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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２１日（火曜日） 

開  会  午後 ３時１０分 

閉  会  午後 ３時４２分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

１．委員会報告のまとめについて 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

１．委員会報告のまとめについて 

                                         

○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） 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     主   幹    森   隆 治 君 

     書   記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  ただいまから総務文教常任委員会を開会いたします。 

（午後 ３時１０分）  

                                         

○委員長（及川 保君） 昨日の子育て支援センターの視察、そして本日の海の子、はまなす、

小鳩保育園の３カ所の視察、更に萩野、美園児童館の２カ所の視察を終えてまいりました。 

 まとめの段階になったわけでありますが、この時間をまとめの時間として皆さんからご意見

を出していただいて、それを参考にしまして報告書をつくってまいりたいと考えております。

ご協力をお願いしたいと思います。 

 まず昨日の子育て支援センターの視察を含めて平成 21 年から新しい計画ができましたので、

その説明が教育委員会のほうからなされました。次世代の育成支援行動計画、これが全体の計

画になっておりまして、さらにこの中の第２期の家庭教育支援推進計画、これらの説明がござ

いました。この中で皆さんから報告書の中にぜひ盛り込んでほしいということがございました

ら、ここで出していただきたいというふうに考えております。よろしくお願い致します。  

いかがでしょうか、吉田委員どうですか。 

○委員（吉田和子君） まだちょっと頭の中がまとまっていないのですが、きのう前田委員も

言われたように、基本的なものは白老町次世代育成支援行動計画、これが基本になっていろん

な家庭支援のほうの関係とか、子育て支援推進計画、これは前に一応最初の家庭教育と子育て

支援計画というのがあって、第２期は家庭支援、教育支援推進計画と一本になったような形で

出ていますけども、きっと次世代の国の方針というか、国でこういうものをつくりなさいとい

って基本的なものはつくったのだと思うのです。白老が今、この白老の環境の中で何が問題が

あるのだろうかということをもっとこう絞ったもの、全体を見てきのう私もいろんなことがあ

って、計画もいろんなものがあって、本当に誰が所管しているといったら子ども課というので

すけど。本当にお母さんの意見ももちろん大事なのですけど子育てには。ただ、今、今回やっ

てわかったことは、家庭教育ということを一番基本にやっていかないと子供が健全に育たない

ということが結論として分かったような気がするのです。 

 そういったことからいうと、もちろんこの次世代の、これは国でつくりなさいというのだか

ら、これは基本的なものだからつくり方もある程度決まっているのでしょうから、それにはつ

くるべきなので、つくらなければならないだろうと思うのですけど、白老町の子育ての本当に

必要なもの、それをどうやっていくのかという具体的なものをつくるべきではないかなと思っ

たのです。  

 きのうもいろいろな質問が出て、どれをどう質問していいかわからないとか、何かお母さん

の健診のことまで聞いていいのと私は言ってしまったのですけど、何かこう、絞り込めないと

いう、子ども課の、本当の所管する目的は何なのかといったら、その子供が健全に育っていけ

る環境を白老町が手助けできること、そして、民間がやること、家庭がやること、学校がやる
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こと、地域がやること、それを具体的にきちんとやっていくような、そういった計画が必要で

はないかなというふうに思ったのです。それがまず１点です。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。斎藤委員どうぞ。  

○委員（斎藤征信君） 私もまとまってはいないですけど、今度の２日間で特に記憶に残るの

は、今の話に引き続いて、ネグレクト、そういう親の育児放棄や何かというのが減っているの

ではなく除々にふえているということをやっぱり重視しなければならないだろうと。家庭教育

という関係の中でそこの部分、そしてそれを計画の中ではいろんな事業を組み合わせていろん

なサービス業務をやる、それは一生懸命みんなやっていることはよくわかるのです。  

ただそこに当てはまってこないというか、何をやっても応じてこない家庭というのにどうい

うふうに目を向けるかということをきちっとしてほしい、そういう中で保健師さん、先生、そ

れに民生委員がみんなそれぞれに仕事の中でやっているのだと言っていたけれど、それらがど

ういうふうに効率的にまとめられて成果を上げていけるのか、その分野、分野だけでやってい

けばいいというものではないだろう。そういうことが要求されているのではないか、その辺の

体制づくりをきちんとしてほしいと思ったことが１つ。 

それから今の話の範囲外かもしれないですけど、きょう実に感じたのは児童館の開館が２人

体制で、年中無休という体制というのは、本当にどうなのだろうか。働く側からいっても時間

が短いかどうか知らないけれど、２人でそれだけのことを請け負うということがあの美園で言

われたような事態に対応し切れないというような部分も出てくるのではないかというようなこ

とで、そういう体制を守ってやらなければきょう出たような問題が、何かいい解決方法がなか

なか見つけられないというようなことにつながるのではないかということを強く感じました。  

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。子育て支援センターも午後から視察したので

すが、特によろしいですか。前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） 今の吉田委員、斎藤委員言われたこと、もっともだと思います。私も

重複しますけれども、まず第２期の家庭教育支援推進計画、これは事業がかなり拡散している

というか、バラまき的なのですよ。そうすると事業をやるときの優先順位は、やっぱり整理し

て家庭教育をすべきだと思います。 

それで今、吉田委員からもありましたけど、私も家庭教育の充実、こういうことをトップに

上げて、それからいろいろと体制づくりをしていくような形が必要なのかなと思います。これ

でいけばこの支援計画を見れば何を目指しているのか見えないのです、まるっきり。羅列だけ

で、そういう行政としての考え方をきちんと示すべきだと思うし、独自の支援行動が必要だと

いうことと、今児童館などに行ってきて見たら特に母親の教育が大事かなと思います。斎藤委

員も子供の教育はできるけど親の教育は誰がするのかということをよく言われますけども、非

常に難しいと思いますけども。きのう僕も行ってきた母親学級的なことをやっぱり集まる、集

まらないは別にして、ある程度根気強く行政としてやっていく必要があるのかなと思います。

特にそこに行政の危機意識を持って行政としての責任的な役割を果たすべきだと思います。 

あと現地視察としては保育所を別にして、児童館についてはすぐ増改築等できませんので、
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保育所も含めてきょう見た範疇でいけば、年次的な補修、改修というか、維持補修計画を立て

て整備していかないと結果的に廃屋とか建てかえになってしまって経費がかかるのかなと思い

ますので、そういうことは必要かなと思います。  

それときょう初めてわかったのですけども、虎杖浜、白老行って社台、竹浦が廃園したこと

によっての、保育士の適正な配置、それは保育所ばかりではなくて一般的な行政部分も含めた

配置が必要ではないかと、ということは、行政側の部分が、人が足りない、足りないと言って

いますので、すぐにその切りかえとかいろいろな問題はあります。そういうのを抜きにして概

念的にいけばそういう部分をきちんと整理すべきではないかと思います。それが議会にも全然

説明されていませんので、現地へ行かなければわからないということ自体がおかしいと思いま

す。廃園だ適正配置だと言いながら、決まってから具体的なそういうものが説明もなくやられ

ているということが僕はやっぱり行政としての情報の発信が少し不足しているのかなと思いま

すので、その辺、これからの場合も出てきますのでそういうことをもっと行政は気配りすべき

だと私は思うし、当然、保育士方の話も聞いてやっていると思いますけど、その辺が大事かな

と思っておりました。以上です。 

○委員長（及川 保君） ちょっと確認ですが、保育士の適正配置は必要だと。 

○委員（前田博之君） 多分これからも民営化で出てきますけど、それをすべて保育所に配置

するのではなくてやはり人員配置をきちんとすべきだと思います。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今回ずっと見させていただいて、保育所の適正配置の関係ですごく懸

念していたことは、やっぱりその地域に子供がいなくなるということの一つの大きな事例だと

私は思ったのです。地域に配慮した保育園としての対応をしていますよ、その地域の行事に極

力参加をしていくような形をしていこうという形で、なくなったことでのデメリットをなくし

ていこうという努力をされているということは、私これは評価していいのではないかと思うの

です。評価することも載せていかないとだめだと思います。それと年間行事も地域を交えて本

当に子育てに対して保育園独自、それぞれの園でそれぞれが子供に一番いい保育は何なのかと

いうことをすごく努力されているということが見えました。そういう部分では評価をしていい

のではないのかなというふうに思います。 

それともう一つ、白老町の子供発達支援センターも見せていただきましたけれども、施設は

もちろん新しいということもあるのですが、本当にきちんとして使われていました。きちんと

した連携も取るようにしていましたし、他の各保育園とか幼稚園、それから保健師、栄養士そ

の他の部門、すくすく３・９と連携をきちんと取っていて、その状況を聞いても保育園でこう

いうふうにやっているからこうなのですということの白老町の連携、子育ての連携を取りなが

らやっている。そしてセンターの目的と役割をかなり果たしているのではないかなというふう

に、決められた職員数で本当にやっているのではないかなと。このことは評価できるのではな

いかなと思っています。 

○委員長（及川 保君）  全体的に、きょうも含めて何かありましたら。本間委員。  
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○委員（本間広朗君） 私も今皆さんがおっしゃったのとほとんど同じなのですけど、やっぱ

り一番感じたのは家庭教育もお父さん、お母さん、特に若いお父さん、お母さんはこれをどう

支援していくのか。家庭の中でそういう家庭教育の向上と言っていますけど、それをどう具体

化していくのか、まちも具体化していって。ちょっと午前中いなかったのですが、午後から保

育園行ったのですけど医療配慮とか、そういう方々をどう取り上げて、どうまちが指導したり

していくかといろいろ課と課長と相談してやっていると言いましたけど、やはりこれもマニュ

アルではないですけどそういう子供が不幸にならないためにはどうしたらいいかということを

まちでいろいろ考えていただけるようなシステムというか、そういうのをやっていくようにし

ていったらどうでしょうか。  

今、本当に全体を見回して何が必要なのかということをいろいろ聞いてきたのですけど、こ

の行動計画の中でいろいろありますけど、その中で本当に何が必要なのかということを今皆さ

ん言われたものを取り上げていっていただいて、できるだけ家庭に子供達というか子供達もそ

うなのですけど、家庭からどうしていったらいいのかというのをやはり考えていっていただけ

ればというようなことも載せていくというか、大体皆さんと同じような答えになるのかなと思

いますけど。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。ほとんど皆さんと同じなのですけど、私が特に感じた

ことは、吉田委員の言われたように、例えば社台、竹浦の保育園が廃園になって、それぞれの

別の場所に、地域に移ったということに対して受け入れするときに既にそういう地域とのいろ

いろなコンタクトを取って参観日ですか、そういうことをやったり、さらに入ってから地域の

ために出向いていろいろなことをやるということ、これは中学校や小学校と違ってやはり保育

園という子供は非常に大事だと思うのです。地域の人達の宝物ですから、そういう形でこちら

に移ったからこちらにまかせっぱなしではなくて、もとのところにまで行っていろいろなこと

をする、知らせるということも大変必要なことだと思うし、今回だけでなく、地域が変わって

こういうことがあるときには必ずずっと続けていってほしいという思いです。以上です。  

○委員長（及川 保君）  土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君）  この２日間回っていまして痛感したのは、やっぱり幼児期からの家

庭教育も含めて、その家庭にあって地域との情報交換ですか、そういうものも非常に必要では

ないかと、特にきょう美園児童館も見てまいりましたけども、完全にあの状態では地域が崩壊

しているような印象を受けたわけです。  

それと小鳩保育園、あそこでは登園しない家庭の子供もいるという部分では、お母さん方が

どういう立場におられるのかわかりませんけども、その地域との情報がうまく行き届いてない

のではないのかなというように思いましたので、地域のみんなが支えあってそして子供を成長

させていくという、そういうシステムというのは大事ではないかと感じてきました。以上です。  

○委員長（及川 保君）  大体出つくした感じがします。皆さんのこの２日間の視察の中で感

じられたことがこの中に今大体網羅されているなと私も感じました。このご意見を踏まえまし
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て報告書にまとめたいというふうに思いますので、でき上がったときにはまた皆さんにご提示

申し上げて修正等々をしてまいりたいと思います。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 先ほども斎藤委員言ったような気がするのですけど、児童クラブは有

料化になっていますよね。各児童館は無料なのです、一つは預かりという形だと思うのです。

私、今後の運営について行政側がやるべきことなのかなとずっと思っていたのです。  

先ほど話していたように、お母さん方でもっと何というか、かかわるというのか運営にそう

いう何か連絡協議会みたいなものを立ち上げて、守る会でもいいし、児童館の子供達を守る会

みたいなものを立ち上げて、指定管理とかそんなふうにしなさいとかではなくて、自分達がも

っとその中にかかわる、そういった体制づくりが今後必要ではないか、何か帰ってきたら行っ

てらっしゃいよと親はさっさと働きに行って、働きに出ているならまだ救いがあるのですけど、

自分達の時間を取るために子供をそこにやっていればいいのだという感覚だけでどんなふうに

運営されているのか、どんな子供の状態なのかということを、全然なく関知しないでいるとい

うこと自体が、私は今後やっぱり家庭教育に力を入れていくということは、お母さん方がそう

いったところにかかわる場をつくっていくということが家庭教育につながっていくのではない

かと思うのです。家庭の中が見えるというか、家庭のお母さん方の問題点が見えてくるのでは

ないかと思うのです。そういった部分では、私は今後の児童クラブは、あれは国の政策として

学校で３年生まではまず見ようと、だけど今の児童館は卒業した中学生、卒業した高校生、そ

の上まで来ているという全体的なものを見ると、やっぱり地域の人達でそこを見守るというよ

うな形にしていく方法を何か考えるべきだという気がするのですけど、その点どうでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  今おっしゃっているのは児童館についてですか。 

○委員（吉田和子君） 児童クラブは別です。今は、お母さん方が働くために子供を預かるの

だからということで、有料化になりました。少しの責任分野で親がもって。だけどたしか、児

童クラブはお母さん方が交代でおやつ買ったりとかふれる場を確かつくっているはずなのです。

だけど児童館のほうは出入りが自由で、まして中学生、高校生がかかわって、親が面倒見られ

ない年齢ではないわけですよね。だから問題も大きくなるのだと思うのです、やることの問題

が。そういった部分では、子供たちがかかわって、そこで守る場、そしてみんなが集まって交

流する場、それから遊ぶ場の確保を町でしたのだよと。だからあとは皆さん交代で顔を出すな

り、休みのときはそこに１時からでも居てくれるとか、そういう何か守る会みたいなもの、何

か組織的なものを立ち上げて私はやっていくべきかなというふうに、もっとかかわるべきだと。 

○委員長（及川 保君）  この部分もちょっと入れてみましょう。斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 今の件で、まさにその通りだと思うし、児童館の業務というのは家に

親がいないから勝手に行って、明るいうちはそこに居なさいよという場所になっているものだ

から、管理というのはもっときちんとしなければならないだろうと、逆に。お金をもらってい

るからきちんとするのではなく、ああやって自由に居られる場所だからこそ、もっときちんと

しなければならない。  

 そうすると、親の要求があるからといって時間が延びたり、何でも受け入れたりすると、や
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っぱりそこに規制が何もないのです。ある一定の規制があって、何時から何時までは責任を持

ちますよというような形で、そういうふうにしないと２人の管理だけではとてもではないけど

手が回らない状態になっているわけです。だからある一定のきちんとした規制の中でやれば２

人でできるのかもしれないけど、そのあたりもう一回見直してみる必要があるのではないかと。

だから今、それでできないのであれば、親の会、父母の会を、構成する地域の高齢者団体をボ

ランティアで監視人にするだとかという方法も考えられるわけでしょう。町内会があるわけだ

から地元に。そういう人たちにお願いできるものかわかりませんけど、多分責任問題か何かが

ついて歩けばすんなりとはいかないだろうとは思いますけど。そういう体制が必要だろうとい

うこともあわせて指摘しておいてください。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。そういうことでまとめをつくってみたいと思います

ので、よろしいでしょうか。吉田委員。  

○委員（吉田和子君） もう一つ、要保護児童の関係なのですけど、前田委員も言いました。

いろんなものをネットワークしたコーディネーターがちゃんといるのかという話をしたのです

けど、要保護児童の連絡協議会は設置されているのですけど、その会議というのはケース会議

で何かあったときにはやっていると思うのですけど、普段の状況を踏まえて、どういった問題

が今あるのだろうだとか、どういった形が多いのだろうか、では何かあったときに対応するの

ではなくて、それを防ぐための、早期発見するためのネットワークで話し合うとか、コーディ

ネーターがいて、こういう問題があったから白老としてそういうことはないのかとか、稚内な

どでそういうことがあると、そういったことが見つけられなければ、児童相談所は今の体制が

本当にいいのかとか、そういったこともやっぱり私は、機能がされていないのではないかなと。  

この児童の次世代育成支援行動計画の中には、ネットワークづくりというのか、児童虐待防

止のネットワーク協議会の設置を 21 年の目標にするというふうになっているのです。ところが、

こちらを見ると何かきのうの説明を聞いていたら、要保護児童対策協議会があるからいいよう

な、それぞれの代表が出ているからいいような感じの話をされていたのですけど、それ一つ言

わなかったのですけど、考えたら今、これずっとやっている事業を見たら、ケース会議だから

問題があったときにやっているのです。もちろんそのためのものなのですけど、何かあったと

きに連絡を密にして、そういうものを防ぐということが目的なのですけど、ここの言っている

ネットワークというのは違うと思うのです。全体を見てコーディネーターがいて、こういうこ

とにはこういった対応をするべきだとか、それから、この人たちの研修の場というのがあるの

かなと思ったら、余りないような気がするのです。保育士だからそれ専門では、と思うのです。

学校の先生だからそれ専門ではないと思うのです。どういった点できちんと目を向けていくの

かということを、そういった方々の研修も必要だと思うのです。だからネットワークづくりと

コーディネーターの必要性と、その研修をきちんとやっていくということが必要かと思ってい

ます。それくらい重みを置いていかないとふえているわけですから、減っているのならいいで

すけどね。問題が起きてから大騒ぎしているでしょう。そういうのを考えてほしいなと、ネッ

トワークづくりをきちんと設置するということになっていますから、要保護の協議会ではなく、
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児童虐待防止ネットワークの協議会をきちんと設置して、コーディネーターを持ち、それは子

ども課でもいいけど、それだって専門ではないわけですから、置ければ専門の人を置いてほし

いし、そうでなければ、そういう勉強を、研修の場を設ける、メンバーの研修をきちんとやっ

ていくということをやるべきではないかと思います。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） それはやっぱり減少というか、出たときだけではなくて、今言ったよ

うにネットワークをつくって、定期的に情報交換とか勉強すべきなのですよ。ということは、

私も思っていたのですけど、今学校にもスクールカウンセラーがいるわけでしょう。そして養

護の先生もいるわけです。そして、今度こっちに行けば保健師がいますから、そういう人方が

定期的にネットワークをつくって情報交換をして、稚内のときみたく児童相談所がわからなか

ったとか、市の担当者がわからなかったという問題ではなくて、そういう部分のちょっとした

部分から大きな事件に結びつかないと思うので、今言ったようにそういう部分の定期的にネッ

トワークをやって研修なり集まって情報交換するというものは僕は大事だと思います。逆にそ

ういうことをやっぱり僕は行政にいたけど、そういうことは先にやるべきなのです。行政とい

うのは問題が起きてからすぐ対応するけど、逆に事前にそういうことをやるとスクールカウン

セラーがいろいろなこと聞いていますしね。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。僕なりにまとめてみますので。課長は絶対に出しま

せんと言っていますから。姿勢だけはきちんと。よろしいですね。それでは正副委員長に取り

まとめを任せていただきたいと思います。 

                                         

○委員長（及川 保君）  それでは、総務文教常任委員会、２日間にわたっての視察等、お疲

れさまでございました。  

（午後 ３時４２分） 


