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平成２２年白老町議会総務文教常任委員会協議会会議録 
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  閉 会   午後 ３時４８分 
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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協議会を開催いたしたいと思います。 

（午後 １時３０分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 教育委員会のほうから、２点について協議事項があるということで、申

し入れがございました。 

１点目、平成 22 年度学校給食費の改定について、２点目、白老町次世代育成支援行動計画、後

期の計画案がまとまったということでございます。この２点について説明を求めたいと思います。

はい、久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 皆さんこんにちは。今、委員長のほうからお話ありましたように、き

ょう２点についてご報告をしたいと思いますが、まず、１点目の学校給食費の改定について、詳し

い説明に入る前に私のほうからご説明したいと思いますが、改定に至るまでの経緯について、若干

ご説明をしたいと思います。 

 すでに、ご承知だと思いますが、今年度 21 年度でございますが、10 年ぶりに給食費を改定した

ところでございます。改定にあたっては、使用する材料の安全・安心という観点から、国産品だと

か、道産品への切りかえをすると。こういうことだとか、材料の価格高騰、このようなことで、積

算をした結果、改定率が 19.6％になったと。こういうことでございます。 

 ところが、非常に大きな上げ幅になったので、保護者の負担軽減という観点から、これを一挙に

上げることはできないということで、２カ年で実施するということになったわけでございます。 

それで、21 年度はそのうちの 10％を引き上げして、残り 9.6％につきましては、一般会計からの

繰入金で措置すると。講じたということでございます。 

そういうことから、22 年度の改定においては、残り 9.6％の改定において、再度材料費の価格上

昇だとかについて積算をしたと。その結果、これから詳しく説明いたしますが、アップ率を 8.9％

に抑えることができたと。当初から比べて、0.7％ほど低くなったわけでございますけれども、そ

ういうことで改定を行うということでございます。 

このたびの改定にあたっては、白老町の学校給食センターの運営委員会がございますが、ここに

諮問を致しまして、慎重な審議をしていただいて、その回答を得たものであると、こういうことで

ございますのでご理解をいただきたいと思います。 

改定内容について、ポイントだけお話を致しましたが、内容については、課長のほうから、セン

ター長もきておりますので説明をしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。以上で

す。 

○委員長（及川 保君） それでは、本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 経緯については、今、部長のほうからご説明したとおりでございます。

若干補足させていただきますと、２カ年で実施するということで 19.6％のうち 10％について改定

させていただきました。残りの 9.6％相当分については、すでにご承知のとおり 21 年度予算の中で
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一般会計から、約 620 万円ほどの繰入金を充てていただいたと。これは単年度限りということで、

これも保護者負担に配慮してということでございます。 

 先ほど、部長からもお話ありましたとおり、残りの 9.6％について、4 月以降の価格動向を調査

して２カ年目の改定を行わせていただきたいということを昨年も申し上げておりますが、その結果

8.9％の改定率にとどめることができたということのご説明を、これからさせていただきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

 中身の説明につきましては、庄司学校給食センター長のほうからご説明申しあげます。 

○委員長（及川 保君） それでは、庄司学校給食センター長。 

○教育給食センター長（庄司 淳君） それでは、私のほうから改定表に基づきまして、金額の説

明をさせていただきたいと思います。２枚目をめくっていただきますと、上のほうから 8.9％にし

た場合にどのような金額になるのかということで、１食当たりの給食単価で申しますと、一番上小

学校の低学年（１から３年）まででいきますと、21 年度が 241 円で、22 年度が 262 円ということ

で 21 円のアップということになります。改定率の直しますと 8.71％ということで、それぞれ上か

ら、次、小学校高学年は 22 円のアップ、8.91％アップ。中学校が 26 円の引き上げということで９％

のアップ。平均しますと 8.87％の上昇ということになります。 

 次に、年額に換算しますと、１食単価に 190 日、給食提供日数が 190 日ですので、これで掛けた

場合に年額がここに書かれてあるとおり、上からいきまして 22 年度は 4 万 9,780 円ということで

3,990 円の増。小学校高学年は５万 1,110 円ということで年間 4,180 円ふえます。そして中学校は

５万 9,850 円ということで、21 年度に比べますと 4,940 円ほど上昇しますということで、それぞれ

改定率は平均しますと 8.87％ということになります。 

 次の表が、５月以降ということで、４月だけ端数が加算されまして、５月以降はならした金額に

なります。これは 100 円未満切り捨てておりますので、それぞれここに書かれてあるとおり、21 年

度よりも 300 円上がるのが小学生、400 円上がるのが中学生ということになります。 

最後に４月分の金額が、今申し上げましたとおり、端数加算しますので、その結果 21 年度より

も少し多めに、それぞれふえております。690 円、880 円、540 円ということで増額になります。 

これが 8.9％上げた場合の数字ということになります。 

続きまして、３枚目が積算表ということで、8.9％に至った根拠といいますか、算出した内訳な

のですが、これが３つにわかれておりまして、予算上は小学生低学年、小学生高学年、中学生・職

員ということで、それぞれ主食代と温食代ということで、材料費が二通りにわかれます。それぞれ

細かく種別を申し上げますと、米飯・パン代ということで、この２つは学校給食会のほうへ支払う

分です。これが３％、５％ということで、20 年度から 21 年度にかけまして、このように上昇して

おります。 

それから、製パン加工賃ということでパン屋さんに払うパン加工賃も、同じように 22％、38％と

いうふうに大幅に上昇しております。あと、牛乳代、デザートということもそれぞれ７％、26％。

大幅な伸びを示しております。 

温食のほうに換算しましても、8.9％、7.9％ということで、20 年度から 21 年度にかけまして、
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それぞれ大幅に上回っているという状況でございました。 

これらを全部トータルしまして平均を出しますと、下のほうに書かれておりますが 8.97％という

ことになります。小数点第２位を切り捨てしまして 8.9％ということで、ここで上昇率が確定され

ました。 

最後のページは、当初の予定で 9.6％で見込んだ場合に対しまして、8.9％だとどれだけ差が出た

のかということの比較表でございます。これでいきますと、一番上でいきますと 9.6 と 8.9、それ

ぞれの平均の増減額が 25 円。それに対して 8.9％が 23 円ですから、9.6％よりも 8.9％のほうが、

１食当りでいきますと２円ほど抑え込むことができましたということになります。年額でいきます

と、同じように 4,750 円と 4,370 円ですから、年間とおしまして 400 円近く上昇額を下げることが

できたということで、必要最小限必要な数値、かつ抑え込むことができた数値というのが 8.9％と

いうことで、このような金額になります。 

あと、２枚目の改定表で 20 年度から 21 年度ということで、10％引き上げた場合の金額の参考ま

でに書かれておりますので、20 年度と比較しても、このように上がっております。 

20 年度から 21 年度、そして 22 年度というふうに金額が変わって上昇しております。 

8.9％については以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 何か補足はありませんか。はい、本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 学校給食費の額の決定につきましては、委員の皆様もご存じのとおり、

学校給食センター条例がございまして、この８条に教育委員会が決定する額ということで、その前

段では教育委員会に説明をして、委員会に諮って学校給食センターの運営委員会のほうへ諮問をし

て、その運営委員会から答申をいただいて額の決定をするというような手続きになります。 

 それについては、すでにさきの教育委員会で諮問、学校給食センター運営委員会のほうから答申

を受けて決定というかたちをとってございますけれども、議会のほうにもご説明したいということ

で、今回こういう場を設けていただいたところでございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい。学校給食費、２カ年にわたっての改定内容が示されました。各委

員におかれましては、何か質疑等がございましたらお受けしたいと思います。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） これは、読んでいてそうだったと思い出したのですが、19.6％の引き上げ

をしなければやっていけないということでの激変緩和みたいな形で２年間かけて改定をしていく

ということなのですが、１点は、教育委員会に提案をして、教育委員会から給食センター運営委員

会に対する諮問を行って、その審議の結果、諮問どおりの答申が出されたということは、「よろし

いです。」ということだと思うのですが、内容的なものについて、何か付随して附帯意見みたいな

ものがなかったのかどうなのか。 

給食費のことで、私もちょっと、あるＰＴＡの方から話がありまして、諮問の委員ではないのか

もしれません。給食費の改定に対しては、いろいろなものを勘案して、それは仕方がないのだろう

けれども、内容も少し変えることはできないのだろうかという話があったのです。 

でき合いのものばかりが多くて、私は今の給食センターの設備では、なかなか今の状況から脱皮

するというのは厳しいのかもしれませんよという話をしたのですが、そういった要望的な、内容的
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なものの意見がなかったのかどうかということが１点伺いたいと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） はい、本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 答申書の中では、改定することについては子供たちの栄養バランス、

栄養価といったもろもろのことを考えて妥当でしょうと。また、食材価格の高騰についても理解で

きるということで、ただ、２点ほど答申書の中には付記事項といいますか、ございます。 

 １点は、未納対策を引き続き厳しい姿勢で対応することということと、先ほど部長のほうからも

話がありましたとおり、今回 21 年度の改定につきましては 10 年ぶりの改定ということで、今後毎

年定期的に、給食材料の価格調査などを実施して、改定の判断を早期にすべきではないかというこ

とで、必要に応じて早い機会に改定をしていくことによって、保護者負担も大幅にふえないだろう

ということの要望もありました。 

 それと、今のそのほかに要望意見としてなかったかというご質問でございますけれども、やはり、

できれば、当然安いほうがいいのだけれども、近年の食材価格の高騰の影響を受けて、確かに給食

の内容が、子供たちから聞くと若干落ちているというようなことを、保護者の方々の意見としてあ

るということで、今回 21 年度に改定させていただいた後につきましては、相当よくなってきてい

ると。逆にそういうお話も運営委員会の中でございました。 

 したがいまして、我々としては 20 年度が一番きつかったのですが、20 年度の給食と比較したと

きに、保護者の方々も 21 年度４月から改定したことによって、給食が以前よりも充実していると

いうようなご意見もありましたので、そういった意味では気持ち的には、胸をなでおろしていると

いうような状況でございます。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 昨年度、月平均でいくと小学校低学年で 400 円くらい上がった形になって

いるのですが、２年続けてということで 700 円。２年前からみると上がる形なるのですが、年間に

すると 8,400 円くらい上がることになります。こういった形で、１人のお子さんの場合は 8,400 円。

それでも少し高いのではないかと思うのですが、やはりこのような不景気なときにあって、さきほ

どいった付帯意見として未納対処したりするようにということなのですが、収納率に影響している

ものがあるかどうか。その辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） はい、本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） １月末時点の収納率、前年比で申し上げますと、現年分につきまして

は、逆に前年比よりも 0.3 ポイントアップしております。ただ、たまたま、前年度 20 年度につい

ては、過去にないくらいの滞納繰り越し分の収納率が 21.7％ということで、決算審査のときだった

と思いますが、前田委員のほうからお褒めの言葉をいただいたことがあったと思います。それから

比較しますと、１月末時点では滞納繰り越し分については 5.7 ポイントくらい前年比で落ちている

というような状況でございます。 

 したがいまして、今後あと２か月、２月、３月の中で、どれだけ挽回できるかということで、今

収納強化に努めているところでございますが、先ほども申し上げましたとおり、現年度分について

は、若干、前年同月比でいきますと 0.3 ポイントふえていると。これも、こちらのほうは５月末ま
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での出納整理期間の間に何とか、昨年は 95.89％でしたが、96％以上を目指して収納強化を図って

いきたいと考えております。以上です。  

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 20 年度の滞納繰り越し分が、21.7％とよかったということなのですが、そ

れより落ちているということは、今現在では 16％くらいの滞納繰り越し分の収納率になっていると

いうことで考えていいのですか。 

○委員長（及川 保君） はい、本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） もう少し具体的に申し上げますと、昨年決算時では 21.7％でしたが、

昨年の１月末現在では 19.7％の収納率でございました。それが、今回１月末現在では 13.43％とい

うことで、5.74 ポイント落ちていると。ですからこのままの状況でいきますと、３月末では 16％

前後という状況になろうかなという見込みなのですが、さきほども申し上げましたとおり、課を挙

げてといいますか、教育課全体でもう少し収納強化を図っていきたいというふうには考えておりま

す。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。給食費は、子供の口に入るものは自分で払わなければならない

というふうな原則でいうと、今の状況からいってしようがないのかなという気もするのですが、２

年間で 19.6％上げようとしていたものをダウンさせた、その努力というのはよしとするわけですけ

れども、そこで聞きたいのですが、どうしても上げなければならない。もうやっていけないと音を

上げたのは、原油高騰のときにこれではどうにもならないということで、登別などもすぐに上げた

わけですし、そういったいろいろなものがあったと思うのです。 

 そのときに、給食センターで話を伺ったら、白老も上げなければやっていけないという話があっ

たのも事実なのです。それから、１、２年たって物価の状況というのが、現状どうなっているのか。 

例えば子供たちの口に入るものの、物価の動きというのが、原油高騰の時期と今と、やはり変わら

ないのか。まだ上がっているのか。落ち着いて下がってきているのか。そのあたりの物価の動向と

いうのは、どのように押さえているのですか。 

○委員長（及川 保君） はい、本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 結論から申し上げますと、原油の高騰が直接給食費には、すべてが影

響しているというふうには、我々考えて、または分析しておりませんでした。 

 ただ、いろいろ食材を包装するものだとか、そちらのほうに影響があったと。ですから食材その

ものの高騰が原油の高騰にはつながっていないというような判断はしています。ご質問の食材の高

騰が原油の高騰と、今どのような状況になっているかといいますと、ピーク時は過ぎているという

ふうには押さえております。 

 したがいまして、先ほどもセンター長のほうから説明申し上げましたとおり、当初、残りの 9.6％

で想定していましたけれども、何とか 8.9％にとどめることができたというような結果でございま



 7

す。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） それと、道内もの、国内生産されたもの。そういったものをできるだけ、

よそから輸入したものでないものを食材に使おうといった場合に、添加物だとかといったものはど

うしても、輸入物に頼らなければならないという状況があったみたいなのですが、そういうものを

より改善していくという方向でものが考えられているのかどうなのか。 

 頑張っているけれどもこれ以上は、今どうにもならない。今までどおりにしなければならないよ

うな状況なのか。そのあたりはいかがですか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） このこと、昨年の３月議会、例年３月議会の予算提案説明の中でも、

または予算審査の中でもお話してございますけれども、特に昨年、中国産食材の餃子の問題だとか

いろいろあったものですから、そのようなことから、地産地消も含めて地元産、その次に管内産、

それと道内産、国内産で、それで賄いきれないものについては、国外産というもので給食食材の確

保しておりますけれども、そういった意味では前から比べますと国外産、特に中国産のものについ

ては、極力使用を控えているというような実態でございます。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） あと１つ伺っておいきたいのですけれども、近隣の町村といいますか、お

隣の市だとか。そのようなことで、やはり値上げをしていると思うのですが、そのあたりの状況と

比較して今回の措置というのはどう考えられるのか、そのあたり。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 端的に申し上げますと、白老においては２カ年で実施させていただき

ましたけれども、ほとんどの管内または道内の状況では、21 年度に給食費を上げて、それでおしま

うというような状況でございます。 

 先ほども申し上げましたとおり、本町にとっては 10 年ぶりの改定だということもあったもので

すから、上昇率が 19.6％ということで、2 カ年でという判断をしたわけなのですが、結果的には道

内の中でも白老町の上げ幅といいますか、22 年度に 8.9％上げさせていただくことによって、年額、

または月額については道内の中でも高いほうの位置にあるというふうに判断しております。 

 その要因としましては、やはり給食センターの中で、特に言えるのは米飯と揚げ物の関係なので

すが、ほとんどの給食センターにおいては米飯と揚げ物については自前でやっていると。ところが

本町では、昭和 58 年から町内業者に委託してやっているというようなことで、残念ながらそうい

った意味では、給食費の食材の中でその分は保護者負担が少し上乗せになっているといいますか、

そういった実情はございます。 

 ですからそのようなことも含めて、道内的には白老町は決して年額・月額含めて給食費、安いと

いいきれる状況ではなくて、むしろ高いほうの部類になっているのが現状です。 

○委員長（及川 保君） はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。小麦粉の値段が非常に上がってきて、パン食なども相当アッ
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プしていると思うのですけれども、今のこの経済の状況を見て、今年度、さらに次年度も含めて給

食費の収納率が低下するのではないかということが、すごく懸念されるのですがそういうことに対

しての対策というものは、どういった形で講じられるのか。 

 まして、小学生と中学生の子供さん２人いたら、年額 10 万円以上です。家計の所得に含まれる

割合でいくと、保護者にとっては非常に負担が大きなものだと思うのですが、その辺のことはどの

ようなお考えなのか。 

それから、ことしのように、去年もそうですが、リストラがあったり町内の企業が撤退された中

で、実際にパートで働いていたお母さん方が職を失うと。ましてやそのほかには世帯主も職を失う

という中で、所得に応じてということも含まれるのでしょうけれども、その辺のお考えなどもお聞

きしたいのです。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 収納率の低下については、今、給食センターのみならず課を挙げてと

いうことで対策を講じているところでございます。 

 ただ、私も夜間徴収など何度か行ってきておりますし、その中で土屋委員がおっしゃるように、

払いたくても払えないと。ですから、いわゆる悪質滞納者というよりも、本当に払いたくても払え

ないという状況の滞納者がふえているというのが実態でございます。 

 その対策としてどうするかということでございますけれども、確かに、道内でも他市町の例を見

ますと、満額払っている方からいたしますと、議会の中でも何度かそういうご質問をいただいてお

りますけれども、一般会計で補てんすべきではないかというお話のご意見もございました。ただ、

給食費については、食材分については保護者負担でさせていただきますということで、従来から申

し上げてきておりますので、そういったことについては、今後もその方向で考えていきたいと思っ

ています。 

 やはり、大事なのは収納対策だということで、なんとか１年間で払えなければ、２年間、３年間

かけて払っていただくような誓約書をいただくだとか、そのようなことで対応していくしかないの

かなというふうには思っております。 

 各家庭の経済状況の悪化も、徴収に歩いていますと、非常に感じることは感じております。先ほ

ども申し上げましたとおり、現年度分について必ず現年度にすべてをいただければ一番いいのです

が、いただけないような家庭については誓約書をいただいて、計画的に納付していただくと。 

 極端に申し上げますと、児童・生徒が卒業してもそういう誓約書に基づいて、何年か後までには

払っていただくということで考えていくしかないというふうに考えております。以上です。 

○委員長（及川 保君） いいですか、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。実際に、現状といいますか、実態としてどのような状況にな

っているのか把握しておられますか。いいです。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） 前田です。４点ほどお聞きしたいのですけれども、１点は、本来予算審査

のときもありますが、事前に聞いておきたいと思います。 
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 まず、22 年度に 9.6％繰り入れしていますけれども、これの町費負担額は最終的にいくらになる

のか。もう３月ですから決算見込み出ていると思います。それがまず１点。 

 それと、数字だけ先に聞きますが、給食費の総額、21 年度は決算見込みいくらで、22 年度は予

算額いくら見ているのか。その差額を知りたいものですから、まず２点と。 

 もう２点は、次の表で例えて言うのですが、給食費の改定表とあります。これで３番目のところ

に１つの例、５月以降のところで中学校、学年ありますけれども、これの例でお聞きしますけれど

も、20 年度が 4,100 円、そして現行が 4,500 円だと、このとき 400 円見ましたね、本当は 800 円な

のだけれども半分見ましたよと。400 円だと思います。今回は 400 円になりますよということは、

実質的に１年またいで、保護者の方は 800 円負担するということで理解していいのですね。 

 400 円上がったとなってしまうので、そこらへんの確認と、もう 1 つ、今議論されていましたが、

吉田委員のほうからもありましたが、私もそういう話を聞いているのです。 

 そうすると、今、本間教育課長からあったのですが、同じ給食費を取っても、児童・生徒の在籍

数が減ってきていると、１食当たりの原価が、今まで子供が多いときは 100 円だったものが、子供

が多くて同じ値上げをしても、料金計算しても、コストが上がって 800 円くらいになってしまうの

ではないかと思うのですけれども、それが影響されている部分だろうけれども、その部分を教育委

員会とか、方針は我々知っているから詳しくは言わないけれども、そういう部分が議論されて、今、

委員さんのほうからあったような、子供たちのための給食の質の向上を図れる部分が議論されたの

かどうか、その 4 点を伺います。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） ます、１点目の町の繰り入れに伴う 9.6％の関係ですが、当初予算で

約 620 万円ほど繰り入れしていただいておりますが、おおむね決算見込みではその 620 万円をすべ

て使わせていただくというような決算見込みの状況になっております。 

 それと、21 年度と 22 年度の決算見込みまたは 22 年度の予算ですけれども、これから３月議会ご

ざいますけれども、前段でお話しさせていただきますと、前年比で、予算総額で 275 万円ほどの減

で、今回予算を積算してございます。 

 それは、620 万円繰り入れをしておいて、275 万円減るというのは、簡単に言いますと 350 万円

ほどの差が出てきます。それをトータルで小学生については 56 名、中学生については５名、計 61

名の児童・生徒の減少が 21 年度と 22 年度の中でございます。 

 その分の減少分が、この差額に影響していると。ですから、給食費はアップするのですが、全体

の予算額は落ちますと、繰入金も 620 万円を繰り入れしないでアップしても、児童・生徒数が減少

するので、総体予算は減りますというような状況になっております。 

 それと、先ほどの資料の表でいいますと、確かに前田委員おっしゃるとおりでございまして、も

う少し申し上げますと、今、前田委員がおっしゃったのは５月以降の中でのお話だったかと思いま

すけれども、表の上から３つ目の表です。確かに、20 年度と比較したときに、それぞれ小学校低学

年から中学校全学年でいきますと、今 300 円、300 円、400 円になっていますが、20 年度対比でい

きますと 700 円、700 円、800 円。ですから、この２カ年でこれだけ上がるというようなこと。そ
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のとおりでございます。 

 ちなみに、１番上の表でいきますと、１食当たりでいきますと、それぞれ 21 円、22 円、26 円に

なっていますが、これも 20 年度と比較しますと、それぞれ 43 円、44 円、52 円と、約倍、逆に言

いますと、今回の改定幅については２分の１くらい。確かに 19.6％というところが、妥当な見込み

だったのかなと。残り 9.6％が 0.7 ポイント下げて、8.9％にしても単価的それほど変わっていない

というのが実情でございます。 

 ４点目のコストの関係でございますが、ほかの市町村の給食の状況を見ましても、わかりやすく

申し上げますと、苫小牧市あたりでは児童生徒数が多いものですから、食材の購入についても、量

が多いだけ安く仕入れられると。そういった課題はございます。 

 ですから、白老町も年々児童生徒数が減少している傾向から、食材の仕入れが高上がりになって

いるというのは実情でございます。今後も、そういったことの懸念は想定されるかなということで

お答えさせていただきます。以上でよろしいでしょうか。 

○委員長（及川 保君） はい、前田委員。 

○委員（前田博之君） １点だけ伺いますが、それだけ厳しいということでわかりました。 

 是非論は別にして、教育委員会とか、審議会はどうかわかりませんけれども、昨年は確か一般会

計から繰り入れをしたのだけれど、今言ったように、食材の質だとか、少しでも食育を兼ねて、地

元の農産部を入れるとか、あるいは栄養的には問題はないと思うけれど、質を上げるといったとき

に、今財政が厳しいのだけれど、是非論は別です。一つ考えとして、9.6％云々でなくて少しでも

町のほうで繰り入れをして、子供たちが喜んで食べられるような給食を、１食当り１円でも、２円

でも負担すべきではないかとか、子供たちのためにそういう議論をされたのかどうかということで

す。 

 それによって、財政が厳しいですから、私たち予算審査に入ったときいろいろな議論がされるの

で聞いているのです。 

○委員長（及川 保君） はい、本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 非常にお応えしづらいのは、やはり私前の前の学校教育課長が前田委

員でございますので、実は、そういう議論をしたかどうかでございますが、議論はしてございます。

ただ、実際に地元産は使っております。シイタケだとか、卵だとか、年１回については、地元の白

老牛を使ったものだとか、サラ貝のカレーだとか。そういったものも使ってございます。 

 一般会計からの繰り入れについても、我々現場を持っている側としては、本音を申し上げますと、

給食の献立をつくるには、やはり収納率を見ながら、翌月、翌々月の収入の状況をみて献立をつく

っている状況なのです。 

 ですから、ある一定の金額が一般会計から繰り入れできると。それを収納状況に応じて精算して、

また繰り戻すということが可能であれば、給食の献立づくりも相当楽といいますか、使える分があ

る程度見えてきますので、そういった面では非常に栄養士として苦慮しているところなのですが、 

従来から白老町教育委員会の基本的な考え方として、いわゆる給食費については、食材の購入費だ

と。それについてはやはり、保護者負担であるということでお答しておりますので、その姿勢は今
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のところ変える考えはないという結果でございます。 

○委員長（及川 保君） はい、ほか。ございませんね。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 今お話を聞いていて「えっ」と思ったのですが、滞納分が多くなると、食

材の材料の単価が下がっていくのは違うと思って聞いていたのです。前に、小学校で給食が休みで

お弁当を持っていくというのがあったのです。そのときに父兄の方から、給食費を払わない人のた

めに、なぜお弁当を持たせなければならないのかと言われて、私、質問したことがあったのです。 

 もちろん給食費で賄うのだけれど、滞納者が多いからとそういったことはしないと。今お話伺っ

ていたら、滞納者が多くなって、給食費の収納が減ったら、それは即材料費に影響するから下げな

ければならないという考えになるのか。その点聞いていて思ったのです。 

 そういうことになれば、一生懸命払っている人は不公平感を感じるのです。払っていない人の分

で、自分たちの子供たちの単価が決められて、月平均で払っている者が、払わない人がいるために、

その分食材費が減っていくというのは、理論的におかしいのではないかと。それはやはり、町の何

かの形、一般財源から入れるか何かをしないと。それで食材費が下がっていく。だから栄養士さん

が大変だというのは、ちょっと違うのかなと思って聞いていたのが１点です。 

 それから、今、子ども手当の支給のことが議論されていて、その中で給食費を子ども手当２万

6,000 円全部をやるのではなくて、給食費とかとそういったものをそこから支払いをしてはどうか

という話も出ていて、「それは考えます。」という話があったときに、私は簡単なことなのかと思っ

て聞いていたのです。個々にいくものを、いかないうちに経由してもらうのか、その辺が法的なも

ので簡単なのかと。極端な話、滞納者だけを引けばいいという話もあったのだけれども、それもま

た違うのではと思って聞いていたのですけれども、そういった方法が可能なのか。学校関係もその

ようなことは聞いていると思いますので、可能なのかどうなのかだけ、もしわかればお願いします。 

○委員長（及川 保君） ２点ありましたね。本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） １点目のほうは、私のご説明が適切でなかったのかもしれませんが、

最終的には滞納繰り越し分も含めて、現年度分と滞納繰り越し分も含めて、今までの過去の決算状

況から見ましても、実際にはほぼ 100％に近いものは提供しているのですが、ただ、その月、月に

よって、幾ら入ってくるのか見えない中で給食の献立をつくる栄養士としては不安だといいますか。

ですから、その分がきちんと、そういうまちもございますが、一般会計からある程度補てんをして

いただいた中で、収納率が固まって、それをまた一般会計に戻せるというような、毎月使える額が

定まっているのであれば、給食の献立も作りやすいということでお話したので、結果としては我々

のほうも押さえていますが、現年度分と滞納繰り越し分を合わせますと、ほぼ 99％くらいの給食提

供はできているというような状況でございます。 

 私のほうで、前段でのお答えが不適切だったかなと思いますのでお詫び申し上げます。 

 ２点目のほうの、子ども手当の関係から給食費を引けないかということについては、我々も非常

に期待しております。過日、鳩山総理のほうから、知事会とそのような懇談があって、ぜひやれる

ならやたりたいと。我々も非常に期待しているところでございます。 

 その後の情報によりますとちょっと難しいというお話を聞いていますので、今後の動向を見極め
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ながら、引けるものであれば、我々としても引いていきたいというのは本音でございますので、そ

の辺ももう少し国の動向、法的な整理を含めて、やれるのであればやりたいというのが本音でござ

います。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 先ほどの答弁の中で、気にかかったのですが、例えば、白老の場合米飯と

か揚げ物だとかはやっていないのだと。その分がコストが高くなるという話でした。 

 少しでも下げていく場合に、施設を整えることによって、これは町はお金がかかるかもしれない

けれど、その分は親の負担は減るというふうになるのではないかなという気がするのです。給食セ

ンターを新しくしていかなければならないという中では、そういうようなことまで考えられている

のかどうなのかということが１つ。 

 それから、今いろいろ話が出たのだけれど、やはり給食費が上がってくると滞納というのがすご

くふえてくるのではないかと。それが一番心配なのです。子供の貧困が言われてから、かなり子供

たちの生活の大変さというのが、テレビなどにもよく出てくるわけですが、そういう場合に、先ほ

ども話が出たのだけれども、未納分だとか、どうしても払えない分を、福祉的な観点から、町が補

っていくという、これは子育ての中の一つの大きな柱なわけですから、そういうような姿勢という

のがどうして必要ではないかと。 

 先ほどはなかなかそこまではいかないという話でしたが、そのような仕組みというのが、これか

ら必要になってくるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） １点目の、今後の給食センターの改築計画の中で、米飯云々の話でご

ざいます。我々もそういうことで、結論からいいますと考えてございます。 

 やはり給食センターを改築した折には、米飯・揚げ物を自前でできる施設にしようということで、

今、財源は見えていませんが、そういう給食センターにしたいというような給食センター改築計画

を進めているところでございます。 

 そうなれば、給食の調理の関係は振興公社に委託しておりますが、そちらのほうは一般会計で支

出しておりますが、そちらのほうはふえると思います。ただ、給食食材の、いわゆる給食費のほう

については、若干そのことについて減らすことができるのかと。減らさないまでも、ある程度の長

いスパン給食費を値上げしないでいけるのかなということから申し上げますと、やはり、新しい給

食センターを改築した折には、米飯・揚げ物をできる施設にすれば、今おっしゃったようなことは

可能かなと考えておりますし、そうしなければいけないというふうに思っております。 

 滞納の関係で、福祉的な観点からの仕組みといいますか、それはすでにご存じのとおりございま

す。例えば、要保護の世帯、準要保護の世帯ということで、そういう制度がありますので、そうい

ったことでの扱いを我々としてはしておりますので、そういうことでご理解いただければと思いま

す。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。はい、ほかございませんか。 

それでは、平成 22 年度学校給食費改定、２カ年にわたっての、今年度２年目の改定がされるよ
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うであります。皆さんのいろいろなご意見ありましたが、そういうもろもろを踏まえて、しっかり

と徴収も含めて頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 昨年も、保護者のほうにこういう説明をしてまいりました。したがい

まして、今回も、できれば今月中に各小中学校のＰＴＡの役員の方々には、２カ年で実施するとい

うことは昨年もご説明しているのですが、同じような説明を今月中に、我々のほうでＰＴＡの役員

の方々には説明をして、各保護者のほうへお伝えいただきたいというような趣旨で、今後説明をし

たいと思いますので、そういうこともご理解いただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 皆さん、どうですか。このことについてはよろしいですね。何かありま

すか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

○委員長（及川 保君） そのようなことで、この学校給食については、協議会をこれで終わりた

いと思います。ご苦労さまでした。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩を致します。 

               休  憩（午後 ２時２７分） 

                                         

再  開（午後 ２時３５分） 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、委員会を再開したいと思います。 

 それでは、本日の協議会の２点目、最後の内容になります。白老町次世代育成支援行動計画（後

期計画・案）について、説明を求めます。はい、久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 今、話題になりましたが、この計画も子育て、家庭、地域等々のかか

わりのある計画でございます。 

ご承知のとおり、前期の計画が平成 17 年から 21 年ということで、前期計画をつくってございま

して、これからご説明するのは 22 年から 26 年までの計画ということでございます。この度の計画

につきましては、前期計画の必要な見直しだとか、さらに実効性のある取り組みだとか、こういう

点について改正を図ったということでございます。 

白老歯科医師協議会の会長であられます今野先生、検討委員会を設けまして策定したところであ

ります。現在、町民からパブリックコメントをもらってというような状況でございまして、このよ

うな意見を踏まえながら、最終的に取りまとめをしていきたいと考えますのでよろしくお願いした

いと思います。そのようなことで、渡辺課長のほうから概略等についての説明を申し上げたいと思

いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） それでは、前田委員。 

○委員（前田博之君） 事前に資料をもらっていますし、多分、委員のみなさん精読してきている

と思いますし、前期もありますので特に大きく数字が変わったり、項目が入ったり、そういう要点

だけで十分だと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね、みなさん。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 
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○委員長（及川 保君） そういう形で、課長のほうもそういう形で用意していると思いますので、

それでは説明をしていただきたいと思います。渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） それでは、お手元の白老町次世代育成支援行動計画（後期計画・案）

について説明をさせていただきます。 

 今回の策定につきましては、白老町にあります次世代育成支援対策地域協議会、ここを核として

行政内部の検討会議、それから、乳幼児から中学生までのニーズ調査と子育て団体、それから事業

者との意見交換などを行いながら、素案としてまとめたものであります。 

 この計画につきましては、先ほど教育部長のほうから、前期の計画についての説明がありました。

それをもとにしまして、前期の計画５カ年を策定して、白老町としても子育て支援に努めてきてお

りましたが、さらに少子化が進行しているという状況から、国では平成 19 年 12 月に、子供と家族

を応援する日本重点戦略、これをまとめ、それをもとにして後期の計画を策定しております。 

 この計画の位置づけにつきましては、本町の総合的なまちづくり指針であります第４次白老町総

合計画、ここにあります子育て分野における具体的なまちの取り組み計画ということになっており

ます。 

 先ほど、前田委員のほうから、中身については充分、熟読をされていらっしゃるということです

ので、ここの後の、ページ数になりますが 16 ページまでは、申しわけございませんが説明を省か

せていただきます。 

 次、17 ページの前期の計画取り組みの評価と現状における課題というところで、若干説明をさせ

ていただきます。 

 前期の計画全体の評価としては、おおむね計画通りに推進してきているという考え方を持ってお

りますが、少子化の傾向がやはり進行している状況にあります。 

 また、職場と家庭生活、これを両立させるための環境整備というのがなかなか充分ではなくて、

社会情勢の変化などによって、経済的な不安が進んでいるということがこれからも予想されます。

このような状況を踏まえて、今後も取り組みの充実、また、改善はもちろんなのですが、社会全体

で取り組む総合的な対策、それから関係機関との連携が一層重要になってきているというふうに考

えております。 

 その後の、基本目標のそれぞれの取り組み状況につきましては、その後、施策の展開、ここのと

ころで、比較という形で説明をさせていただきますので、省かせていただきます。 

 19 ページ、重点課題になります。 

 前期の計画の中から、課題として持っているものの一つは、仕事と家庭の両立に関する支援にな

ります。仕事と家庭の両立は、少子化を解決するための大きな課題なのですが、ニーズ調査の中で

も、「就労意欲はあるのですが、働きながら子育てができる職場がない。」ですとか、「子育てに関

するサービスや制度が整備されていれば、継続して就労していた。」などの意見が多くあり、今後

も保育サービスの充実や、出産、育児休業後の職場復帰、これができる環境づくりについて、企業

への啓発などを行った仕事と子育て両立への支援が求められていると考えております。 

 ２つ目としては、子育て支援の充実です。ニーズ調査の中にもありますように、今後就労を希望
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する母親が多く、共働き世帯の増加が見込まれております。それによって、保育所や児童クラブへ

のニーズが高まり、より一層安心して子育てしていけるための支援が求められているというふうに

考えております。 

 ３つ目の、母子保健の充実。これにつきましては、子育てをする親と子どもの心と体のサポート

の必要性。それと小児科医療体制を充実させるための医師の確保というところが課題になります。 

 ４点目の子育て環境の整備については、子供が家の中で過ごす機会が多くなってきて、なかなか

自然とのふれあい、そういうものが薄れてきております。そのことから、公園の遊具の管理や公共

施設、トイレ等の整備、その中で子育て中の親が子育てしやすく、子供が健やかに育つ環境の整備、

ここのところが課題になっています。 

 最後、５点目になりますが、子育て支援ネットワークの推進になります。行政をはじめ関係機関、

地域も含めた交流を進め、子供にかかる課題に取り組めるネットワークの活用というものが、大き

な課題になるというふうに押さえております。 

 以上の中から、４の計画の体系全体、これを 24 ページにフローとして出させていただいており

ます。基本理念、それから基本的な考え方、これは前期の計画と変わらず、同じ目標を持って進め

ていくという考え方を持っております。 

 また、基本の目標、１から７につきましても、これも前期の計画と変わらず、より充実をさせて

いくための施策を取り組んでいくという形で計画をつくらせていただいております。 

 それでは、施策の展開については、中島主幹のほうから説明を致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、中島子ども課主幹。 

○子ども課主幹（中島圭一君） 私のほうから、第４章施策の展開について説明させていただきま

すが、本編では 25 ページからになるのですが、先にお手元に渡していますＡ４の横の表があると

思います。こちらのほうで説明させていただきます。特に、網かけしてあるところにつきましては、

前期計画と比較いたしまして、変更点、追加点ということになっておりますので、この項を中心に

説明させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、１ページ目の基本目標１であります、地域における子育て支援についてなります。 

 １つ目、地域における子育て支援サービスの充実に関しましては、①保育計画の推進及び保育園

定数の見直しに関してですが、保育園の児童数については、本町においても少子化の影響により、

児童数が減少している傾向にありますので、児童数の推移、入所児童数にあった定員数の見直しを

行いながら実施していきたいと考えています。 

 今回の後期計画では、目標年度 26 年度に入所児童数 212 名、定員数における入所率 90.2％を想

定しているところでございます。また、保育園の民間移譲につきましては、本年４月に小鳩保育園

を民間に移譲いたしますが、今後につきましては、児童数の推移を見ながら白老町立保育園再配置

民営化計画に基づき、協議をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、子育て情報の提供のところにございます、町民に向けての情報提供は重要であると

いう認識の上から、今後も今実施している子育て情報の提供を随時進めていくことと、子育てふれ
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あいセンターの情報提供、もしくは転入者に対する、子育てに関する情報提供が、今まで含まれて

おりませんでしたので追加をしているところでございます。 

 続きまして２ページのほうへまいります。つどいの広場に関してですが、19 年度に開設いたしま

したつどいの広場事業につきましては、多くの親子が参加されとり、後期計画においても目標値

5,000 人以上という形の目標数値を掲げているところであります。 

 本編の 27 ページ、括弧８になるのですが、一応、子育て支援拠点につきましては、白老地区、

萩野地区にそれぞれあり、竹浦、虎杖浜地区、ただ今未設置の状況になっておりますので、今後ニ

ーズ調査等の確認をしながら、利用施設の検討を図ってまいるというかたちを取ってまいりたいと

思っております。 

 次に、２の保育サービスの充実に関してでございます。 

 これから、保護者の就労形態の多様化等がます中に対応していくため、一時保育、休日保育等の

実施に関して、民間保育園との協議を進めてまいる考えであります。 

また、延長保育事業につきましては、保育ニーズを確認した上で、今後進めてまいりたいという

ふうに考えておりまして、22 年度から早速実施の方法で進めてまいるところでございます。 

また、前期計画に載っておりませんでしたが、幼稚園の預かり保育、現に取り組みをしておりま

すので、今回後期計画に新たに掲げております。 

それと、認定こども園に関することなのですが、保育園機能と幼稚園機能が合体する、いわゆる

幼保一元化となる認定こども園については、北海道の基準が同一敷地内における乖離施設を基本と

しておりますので、今後、北海道の基準が見直しがある場合、町においても検討してまいりたいと

考えております。 

次に、４の児童の健全育成についてであります。 

放課後児童クラブについては、同様に継続して実施していくところでございますが、今、国が推

進しております放課後子ども教室、これは小学校区の児童全部、１年生から６年生までを対象とし

た放課後の、居場所づくりの事業になっておりますので、後期計画については、１、２カ所等の設

置を検討してまいりたいというふうに考えているところであります。 

次に、基本目標２になりますが、母親並びに子どもの健康保持・増進について、になります。 

１番、子どもと母親の健康確保になりますが、各種健診・相談については前期計画においての目

標どおり進んでいるところでございます。今後、健診時における相談等が重要になってくると考え

られますので、健診時の受診率アップを図るため、たとえば生後４カ月児の妊婦訪問や養育支援を

必要とする家庭への訪問事業等の展開を図ってまいりたいというふうに考えております。 

また、乳幼児健診の充実を図るため、今回２歳児健診等が新たに設置されているところでござい

ます。 

次、４ページをご覧いただきたいと思います。新たな取り組みといたしまして産後サポートコー

ディネート事業があると思います。これは出産前後の母親の精神的、肉体的負担の軽減を図るため

出産前後の家庭にヘルパーを派遣する事業を委託し、安心して子供を産み、育児や日常生活を営め

るような支援の実施に関してでございます。 
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次、食育の推進になりますが、食育の推進計画の策定に関しまして、平成 20 年度において、教

育委員会において、白老っ子食育推進計画を策定しております。このことから、今後、小中学校、

保育園、その施設ごとの食育計画を策定し、食育の推進を今後図ってまいる考えでございます。 

次に基本目標３、５ページになります。ここでは、上から３つ目に、新たなる父母になる人のた

めの教室、これは前にも計画があるのですが、各委員等の指摘・意見等の中から、前は基本目標２

の中にありましたが、今回、基本目標３の中に、場所の変更をしているところでございます。 

次、２番目の子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備に関してですが、新たに情

報モラル教育の推進を入れてございます。これは、テレビゲーム、インターネットなどの各メディ

アの過度な依存による弊害について啓発するとともに、子供たちが有害情報等に巻き込まれないよ

う、情報モラル教育の推進を図るためのものでございます。 

次に、家庭や地域の教育力について、若干説明をさせていただきます。家庭教育への支援の充実

や、地域の教育力の向上に関する施策は充分ではないことから、男女共同参画などの知識啓発の推

進、子育て講座の実施、６ページにありますが訪問型家庭教育相談体制充実事業。これは平成 21

年度から実施しておりますが、その事業を展開し家庭教育への支援の充実化を図るとともに、地域

全体で子どもたちを見守り、はぐくんでいくための、地域の教育力向上を目指し、町内会等の地域

活動を活発化推進してもらいたいという考えでございます。 

続きまして基本目標４、ここは主に変わった点はないのですが、前期計画との関連から若干説明

いたしますと、前期計画においては良好な住宅環境を提供するため、公営住宅の計画的な補修事業

や、健康に悪影響を及ぼす恐れがあるシックハウス対策の推進、民間施設に対するバリアフリー化

を推進して、子育てには限定しておりませんが、生活環境の整備は進められてきております。後期

計画においても継続して推進していく考えでございます。 

また、子供たちが犯罪の被害にあわないよう、警察や学校、地域が連携して実施する防犯活動の

推進を図ってまいる考えでございます。 

続きまして７ページになりますが、基本目標５、職業生活と家庭生活との両立の推進についてあ

ります。これも特に変更点はないのですが、今回国のメインは、職業生活と家庭生活の両立の推進

となっておりますので、主に町としてはＰＲを中心に考えてございます。前期計画と比較して、追

加されていることについては、仕事と生活の調和の実現に向けたＰＲ、一応 100 人以上の事業主に

つきましては、一般事業主行動計画の策定促進の努力義務が課されています。300 人以上は、義務

的なものがございますが、一応、中小企業等につきましては、ＰＲをしていかなければ周知ができ

ないという考え方でＰＲを中心に行動をしていきたいと考えてございます。 

次に基本目標６になりますが、子供の安全の確保についてになります。前期計画と比較して特に

変わったことはあまりないのですが、子供たちを交通事故から守るため、交通安全教室の実施や、

関係機関との連携による交通安全運動の推進。また、子供たちを犯罪から守るため、関係機関との

連携による防犯体制、防犯活動の活発化。さらに、被害にあった子供たちをケアしていくため、関

係機関が連携しきめ細やかな相談、適切なカウンセリングの推進を考えてございます。 

最後に基本目標７になります。要保護児童への対応等きめ細やかな取り組みの推進になります。
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児童虐待防止については、児童虐待の早期発見や未然防止に向けた対応をするため、関係機関で組

織した要保護児童対策地域協議会を設置し、情報交換などを行いまして、早期発見に努め、相談内

容によっては、ケース会議を開催し児童虐待の対応をしております。今後も地域協議会、ケース会

議を開催し、児童虐待の早期発見と未然防止に努めるとともに、児童虐待防止に関する研修会を開

催し、意識の高揚に取り組んでまいりたいと考えております。 

児童福祉に関する障がい児保育に関しましては、町立保育園で今までは積極的に受け入れてまい

りましたが、今後、民間移譲に伴う民間保育園においても、障がい児保育に取り組んでいただくた

め、特別保育に関する補助金制度等を策定し、積極的な受け入れの推進を実施していきたいという

ふうに考えております。 

最後に児童クラブにおきましても、今現在も障がい児等の受入れは推進しているところですが、

今後もその児童の状況を考慮しながら、積極的な受け入れを考えていくところでございます。以上、

簡単ですが第４章施策の展開についてのご説明を終わらせていただきます。 

続きまして、第５章になりますが、計画の推進・管理体制につきまして、本編最後の 43 ページ

になります。今までもそうなのですが、この計画は、福祉、保健、医療、教育・住宅、雇用、生活

環境などの広範囲にわたっておりますので、この計画を実現するため、関係機関とさらなる連携の

強化を図り、さまざまな団体や組織、町民の参画が不可欠なものとなります。これまで以上の連携

を一層強め、それぞれの役割を検討しながら計画の実現に向けて取り組んでまいりたいというふう

に考えております。 

最後に、計画の進行管理になりますが、今ある白老町次世代育成支援対策地域協議会、これは計

画が達成するまでの任期を持っていますので、この協議会を活用しながら、毎年実施教協を把握し

ながら、実施の効果や目標達成度を定期的に点検していただき、進行管理を進めてまいりたいと考

えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

以上で、説明のほうは終わらせていただきます。 

○委員長（及川 保君） はい、かなり端折って説明をいただきました。前期計画と比較しながら、

新たな取り組みを中心にして説明をいただきました。課長特に補足はありませんね。 

それでは、各委員のみなさんからご意見を、あればお伺いをしたいと思います。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。第３章の４計画の体系、そこの基本目標のところ、これは字

句の訂正で、子供の安全ですよね。24 ページの下から２段目です。 

○委員長（及川 保君） 基本目標の 6 で、「安全」、「完全」になっている。完全にやりますと、

そういう意味ですよ。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 基本目標２に掲げられている、母親並びに子供の健康の保持・増進とあ

ります。３ページです。妊婦相談とか、乳児健診が、高い確率で受診はされているのですが、100％

ではない中で、88％とかになっているのですが、どうして受診率が 100％にならないのか。その辺

のところとらえておりますでしょうか。 

○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） この乳児健診のところなのですが、１つは、里帰りされて出産をさ
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れる場合がありまして、その方々がなかなか、自宅のほうへもどってこられない。ずっと親のとこ

ろに行って、乳児健診の期間までにこちらのほうへ帰ってこられていないというようなものもあり

ます。それと、まれなのですが、家庭訪問をされるということをなかなか好まないといいますか、

家には来ていただいても、訪問拒否といいますか。そういう方もまれにいらっしゃるということを

保健師のほうが話しておりました。 

○委員長（及川 保君） 特に皆さん何か。はい、近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 簡単なのですが、この次世代の計画は、子供を何人出生して、どのく

らいの人数ということで計画を立てたのですか。 

○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） それについては、本編のほうの３ページのところに人口等の状況と

言いますか、こういうものも踏まえた上でということでは、一応計画としてたてております。それ

ぞれの利用人数ですとか、定員数ですとか、そういうものについて、ここのところを考慮しており

ますが、正確に言えないところがあるものですから、そこについては数字として若干と言いますか、

あるかとは思います。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君） 意見というよりも、何点か確かめなければならに、聞かなければなら

ない部分があるので、何点か聞きたいと思います。 

 まず、あとで説明された展開のほうの、具体的な、何をやってきたかという。これから後期で延

長保育を１カ所やるというのだけれど、延長保育というのは今はやっていないのですか。11 時間延

長というふうになった場合、これどういう預かり具合になるのですか、時間的に。11 時間も預ける

という、これが 1 つ。 

 それから、２ページに放課後子ども教室ありますね。これ全学年の子供を受け入れるとなると、

相当な数になるだろうし、それだけの場所が必要だろうと。それに対応する人たちも必要になって

くるだろうということを考えると、どのような構想を立ててこの教室を運営しようとしているのか。

そのあたりを１つ聞きたい。 

 それから、次のページ４ページ、食育のところで、今、保育園、幼稚園、みんな自分の園で、食

べ物をつくってやっているのだろうというふうに思いますが、先日新聞に、現政府が保育園の子供

たちの給食というものを、どこかセンターみたいな方式でやるというような方向で打ち出したよう

なのですが、そのようなことの状況はつかまえられているかどうなのかということが一つ。 

 それから６ページ。６ページの訪問型家庭相談というのは訪問をされる方々というのはどのよう

な方々を用意するのか、今までは訪問まではいかなかったのかどうなのか。 

 やはり、相談というのは現場へ行って聞くということがすごく大事なのではないかというふうに

思うのですが。なかなか表立って相談にこられない人たちもたくさんいるのではないか。 

そのような中で、これができればいいなと思うのですが、訪問型、誰がどのようにしていくのか

という、このあたりの説明をお願いをしたいということと、８ページの障がい児保育。この間白老

さくら幼稚園に行って、この話も出たのですけれども。今までの、障がい児の受け入れというのは
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どのようになってきていたのか。その状況についてお聞かせいただきたい。以上。 

○委員長（及川 保君） ５点くらいありましたか。はい、渡辺子ども課長。 

○子ども課長（渡辺裕美君） 最初に延長保育の内容等についてということで、基本的に保育園を

運営する場合には 11 時間保育が原則。それは、子供を 11 時間預けるという意味ではありません。

11 時間開設すると意味で、11 時間も保育園にずっと預けているという意味ではなくて、朝７時半

から夜６時半までの間開いていて、子供については、保護者の方の就労の状況によって、例えば８

時から４時の人もいるし、７時半から６時くらいまで利用される方もいらっしゃるという中で、保

護者の方の状況によってお子さんをお預かりをしています。それが 11 時間の間です。それは今も

やっております。 

 それを延長するというのは、就労等でどうしても６時半には終われないという方たちがいらっし

ゃる。そういうときに、例えば７時までですとか、そこまで延長、その 11 時間を超えて延長する

保育を延長保育というとらえ方になります。同じ今の開設している保育園の中で、その延長保育を

するということです。時間を超えてお子さんをその保育園でお預かりしますということになると。 

 次に、放課後子ども教室になります。今、斎藤委員がおっしゃったように１年生から６年生まで

ですと相当の子供たちが利用するということを考えると、施設も含めてというところで、ここにつ

いてはいろいろなやり方があるのですが、大体、場所は基本的には学校の中というのを主に使いな

さいと。放課後の時間を使いなさいと。人数的なものは、当然対象としては全員ですが、利用する

のは希望者のみの利用という形になりますので、それは希望する方が登録をして、そこで教室の中

で参加をするという考え方になります。 

 人材等についてということになりますと、これは学校の中になりますとある程度学校との調整、

それからできるだけ地域の方にボランティア的な形で参加をしてもらいなさいというところがあ

るものですから、その地域の方との調整。そういうものをうまくしてくれるコーディネーター、そ

ういう方を配置しなさいと。それから、子供たちにいろいろな体験学習、基本的なものの一つに学

習もメニューとして入っているのです。ですので、学習アドバイザーという方、そういう方も配置

をしなさいと。それから地域のボランティアの方、そういう方で子供たちにいろいろな体験、活動

を提供していくというのが、この子ども教室の基本的な考え方になります。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○副委員長（斎藤征信君） 学校の教員のほうにも任務がつくとか、負担がかかるとか、そのよう

な状況はどうなのですか。 

○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） 基本的に学校施設を借りますので、学校の管理職ですとか、そうい

う方には協議会をつくった中の委員さんのような形で、一緒に入っていただいてどういう形で、そ

の教室を展開していくというようなところでは、ご協力をいただくようになると思います。 

 直接教員の方に、何かをしていただくというところまでは、この教室の中の制約の中には入って

はおりません。 

 次、食育についてであります。保育園はどこの保育園も自園で給食を提供すると。幼稚園の場合
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には、基本的にはお弁当を自宅から持ってきて、そのほかに月に３回ほど、園のほうで保護者の方

たちが協力して、給食をつくって提供するというのが、今さくら幼稚園で行われているところです。

外注というところでは、今のところ、こちらのほうに国等からの情報というのは、このような考え

方がありますよですとか、そういうものというのは出てきてはおりません。 

 次、訪問型の家庭教育のチームについてです。基本的に、これは対象となる相手方は、この訪問

型のチームのメンバーの方に相談をしたいという希望のある方というのが基本になります。ですの

で、ことしもアンケート調査等を取りながら、直接相談をしたいという方を、まずは最初に訪問さ

せていただくという考え方になっています。今、チームのメンバーとしては５名いらっしゃいます。

元教員の方と看護資格、それからヘルパーの資格をお持ちの方と、それからお助けネットの代表の

方と。あと、お助けネット等でボランティアも含めて活動されているちょっと若い方がお二人です。

５名の方でチームを組んでおります。 

 相談の内容的なものは、乳幼児ですと子育て、どのように対応していいのかなかなかわからない

ですとか、子供は今保育園に行っているのだけれども、保育園での生活、この後就学するようなこ

との不安ですとか、そのようなものに対しての相談ですとか。あと、学校へ行かれると勉強のさせ

方がなかなかわからないというようなところが、保護者の方のほうから相談として出てきているの

が多くあります。 

 一例を紹介させていただきますと、なかなか保護者の方が養育が十分できないという中で、こち

らのほうからお邪魔をして、まだ６カ月の赤ちゃんなのですが、例えば赤ちゃんがこれからはいは

いいをするようになるようになると、場所も確保して家の中も片づけなければとか、そのようなこ

と。 

 それから、どうしても家の中にこもることが多いものですから、保育園の交流保育などを利用す

る場合に、最初のときに一緒に同行して、保育園とのつなぎ役をするですとか、就学されている方

の保護者の方では、なかなか経済的にも大変という方がいらっしゃって、ここまでが本当にチーム

の業務としてなるかなというところは、適切かどうかというのは別なのですが、一緒にワークステ

ーションまでいって、登録をして、おかげさまでその方は職が見つかってというようなケースもあ

ります。 

 ことしは、国の委託事業だったのですが、来年度は国がなくなるということなものですから、来

年度からは町のほうで考えていかなければというふうに思っています。 

 最後、障がい児保育の受入れがどういうふうになっていたかというのは、どういうふうにお話を

させていただいたら、一番わかりやすいのか。そこが少し。 

○委員長（及川 保君） 具体的に、斎藤委員。もう少し細かく。 

○副委員長（斎藤征信君） 障害がはっきりしている中で受け入れてもらえるかどうかというケー

すだとか。なるべく障がいを隠したまま健常児と一緒にさせたいと願う親と、いろいろございます

ね。 

それが一つの障害になって、受け入れ側もすんなりとはいかないという部分というのはたくさんあ

るだろうと思いますが、今までそのような、はっきり障がいを持っているのだけれども、保育所に
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入れたいと。このようなケースというのはどのように扱われていたのか。 

○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） 明確に障がい、例えば療育手帳を持っているだとか、お医者さんの

診断書があるだとか、そういうようなお子さんが保育園に入りたいという場合には、保護者の方が

入りたいという希望を持ってこられた場合には、まずお子さんの状況を見させていただく。 

 それから、当然どのお子さんにも集団の場の保障というのは必要ですので、将来的には保育園の

入園というようなことを考えていきながら、最初から全部、そのお子さんを１日全部保育園に預け

るというのは、お子さんも集団に慣れるのに時間がかかりますし、保育園側としてもお子さんの状

況がなかなか見えない中で長い時間を過ごすというのは、お子さんにとってもストレスになります。 

 そういうことから、例えば交流保育を活用してもらって、その中で、お子さんが保育園に慣れる。

職員もお子さんの状況をある程度把握していく。そこで、ある程度慣れてきたら短時間保育。例え

ば、給食前の設定保育のところまでは、一緒にいてそれから帰る。 

 それが、ある程度慣れてくると給食までいる。給食もできるようになったら、お昼寝をして、最

後の時間までみんなで一緒に生活をするというような段階を踏んで、お子さんに生活に慣れていた

だいて、最終的には保育園の中で生活ができるようになっていくというような受け入れ方を予定と

してはしています。 

○委員長（及川 保君） わかりましたね。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。第１点目は委員会の次世代育成支援の行動計画をつくったとき

の検討委員会のメンバー、それから各施設の代表のメンバー、事務局ということで載っているので

すが、このメンバーはかなりガラッと変わっているのではないかと思いますので、後ほどでいいで

すから、この検討委員会の事務局を含めると３つになるのですが、これが変わっていて、これも同

じような形でやっているのであればお教えを願いたい。それは後で、一つずつでいいです。お願い

したいと思います。 

 それから、後期計画をつくるための実態調査、アンケート調査をしたというのは載っていました

が、今すくすく３・９のメンバーだと思うのですが、まだやる前にこの次世代計画をつくるためだ

ったのか、ちょっとわからないですけれども、職場と子育ての両立だとかいろいろなことをしてい

くために、どういったものが必要なのかということで、いろいろな企業を回ったり、いろいろなこ

とをして実態調査をしたというようなことを何年か前にやったと思うのですが、それをこの後期に

生かしているのか、また新たにそういった実態の調査をされたのかどうなのか。 

 アンケート調査がありましたけれども、その２点、この計画をつくるにあたってのことを伺いた

いと思います。 

○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） 策定にあたっての委員さんにつきましては、前期の計画に比べると

少し変わっていると思います。次世代にかかわる協議会の中の委員を主にしておりますので、具体

的に子供にかかわるところが、委員のメンバーとしては多いというふうに考えております。 

 実態調査の状況ですが、確か、以前に事業主等への実態調査をしたのは、別の、国から何かの委
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託を受けてＮＰＯさんが、自分たちで事業として展開したというふうに記憶しているのがそうかな

というふうに思って、それを活用しながらというのがあったかなというふうに思っているのですが、

今回の場合には、先ほどもお話ししました乳幼児から中学生までのニーズ調査といいますか、それ

と実態調査というところでは、それは実施をしないで、逆に意見交換会という形で子育ての団体、

それから事業主を対象にした意見交換会の中で、こちらの情報も提供しながら、それから実際に事

業主さんとして、そういう家庭と仕事の両立というようなニーズを持った就労をされる方、そうい

う方をどのような形で受け入れをされるのかというようなところで、意見交換をさせていただいた

ものを今回計画という中に繁栄をさせていただいておりました。以上です。 

○委員長（及川 保君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 中身の細かいところは、一般質問とかというところでやっていこうかと思

っているのですが、確認を含めて何点か考え方を伺いたいと思うのですが。 

 これは、仕事と子育て、それから出産、そういったことを含めての計画だと思うのですが、やは

り、子供を産もうか、それとも働こうか。仕事をしながらだから子供をあきらめなければと、そう

いうことを両立させていくための将来の家庭と子育てを応援するための計画であるというふうに

考えているのですけれども、そういった中で、これは日本全体がそうだから、白老町だけが違うと

いうことにはならないと思いますが、平成 17 年度にそういった目的でこの計画がつくられて、今

回５年目になるのです。その中で、計画があって行動計画として実行されているのですが、しかし

子供はどんどん減っていると。 

 そういった実態の中で、白老町って一体何が足りないのだろうという基本的な考え方に基づいて、

次世代計画を見直して、これはやったほうがいいとか新しいものも随時あるのですが、本当にそう

いったものをやっていってもふえないということの要因というのは何なのかということを、もうち

ょっと基本的な部分を、計画があってそれをずっと見直していっているのだけれど、何か基本的な

部分は、なぜこういう計画があるのに、それが本当に町民の中に生きているのだろうかと、ちょっ

と思ったりして、それを生かせていないのはやはり私たちにも責任があるのだろうなと思いながら

見ていたのですが、そういう点を感じたということ。 

それから、この計画の中で、私、一貫性はどうなのだろうと思ったのは、保育所の園児数ありま

す。これを後期計画では 10％くらいふやしていきたいと。20 年度までは公立私立合計で 80.8％だ

と。後期は 90.2％にもっていきたいということだと思うのです。私、これを見ていて、20％の子供

がどこにも預けられていないと。それは年代別に押さえられていると思うのですが、私は問題ある

のは４、５、６歳の学校就学前の未就学児童が行っていないという数字が、もし高ければ問題だと

思うのです。それをやって、その上でつどいの広場、この事業も 5,000 人にもっていきたいと。1,000

人増やしていきたいと。私、これを見たときに、これから子ども手当も出ると。保育料とかそうい

う高いお金を払ってやるよりは、その分で働かなくてもよくなるから、子供は預けないで、つどい

の広場とかそちらのほうへ行ったほうが。そのように考えると、保育の目標というのはかなり厳し

くなるのではないかと。 

これが、４、５歳くらいになると学校というのがあるので少しは入れるようにはなるけれども、
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そういったことを考えて計画を立てられたのかと、私はその辺１点疑問に思いながら見ていました。 

それと、小児医療の関係、健診と医療の関係なのですが、この健診も子供の健康な育成というこ

とであると思うのですが、これもパーセントでおっしゃっていました。出産とかいろいろな事情が

あって受けていない子が 1.8％前後だと。いいところで 90％なのですが、これ健診はその都度その

都度都合があって、受けられないこともあってパーセントは少ないのはあるのだなと。ただ、３歳

くらいまでに１回も健診を受けていない子供がどのくらいのパーセントいるのかということは、押

さえていると思いますけれども、押さえるべきだというふうに思います。それのほうが問題だと思

うのです。毎度受けているパーセントよりも、受けていない子供がどれだけいるのか、３カ月建診

受けなくても７カ月健診を受けていればいいのです。心配はないのです。ただ３歳くらいまで１回

も受けていない子供いないかどうかというのはきちんと、こういった計画を見直して 

いるときにきちんと見ておくべきだろうなというふうに思うのですが、そこまで。 

○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） この計画を立てる基本的な考え方の中に、これだけ計画を立てて、

計画に基づいてある程度達成していますよという評価をしたとしても、少子化が進んでいる状況で

あるという、それについては本当に、何をどう進めたら、効果的なものになるのかというのは、本

当にこちらとしても、それが本当に基本の考え方になっていくのですが、なかなかそこのところが

見えないというのが現状です。 

 それと、計画があっても、いろいろな状況、経済状況もそうですが、そのような状況によって、

就労したくても、保育園に入れたくても、職がないですとか。産みたくても、やはり仕事を辞める

か、子供を取るかというような選択で、職業をあきらめざるを得ないですとか。そのようないろい

ろな条件があって、なかなか計画は立つのですが、前に進んでいくときに取りこぼしているつもり

はないのですが、壁となっていくところがあるというのは、現実こちらで計画を立てていても同じ

ようなことを考えています。 

 本当に、抜本的に、何をしたら少子化がとまるのかというところで言いますと、まだまだ模索を

していて、これだというものは現状の中では出せないところが正直なところかなというふうに思っ

ております。 

 あと、保育園の入園率です。子供手当ができてというところがあって、ある程度収入を得るとい

うことによって、子育てに力を入れてくれる家庭がふえれば保育園の入園率というのは逆に下がっ

ていく。ただ、これは、この後の経済状況にもよりますけれども、働きたいという親のニーズとい

うのは高いというのは事実なものですから、その辺のところで言うと、つどいの広場のようなとこ

ろを利用してくださる方もあっても、そのほかにやはり働いて自立を目指すという、そういう保護

者の方が、これから一層ふえていくだろうと。 

 それは生活的な、経済的な問題から働かざるを得ないという方も含めて、そのような考え方をし

ていましたので、ちょっと数字的には多かったかなというふうには考えています。 

 それと、３歳時までに一度も健診を受けていないと。ここのところについては、白老町の場合に

はできるだけ家庭訪問をする。４カ月でだめなら７カ月で呼ぶ。それでもだめなら訪問に行くとい
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うことを細かく繰り返していますので、一度も受けていないという方は、ほとんどいらっしゃらな

いだろうというふうに思っております。ただ、逆に、ほかの町から入ってきた方で３歳時まで一度

も健診は受けていませんと言われて、今ちょっと不安を感じている家庭は何カ所かあるのは確かで

すので、白老町としてはできるだけそうしないように努め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） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） わかりました。こういったからこのように解決できるという方法が見いだ

せないから、今いろいろな計画をつくって悩んでいることなので、基本的なことを聞いてしまった

ら困っただろうなと思いながら聞いたのですが、本当に健診のほうの関係は、１回も受けていない

というところはきちんとして、せっかく家庭訪問をしているところは、そういったところを焦点に

しながら、５回受けなければならないところ２回しか受けていないだとかというところを、焦点を

絞って、ネットワークがあるわけですから、そのためのネットワークだと思いますので、連携を取

りながらやるべきだと思います。 

 もう１点、放課後の子ども教室の関係なのですが、２カ所やるという方向で、これが目標ですか

らやっていくのかどうなのかまだ明確ではないのか。やるのかなと思いながら聞いていたのですが、

放課後児童クラブの子供の人数が結構減ってきているような気がするのです。そういったことを合

わせると、こちらは有料だと。有料と無料の関係もありますので、児童クラブとの掛け合いもある

のでいろいろ考えなければ、検討しなければならないことがいっぱいあるということでしたので、

それをしっかり検討されて、今後は児童クラブの関係と連携を取りながらやっていくという可能性

も必要なのだろうなと。そのためにコーディネーターをきちんと置くということも必要なのだろう

とも思うのですが、そういう点をきちんとやって、受ける側に不公平感がないようなかたちと、児

童クラブとしての形が必要な人もいるのだろうと思いますから、やるのであれば、２カ所やるとこ

ろで児童クラブ１カ所、合同にするといったら、働いている人たちにも対応できるような形でやっ

ていかなければいけないのではないかなと。 

 ただ、児童クラブそのままやっていくというのであればいいのですが、有料化をやっているとい

うことで減る可能性もあります。そういったときにそちらのせっかくやったことが生きてこないよ

うなことになるとちょっと残念なことだと思います。 

 ただ、６年生までということですから、兄弟でいくということで児童クラブと変わった形で減っ

ていく可能性もあると思いますので、しっかりコーディネーターにやっていただいて、後々、両方

がなりゆかなくなることがないような形にしていかなければいけないのではないかなというふう

に思います。 

 もう１点、障がい児のことなのですが、この間、これから保育所が民間移譲していったときに、

民間の障がい児を預かるための支援策は、障がい児を預かることで保育士さんを１人採用しなけれ

ばならないとか、そういった分の支援はしていくという話でした。それは民間になってもそうする

ということですから、今後幼稚園もそういうことでは障がい児預かりをしていくというふうに考え

たときに、幼稚園の単独の持ち出しだというふうに伺ったのです。これは私は国の制度で、きちん

と国から措置費を出すべきだと思っているのですが、民間になってそういうふうに出すようになっ
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たときに、役割が違うのだけれど、障がい児を預かってやっていくという部分ではどうなのか。そ

ういうものに、町としても国に働きかけていかなければだめですね。障がい児の部分も支援できる

ような形のものにしてくということが必要だと思うのです。 

 民間の保育と幼稚園は違うと。そのように切っていいものなのか。その辺。 

○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） 放課後子ども教室につきましては、まだ課題的なものが整理がなか

なかできない状況にあります。まず１番が負担金、片方が有料で片方が無料であるという。それか

ら、国としても一体的なものをということよりも、児童クラブは児童クラブとして持って、子ども

教室は子ども教室で持ってというようなところから、なかなか前に進んでいっていないのです。 

 なので、本当は１本になった形で、時間は長くてもその中で自由に出入りができてというのが一

番だと思うのです。国がなかなかそこまでのものがないので、その辺のところの整理をしていかな

ければならないというふうに思っています。 

 当然、利用してくださる子供たちにとっては、放課後の居場所づくりということで、効果がある

という考え方で進めていくものですので、その辺十分整理はしていきたいというふうに考えていま

す。 

 それから、障がい児保育については、幼稚園につきましては若干なのですが、保護者の承諾が得

られて申請ができれば年間 20 万円か、25 万円か、そのくらいの補助が出ることにはなっているの

です。ただ、当然それで人件費が賄えるかとなれば、そういうものではないですので、特に幼稚園

のほうが、最近よく発達が大きく遅れているとまではいかないのですが、なんとなく遅れがあるか

なというお子さんが多く入っているというのは状況としてある。それは、発達支援センターのほう

の職員が行っても、その辺の話をしておりますので、その辺のところで言うと、幼稚園の障がい児

保育への対応というのも大変になってきているということは、こちらとしても押さえております。 

 ただ、それが、今、うちで障がい児保育用に支援をするというところと、すぐにイコールになる

かというとなかなかそこのところは、もう少し整理が必要かなと思っております。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほか。はい、近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 子どもの安全確保の中で、７ページの下のほうにありますが、こぐま

クラブと青空教室とありますね。これどのような分け方にしているのですか。それと、20 年度はこ

ぐまクラブ 45 回、青空教室は 984 名となっていますが、この目標、後期計画ではどのくらいにな

るのか。この２点。 

○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） こぐまクラブと青空教室の違いは、こぐまクラブは乳幼児を対象に

した保育園、幼稚園で実施している交通安全教室みたいなものです。青空教室は学校で行っている

交通安全教室という。名称が変わっているというふうに思います。 

 それから、日数で出しているのですが、人数等はその年の子供の数によって、大きく差が出るも

のですから、目標値としては人数では出せないということから、こういう出し方をさせていただい

ておりました。 
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○委員長（及川 保君） ほかよろしいですか。はい、本間委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。いろいろ僕も質問したかったのですが、吉田委員がいろいろた

くさん言われたのですが、特に放課後の子ども教室ですか。これ本編のほうには１カ所となってい

ますが、こちらのほうには２カ所となっていますが。 

 具体的にまだ進んではいないと思いますが、これやはり吉田委員が言われたように、児童クラブ

との兼ね合いもあると思うのですが、無料になるのとならないのと、放課後児童クラブはもちろん

お金がかかりますけれども、子ども教室のほうは無料になると思いますけれども、いろいろそうい

う関係というのも出てくると思うのですけれども、その辺、１カ所、２カ所でもいいのですけれど

も、今のところ、多分児童クラブのほうには影響がないのかなと思いながら聞いていたのですけれ

ども、その辺も、僕はふえることについてはいいことだと思うのです。ただ、先ほど言われました

ように地域のボランティアとか、いろいろな人の協力を得てやるということになると大変なことに

なるのかと思いましたが、今後、僕個人的にはそのようなものをふやしていったほうが、子供たち

のためにはいいのかなと思いまして。その２点だけ。 

○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） 最初の１点目、申しわけございません。２カ所になっております。

１カ所ではなくて２カ所と考えております。 

 それと、児童クラブとの整合性も含めてということで、まずは、状況を見てみないとなかなか、

それぞれの地域によって、地域の特性というのがあるのです。本当に地域が力を持っていて、みん

なで子供たちを見守ってやるという体制がきちんと取れているところと、なかなか人材的なものも

含めて、このような事業をやるときに、前へ進みにくいというところもあるものですから、その辺

のところも含めながら、また、白老町としてはできれば児童クラブ、教室、１本になったとしても、

幾らかの負担はいただきたいというふうには考えております。 

 全く無料ではなくて、幾らか負担はいただきたいなという考え方をもっております。 

 それと、できれば、本当にやって効果のあるものであれば、２カ所ではなくて各地区に１つずつ

は設置ができるような考え方はしていきたいというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） はい、本間委員。 

○委員（本間広朗君） これ、それでは平日やるということなのですか。週に何回とかではなくて

毎日。児童クラブは土曜日もやったり、祭日やったりというのもありますね。学校は平日になろう

かと思いますが、その辺。 

○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） これは、基本的に教室ということなものですから、平日の学校と同

じような開設しているときにという考え方になります。 

 時間的なものもある程度調整をして、年間 50 日以上の開設ということが条件ということなので、

週１回でもオーケーかと。その辺のところが児童クラブと違うものですから、そこのところも整理

をしないとというふうには考えております。 

○委員長（及川 保君） はい、よろしいですね。平成 26 年度までの後期の次世代育成行動支援
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計画が素案として、今説明がされました。これはあくまでも計画でありますから、町内の乳幼児か

ら子供たちのしっかりとした支援計画でありますので、その時々の変動もあろうかと思いますが、

しっかりとした計画を持って遂行していただきたいというふうに思います。 

 大変長時間にわたって説明をいただきました。本当に頑張っていただきたいなというふうに思い

ます。 

                                         

◎ 閉会の宣言 
○委員長（及川 保君） 本日は、これを持って委員会協議会を閉会としたいと思います。ご苦労

さまでした。 

閉 会（午後 ３時４８分） 


