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平成２１年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２１年 ４月２０日（月曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ０時０４分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

１．子育て支援事業について 

２．その他 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

１．子育て支援事業について 

２．その他 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 吉 田 和 子 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     教 育 部 長    久 慈 幸 男 君 

     子 ど も 課 長    渡 辺 裕 美 君 

     子 ど も 課 主 幹    中 島 圭 一 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     書   記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  ただいまより、総務文教常任委員会を開催したいと思います。  

（午前１０時００分）  

                                         

○委員長（及川 保君）  本日の会議の内容ですけれども、局長のほうから日程を含めて説明

をお願いしたいと思います。  

○事務局長（上坊寺博之君）  きょうとあしたと所管事務調査ということで、事務調査と現地

調査になってございまして、調査日程は配付してございますとおりです。  

きょうは午前中、子育て支援事業に、特に事前に資料配布されておりますので、ご覧になっ

ていただいていると思いますので、それを受けまして事務調査をしたいと。午後から、１時半

からになりますが、子ども発達支援センターのほうに現地調査へ行きます。おおむね３時くら

いまでと思っております。 

 あしたは、10 時から海の子保育園、はまなす保育園、それと萩野児童館、美園児童館、小鳩

保育園という形で２時 45 分、ちょっと時間差あると思いますが２時 45 分くらいにあげまして、

一応３時からまとめに入るという流れで行っていきたいと思います。 

 そういう予定で進め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）  それでは、本日の日程の１番目、子育て支援事業について久慈新部

長、そして渡辺課長以下みえられておりますので、説明をお願いしたいと思います。久慈部長

のほうから、一言ごあいさつをお願いしたいと思います。 

○教育部長（久慈幸男君） 皆さんおはようございます。改めて、４月１日から教育委員会の

ほうへ行くことになりましたので、よろしくご教示のほどお願いいたします。  

 私も、これまでも特にウタリ住宅だとか、ウタリ関係の仕事もしていましたが、子供に関す

ることについて、非常に私自身も関心がありました。そういうことも含めて、アイヌ文化をど

う子供たちに伝えていくかと。どうして子供たちに伝えていくかということは、アイヌ文化は

自然との共生といいますか、物を大切にするとか、精神的な文化がありますので、そういうこ

ともこれからの子供たちにはきちんと伝えていかなければだめかなということで、関心を持っ

ておりました。 

 教育委員会に来て、改めて感じたのですが、これから渡辺課長含めて、中島主幹のほうから

もご説明いたしますが、白老町ではいろいろな取り組みをしていると思っております。保育園

だとか幼稚園、それからこれから行きます子ども発達支援センターですとか、いろいろな形で、

白老町は先駆者的な形で事業を進めているのかというふうに、実は教育委員会へ行って感心を

しております。 

 ただ、悲しいことに、我々、昔は向こう三軒両隣といって、地域がそれぞれいろいろなこと

を分け合いながら、そして協力し合いながら生きていたという時代がありましたが、今はどう

も希薄になってきていると。ですからそれをやはり地域で、行政で抱えていくと、支えていく



 3 

ということが必要な時代になっているのかなと思っております。 

 最近の悲しい事故を見ても、稚内市で４歳の子供を水風呂に沈めて殺したというような事件

もありました。昔はとても考えられないようなことが今起こっていると。ですから、自分自身

でどのようにしていいのか、どう子育てしていいのかがわからない大人がふえてきているのか

なと。そしてまた、地域もそういうことに対して関心をもっていかないということが、事件を

起こしている一つの要因なのかなと思っております。 

 ですから、きょうこれから、いろいろな形で白老町の支援事業をご説明いたしますけれども、

さらに議員皆さん方のいろいろな意見を踏まえて、より強固な支援策を構築していくことが必

要なことかなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 それでは、これから渡辺課長のほうからるる説明をしたいと思いますので、よろしくお願い

をしたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  それでは、渡辺課長のほうから説明をお願いしたいと思います。渡

辺課長どうぞ。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  それでは、本日お手元に配付をさせていただきました資料につ

いて説明をさせていただきたいと思います。  

 まず先に、確認をさせていただきます。本日配付させていただいています資料なのですが、

白老町次世代育成支援行動計画実施状況報告書、次に第２期白老町家庭教育推進計画、次に白

老町子ども発達支援センターの概要、次４つ目として、平成 20 年度児童虐待等の相談状況につ

いてという資料です。最後になりますが、５点目です。平成 20 年度利用状況調書ということで、

児童館、それからつどいの広場、ファミリーサポートセンターそれぞれの利用状況についての

資料を配付させていただいております。ございますでしょうか。 

 それではまず、白老町次世代育成支援行動計画実施状況報告書（平成 19 年度版）になります。

この計画につきましては、次世代育成支援対策推進法の制定によりまして、白老町においては

平成 16 年度に、白老町福祉計画等策定委員会において、白老町地域福祉計画、それから障がい

者福祉計画、そして次世代育成支援行動計画、この３つの計画の策定に入りまして、平成 17

年３月に完成をしております。 

同じ 17 年の５月に子ども課が設置されましたことから、本計画の進行管理及び後期の計画等

の策定を子ども課のほうで推進していくことになって、現状、推進をしているところです。 

進行計画につきましては、１年間の事業が終了した後に、所管します各課へ実施状況調査と

いうものを行いまして、実施の内容、それから課題、今後の見通し等についてまとめて、本日

は 19 年度版ということで提出をさせていただいております。  

最初の横ページの７ページまでは、ある程度概要を資料として添付をしております。その後

から、縦版になりますが、これが各事業についての詳細になります。横版のほうは、本当に数

字的なものですとかまとめ的なもの。その後につきましては、個々の事業の実数、それから課

題、次年度の見込み等についてという形でまとめております。これにつきましては、このまと

めたものを次世代育成支援地域協議会、ここの会の中で進行管理をしていただいております。  
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20 年度につきましては、今各課に実施報告という形で調査をしているところなものですから、

19 年度版は本日提出をさせていただいております。この中身につきましては、ボリュームが多

くあります。大体これまでも、それぞれ議会の中で進捗状況等についての質問をいただいてい

たり、課題等についても、それぞれ掲載をさせていただいておりますので、細かい説明につい

ては省略をさせていただきたいというふうに思います。  

次、第２期家庭教育支援推進計画についてです。この計画につきましては、平成 17 年度に子

ども課が設置されたときに、家庭教育を推進していく上で目指せるもの、その目標を持つとい

う考え方から、内部計画という位置づけで、子ども課が中心になりまして関係課、それから関

係機関と協力して策定したものです。期間としては余り長くないということで３カ年。17、18、

19 の３カ年をかけまして、この第２期の計画の２ページ目にあります 17 年から 19 年度の成果

と課題、これを踏まえまして 20 年度から 22 年度までの第２期の計画を策定して、現在推進し

ているところであります。これにつきましては、基本的に、家庭教育に関する国等からの補助

等を活用する中で、事業の推進をさせていただいておりました。ただ、国の家庭教育に関する

補助のメニュー等が毎年変わる形になっていたものですから、なかなか定期的にといいますか、

固定をした事業を推進していくというのが難しい状況にあります。 

これまでは家庭教育の総合推進事業という形で、講座等を開催するにあたっての国からの補

助をいただいておりました。それが 20 年度に家庭教育の基盤をきちんと整備しなさいという事

業に大きく変わりまして、この時点で白老町としてそれだけの組織を構えて推進していくとい

うのが、なかなか現状としては、すぐには進められないということで 20 年度につきましては、

この国の事業を一度見送っております。ただ、必要性というのは充分把握をしておりましたの

で、町単独でというようりもＮＰＯさんとの連携で事業が推進できないかということで 20 年度

については協議を進めてきておりました。21 年度につきましては、この中身がそれぞれバラバ

ラでもいいですよと。今まで３つの柱を持っていた計画が、それぞれバラバラでも事業として

は推進できますよと。それから、訪問型もできますよということで、メニューがバラエティー

になってきたことから、町としても 21 年度につきましては訪問型を国の委託事業を受ける形で

推進をしていきたいと。それから家庭教育の基盤、形成事業につきましては、子育てのリーダ

ーの要請ですとか、講座のところについては、町として進めていきたいという考えをもって、

今、支庁とも申請等の手続をしているところであります。 

次です。３点目の白老町子ども発達支援センターの概要についてということで、子ども発達

支援センターにきましては平成 14 年度に身体発達と精神発達の機能を総合的な療育を行う部

門という考え方の機関と、子育て支援という部門の２つの役割を持った施設として現在のとこ

ろに設置をしております。 

子育て支援の部門につきましては、平成 19 年度から白老地区にサテライトの施設を設置した

ということもありまして、利用人数につては、出生数の減少も含めて、少し減少傾向にはなっ

てきております。ただこれは、利用者がいなくなったということではなくて、サテライトも含

めて保護者の側でうまく利用をしてくださっているという部分があるというふうに思っており
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ます。それとは逆に、療育の部分については増加をしてきております。 

子育ての部門につきましては、21 年度、これまでも課題として押さえておりましたが、施設

があって、そこへおいでいただく親子については、逆にゆとりもあり、子育てもある程度楽し

みながらしてくださっている家庭が多い。逆にそういうようなところへおいでいただけない家

庭に、いかにこちらとしても支援ができるかという、その課題を何とか少しでも改善をしてい

きたいという考え方をしておりましたので、21 年度につきましては、保健師のほうが新生児訪

問、それから健診等へおいでいただけない家庭への家庭訪問というのを行っております。その

ときに同行させていただいて、子育て支援としてのかかわりをもって、その後計画的に家庭訪

問をさせていただいたり、その中で勧誘をして子育て支援センターのほうへ足を運んでいただ

いてかかわる。というようなことを今年度は考えております。 

療育の部門につきましては、障がいという名前まではつかないのですけれども、なんとなく

発達にひずみがある。ほかのお子さんと行動等が違うという子供たちがふえてきている現状に

あります。ただ、そういうお子さんでも集団の中では入っていく現状にありますので、療育の

部門で来られるお子さんを持っているだけではなくて、保健師が行っています乳幼児の健診、

それから保育園・幼稚園等の訪問という形で継続的にお子さんを見ていくという形を現状とっ

ております。 

次、４点目です。平成 20 年度の児童虐待等の相談状況についてということで、１つ目の児童

相談等の対象児童数、これにつきましては実人数ということで 17 年度、子ども課でかかわりを

もつようになってからの毎年の実人数を入れさせていただいております。平成 20 年度について

は 41 名、この 41 名の中の新規の方が 29 名いらっしゃいます。 

２番目の相談の世帯等につきましては、どちらかというと母子の世帯の方が多く相談の対象

になる。または保護者の方が、精神的に疾患をお持ちの家庭がどうしても支援の対象になると

いうところがあります。 

児童相談の世帯の該当部門ですが、竹浦地区と社台地区、ここにつきましては２名ずついら

っしゃるのですが、こちらは町内にずっと在住されている方というのではなくて、町外から転

入をされてきて、転入をされてきた時点で、もともといた町のほうから情報がありましたり、

それから支庁の生活関係のケースワーカーのほうから情報があったりということで、要注意の

家庭がそちらのほうに入りましたよというところが、竹浦と社台に２件ずつとなっております。

ただ、白老地区等の件数につきましては、これはもともと白老にお住まいで、家庭等について

はずっと課題があり、そこのお子さんが大人になって、親になって、そこの家庭がまたという

ようなことが多く見られております。 

裏面にいきますと、実際の相談件数があります。20 年度の相談件数につきましては、合計で

67 件と、これまでの件数に比べますと少なくはなっています。ただ、先ほどもお話ししました

が、新規の相談件数はふえてきております。ここの中で相談件数の減というのは、これまで継

続的に相談を受けていた家庭が、例えばお子さんを施設へ入れられた。それから、町外へ転出

をされて行ったというケースが多く見られております。この中では、学校からの情報というの
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を多くいただけるようになってきております。それから保健師が家庭訪問と健診等で、ここは

ちょっと問題ありというようなところ、それから保育園のほうから、そういう関係機関のほう

から情報を早めにいただけるようになりました。それですので、苫小牧でも虐待が起きていま

すし、一つ間違えれば白老町でも、決して他人事ではないという状況にはあるというふうには

思っています。それをいかに早く情報を得て、関係機関と連携してお子さんの様子、それから

保護者への指導をしていくかと。そこのところがこれまでの課題でしたが、今後も課題になる

かと思います。 

19 年度まで、社会教育主事がここのところを担当しておりました。20 年度につきましては適

任の方といいますか、こういうような仕事なものですから、どなたかということは探していた

のですが、なかなか次の方をすぐ配置するというところができないでおりましたが、21 年度に

つきましては保育園の園長がここの業務をということで配置を子ども課にしていただきました

ので、保育園ではもちろんこういうようなお子さん、保護者も含めての対応というのは十分し

てきておりますので、その辺のところでは今後担当をして進めていきたいというふうに考えて

おります。 

最後になります。５点目、その他の利用状況調査ということで、まずはつどいの広場、これ

につきまして、それぞれの地区等での利用状況になります。表の一番下が前年度の実績という

ことで、それから比較をしていただくと若干、人数等が減少してきておりますが、事業として

は萩野にあります子育て支援センター、こことのそれぞれ補いながらと言いますか、土日はど

うしても行政側は開設をしませんので、そこのところはＮＰＯさんのすくすく３・９の開設を

していただく。すくすく３・９さんも月曜日と金曜日が休館日ということになりますので、そ

この部分についてはこれまで、萩野の子育て支援センターは半日の開設だったのを１日開設と

いう形で、お互いにフォローしあいながらということで進めてきております。 

次のページが、ファミリーサポートセンターの活動状況と地区別の状況になります。これに

つきましても、前年度との比較ということで、これは一番左端が前年度ということで実数を入

れてあります。右端が 20 年度の合計になりますが、ここにつきましては前年度よりも利用状況

がふえてきております。それぞれ、保護者の方の都合ですとか、就労の関係でファミリーサポ

ートセンターを活用していただくという考え方できておりますので、少しずつこういうシステ

ムがあるということが浸透してきているかというふうに思います。 

次のところが、20 年度の児童館の利用状況になります。児童館につきましては、美園の児童

館はどちらかというとお子さんが中心で活動をしている施設になります。萩野につきましては

生活館的な位置づけということも踏まえて建設されたというところから、一般の方の利用もあ

る中でのお子さんの児童館としての役割を果たしているということになります。それぞれ、美

園児童館の下のほうにも 18 年度の実績、19 年度の実績、それから 20 年度の実績ということで、

一月単位の利用も含めて数字として出させていただいております。美園児童館のほうは近くに

川沿の団地を持っているということもありまして、朝から終了時間くらいまでお子さんの利用

は多くあります。午前中につきましては、お子さんが就学で学校へ行っている間は、親子連れ
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が利用するということで活用していただいております。午後からは、学校が終わったお子さん

が子供たち同士誘い合いながら利用しているという状況にあります。一番後ろのページが萩野

児童館の利用状況になります。萩野の場合には、お子さんが少しずつ減少してきているという

ところもあり、利用については一般の方は結構、昼間一生懸命活動してくださっているのです

が、お子さんについては少しずつ減少してきているかなというところであります。 

説明につきましては、雑駁ではありますが以上で終わらせていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君）  ありがとうございました。町側の説明が終わりました。  

それでは、これから各委員の皆さんの質疑を行ってまいりたいと思います。順次行っていき

たいと思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。 

まず、１番最初にございました白老町次世代育成支援の行動計画について、皆さんのほうか

らお聞きしたいことがあればお出しいただきたいと思います。これについては、かなり広範に

わたっていますので、場所を限定しないで計画全般についてお聞きしたいことがあればどうぞ。

吉田委員どうぞ。  

○委員（吉田和子君） あちこちいったりするのかなと思いながら、育成支援行動計画 21 年度

で一応これは終了するということで、22 年度に向けてのニーズ調査を始めていて、その中で 19

年度の報告を今回受けたのですが、22 年度の計画に向けてのニーズ調査、苫小牧あたりは去年

からかなりやっているみたいなのですが、もちろん人口的に違いますからね。 

 その中で、今後課題になることがたくさん出てくるのかなと思っているのですが、この中で

１点、町の 21 年度の計画の中で、子育て支援センターの虎杖浜と竹浦の拠点を持っていきたい

という話があったのですが、いろいろなものの利用状況を見てみると、竹浦はちょっとありま

すけれども、虎杖浜はほとんどそういったものは利用していないという、私は家族形態が違う

のかなと思っていたのです。あちらは３世代とか、そういった方々が一緒で、なければないで

やっていけているのかなと思っていて、もし今後竹浦・虎杖浜でつくったときに、利用度がど

うなのかなというのが１点、そういったものの中で、お母さん方がつれてくるというよりも、

仕事柄、おばあちゃん方が対応しなければいけない部分も出てくるのかなと。そういった面で

は課題もあるのかなというふうに。場所にもよりますし、それから、保育所も虎杖浜にはあり

ますけれども、竹浦にはなくなりましたよね。今一番懸念されるのは、支援センターの関係で

竹浦の人たちの動きをどういうふうに持っていくのかなと。車を持っている方はいいのですけ

れども、そういった親子が通園しやすいような体制も含めて、今後課題としてとらえてやって

いかなければいけないのではないかということが、数字的なものを見ていて１点思ったのです。 

やはり、支援センターがあるということは、白老町活動状況を見ても、もちろん人口も多い

のですけれども、中心になってやっていくところがあるということでは、すごくいいのかなと

思っているのですが、このことを進めていくためには、もちろんＮＰＯ法人の人たちの支援を

得なければならないという。先ほどの活動状況を見てみますと、支援センターの活動日数、活

動時間がかなりふえていますよね。ＮＰＯの関係のほうの。その中で、今のすくすく３・９の
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ほうの、今の町の補助体制状態で、これだけ活動時間がふえていったときに、何か法人のほう

から、こういった面で厳しいとかといった、財政的な面が一番多いのかなと思うのですけれど

も、人をふやしていきたいということになるとボランティアとはいえ財政的な面が出てくると

思うのです。そういった部分での要請はないのか。そういったことからすると、ふやすという

ことは、体制が整わないと簡単にはふやすということにはならない。人材の育成というのはね。

そのための研修は国もこれからやっていくということですから、研修を受けて人をふやすとい

うことは、方法としてはあるのだけれども、ただ、実際やっていくときに、移動するとかそう

いった最低限の経費とか、そういったものの補助を町ができるのかどうなのか。そういったも

のを含めて総合的に見たときに、中心になっているＮＰＯ法人がやっていける、今後ふえてい

ったときにＮＰＯとは別に町独自でやるのかということも含めて、どのようにお考えになって

いるのかというのが 1 点。 

○委員長（及川 保君）  渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  今のご指摘は、そのとおりだというふうに思っております。ど

うしても白老・萩野地区に何でもかんでも集まるという、そこのところは本当に、竹浦・虎杖

浜地区の皆さんにとっては、そういうようなところもなかなか利用しにくいという現状がある

という声も充分、こちらとしても認識をしております。  

 ＮＰＯさんが、子育てサロンというのを地区ごとに開設をしております。特に竹浦地区など、

なかなか利用がないのだというふうに思っていたのだけれども、やはり、このように開設しま

すよというと、来てくださる方がいらっしゃるということも、状況として、こちらとしても把

握をしておりますので、その辺は、この後、竹浦なのか、それとも虎杖浜なのか、それともニ

ーズとして充分そこまでないのであれば、設置を見送るといいますか、そういうようなことも

含めてニーズ調査を今かけたいというふうに思っております。  

 かけて、やはりニーズがあれば、それは当然、経費、手法、それぞれ検討していかなければ

ならないものですから、例えば竹浦地区でもし開設となっても、なかなか空いている施設を確

保するというのが難しいというところがあるのも現状です。閉園にしたたけの子保育園を利用

するというわけにはいかないので、老朽化があって閉園にしていますので、そういうようなと

ころもですから、そこについては手法も含めて、こちらとしても検討していかなければならな

いと思っていますので、ＮＰＯさんには本当に一生懸命、自分たちがやりたいという思いで活

動していただいております。ですので、町として充分な経費をお支払いしているかと言われれ

ば、なかなかそこは難しいところであろうというふうに思っていますが、ＮＰＯさんのほうと

しては町として決めた額で活動としてはさせていただきますということで、それ以上上乗せで

何とかというお話はいただいてはいないのですが、そのマイナス分は、ＮＰＯさんとしてもい

ろいろな補助メニューを独自で探しながら、それを獲得して、新たな事業も含めて推進をして

いるというところですので、その辺については、この次、もし竹浦・虎杖浜地区に施設をとい

うときに、どういうようなＮＰＯさんにするのか、それとも町が中心となって進めるのか、そ

このところもＮＰＯさんと協議をしながらという考え方で現状ではおります。以上です。  
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○委員長（及川 保君）  吉田委員、どうぞ。 

○委員（吉田和子君） ＮＰＯの方たちは、ＮＰＯという法人を立ち上げているわけですから、

自分たちで自主運営、限られた範囲の中で何とか努力をしてやっていくということなのですが、

この人材育成ということで、先ほど言っていましたように、いろいろな研修等をこれから積ん

でいくとなったときに、そういった人たちが勉強に行っているとか、その間の抜けた部分の補

充だとか、その人たちが補助メニューを探せる人たちがいるので、今のところはやっていけて

いるのだろうと私は思うのです。町の今の人員配置では、なかなかそこまでは厳しいのかなと。  

 ただ、今の法人をやっている人たちが、本当に積極的にいろいろなものを研究して、勉強し

て、いろいろなものを持ってきてやっているのは、本当に私たちも驚きで、敬意を表している

のですけれども、そういった努力をしていくことで、町の経済的状況もわかっているから、財

政的な状況もわかっているから、これ以上無理は言えないといいながらも、やはりかなり苦し

い運営をしているというのが、私たちも懇談したときに肌身に突き刺さるような思いで、ほと

んどがボランティアでやっているようなところもあって、その中で今後、国の制度もそうです

が、その人たちに求められる力というか、そういったものが大きなものがだんだん出てきてい

るような気がするのです。 

 そういった中で、研修等をどんどん受けられるような体制づくり、そういったものを今後町

が、何らかの形で支援していかないと、もちろん交通費とかというのは国から出るのかどうか

わからないですけれども、そういうところには支援するということですので出るのかもしれま

せんけれども、人員的な配置の部分で、研修へ行くなら行くで抜けた部分の、これから育てて

いきたいというＮＰＯの人たちの人材集め、財政的に厳しいということで、お金がないという

ことで人を集めるというのはかなり厳しいものがあるのかなと思うのですが、そういう面では

賛助会員を集めるとか、すごく努力をされていますから。本当に私も、声を大にして賛助会員

になっていない人にはなってほしいと言いたいと思っているのですけれども、そういう部分で

拡大していってもらいたいという部分と、今のままでは厳しいだろうという思いと、もし新し

くやっていくにしても、その人たちも勉強することから始めなければいけないですから、本当

に１からのスタートになる。するとやはりそこに頼っていかなければいけないのではないかな

と。頼っていくためにはそこが生きていけるというか、拡大していける補助体制というのは、

私は絶対的に必要かなと思っているのです。そういう部分で、ここにお金をかけられるという

ところになってこないかなと思いながらいるのですけれども。  

やはり、一番支援をしていくという、その一つの支援の方法が、いろいろ抱えている問題の

解決につながっていくというような気が私はするのですよね。ふれることで見えてくるものが

たくさんなりますからね。そういった部分での対応が、今後すごく必要ではないかと。先ほど

部長が言ったように、地域で子どもを育てる。近所、隣が、みんな子どもを育てるのに近所の

交流がなくなって余りかかわらなくなったと。その場を今支援センターに求めているような気

がするのです。保育所も、なかなかそういう場になりそうでいてならないという、お母さんは

子どもを預けにきたら仕事があるから帰る。迎えに来たらまた家に帰るという、そのような中
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での交流はなかなかできないということだと思うのです。 

 本当に今、支援センターが、一軒一軒家庭訪問をしたりということもやっていますよね。一

番そこが見えているし、一番接点が多いというふうに私は思っているのです。これ以上町にや

れ。やれ。と言うのも・・・。そこに持っていくということになると、そこへの支援が充分や

っていかないと押しつぶされてしまうのではないかと。やらなければならないという必要性を

すごく感じているから、その部分で悩まれるのではないかと思うのですが。だからといって答

えられないですよね。なかなかいい答えはないですよね。 

○委員長（及川 保君）  渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  本当に、町の財政状況も含めてというふうに考えていかなけれ

ばならないところで、なかなか町としてお金をこれだけ充分にというのは、それで町としても

いろいろな補助メニュー、町は町なりの補助メニューを探して、そこのところでプラス。今回

の訪問型についても、訪問する中でお子さんの状況を把握し、それをうまく、実際にここの子

育ての拠点のほうへつなげていっていただくという考え方をしていきたいというふうに思って

おりますし、ＮＰＯさんのほうが、本当に積極的に自分たちももっともっと家庭の中に入って

いく。企業の方に話を聞いていただきたいというようなことを意欲的に思ってくださっていて、

今回の訪問型もそのような思いを受けて、補助で実施をすることになるのですが、町で全額を

うまく出しながらというのが一番ベストではあろうと思いますけれども、ない財源の中で何と

かメニューをいろいろ探しながら、最終的な目的としては子供たちがより健やかに成長できる

という、そこのところに到達できるメニューを何とか探して、これからも進めていきたいなと

いうふうに思っております。  

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） １つとして、資料１を見ますと、支援行動計画の個別事業の実施状況

で具体的に説明していますけれども、これを見ると各課にかなりまたがっているのです。それ

で、ここで各課のことを聞いていいのか、子ども課のことを聞いていいのかわからないけれど

も、まず、そのためにコーディネーターというのかな、まとめ役が子ども課なのか、あるいは

多課にまたがって違う意図となったときに、せっかくここまでできているものを、関係機関が

定期的に集まって課題の整理とか、問題の掌握とか、そういう連絡調整会議と、その会議をや

ったときにどこが責任を取って、事業評価とか課題を整理するのかということが、組織上どう

いうふうになっているのかということです。  

 もう一点は、今課長のほう、財源的なこと国のメニュー云々と言っているけれども、子ども

課でだけでなくても国の事業、指定がなくなったら終わってしまうのです。そうではなくて、

先に白老町がこの次世代育成支援行動計画の中で計画を持っているけれども、どう継続して効

果を生み出すかということ。先ほども 21 年度でないとそういうメニューを採択してやらないよ

うな言い方をしたけれども、そうではなくて先に白老町、何をしなければいけないかというこ

と、財源を見つけるのが僕は筋だと思うのだけれどもその辺の考え方を。どうなっているのか。  

 そして、今度具体的にいきます。まず、資料１の２ページ、先ほど実施状況を見て説明、課
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題とか、20 年度見込みうたっていますけれども、それは読んで質問するのですけれども、２ペ

ージの幼保一元化の検討。これかなり議会でもそれぞれの議員が課題で一般質問していますけ

れども、ここにうたっている課題ではなくて、本来、幼保一元というのが施設ばかりではなく

て、ソフト部分的な部分で中身検討しなければいけないと思います。幼保の協議会みたいなの

がありますから、その辺がどうなっているのか。これを見ると何もないのですよね。この辺を

具体的に。  

 次に、３ページ目の、これ保健師のほうになるのですけれども、乳児健診等となって非常に

19 年の実績を見たらかなり率が低いのですよ。これいきいき４・６で健診やっていますけれど

も、現実に町内の中で、保健師のほうは指導的だと思うのだけれども、各地域に出ていってや

っているのかどうか。周知方法どうなっているのかということだと思います。非常に言葉では

言っていますけれども大事だと思うのですよね。100％しなければいけないと思うのだけれども、

その辺がどのような状況で、子ども課で押さえているのかどうかわかりませんけれども、それ

はどうなのかということです。 

 次に、５ページの３の家庭や地域の教育力向上の②地域の教育力の向上の部分の家庭教育学

級、これ私非常に大事だと思います。やはり現場に入っていってお母さん方を集めて各学校で

もやるべきだと思うのですけれども、19 年度未実施になっているのですよね。目標が２教室に

なっているのですけれども、これはなぜ未実施だったのか。やはり、充てんをすべきだと思い

ますし。 

 あと５ページの最後、４の子供を取り巻く有害対策の推進。これ街頭に建っている販売所も

ありますけれども、私あそこのビデオを見たことはないですから、どういうビデオになってい

るのかわからないけれども、逆にインターネットのほうが過激なのです。この辺の部分の家庭

に対する指導、あるいは啓発というのか。学校を通していくのかどうかわかりません。この辺

が逆に、時代の流れから行きますと、有害図書とかビデオ販売ではなくてインターネット。こ

れ正直な話、網がかかっていなければ、お父さん、お母さんいなくて、自由に自分で見てしま

ったらひどい部分がありますので、その辺はどうなっているのか。以上です。 

○委員長（及川 保君）  渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  まず最初に、この計画自体を推進していく上での中心的な役割

を果たすコーディネーター含めてというところでは、子ども課が主に担当するというところで

各課がそれぞれの課題に対応していくという形になっています。 

 先ほどの説明でも申しましたように、事業が終わった後に実施調査、それから協議会の中で

はそれぞれの担当課も含めて出席をしていただいて、委員さんからの質問等を受けるという形

にはなっております。ただ、今委員のお話のように、なかなか課題を整理して調整する役割と

いうところまでは至っていないというふうにこちらも押さえております。  

 21 年度、この後期の計画をつくるにあたって内部の会議といいますか、組織をつくってこの

計画のたたき台をつくっていくことになりますので、そこを踏み台にしてといいますか、それ

で今後は進めていきたいというふうに考えております。確かに財源的なものということでいい
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ますと、どうしても国のメニューを頼る状況が、これまでも、今もあるのは現実です。国自体

がいろいろなメニューを出してきておりまして、それで町としての考え方に合っているものを

こちらとしては申請していくということになるのですが、これについては今前田委員のお話の

ように、期限があったり、将来的なものがなかなか見えないというのも現状です。町としても、

このメニューがいいのでこの後も続けていきたいと思っても、国としてことしで終わりですよ

というふうになると、なかなか次に事業に展開できないという状況があるものですから、21 年

度手を挙げました訪問型についても、現状これはやはり必要であろうと。今は補助として進め

ていくけれども、当然、実績を上げて効果があるというところであれば、それは補助がなくな

ったとしても町としてはやはり進めていくべきだという考え方で、今は手を挙げております。

ですので、ただメニューでこれがいいからというのではなくて、もしこの補助メニューがなく

なったとき、町としてはどういう対応をしていくのだと。そこのところも含めてメニューを選

びながら事業を進めていきたいというふうに今、考えております。 

 それと幼保一元化についてです。今認定子ども園制度というところが強く言われているので、

それからいいますと、建物が一緒でなければだめだとか、そういう条件で町としては幼保一元

化という認定子ども園制度に手を挙げるという考え方はしておりませんけれども、精神論とい

いますか、心の部分でということであれば、幼稚園であろうが保育園であろうが、子供が一緒

にかかわりを持ちながら生活をして何ら支障はないというところでは、そのとおりだというふ

うに考えております。これについては、なかなか幼稚園と生活スタイル、指導等も含めて一緒

に何かを進めていけるというところまでは、現状いってはおりません。保育園同士ですと民間

も公立もということができるのですが、幼稚園も含めてというところでは、幼稚園等の研修の

中でお互いに職員同士が交流をしたりという場面はあるのですが、子供まではなかなか現状、

進めていない状況にあります。ですので、未実施といいますか、ここについては一切ふれてい

ないというところであります。これについては、認定子ども園ではなくてもという考え方では

進めることは可能であろうというふうに考えておりますので、この後の後期の計画の中では、

もう少し手法を考えながらということでは今押さえております。 

 それと健診についてなのですが、率が低いと。ここのところでも、これ全体の子育て支援に

もつながるのであろうと思うのですが、やはり親の意識といいますか、健診に子供を連れて行

かなければならないという意識が、なかなか今身についていないといいますか、それで、そう

いう家庭につきましては、保健師のほうで必ず連絡して、この健診の、例えば１歳半の該当で、

１歳半の健診のときに呼んだのだけれど来なかったというときには、ほかの１歳８カ月だとか

というときにまた呼ぶという形で、該当でなかったとしても来てもらって、その子に合った健

診をするという体制を保健師も取っています。どうしてもそれでもきていただけない家庭につ

いては、逆に家庭訪問をして、その中でお子さんの状況を把握させてもらうということで現状

進めております。ここのところはなかなか、必要性みたいなものをいかに説いていくか、方法

等も含めて保健師のほうも情報は出しているのですが、なかなかそこのところでは保護者の方

の意識というのを高めていくのに、保健師もちょっと苦慮しているところかなというふうに押
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さえております。 

 それと、家庭教育学級です。これは、未実施という形になっているのですが、家庭教育学級

という正式名称のものとしては未実施ですが、家庭教育セミナーですとか、地区別の学校と、

それから地域の子供たちの交流も含めてということでは、地区で行っているところもあります。

ただ、全体でということになりますと、そこのところまで全部が実施できているというところ

にないものですから、それで未実施という形になっておりますが、家庭教育セミナーという形

では実施をしております。  

 最後のインターネットでの有害対策というところなのですが、これは特にお子さんをお持ち

の保護者の方を対象にした指導が必要だろうというふうに思っておりまして、19 年度には子ど

も課のほうでの家庭教育の事業として、それから白老地区の育成会のほうでも、ちょうどそれ

にあった講師の方がいらっしゃって、その方をお呼びして保護者の方にもお話を聞いていただ

いております。21 年度についても、子育て講座という考え方で、そういうような方を呼んで保

護者の方にぜひ危機感というのを持っていただきたいということで計画としては持っておりま

す。以上です。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） わかりました。ただ、地域の教育力の向上、家庭教育学級。今お話し

したら子供中心にして云々と。僕、勘違いしたのだけれども、２期分の子ども支援推進計画な

どを見ても特に項目ないのですけれども、私、母親学級、昔、学校が中になって母親学級とい

うのをやっていたのです。だけどいろいろな事情がって、学校がやらなくなったのだけれど、

そのときのことを聞くと、やっても、本当に聞いてほしい人は来ないのだよという部分があり

ます。課題で。 

 ただ、僕は学校に任すのではなくて、今、子ども課という部分があるし、今度学校教育も課

が一つになって教育課になったので、ぜひ、母親学級的なものを、先ほど三連携、地域云々と

言っているけれど、本来はやはり、僕は家庭、母親学級が非常に大事で母親を教育しなければ

いけないと思うのです。言葉が適切かどうかは別にして、そういうことをやはり、いいこと言

っても、実際に父親や母親がきちんと一つ考えをもって教育するという部分を啓発しなければ

いけないと思いますので、その辺はどう考えているかと思って。これだけです。 

○委員長（及川 保君） 渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  母親学級的なということでいいますと、就学前に保護者の方を

対象にした入学の説明会というのを、各学校で行っております。その機会をお借りして家庭教

育についての情報提供というのを、子ども課のほうで教育支援センターの指導員をお願いして

実施をしております。ただ、時間的に短いものですから、今年度につきましてはそこの部分で、

その機会ではなくてもう少し違う機会に、それを実施できないかということで、今協議をして

いるところです。その必要性は、充分こちらとしては理解をしております。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですか。  

暫時休憩いたします。  
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休憩 午前１１時０１分  

                                         

再開 午前１１時１１分  

○委員長（及川 保君）  それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

前田委員よろしいですか。 

○委員（前田博之君） はい。 

○委員長（及川 保君）  それでは、ほかございませんか。斎藤委員どうですか。吉田委員ど

うぞ。 

○委員（吉田和子君） 子ども虐待保護の関係なのですが、白老町は白老町要保護児童対策地

域協議会を設置しておりますし、それから子供を守る地域ネットワーク、これもきちんとでき

ているというふうに思います。全国的にも、このネットワークが大体できているのが 94％くら

いできているということなのですが、白老町ではコーディネーター役の人というのはいるのか

どうなのか、それは子ども課なのかどうなのかが１点。 

 それから、その構成員の専門性の強化を図るための研修的なものをやっているのかどうなの

か、それが 1 点。 

 それと、今一番問題になっているのが、そういった子供が、いろいろなネットワークができ

ていますので、情報の提供というのは、かなり拾えるようになってきているのではないかと思

うのですが、それでもまだ見えない部分があって、せっかく拾ったものが児童相談所に持って

いくと、それより深く入っていけないで、稚内のような問題も出てきたりなどしているのです

が、そういった中で、ここは室蘭ですよね、児童相談所が。苫小牧で起きても室蘭児童相談所

なのですけれども。支所というのか、分室というのか、そういったものが各自治体で設けられ

ないのですよ。そういったものが設けられるような体制に、白老町がそれをやるということに

はならないのかもしれないし、里親も白老町にはいないですよね。里親制度はあるのですか、

その里親制度の法令化だとか。これも、コーディネーターの構成員の専門員の中に入ってくる

のかどうかわからないけれども、里親を育てていくための、そういったものがあるのかどうな

のか。その点をお伺いしたいというふうに思います。 

 それと、これ本当に、すごく広範囲になるのですよね。先ほど前田委員が言ったように、担

当課がそれぞれまたがっているのに、子ども課に聞いていいのかなというのがあるのですけれ

ども、母親の健康の確保ということでは、妊婦相談というのがあるのですが、妊婦健診 14 回無

料になったのですけれども、これはあちこちで出ている問題なのですが、妊娠したときに母子

手帳をもらって妊婦健診の無料券をもらうのですよね。先に病院へ行ってしまったら、その分

をもらえないという話が出てきていたのですけれども、その辺はここでなければ言ってくださ

い。担当課へ行って確認したいと。きょういろいろなものを読んでいたら、そういった問題が

あると伺ったので。 

 もう一つは、婦人科健診の話なのですが、これも私福祉課で、この間ちょっと予算のところ

では質問したのですが、かなり健診率が低いということがありますよね。これ女性の部分です
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ので、子ども課が動くということになるのかどうなのか、ここまでは子ども課で所管してやっ

ていかないでしょう。これを計画の中に入れていくということ自体も・・・。この辺、母親の

健康、乳児の健診は当然そうなのですけれども、ここの部分は、今後計画をまたつくっていく

わけですから、その辺もうちょっとすっきりした形にしていくほうがいいのではないのかなと。

余りにも広範囲すぎで、本当に子ども課で全部計画つくっていくにしても、だから先ほどコー

ディネーターが必要だと言ったと思うのですけれども、やはりそういったものでもう少しきち

んと、すっきり分けていけるような形にしなければいけないのではないかと思うのですが。 

○委員長（及川 保君）  渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  要保護児童対策地域協議会を含めた、保護児童に関するコーデ

ィネーター役というのは、子ども課のほうでということになっております。これまで社会教育

主事が、この後、21 年度から配置になった職員がということになります。  

 それぞれ構成をしているところは、保健医療ですとか、教育、児童関係、警察、人権擁護、

こういうようなところが、この代表になって、そこのところからそれぞれケースに合わせたケ

ース介入は実務者でという形でこれまでもしてきております。実際に、実施をしていく上でい

ろいろな課題が出てきていますし、そういうようなときには総括的に児童相談所が、本当にこ

まめに足を運んでくださいます。毎日でもというくらいこまめに。やはりこういうような時代

ですので、そういう部分では本当に児童相談所のほうに配慮していただいて、町としても家庭

訪問があるから毎日でもという形で来ていただいておりますので、そういう部分では、こちら

としても分所、支所というような話もありましたけれども、そこまでもありませんが、連絡を

してもすぐ対応ができるとか。そういう部分では支障のないように配慮していただいていると

思います。  

 あとは、職員の研修等についても、民生委員さんも含めた形での研修会というのを 11 月が虐

待防止月間になっているものですから、その機会に研修会等を行って、職員の研修、それぞれ

の関係機関の研修はもちろんですけれども、やはり身近に民生委員さんにいろいろな所でかか

わっていただくということからいうと、民生委員さんにも一緒に参加していただいて研修会を

開いております。  

 里親さん、白老町にもいらっしゃるということではあるのですが、ただ、この人が里親です

よというところはなかなか表には出てこないところなものですから、こちらのほうとしてもど

の方がという具体的なところまでは把握はできておりませんが、児童相談所のほうとしては、

このようなお子さんの状況であれば、里親もできますよというような形で声をかけてくださっ

ておりますので、その部分ではお子さんの保護等にしても、していくだけではなくて里親も含

めた形での対応をしてきている状況にあります。里親さんを育てていくというところでも、児

童相談所のホームページ等も見ますと、常時里親さんの募集といいますか、そういうようなこ

とも行っております。やはり、若い方を育てていくという部分で、児童相談所としても積極的

に説明できているというふうには思っております。  

 母親の健康、それから婦人科健診等につきましては、直接子ども課のほうでというところで
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はないものですから、そこについてはお答えと言うのはなかなかできませんが、ただ、計画と

いう形で、次世代の計画というところからいうと、そういうようなことも含めて計画の中には

盛り込んでいくというのが、国としての方針もそういうような形できておりますので、そこの

ところでは、直接ではありませんが関係課との状況もお互いに共有しながら進めていかなけれ

ばならない計画であることは確かであろうというふうに思っております。  

○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 児童クラブを 21 年度から６カ所ということで書いてありましたよね。

６カ所というのは、社台なのか、どこにふやすのかというふうに、社台ではなくてどこかほか

のほうで人員が、定数がオーバーしてきているので必要がどこかに出てきたのかなというふう

にとらえながら、きょう確認したいなと思って来たのですが、その点伺います。 

○委員長（及川 保君）  渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  この６カ所というのは、社台地区にという考え方で６カ所では

あるのです。ただ、社台につきましては保護者のニーズ調査等も踏まえた中で、現状の中では

児童クラブの設置というところまでは、町としては考えにくいというところで実施まで踏みき

ってはいませんので、21 年度についてもこの後は、放課後子どもプランの中の放課後子ども教

室、そういうような計画をつくっていく中で社台地区も含めてという考え方で全体の計画を検

討はしていきたいというふうに思っております。  

○委員長（及川 保君）  斎藤委員どうぞ。  

○委員（斎藤征信君） ゆうべ、一生懸命これを読んで、何を聞いたらいいのだろうと思って

読んだのですけれども、これだけの豊富なメニューをよくこなしているものだと。そういうこ

とでは感心してしまうのです。そういう意味では、本当に頑張っていることに敬意は表したい

というふうには思うのです。  

問題として、何が問題になるのかというと、今、子育てをどうやってやるかといって、学習

会に来てくれる人だとか、その辺で施設に行って何かを学ぶ機会があったり、集まってきてい

る人はほとんど問題ない。公園デビューをして、近くの親御さんとふれあうことができるのも、

大して問題はないと思うのです。問題なのは、そこにも絶対出てこないような、生活が教育力

をなくしてしまっているという、生活そのものが壊れている部分がどんどんふえているという

ところに問題があるのだろうなというふうに思うのです。 

 実際には、そういうところをどういうふうに手がけることが一番問題なのかということが問

題なのだけれども、そうなってくると今度、要因は一つではないわけですよね。環境の問題か

ら健康の問題から、精神状態の問題から、そういう生活状況の問題から来ると、範囲というの

は広がらなければならない。だけれども、そういう中でそのようなものをどうやって助けてく

れるかというと、今、訪問活動という言葉が出てきたのですけれども、訪問するのは一体誰な

のか。訪問するだけで解決するような問題では全くないことも私は充分わかるのです。私も家

庭訪問をして、「てめぇ、何しに来た。おれは何人も殺しているんだぞ。」と、たんかをきられ

たこともあるのです。俺は殺人者と向き合っているのかというふうに、単なる家庭訪問でさえ
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そうだし、余計なところに入ってきてくれるな。と言って戸を閉められてしまったときもある

し、本当に家庭訪問というのはものすごく難しいもの。それを一体どういう計画で、どういう

状況でやっていられるのか、そこのところをきちんと見きわめていかないと、そしてそれをど

う処理しているのかということをきちんとやらないと、なかなか解決策にはならないわけです。 

 親のほうは、一筋縄では行かない、育児放棄がこれだけ多くなっている中で、親の意識その

ものが違ってきているわけです。先ほど、母親学級的なという話もあって、すごく大事なこと

なのだけれども、我々ずっと言ってきたのはＰＴＡ活動で、日常集まって親に何か話をしてあ

げようと思ったら、みんなおしゃべりを始めてよそを向いてしまうのです。ガムをかじりなが

ら全然別な話をして、全然聞いてくれない。しまいには来なくなる。人数がだんだん減る。本

当に今の親が、人を集めて教育できるかどうかというと、そこまで問題が起きるわけです。そ

うやって考えますと、本当にそれらをどうやって手をつけるのかといわれたら、余りにも難し

すぎて、何を聞いていいかわからないし、それを子ども課に要求したら、子ども課は重すぎて

大変だろうと思うので、何を聞くのだろうと思ったのですけれども。 

 ということで、そういう集まってくれない親、行政側が手を尽くそうと思っても、なかなか

手が届かないところ、そのあたりをどういうふうにしているのか。実態というか、それらの苦

労話だとか、そのあたりを聞かせていただければと思うのですが。  

○委員長（及川 保君）  渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  そこの苦労話は、きっと子ども課ではなくて健康福祉課の保健

師が一番苦労しているところであろうというふうに思います。先ほども言いましたけれども、

新生児訪問から、それぞれ健診のときに来られなかった家庭に対しての家庭訪問で何回も足を

運んでいます。何回足を運んでもなかなか会えないという家庭も確かにあるのです。それは時

間差にしたり、今だったらタイミングよしというときを、何回も足を運ぶ中で考えて出かけて

いくと。 

 もちろん、家の中まで入れるというのは、よっぽどお互いに心が通じ合わないと、本当に玄

関先でお話をさせてもらう、そのときに子供の安否確認ではないですけれども、子供がどうい

うふうになっているのかというようなところも、子供は元気かいという話の中から、お子さん

の様子も見させてもらいながら、それから、少し開いたすき間から家の中の状況ですとか、そ

ういうような細かいところまで、保健師がチェックをしながら、こういうようなところが必要

とか、ここはこのような支援ができないかとかいうようなところも含めて家庭訪問の中で把握

をしてきます。その中で、やはり生活保護的なものが必要だということであれば、そちらのほ

うの相談員に話をしたり、民生委員さんのほうに情報を把握してもらうように声をかけたり、

そういうようなところも含めて保健師のほうが細かく実施をしてきています。それでもなかな

か会えない、10 回くらい行って１回くらいという方もいらっしゃいます。それでも会えたとい

うところでは、この次につながるチャンスといいますか、そのような考え方で対応してきてい

ます。 

それをこの後訪問型で実施をしていくときに、保健師でもない普通のＮＰＯさんであります
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けれども、そういうような方々がどういうような形で具体的に行けるのかというところでは、

国のほうとしてもある程度実施をするにあたっては、相手方に対して、こういう家庭訪問の意

思表示というのでしょうか、そういうニーズ調査をきちんとしなさいと。ただ行っても、学校

の先生だとか、保健師だとか、どういう公の機関の人でもなかなかお会いできない保護者の方

が、一般の方が突然行ってすぐ会えるかとなると、なかなか難しいだろうというところがあり

ますので、ニーズ調査をまずかけて、その中で家庭訪問なり、相手方の意思表示がきちんと聞

けるというようなところを確認しながら、家庭訪問するなり、お話をするなりとか、そういう

ところからスタートをしてくださいというのが、国のほうから出てきている条件ではあります。

そこのところは一つです。ただ、なかなかそれでは本当に必要なところにというのは難しいと

ころがありますので、それは行政側としても保健師だとか、民生委員さんですとか、そのよう

な方々との情報交換しながら、もう少し広げていければというところで、今検討しているとこ

ろです。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 私、一番心配するのは、子供をしつけと称して水風呂の中につけて、

俺はしつけたつもりだ。ということで、認識が全く違うわけです。そういう家庭というのはほ

とんど事情を抱えていて、子供を育てるような状況にはない。そういうところで何か、何回か

訴えたのだけれどもどこも取り上げてもらえなかったとか。手遅れになって気がついたときに

は死んでいたというような状況だけは絶対起こしてはならないなというふうに思うのです。 

 今の話の中では、訪問するのは保健師さんであり、学校の先生であり、民生委員さんである

と。いろいろな役割で集まって訪問して、そういうところから問題を見つけ出していくのだろ

うなというふうには思っているのです。そうなってくると、今の話の中には確かにあったと思

うのですけれども、そういう問題のあるところの事情というのを、今度は本当にいろいろな方々

が見ているわけだから、それをどこかで集約してまとめていかなければ、問題をきちんとつか

めないだろうと。そこのところだと問題は。  

 だから先ほども、事業としてのコーディネーターは必要だけれども、問題のある家庭の中に

手を入れられるかどうかというのは、そういうような意味で訪問して歩いている人たちの集約

というのを、どこでどういうふうな責任を持ってやっていくかという、そのあたりのことがは

っきりすれば、そういう事故も防げていけるのかなと思うのですけれども、そういう体制がぜ

ひ強力につくられていってほしいということを願うわけですけれどもそのあたり。  

○委員長（及川 保君）  渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  今も先ほど説明しました児童虐待等の相談件数の中では、すべ

てが虐待といいますか、身体的なものですとか、そういうようなものだけではなくて、やはり

一番大きいのはネグレスト的な養育放棄といいますか、そこにいらっしゃる家庭が多いのも多

いですし、ですので、うちとしても情報をこれまでも把握しながらきていますし、今回訪問型

をしたとしても、子ども課が責任者として所管する形できますので、事業はスタートしますの

で、当然そうなることで、情報としていただいたものは、うちは児童相談所も含めて子供の養
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育という部分の、不全であれば、例えば児童相談所のほうに連絡して一時保護なり、施設なり

ということも、当然考えていかなければなりませんし、そこまで至らなくて地域の中で充分見

ていけるということであれば、それはそれで要保護児童対策地域議会の中でケース会議を開き

ながら見ていくという形になっていくと思うのです。 

 だから、家庭教育とはいいますけれども、やはり要支援の家庭をどう支援できるかというと

ころになるかと思いますので、それは児童虐待も含めた形で状況を把握して事業として進めて

いくということになると思います。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） ただいまのことはわかりました。 

一つ、数字がわからなかったのですけれども、つどいの広場の表の中で、ほかの地域の数字

と比べて白老の数字がけた違いに違うのですけれども、これはどういうふうなことなのですか。 

○委員長（及川 保君）  渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  やはり、これはつどいの広場は白老地区に設置されている子育

て支援センターですので、やはり白老地区の利用者が多いということになると思います。  

○委員長（及川 保君）  斎藤委員、よろしいですか。  

○委員（斎藤征信君） はい。 

○委員長（及川 保君） 今の育成支援の行動計画つきましては、全部含まれておりますので、

この中で一括して質疑を行いたいと思いますのでお願いしたいと思います。これは詳細の内訳

がすべて入っているということですから。前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） 次に２期目の支援推進計画のアクションプランについて伺います。僕

も理解していなかった部分で、担当部局で聞けばいいのかもしれませんが委員会ですので何点

かお聞きします。  

 アクションプランの中で、一つは１ページの基本目標２の(２ )の情報提供・啓発の推進の中

の④で、家庭教育手帳の交付とありますけれども、この家庭教育手帳の中身とか運用方法、そ

れをお聞きします。それと、次の基本目標３の(２)の③家庭教育サポート企業の指定、これ具

体的に取り組み、進め方をお聞きします。 

 それと、基本目標４の(１)の①家庭教育支援事業の体系化、それぞれ事業については意味が

あると思うのですけれども、具体的にどのような進め方でどのような効果を求めているのかお

聞きします。  

○委員長（及川 保君）  渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君）  １点目の家庭教育手帳につきましては、３つの部門に分かれて

います。乳幼児期とそれから小学校の高学年くらいまでとそれから中学校という。小さいブッ

クサイズの冊子になっているものです。それで、これの活用については家庭教育の情報提供を

するときに活用してくださいという形で国から毎年くるものです。白老町としては、入学時に

家庭教育の情報提供をするときに、それを一緒に配付をさせていただいて、それについては子

供のしつけですとか、親子のかかわり合いですとか、そういうものについて本当に簡単にわか
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りやすい形で書かれている冊子になっています。家庭教育という視点なので社会教育のほうに

きていると思います。ずっと配付しています。それにつては、本当に保護者の方が見てわかり

やすい形のものになっていますので、家庭教育の情報提供のときには、この手帳も一緒に時間

を見て、見てくださいと。子供とのかかわり合い方、それからこういうようなことをしたほう

がいいとか、しつけについてもこうだとか、生活習慣はこうだとか。そういうようなものをわ

かりやすく載せております。  

 それとサポート企業についてですが、これにつきましては白老町でスパランドさん、それと

ななかまどさん。ここがサポート企業の指定を受けております。これにつきましてはほかへ発

信するというのではなくて、その企業さん自体が家庭教育といいますか、子育てにかかわる従

業員に対しての指導ですとか、体制がそのようになっているとか、そういうような企業さんを

指定しているということになります。  

 それと、基本目標４の家庭教育支援事業の体系化ということなのですが、これにつきまして

は、基本的に家庭教育というのも幅が広いものですから、乳幼児期から思春期、それから次代

の親の部分までのということになりますと、ある程度乳幼児期の子育てについての講座ですと

か、それから思春期の子供たちに対しての実働的な指導ですとか、それから次代の親となるた

めの実践ですとか。そういうような形でいくつか事業を組んでいます。それを家庭教育の大き

なくくりの中で乳幼児期から思春期、それからある程度高校生くらいまでという形で体系化し

て事業を進めてきております。以上です。 

○委員長（及川 保君）  どうぞ、前田委員。 

○委員（前田博之君） 家庭教育支援事業体系化、それぞれの年齢層に分けてやるというのは

わかるのだけれども、具体的にはどのような進め方ですか。その辺が見えないのですよ。  

○委員長（及川 保君）  渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） 例えば、９ページのアクションプランのところの (２)、ここの

ところが基本目標１のところが、乳児期から次代の親までという形で事業として、これが体系

化されるということになるのですが、例えば、次代の親づくりとなりますと、一つは各小中高

校生が保育体験という形で、保育園に行っているというのもありますし、それから実際に助産

師さんをお迎えして、例えば中学校の中で年間に３回くらいのカリキュラムを組みまして、実

際に赤ちゃんについての学習をし、それから助産師さんに来てもらって実際に赤ちゃんと同じ

重さのお人形さんを使って、子供ってこういうようなものとか、生活させるという基本的なも

のを、赤ちゃんの扱い方ですとか、そういうようなものから子供の大切さですとか、心を育む、

命の大切さみたいなところの指導をしていただいているというようなことです。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。本間委員どうぞ。  

○委員（本間広朗君） 僕も、家庭教育子育て支援の関係、大分ボリュームがあるというか僕

も子育て真っ只中で、本当はいろいろ聞きたいことがあるのですが、その中でこの行動計画の

中なのですが、２番目の子供の生きる力ってありますよね、これ随時となっていますけれども、

例えばどういうようなことをやってきたのかということをお聞きして、５ページです。 
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 それと、これを見ていて、どこかの文科省の大臣もよくいうのですが、家庭や地域の教育力

の向上とあるのですが、要するに低下しているということですよね。全国的にそうなのかもし

れないですけれども、この地域というか、白老に関して実情というか、そういうのはどうなの

かというのもお聞きしたいなと。これをいつも読んだり見たりすると、この地域はそれほどに

なっているのかと、頭にくると言っては、現場から見るとそうでもないような気もしないでは

ないのですけれども。  

 やるのはすごくいいと思うのですよ。これ、本当に充実させていって、中にはもちろんそう

いう家庭もあるかもしれないですけれども、ただ、余り地域とか家庭が教育力が低下している

と、ドンと出してしまうと、何か地域の人も抵抗あるのではないのかなという思いもなきにし

もあらずなので、これをやっていただくのは子育て最中の人たちには大変いい取り組みだとは

思っているのですけれども。  

 先ほど言った母親学級というのもありましたけれども、白老町のＰＴＡ連合会の中に母親委

員会というのがありますよね。あそこは年５、６回すごい活動をしているのですけれども、そ

ういう母親委員会が先ほど言われた、母親委員として活動とかそういうものを今後やっていく

予定とかあるのかどうかというのを聞きたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  渡辺課長、どうぞ。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  １番最初の、子供の生きる力の育成に向けた学校教育環境の整

備というのは 18 ページの基本目標３のところに事業として載せています。実際にトレーニング

ゲーム、20 年度は、それまでの事業を行っている、または姉妹都市交流ですとか、そのような

ことも含めて生きる力の育成という項目の中、大きいものですから、これ一つで生きる力が身

につくのかとなると、なかなか難しいところだと思いますが、総合的な学習の時間をうまく活

用して、教科以外の社会勉強も含めた事業をここのところで行ってきています。 

 それと、家庭教育の低下というところなのですが、これは全部が全部低下してきているとい

う意味合いに取られると、それは本間委員が今お話されたように、カチンと来るところはある

かなと思うのですけれども、ただ、昔もあったのかもしれないのですが、先ほどからほかの委

員さんからの質問にもお答えしていますが、なかなか保護者の意識として、子どものほうに向

いていかないとか、生活をする中で、なかなか子供への指導というのが徹底されていかない。

それだけではないのでしょうけれども、そういうことによって子供たちの生活自体が、どうし

ても不規則な生活になっていたり、それからある程度の家庭の中でのルールというものが、ル

ールでなく何となくいつでも、どこでもオーケーのような、節度のない、そういうような環境

が多くなってきていると。 

 やはり、それは家庭の中で保護者がきちんと子供たちに指導をしていくということが基本で

あろうと。そこのところから、どうもそこら辺のたがが外れてきているのではないかと。そう

なると、なかなか家庭教育という部分でいうと、まずは子供の生活の基本は家庭でのというと

ころからきますので、そこのところがなかなかうまく機能をしていない。そういうところが多

くなってきているという考え方から家庭教育の低下といいますか、そういうようなところにど
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うしても言葉としてなってきているかというところで、決して全部が全部がというわけでもな

いですし、しっかりと家庭教育を進めてくださっている家庭もありますので、その辺のところ

では一概にこれがすべてということではないのですが、数十年昔に比べるとそういうところが

ふえてきているというところであろうと思います。 

 それと、母親委員会なのですが、申しわけありません。ここについては私のほうでも把握を

十分していない部分です。ただ、各学校のＰＴＡのほうで母親委員会でいろいろな研修会です

とか、積極的に進めてきてくださっていますので、そこのところにはうちとしても期待をした

いなとは思っています。以上です。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。ほかございませんか。全体でございます。本日の

配られた資料の全体として、子ども発達支援センターと児童館につきましては、昼からとあす

にかけてまた実施をしますので、これ以外についての質問をお受けしたいと思います。ござい

ませんか。  

私のほうから１点、よろしいですか。１枚もので児童虐待等の相談状況についてという資料

が、平成 17 年から 20 年まで４年間の資料が出ております。児童虐待といいますと非常に大き

な社会問題になっているわけですよね。我がまちの虐待につきましては、こういった資料が統

計的にきちんと出されるということは、非常に時代も変わったなと。というのは昔、教育長の

答弁などでよく、議会でもいろいろな問題が取り上げられていたわけでありますけれども、当

時の教育長さんというのは、「白老町に虐待はありません。」と、このような答弁ですべて済ま

せてきたような状況だったわけです。しかし近年、非常に大きな社会問題になっているという

ことからしまして、このようにきちんとした統計などされているということなのですけれども、

しかし我がまちで、このくらいの大きな数字になってあらわれているとなると、非常に大きな

問題だなと私はとらえております。 

児童相談所、これ必ずテレビ等のニュースでも、正式機関があるわけですけれども、当然北

海道のかかわりですよね。きちんとした関係機関なのですけれども、白老町となると室蘭とか

そういう形になるのですね。となれば、このあたりの数字がどのようにとらえて、地元として

は学校だとか幼稚園だとか、保育園とか、こういうきちんとした機関が押さえるような形にな

ると思うのですけれども、この資料そのものについては相談所の統計ということで押さえてよ

ろしいでしょうか。 

渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） これは、今お示ししているのは白老町としての数字になります。

この中で、町の中である程度対応が可能なもの、それから児童相談所に一度通告をするもの、

それから児童相談所へ通告するとともに、即児童相談所のほうに動いていただくもの。ある程

度パターンを持っています。これはあくまでも白老町が全部把握をしたものということになり

ます。ですので、このケースについては、児童相談所のほうに連絡だけは入れておく。地元が

動いて、その中でどうしても必要であれば児童相談所に動いてもらうというもの。  

 また、通告をすると同時に児童相談所に入ってもらわなければ、これは対応ができないとい



 23 

うようなものというのは、もう少し数としては少なくなります。直接通告をするものだけが、

児童相談所のほうには件数として上げられています。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。 

もう１点、一番下のほうに児童相談所送致という形になっていますよね。この児童相談所送

致というのが正式に児童相談所で対応した数値ということで押さえてよろしいのでしょうか。  

渡辺課長。  

○子ども課長（渡辺裕美君） この児童相談所へ送致というのは、例えば児童相談所へ一時保

護をしたケース、人数ということになります。 

それから、その上の短期間の斡旋というのがありますが、これは例えば、養護施設に入った

お子さんの数ということになります。  

○委員長（及川 保君） わかりました。これだけの数が、20 年度減っておるようですけれど

も、90 件、100 件近い相談状況があるわけですけれども、先ほど、ちょっと減っているという

話もしていたのですが、我がまちから大きな社会問題になっているような、全国的に問題にな

っている事件が起きない、起こさない。そのために全力を挙げて対応に当たってほしいなとい

うふうに思うのですが、今後の対策含めて。 

渡辺課長どうぞ。  

○子ども課長（渡辺裕美君） 現在は、ＤＶがらみの世帯もここの中に入ってくるようになっ

て、本当に幅が広くなってきています。ただ、お子さんを虐待するというのではなくて、基本

は配偶者に対してのＤＶが、あわせて子供にも、身体的なものでなくても､配偶者に対してのＤ

Ｖを子供に見せるというところも心理的な虐待というふうになりますので、そういうところま

でもＤＶがらみでということになると、件数としては普通の虐待プラスＤＶにかかわった虐待

も含めてという形に、今なってきています。  

 いろいろなケースが考えられるものですから、特にＤＶがらみになりますと、なかなか外に

漏れないといいますか、見つけづらいというところがあるので、逆に子供からそのような情報

が入ってきて、一時保護なり施設のへの措置が決まるというケースも出てきています。 

 なかなか減らすということは難しいというふうに思っています。ですので、胸を張って撲滅

に向けて努力をさせていただきますという言葉は、なかなか言えない現状にありますが、でき

るだけそれぞれ、必ずお子さんであればかかわっている機関がありますので、そこのところと

の情報を共有しながら努め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（及川 保君）  以上でございました。  

ほか、皆さんの方から何かございませんか。議長、どうぞ。  

○議長（堀部登志雄君）  質問ではないですけれども、この児童館の利用状況調べというのが

あるのだけれども、美園児童館、利用状況、この調べの数字の最後の１カ月平均というの、何

か間違っているのではないかと思うのです。小学校の内訳の１カ月平均、１年生の男子 238 人

もいて平均 8.5 人ですか。これ何カ所か違うような気がするのですけれども。  

○委員長（及川 保君）  例えば、１年生の男子の場合、下のほうへいくと１カ月平均が 8.5
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人ですよね。１年間の合計が 238 人なのですけれども。 

○子ども課長（渡辺裕美君）  申しわけありません。 

○委員長（及川 保君）  訂正をお願いしたいと思います。  

                                         

◎閉会の宣言 

○委員長（及川 保君） それでは、午前中の会議はこの程度にしたいと思います。  

（午後 ０時０４分）  


