保健

師さんですとか、又は地域にいらっしゃる民生委員さんですとか、もっと専門機関で言えば児童相

談所も入ってもらったりしながら、一つの機関ではなくて、ありとあらゆるいろいろな窓口、チャ

ンネルを持って親支援にあたっているというのが現状でございます。  

 ただ、これはすぐ効果があがるというものではないものですから、長期的な展望を持ちながらゆ

っくりとじっくりと対応させていただいているというのが現状でございます。 

○委員長（及川 保君） はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  今この子ども課からの広報の資料をいただいたのですけれども、この中

に虐待のところでネグレクト、そして身体的な虐待が相当数の数を占めるのですけれどもね、地域

性とかもあるのですか。  

 それともう１点なのですけれども、支援推進計画の 18 ページですね。（３）子どもを取り巻く有

害環境防止対策の推進とありますが、昨日でしたか、テレビニュースで、札幌市でしたか、有害図

書を販売しているところを撤去したということが、町内会の動きでもってそういうことが実現でき

たという。町内にまだあると思うのですけれども、ああいう図書を販売するということに対して、

やっぱり土地を提供する人のモラルの問題もあるのではないかと思うのですけれども、子ども課と

してはどういうふうにお考えでしょうか。 

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  まず最初のご質問でございますが、虐待に関する地域性という

問いでございました。これは白老町の特性というご質問として考えてよろしいでしょうか。または

白老町の中でもどこかの地域性というふうなとらえ方でしょうか。そういうとらえ方でございます

か。 

 白老町のどこの地域が傾向的に多い、どこの地域が傾向的に少ないというのは、まだそんなに顕

著な形は出ておりませんが、たまたまでございますが、例えば母子世帯ですとか、低所得者世帯で

すとかが多く住むような地域というのは、どちらかといったらございます。公営住宅が多いですと

か。そういうところから出てくるケースも、どちらかといったら数が非常に多いとは限りませんけ
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れども、かなり傾向として、出てくる傾向も無きにしも非ずというところかなというふうには感じ

ておりますが、すごく顕著だということではないのですね。ただ、リスクが高い世帯が住んでいる

ということは言えるのかなと思っているところでございます。  

 補足になりますが、身体的な虐待ですとか、ネグレクトが多いというのは、全国的な傾向でござ

います。特にネグレクトといわれる育児放棄と身体的な虐待は、この２つに関しては全国的にも多

いという傾向にあります。以上です。  

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  有害図書の関係ですが、白老町でも虎杖浜地区にちょうど通学路近

くのところに設置がされていて、町内会、学校の方々が地主さんを探り当てまして、そこのところ

へお話をされて撤去をされたというケースが２年くらい前だったでしょうかありました。  

 やはり、今土屋委員さんがお話のように、地主さんのモラルといわれると確かにそうなのですが、

販売が結構されているところでは、月の収入も年金生活をされている家庭に、その上乗せとして入

ってくる収入としては結構多い金額が入ってくるらしいのですよ。やはりそうなりますとなかなか

こちらのほうで協力をいただきたいというお話をさせていただいても、直生活にも響くと言うよう

なところがあって、なかなか一変にはすぐ「わかりました」というのは難しいというのは現状では

あります。 

 ただ、今の白老町の状況では完全に稼動がされているのは、ヨコストにある自動販売機。あそこ

のみ、他のところにも何ヵ所か、敷生川の横にもまとまってあるのですが、線は引かれているので

すが稼動はされていないという。今どちらかというと全体的に休止状態、ものはあるのですが休止

になっているところが多くて、今白老町ではヨコストのところが１ヶ所というふうにおさえていま

す。以前のように何ヶ所もあったときに比べますと、少なくはなってきているのですが、ただ、撤

去がされないといつそれがまた販売ということにつながるものですから、その辺のところはこちら

のほうもできるだけ、青少年センターのほうで巡回をするたびにそこをチェックして稼動がされて

いないかどうかというようなところを含めて、これからも見ていかなければならないというふうに

思っています。 

 やはり地主さんのモラルというところから言いますと、なかなかこちらのほうでも難しいところ

があるなというふうには感じています。  

○委員長（及川 保君） はい、山本副委員長。  

○副委員長（山本浩平君）  私も虐待のことでお聞きしたいのですけれども、全国的に見て虐待が

あって、大きな事件に発展した時は、いわゆる殺人、自分の子供を殺したとか、あるいは子育て放

棄をして餓死をさせるとか、そういったケースの場合ほとんどが民生委員さんだとか、保健師さん

だとか、そういう人がお伺いしても、一方ではプライベートなことですよね。いわゆる家庭で隔離

されていることですし、そこの家にそれ以上踏み込めるか踏み込めないか、一方ではそういう問題

もあるかと思うのですよ。 

 ですからどうしても発見するのに遅れたりとか、それ以上踏み込んで良いのかどうなのか、その

対応した個人の考え方というか、そこで引いてしまう場合もあると思うのですね。ですから、私は
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この最大の早期発見と予防というのは、小さなことでも見逃さない体制を作るということだと思う

のですよ。いかにここに書かれているいろいろな警察だとか学校・保育所といろいろありますけれ

ども、いかに小さなことでも見逃さない連携をどう作っていくかというのが、私は大切なことだと

思っているのですね。その点についてどのように考えていますかといったら変ですが、その辺だと

思うのですがいかがでしょうか。  

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  今のご質問でございますが、まず町民に、一般住民の方々に虐

待は良くないことなのだと。そして何かあったときには法律が改正になりまして、児童虐待防止法

というのがあるのですが、通告も義務付けられたのですね。その義務付けられているよということ

を町民に広く周知をするということが大事かなというふうに思われます。  

 ここにも掲載しましたけれども、11 月は児童虐待防止推進月間と称しまして、全国的にキャンペ

ーンを張りまして、ポスターですとかチラシですとか、白老町にきていてこれから配付しますけれ

ども、そういったようなことで全国あげて普及啓発に努めようと。 

 まず町民が、地元に住む人たちが、そういう目を持ってお互いに困っている家庭に目を向けてい

こうじゃないかというのがひとつでございます。  

 それと先ほどお話しにありました、何か問題があった家庭に対する立ち入りなのですが、我々も

権限を持っていないのですね。立ち入りに対する権限をもっているのは児童相談所なのです。しか

も児童相談所も警察と一緒に行かなきゃならないのですよね。勝手に踏み込めないのですね。そう

いったところで我々一番地元の人たちが危ないなと思って、何かがやがや起きているなと思ったと

きには、一番最初に中に踏み込まなければならないとなったら警察なのです。警察に通告というの

が一番なのですね。我々は中に入る権限がありませんので、そこで大事になってくるのが横のつな

がりなのですね。通告先として認知されたのは子ども課ということになったら、でも子ども課はそ

の情報を得て入ることができないということになりますと誰に相談するかといったら、事件性があ

れば警察にお願いして警察に行ってもらうと。これは普段のつながりが本当に大事で、なんか普段

のつながりがあれば、即こちらから電話すると「虐待のことですか」といって今警察も虐待に対し

ては非常に協力的に活動してくれるようになりました。 

 という部分で常に横のつながりが大事だと言うことで、要保護児童対策地域協議会を立ち上げた

ということになっていますね。それと保健師さんも常日ごろ家庭訪問して、いろんな家庭に新生児

が生まれると行っていますけれども、これも相手側が拒否すると入れないのですね。相手側の同意

があって始めて招き入れられるということなものですから、そこで訪問も拒否しているという家庭

が出てきますね、そうすると我々瞬時に関係者集まって、お互いに情報を共有しながら「あそこで

は入れてくれないのだけれど、やっぱり危なそうだよ」という話があれば、いつ何時そういうこと

が起きてもおかしくないものですから、地区の民生委員さんに普段の見守りをお願いしたり、我々

も何かあったときにすぐ動けるような情報を共有しているというのが現状でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  今の関連でお聞きしたいと思います。この虐待、今主幹が説明され状況

がわかりました。ただ、その全国規模で、非常に毎日のように事件がおきていますね。それと言う
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のは、ドアから入れないという状況が今分かって、そのあとの対応は児童相談所なり、警察なりと

いう話はわかったのですけれども、どうもそこから踏み込めないところで終わってしまっている状

況が本当に実態としては多いみたいなのですよ。 

そこに我が町白老からは、対応しなければいけない機関はそういう虐待される子どもを出さない

というくらいの強い意識を持っていただくというか、この辺のやり方というか、今警察という話が

ありましたけれども、きちんと対応の仕方というのは作っておいたほうがいいのではないかと私は

思うのですね。 

お互いに結果的には責任のなすりあいをしてしまう、あとで大きなことになって、そういう結果

が今いろんなところで吹き出しているみたいなものですからね。その辺の対応の仕方というかきち

んとマニュアル化するとか、そういう状況、どういうふうになっているかお聞きしたいと思います。  

はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  強制的に立ち入るということになりますと、不法侵入にとられ

かねないケースがあるのですね。そこで立ち入るか立ち入らないかというのは、本当に慎重を期す

そうなのです。児童相談所が唯一立ち入りの権限を持っていまして、逆に入ったときに暴力をふる

われるということもありますね。そういったとこのために警察に一緒に行ってもらうということも

あるのですが、今ご指摘のとおり、我々一番身近で見ている町村にそういった権限がないのですね。 

 そうすると何が一番大事かというと、やはり普段のつながりなのですね。いわゆる立ち入りを拒

否させないと言いますか。普段の人間関係があれば、何か起きたときに、誰かがきた時には助けを

求めたり中に入れてくれるという普段の人間関係が大事になってこようかなと思うのですね。  

 それと１番被害にあっているのは小さな子ども達なわけですので、その小さな子ども達を育んで

いる親との関係。これは地域もそうですし、子どもに関わる部分では保健師の活動が大きいのかな

と思いますので、今も白老町の保健師一生懸命にやっています。新生児が生まれると必ず家庭訪問

をして顔つなぎをしています。そして今、子ども課が所管している子ども発達支援センターの保育

士なんかも保健師と同行して顔つなぎをやっているのですね。そういった地道な日ごろの活動が、

何かあったときの対応につながっていくだろうと思いまして、地道な活動を一歩一歩積み上げてい

るというのが現状でございます。  

 ただ、そうはやっても急な対応、急な虐待問題のときにどうするのだということに関しましては、

我々も十分課題として今思っていまして、何とかしていかなくてはいけないなということで検討し

ているところでもあります。 

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  最後に聞きたいと思いますが、先ほど主幹の言葉の中に「事件性があるの

かどうか」と、そこが非常に難しいところだと思うのですね、結果的に連絡しなかったら事件にな

ったとか、事件にならないと思ってあとから発生したと。いつもそういうことで悩んでいるのでは

ないかと思うのですよ。だから、警察に届けるといっても、果たしてそれは事件性があるのかどう

かと。この辺りの判断が子ども課なんかでは非常に難しいのではないかと思うのですよね。 

 いろんなケースがあるのでしょうが、警察に連絡するべきか、連絡しなくてもいいものかどうか
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というところの判断というのは非常に微妙だし、下手に警察を呼んできてどやされるということだ

ってあるかも知れないし、連絡しなくて事件になった場合もあるかもしれないし、そういうところ

の判断というのは非常に難しいから、慎重にやるということしかないのだろうけれども、そのあた

りはどのように考えておられますか。  

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  今のご指摘も、非常に大切なご指摘だなというふうに思ってお

ります。 

それで児童相談所のほうに、我々市町村に児童虐待問題の相談窓口がおかれているマニュアルと

いうのが作られているのですね。我々も相談窓口をかかえたときに、こういうケースだったらどこ

に相談する。こういうケースだったら警察に相談する。我々も迷うのですね。 

 そのときに、児童相談所からいわれているのは、もしも通告があった場合必ず確認には行くとい

うのが１つなのです。その確認には通告があった場合、確認するという義務を我々課せられていま

すので、確認に行ったときに相手が出てきてくれて話せればいいのですが、中にも入れてくれない

と。ただ、中で子どもが泣いているとか、何か物音がしている場合は児童相談所というのが室蘭市

にあるものですから、来るまでに小１時間かかるわけですね。その間に何かあったときに困るので、

どうしたらいいのですかと児童相談所と相談したらですね。その時は、とりあえず警察を呼んでく

ださいという回答でございました。  

 ですから、必ず虐待の通告があれば、我々出向きます。保健師が行く場合もあるし、我々が行く

場合もありますが、必ず行って家の人と話しますけれども、それでも開けてくれない。でも子ども

が泣き叫んでいるという場合は、警察を呼ぶという判断をいたします。警察には確認するという権

限がありますので、それでつないで欲しい。児童相談所が駆けつけてくれて内容を詳しくそこで聞

くと、そういう運びになりますので、必ず我々悩んだら児童相談所に相談持ちかけます。そこで、

判断を仰いで我々が動くという体制になっていますので、難しいケースは我々単独で動くことはご

ざいません。 

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  今の流れで、本当に子ども課だけの話し合い、学校教育の話もあるのです

が、やっぱりもうひとつは学校によるいじめで今いろんな事件になっていますよね。先生に相談し

て学校の中でなかなか解決できなくて、そのままにしてそういう事件になっているわけでしょ。そ

ういう事件、相談というのも、児童相談の中のひとつだと思うのですよ。お母さん方はいじめとい

うのは学校の問題だという意識というのかな、強くてこういう別に相談窓口あるのだということが

なかなか虐待とかいろんなそういう相談はあるのでしょうけれども、学校で起こっている事件にた

いする相談も受けてもらえるという意識って、かなり少ないのかなと逆に思うのですよ。それはそ

ういうことでも良いのですよね。そういうことでも相談は受けるのですよね。 

 やっぱり学校だけで囲ってしまうというか、他に相談しないので、ここだと今の会議ではないで

すけれども、いろんな人たちがケースによって集まってきて相談しますよね。そうすると、学校だ

けの問題ではなくて地域も確認であり、保健師さんだとか、いろんな人たちが関わってその子をど
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うするかというふうになったほうが、学校だけの責任という部分で、今何かとらえてしまっている

ので、どうしても学校が主になっているところになっちゃうのですが、みんなで関わるとかなり違

う観点から解決できる問題というのが出てくるというふうに、なんとなく思うのですよ。  

 だから、もう少し白老の考え方として、そういう学校の問題であってもやっぱりいろんなところ

と関わって、解決するのだというそういう流れがあったほうが学校も関わりやすいし、解決しやす

いし、学校だけの問題という意識もかなり外れて、もっとオープンにといったらおかしいですが、

こういうことがあるからなんとかみんなで解決の道を、ということになっていかないかなという気

はするのですが、なにかそういうことの考えはないでしょうか。  

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  直接いじめですとかという話しではないですが、進路のことで相談

に来られるお子さんですとか、子どもがいじめられているのではないだろうかということを保護者

の方が危惧されて相談にこられるというケース。数は多くないですが、うちで窓口として受けてい

るケースは何件かあります。そういうときはもちろん、こちらでお話を受けても事実関係全く分か

りませんので、当然学校教育のスタッフ、それから直接通学されている学校、そういうようなとこ

ろにまずは情報提供をするとともに、お互いに情報交換して、あればどこが主になってここの子供

たち、また保護者であれば保護者の不安となるものを解決できるのかと、そういうものについての

話し合いをして、であれば、これについては学校の教頭なら教頭が直接保護者と話をするべきでは

ないかとか、これについてはやはり養護教諭のほうが、ある程度まず子どもの話を聞いてからそこ

から出て行ったほうがいいのではないかと、そういうような手法も含めて協議をして、そこから次

の段階へ糸口としていくというケースは、今も実際にやってはおります。  

 ただ、件数としては多くないということなので、その辺ではまだ周知が徹底されていないのかな

というふうに思います。  

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  そういう周知をもう少し徹底してもらって、やはり１回こっちで聞くと、

それがどうなったかということのやり取りというのが出てきますよね。そうなると、向こうにただ

渡して、そこだけでやっている話しではなくて、やっぱりこっちが関わることによって、今のやり

取りというのが出てきますので、私たちが受けた相談に対してどのような経過になっていますかと

いうことを、連絡することによってやり取りすることによってかなり相手方も変わってくるのでは

ないかと。自分たちでかかえてただそこでうやむやにしてしまうようなことではない。こちらから

聞かれればそれなりに答えなければだめだという、そういう意識を持つでしょうし、やっぱり今の

体制何か考えないと、体制を考えないとどうもそういう問題というのは起きてしまいそうな気がす

るのです。たまたま白老でまだ起きていないですからいいですけれども、ただ、いじめやなんかは

ないかというとあるのですよね。件数としては教育委員会に報告もされています。  

 ただそれは、学校教育の中の学校の問題というもので納めるのではなくて、子ども課も関わって

という話しですから、今の虐待の中でただ学校だけの問題にしないで、全体の児童ですから、児童

の問題として関わればそういう体制というのも考えてみたら、もっとそういうことがなくなるよう
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な体制が取れるのではないかという気がするので、検討事項でしょうけれどもちょっと考えてみて

いただければなと思うのですが。教育長に。  

○委員長（及川 保君） 教育長何かございますか。はい、山崎教育長。  

○教育長（山崎宏一君）  先ほど来から同じような話をするかも知れませんけれども、やはり今ま

では昨年の 5 月から、教育委員会子ども課で、虐待を含めて主管課としてやっているのですけれど

も、私も機会がありまして、学校の校長含めてお話を聞いたことがございますが、今までですと担

当する窓口がなかったわけではないのですが、教育委員会と違う部局にあったということなんかも

ありまして、なかなかそういうことがあっても、そこへ出向いてというのはあまり環境としてでき

なかった部分があったのですけれども、今回同じ教育委員会の土俵の中でということなものですか

ら、学校の先生方も学校だけで悩んだり、担当の先生だけで悩んだりというのではなくて、教育委

員会の子ども課に、学校の内容をお話させていただいて、いろんな協議をしたり、逆に子ども課の

ほうからアドバイスしたり、そういうことで非常に学校としても、教育委員会内部にそういう窓口

ができたということで、非常に精神的にも利用がないほうがいいのですけれども、あったときには

利用させていただいているということで、学校のほうとしても非常に、そういう部分では環境的に

整ったかなと思っておりますし、いじめも含めて先ほど話をしましたけれども、学校の体質とはい

いませんけれども、そういうものについては出したくないというのが人間大なり小なりありますの

で、いじめも虐待も含めまして早期に対応するということが一番大事なことでございますので、そ

ういうことも含めて教育委員会、子ども課も含めて環境を作っていかなければ、ある日突然あって、

なかなか早期に手をつけないということにもならないように、環境を作っているところでございま

すので、これからも学校を含めて、まだまだ子ども課のほうと連携しなければならない部分がある

のかもしれませんけれども、それはいろんな機会の中で、学校に対してもお話をさせていただきた

いなと思っています。  

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） そういう体制になったので、よく充実させて白老町ではそんなことがない。  

そういう体制をとっていただければ、今の話で分かりました。よろしくお願いします。  

○委員長（及川 保君） はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  虐待のことで、またお伺いしたのですけれども、今までは子どもに対す

るいろんなアンテナを向けてという形があったのですけれども、全国的な傾向だと思うのですけれ

ども、虐待の常習化。例えば、子どもさんが虐待されて児童相談所に保護されるというケースが出

た場合に、ある一定の親御さんの、保護者の教育期間というのがあって再度生活の態勢をとります

よね。その中でやっぱり常習化されてきているということに関して、それなりのペナルティがある

のかどうか分からないのですけれども、そういう保護者に対する教育、指導というのはどういう形

で今なされているのでしょうか。  

○委員長（及川 保君） 五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  白老町におきましても、昨年度も一時保護された子どもがおり

ます。保護されたあと施設のほうに措置されるケースと、また親元に戻ってくるケースと、こうい
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うパターンあるのですね。今のご指摘でありましたら、また親元に戻ってくるケースというご指摘

だと思います。 

 また虐待が常習化されて、また一時保護される。そのことに関するご質問であったなかなという

ふうに思いますが、一時保護されたあとの親のケアは、基本的には母子保健事業でありますから、

保健師が中心となりまして、親に対する支援をしておるのが実態でございます。親の悩み、そして

子どもが帰ってくるまでのカウンセリングを含めてやってはおるのですが、なかなか帰ってきて、

また親子が自立して健やかに育つ環境になるかといったら、本当はなることを祈っておりますが、

完璧にまでは行かないのですが、そこはリスク家庭として我々見守りということで、もし今度何か

あたっときには必ず瞬時における体制だけは整えておこうということで、親支援に関しては保健師

が中心となりまして、我々も当然悩みに対して対応していきますが、徹底的な教育期間というのは

ないのですね。 

 ただ、支援して今度何かあったときに相談にのりますからということで、連絡体制をとるという

のが精一杯かなと思っております。あと、補足になりますけれども、一時保護されたあとは児童相

談所の担当者が必ず親のところへ行きますので、来るか児童相談所に呼ばれますから。そこでの指

導も入ります。そして、地元に戻ってきたときのケアに関しては地元でお願いしますということで、

入っている期間は児童相談所も力を入れてケアしていくというのは実情でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  先ほど一括して聞けばよかったのですけれども、例えば虐待に関わった

保護者が置かれている状態というか、町内に自分の身内がおられるのかどうか。それとか、ほとん

ど私が住んでいる虎杖浜辺りでは、３世代が住んでいるところが多いものですから、そういうケー

スというのはめったにないのですけれども、一人親なのか、それとも身内がいな中での虐待なのか、

その辺のこと最後にお聞きします。  

○委員長（及川 保君） はい、五十嵐主幹。 

○子ども課主幹（五十嵐昭広君）  白老町の実態としてのお話しでございますね。白老町に関しま

しては、主に多いのは親元が白老町にあって、他の町から戻って来るケースというのが実態として

非常に多いです。全部ではありませんが母子世帯として戻ってこられるケースが多いように思われ

ます。それともうひとつ母親が精神疾患を抱えながら、生活保護を受給してなおかつ母子世帯でと

いうケースがございます。地元に親がいるのですけれども、その親もまた援助を求められるような

環境にないというケースなんかも多々あるというのが実情でございます。  

 どちらかといいますと母子世帯で、生活保護需給というのは傾向として虐待のケースでは、白老

町の場合ですが多いかなというふうには、傾向として全部ではありませんが、そういったケースが

よく見受けられるということが実態としてございます。 

○委員長（及川 保君） いいですか。他ございませんか。はい、近藤委員。  

○委員（近藤 守君）  最後になるかと思いますけれども、家庭教育支援推進計画は子ども課の方

でやられておりますけれども、小学校・中学校まで一応入っておりますね。学校教育のほうに係る

かも分かりませんけれども、要するに盛んに今ボランティア活動というのを進めている地域がたく
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さんあります。それはボランティアをやった実績がなければ入学をさせないとか、就職をさせない

とかいろいろ制約があるのですけれども、白老町の教育委員会としてボランティア教育、ボランテ

ィア指導、ボランティア活動を学校に対してどのような形で指導しているのか、あればお聞かせ願

いたいなと。 

○委員長（及川 保君） はい、山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  特に大きな学校としての位置付けとしては、教育委員会としてはボラン

ティア教育というのは銘打ってはやっていないのですよ。ですけれども、今各小中学校とも地域と

の連携だとか、開かれた学校だとかということ、これ国のほうの政策でもございますけれども、そ

ういう中で地域、先生、子どもを含めて地域と言ってみればＰＴＡ含めて、地域との連携というの

を学校運営に欠かすことのできないことだということで、いろいろ町の行事に、これボランティア

といっていいのかどうか分かりませんけれども、町の行事に積極的に出ていただきたい。また各小

中学校の地域の活動として出ていただきたいということと、普段から先生方も含めて地域の方々と

の連携というのが大事ですから、そういうものに出ていただきたい。  

 また、総合的な学習の時間というのがございますけれども、こういうときにいろいろ各学校によ

って、また毎年違うのですけれども、地域との連携、ゴミ拾いだとか環境関係、全部の学校ではご

ざいませんが環境教育というのは位置付けてやっておりますけれども、そういうことを含めて学校

の活動に応じてといいますか、やっていただいているという程度でございます。  

○委員長（及川 保君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君）  分かりました。竹浦中学校は確かやっているのですよね。萩野の中学校は

確かなかったような気がしたものですから、それによって学校それぞれ違うのかなと思って、同じ

指導をしているのであればやってもいいのになと思ったものですから伺いました。将来的にはどう

ですか。 

○委員長（及川 保君） 山崎教育長。 

○教育長（山崎宏一君）  一口にボランティアとは、いろいろあると思いますけれども、先ほど来

からいっておりますとおり、地域の方々との連携、また地域における子ども達の、地域にプラスに

なるようないろんなこと。子ども達の命の大切さとかいろいろございますけれども、そういう環境

を含めて、子ども達自ら地域に出向いていって、先ほど来いっておりますとおり、環境を含めて学

校自体が協力するということは非常に大事なことだと思っております。  

 必修科目は当然大事でございますけれども、地域に子ども、先生が出て行って、開かれた学校だ

とか、そういうことを目指すということはこれからも大事でございますので、そういう意味では全

部の学校が横一線に並んでということはなかなかできないかも知れませんけれども、少なくてもそ

ういうボランティアを含めた、環境を含めた教育というのは大事でございますので、今、年度途中

でございますけれども、来年度に向かってもやはりこの辺は、各学校それぞれさっき言ったように

横一線にできるかどうかは別にしまして、できることから始めていかなければならないかなという

ふうには改めて思っておりますけれども。 

○委員長（及川 保君） はい、暫時休憩します。再開を午後２時 15 分。 
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休  憩 （午後２時１０分） 

 

再  開 （午後２時１７分） 

 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開します。それでは、次にいってよろしいです

ね。 

 それでは、次の説明を願いします。はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  それでは最後になります。子育て支援に関する資料というのを見て

いただきたいと思います。 

 子育て支援という視点から、先ほど計画の中で保育園・児童館・児童クラブ等の計画も展開して

いるのを説明させていただきました。それにつきまして、保育園等につきましては資料等添付して

おりますので中を確認していただくということで、新たに国が今回の子育て支援のプランの中で力

を入れていくということで、これからもっと進めていきますよという中身として、４その他の資料、

添付資料として認定子ども園に関する資料。それから、放課後子どもプランに関する資料。特定保

育（病児・病後児保育）に関する資料。ここのところにつきまして説明をさせていただきたいと思

います。それとあわせまして、白老町の児童クラブにつきましては、今年から虎杖浜の今までの浜

っ子の家も、町営の虎杖浜児童クラブという形でスタートしておりますので、そこのところの説明

も若干させていただいてというふうに思って、ここにつきましては直接担当しています中島主査の

ほうから説明をお願いいたします。  

○委員長（及川 保君） はい、中島主査。 

○子ども課主査（中島圭一君）  それでは子育て支援に関する資料から、今課長が言いましたよう

に放課後児童クラブ、虎杖浜児童クラブが今年４月から町営になりましたので、それについて若干

説明させていただきたいと思います。  

 資料につきましては、12 ページになりますのでご覧いただきたいと思います。  

 虎杖浜児童クラブ、12 ページの下のほうにありますけれども、こちらについて開設年度は記入さ

れていないと思うのですが、平成 18 年４月から。ここにつきましては平成 11 年４月から虎杖浜児

童センター的な立場として浜っ子の家が設立されて、今年の３月まで地域の人方によって運営され

て来たのですが、運営困難ということがありまして、今年から町営で開設をしております。 

 今年の４月１日現在で、１年生から３年生プラス５年生が若干いるのですが 14 名の児童が登録

されております。今年予算をいただきまして、旧教員住宅を増築いたしまして、約６坪を増築して

７月から広くなった建物の中で、児童が自由に遊んでいるということを申し添えておきます。  

 簡単でございますが、一応虎杖浜児童クラブにつきまして説明を終わらせていただきます。  

 それでは、その他の資料 18 ページから認定子ども園ついて説明したいと思います。  

 19 ページをご覧いただきたいと思います。  

 認定子ども園なのですけれども、保育園と幼稚園のよいところを活かしながら、その両方の役割

を果たすことができる新しいしくみを作ろうとしている観点から、国のほうで就学前の子供に関す
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る教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律が制定されまして、この法律に基づき認定子ど

も園が本年 10 月１日からスタートしております。  

 主な内容ですが、中段のほうに２つ項目がありまして、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供

する機能の役割を果たすことがひとつ。二つ目といたしまして、地域における子育て支援を行う機

能を持つことがひとつ。この２つの機能を備えたもので、都道府県知事から認定を受けた者がする

ことができる事業となってございます。  

 類型なのですけれども、一番下のほうに書いてあります幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方

裁量型、この４つの分類に分かれてございます。  

 幼保連携型というのは認可幼稚園と認可保育所が連携して、一体的な運営を行うことにより、認

定子ども園としての機能を果たすタイプ。幼稚園型というのは、認可幼稚園が保育に欠ける子ども

のための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定子ども園としての機能を果たすタ

イプ。保育所型というのは、認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、

幼稚園的な機能を備えることで認定子ども園としての機能を果たすタイプ。地方裁量型、これは幼

稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定子ども園として必要な機能を果た

すタイプ。幼保連携型につきましては、同一敷地内または建物が隣接するというふうに限られてお

ります。白老町にとってはなじまないというか、ほとんど今幼稚園・保育園離れておりますので、

ちょっとできないような事業となってございます。  

 次の 20 ページなのですが、認定子ども園の認定基準。認定子ども園の具体的な認定基準につき

ましては、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める「国の指針」を参酌して、各都道府県が

条例で定める。この条例につきましても 10 月１日から施行されてございます。  

職員配置でありますとか、職員資格でありますとかについてはご覧のとおりになっておりますの

で割愛させていただきます。これが一応認定子ども園の概略となってございます。  

続きまして 22 ページになりますけれども、病児・病後児保育事業の展開についてとなってござ

います。病児・病後児保育の内容なのですが、病児保育につきましては保育児が保育園に登園した

あとに発熱・頭痛・腹痛など病気により保護者の勤務等の都合により看護ができないとき、専任の

職員が付き添いかかりつけの病院で診察をさせ、保護者の迎えがくるまで看護・保育をすることで

ございます。 

逆に、病後児保育というのは、病気の回復期であり、入院等の治療が必要ではないが、安静が必

要でかつ保護者の勤務等の都合により、家庭で育児を行うことが困難な園児を専任の職員が看護保

育する事業でございます。 

このように保育園型が作られまして、国のほうで推進しているところでございます。  

23 ページになりますが、内容につきまして、これをやるためには保育園に看護師等を設置しなけ

ればならないというのが義務付けられることになります。  

簡単ですが、病児・病後児保育につきましては、以上でございます。  

続きまして 24 ページ、25 ページの放課後子どもプランになります。結果的には子ども達が地域

の社会の中で、心豊で健やかに育まれる環境作りを推進するためこの事業が展開されることになり
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ます。原則として、基本的な考えの一番上に書いていますが、「原則としてすべての小学校区で放

課後の子どもの安全で健やかな活動場所を確保し、総合的な放課後対策として実施する」というの

がこのプランの目的でございます。  

 白老町におきましては、厚生労働省がやっている「放課後児童健全育成事業」いわゆる児童クラ

ブを白老町ではやっております。これで、その左のほうに新た事業として「放課後子ども教室推進

事業」、これは文部科学省のほうでやる事業ですが、これが一体となったものを実施していただき

たいというのが、この事業のプランでございます。  

 最後のページでもっと詳しく説明いたしますと、その「放課後子どもプラン」を推進するため市

町村のやるべきこと。やる場合について必要なことになりますけれども、放課後対策事業の運営委

員会を設置すること。コーディネーターを配置すること。活動場所における連携を推進すること。

これが放課後子ども教室と放課後児童クラブを連携するために必要な、市町村でやらなければなら

ない事業ということになっております。  

 それに伴いまして、遊び場の確保や体験の場、交流の場、遊びの場・学びの場ですか。生活の場

を子ども達に提供する。それについてはボランティアでありますとか地域住民の協力参加を必要と

するためコーディネーターを配置が必要となるということになっております。簡単でございますが、

放課後子どもプランにつきましてご説明を終わりたいと思います。以上でございます。  

○委員長（及川 保君）  はい、ありがとうございました。それでは、今説明がありました放課後

の児童クラブを含めて、新たな法による市町村に関わる事業等が、今説明されました。  

ただ、現実にはまだこれ、後の部分は看護師とかそういうような話もありましたので、どういう

ふうになっていくのか見えておりませんけれども、質疑を受けたいと思います。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  認定子ども園ね、これは文部科学省と厚生労働省かい。これが今までいろ

いろ問題があってひとつになってやるわけなのだけれど、認可は知事がするのだろうけれど、予算

上２つに分かれているね。その事業によっては文部科学省、この事業によっては厚生労働省と。非

常にやりづらい面があるのではないかと思うのだけれど、そのあたりは現実の問題としてどうなる

のですかね。 

 この事業はこっちだ。その事業はこっちのほうだと。そういうふうになってしまうのではないの。 

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  基本的に幼保連携型のように、保育園は保育園で厚生労働省から支

援なりを受けていますよと。幼稚園は幼稚園で文部科学省の支援を受けていますよというきちんと

した形で両方合わさるのであれば、お互いに財源的なものの保障がされるので、財政的に大きな問

題はないのかというふうには思うのですが、例えば、幼稚園型、保育園型と片方だけの支援しか受

けていない場合には、例えば幼稚園型であれば幼稚園が事業をするときに、保育園に関わるいろい

ろな基準・条件がありますよね。そういうようなものをクリアしようとしたらそれなりに設備を整

えなければならないですとか、そういうような部分についてまでの支援というのはないのですね。 

 ですからあくまでも幼稚園としてのもらっている支援の中で、そこの保育園に関する機能のとこ

ろの整備をして、保育園の機能を持った幼稚園型の運営をするという形になるのだから、なかなか
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難しいところがある。  

 保育園も同じなのです。ですからあくまでも保育園であって、空教室がいくつかあると、であれ

ば幼稚園の機能を持った事業をそこでやってもいいですよと。ただし、支援としては保育園として

の支援だけですよと言うちょっとその辺ではなかなか。 

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  だとするならば、保育士さんだって合体すれば１人や２人増員しなければ

ならない。身分は幼稚園で、保育所のほうは揃っているけれども、幼稚園のほうのため１人か２人

採用といったら、人件費とかなんかはこっちの保育所のほうでみなければならないというふうにな

るのですか。 

 課長は建物だけの話をしたけれども、運営の面で。  

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） 基本的には、幼稚園型であれば幼稚園の幼稚園教諭がおりますよね。

そこで保育園の機能を果たす者をもつとしたら保育士を別に採用するか、それでなければ、今どち

らかというと幼稚園教諭２級と保育士免許を、学校卒業と同時に単位の取りようでは両方持って卒

業される学生さんが結構多いのです。白老町の場合でも、正職で 80％くらいは両方を持って卒業さ

れていらっしゃるものですから、それであれば改めて採用しなくても両方の資格をもっている方で

あれば、職員の人員の配置によっては、幼稚園の資格しかない方は幼稚園を主にお願いして、両方

の資格を持っている方であれば保育園の機能の業務をする、という考え方もできないわけではない

のですが、どちらにしてもその分として別に国なりからお金としてくるということは、今のところ

そういう説明は受けてはいないのですよね。  

○委員長（及川 保君） はい、他ありませんか。加藤委員。  

○委員（加藤正恭君）  もう１回。認定子ども園と言うのは、突然この 10 月からポンと来たわけ

ではなくて、それこそ準備期間、２～３年位前からあったわけでしょ。その間に何かそういう調整

というのか、そういう作業というのは今までなかったのですか。我々初めて、最近新聞なんかで認

定子ども園なんかというのが出てきたので、どういうものかなと思って。  

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  １番身近なのが、登別市にありますコロポックルの森という幼稚園

と保育園が合築という形で出来上がっている、去年の４月からスタートしている。それにつきまし

て登別市は、それよりももっと前からどっちもある程度老朽化してきている施設だったと、保育園

については新たに改築、他のところを統廃合する形で改築を考えていたと。それにたまたまこうい

うようなので特区的にモデル地区としてどうですかという案があったものですから、それに手を挙

げて保育園と幼稚園を合築という形で作ったと。当然それは建物だけではなくて、子ども達の活動

の中身も今まで幼稚園の幼稚園指導要領、保育園であれば保育指針というそれぞれの計画があった

中で進められていた、その中身も何年も前からそれぞれに関わるスタッフたちが集まって、実際に

そのコロポックルの森の計画と言うものをどういうふうに進めていくのだと、そういう中身的な協

議もずっと続けながら去年スタートしているのですね。 
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 北海道では１カ所ですが、それぞれ他のところにもあるそういうふうなモデルでやったところの

結果を踏まえて、それをもう一度研鑚するなかで今回こういう形で認定子ども園として出てきたと

言うことです。 

○委員長（及川 保君） はい、山本副委員長。  

○副委員長（山本浩平君）  中学校・小学校の適正配置の問題がございますけれども、今後今ある

白老の保育所の適正配置というのかどうなのか、この辺もいろいろ財政のこともあると思うのです

けれども、検討していかなければならない時期に入ると思うのですね。そうなったときに今ご説明

のございました認定子ども園と、現在の保育所の関わり合いと申しますか、まだ何も方針は出てい

ないのですけれども、出てくるのかどうなのかその辺のところについてお聞かせ願えればと思いま

す。 

○委員長（及川 保君） はい、渡辺子ども課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  はい、９月議会の一般質問の中にも出ておりましたけれども、基本

的に建物があくまでも近いところにないと、そういうような事業ができないということになります

と、今町に町立の幼稚園があればまた別なのですが、町立の幼稚園ございませんので、あくまでも

民間の幼稚園が１つあります。それ以外のところで、今保育園を近くに持っていって改めて建てる

というような計画というのも今のところはない状況にあります。  

それから、あくまでもこれは相手があって、相手が希望しなければ今のいろいろな条件から言い

ますと条件的にも必ずしもプラスになるかどうかというのも見えないものですから、相手がいて相

手がそれをある程度承諾していただいて、町としてもそういうふうな考え方でいきますよというこ

とであれば、その時点で考え方というのはあるのかなというふうには思いますが、現状の中では民

間の幼稚園さんも、やっぱりこういう制度というのは今過渡期になっている状況で、もう少し様子

をみないとなんとも、自分たちとしても見えない部分が多いのですよねというお話もされていまし

たので、そういう意味では今の段階でこういうふうにということの方向性というのは出ていないで

す。 

○委員長（及川 保君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 児童クラブの件についてお聞きします。今 5 カ所児童クラブがありますけ

れども、これはひとつのクラブに定員というのがあるのかということと、大体人数はこのくらいで

推移しているのかということでちょっとお聞きしたいのですが。  

○委員長（及川 保君） はい、中島主査。 

○子ども課主査（中島圭一君）  児童クラブの定員についてなんですけれども、今現在は示してお

りません。面積的なものもあるかもしれませんが、一応申し込みされた人数を受け入れているとい

うのが実情でございます。あと人数の推移なのですけれども、13 ページに過去７年間の児童の登録

者数の経緯がありますのでそちらのほうでご覧いただければと思います。以上です。  

○委員長（及川 保君）  他ございませんか。ありませんね。はい、それでは子育て支援に関する

資料についての説明を終えたいと思います。これですべて終わったのですね。 

この子育て支援につきまして、冒頭申し上げましたけれども 11 月 14 日の、東海村において研修
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視察をするわけですけれども、いかがですか、その視察にあたって十分な認識をされたかどうか。

よろしいでしょうか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君）  今日はそういう意味合いも含めて、所管事務調査を行ったわけでありま

す。そうですね。我が町とこの東海村との比較というのは、実は厳しいものがあります。大変財政

面で潤いのある東海村でございますから、我が町との大きな違いはあるのですけれども、しかし現

実に大きいか、お金をかければいいというようなことでもありませんし、しっかり研修をしてまい

りたいと思います。 

この間に、聞きたいことがあるかもしれませんので、その時は皆さんも研修視察に行かれる前に

気付いたことがありましたら、ぜひお聞きして挑んでまいりたいなと思いますのでよろしくお願い

したいと思います。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  これはこちらからお願いなのですが、視察にいかれた中で、もしこ

ちらのほうへ情報提供していただけるようなものがありましたら、ぜひ頂戴したいと思いますので

よろしくお願いします。  

○委員長（及川 保君）  とりあえず、議会、委員会の中で視察を行って参りたいと思います。よ

ろしいでしょうか。山崎教育長。  

○教育長（山崎宏一君） 最後になりますけれども、実は先ほど来から子育て関係でつどいの広場、

ファミリーサポートセンターの、これ計画に載っておりまして、19 年度から開設をしたいというこ

とで、今検討の最中でございまして、今日概略ですね、お話させていただきました。まだ課題も残

っておりまして、その後来年度の予算も絡むことですし、また予算の有無に関わらず内容の課題も

ございます。そういう形を詰めていって、議会のほうへも、委員会のほうへもご相談をしなければ

ならない部分がおそらく出てくるだろうと認識しております。今からいつという話はできませんけ

れども、私どものほうで課題を詰めていった段階で、ご相談したい項目がございましたら、事務局

を通じましてお願いしたいなというふうに思っておりますので、その節はまたよろしくお願いした

いというふうに思っておりますけれども、どうぞよろしくお願いします。  

○委員長（及川 保君）  それでは教育委員会の皆さん、１日になりましたけれども本当にご苦労

様でした。ありがとうございました。  

 教育長、今 19 年度を目指しての進めているようなのですけれども、今お話のあった件につきま

しては、またきちんと協議会とかそう言うのではなくて、委員会を開いたほうがよろしいでしょう

か。 

○教育長（山崎宏一君）  ざっくばらんにお話ししますと、一応計画に添った形で進めていく内容

なものですから、今日お話しして 100％かどうか分かりませんけれどもご理解いただいたのかなと

いうふうに私ども受け取っているのです。そういうことで今後の中身につきましては、今日基本的

なことは全部お話ししてありますので、後ほどお話しがあるとすれば正式な委員会ということより

も、委員会協議会的な内容になるのかなと。基本的なものについてはこういう形で動きございませ

んので、あと若干変更していく中で課題が出てきたときにご意見を伺うということになります。  
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 私どものほうは委員会協議会という形の中でやっていただければと思っています。そんなことを、

ちょっと思いがあるものですからよろしくどうぞ。  

○委員長（及川 保君） ありがとうございました。はい、局長のほうから。  

○事務局長（上坊寺博之君） 視察の関係だったのですけれども、今日一番最初に説明しないで、

お手元に配付させてもらっていまして、調査事項、それぞれの委員さんから出してもらった分を掲

載してございます。一応今直接送らせてもらっているのは、東海村にファックスとメールで原本送

らせてもらっています。名前は入っていませんから、それと矢祭町のほうについては向こうからま

だ求められておりませんので、まだ送っていません。一応、集合ということになっておりまして、

他の町村も何カ所かあるようですので、質問時間がどのくらいになるかというのは予測つきません

が、皆さんで全体を見てもらって加味して向こうのほうで質問される等の形になろうと思います。 

 それと矢祭町から資料が送られて来ていまして、むこうでは資料配布しないということになって

いるそうです。ですから一部送られてきていますので、私のほうで委員さんの分を印刷してお配り

申し上げますので、持っていっていただくということになろうかと思います。 

 資料が分厚いですから、今決裁が上がっていまして後で印刷して、ちょっと時間ぎりぎりになる

かもしれません。要するに自立計画を立てて進めているのだろうと思います。うちの財政改革プラ

ンみたいなものだと思いますけれども、中見ていませんけれども、こういうようなのが来ていまし

た。 

 一応あとでお配りしたいと思います。それとまとめはどうされる予定なのですか。行って帰って

きてからこれも含めてしますか。向こうのほうのを見て、今回は視察だけの報告になりませんので、

これも含めて報告しなければならないものですから。  

○委員長（及川 保君）  そういうことでよろしいですね。帰ってきてから再度委員会を開催した

いと思います。 

 それではすべて終わりました。後２週間ほどありますけれども、先ほど申し上げたように何かあ

りましたら委員会のほうに聞くなり、局長のほうへまた相談するなりしていただきたいと思います。 

大変長時間にわたって、今日はご苦労様でございました。  

 

（午後 ２時４９分）  


