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一 国民健康保険制度について

昨日、会計検査院は、平成 24年度決算検査報告

を内閣に行つたところであります。この中で市町村

等に対する国民健康保険に係る療養給付費負担金及

び財政調整交付金の算定に当たり、北海道ほか 5都

県において、減額調整率の適用を誤つたことによ

り、過大に交付されていると認められる事例が含ま

れており、本道においても、多くの市町村がこれに

該当しているものと承知をしております。そこで国

民健康保険の療養給付費負担金及び財政調整交付金

に関しまして、本道における交付の状況、過大交付

が発生した経緯等について、

以下伺つてまいります。

(一)負担金及び交付金の概要について

最初に、国民健康保険の療養給付費負担金及び財

政調整交付金は、どのような場合に交付をされるの

か伺います。また、平成 24年度における北海道全

体の交付総額についても併せて伺います。

(二)会計検査院の検査経過について

決算検査報告は、会計検査院の検査の結果を踏ま

えて行われるものと承知をしておりますけれども、

北海道に対するこの検査がいつ行われたものなの

か、これまでの経過について伺います。

(三)過大交付の発生年度について

決算検査報告によります と、北海道を含む 6都道

県で平成 18年度か ら平成 23年度までの間におい

て過大交付が発生 しているとされてお ります。本道

において過大交付が発生 している年度 と、過大交付

となっている市町村数及びその総額について伺いた

【国保医療課長】

国民健康保険の療養給付費負担金及び財政調整交

付金についてでありますが、療養給付費負担金は、

国保医療費に係る公費負担分として市町村が行 う国

民健康保険事業の運営の安定化を図るために国から

交付されるもので、対象医療費の32%が 交付額と

されております。

また、財政調整交付金は、市町村間における医療

費の多寡や住民の所得水準の差異により生ずる財政

力の不均衡を調整するため、対象医療費の9%の範

囲内において、国から市町村に交付されるものであ

ります。
なお、平成 24年度における交付額は、療養給付

費負担金が約 1, 067億円、財政調整交付金が約

401億 円となってお ります。

【国保医療課長】

会計検査院の検査についてでありますが、この度
の決算検査報告で公表された過大交付については、

平成 22年 6月 に行われた実地検査において指摘を

受けたものであり、検査後、会計検査院からの指示

により、平成 23年 9月 に全道調査、本年 3月 には

再計算後の修正額を取 りまとめた事後調書を提出し

ております。

なお、会計検査院では、平成 22年度から平成 2

4年度にかけて他県においても同様の実地検査を実

施 したところであり、今般、この間の検査結果が公

表されたものでございます。

【国保医療課長】
過大交付の発生状況についてでありますが、療養

給付費負担金については、平成 18年度から平成 2

1年度の4カ年で広域連合を含め 156市町村、約

5億 9千万円となっております。

また、財政調整交付金については、平成 19年度
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容内問質 容内弁答

いと思います。

(四 )過大交付額の取扱いについて

ただいま御答弁いただきましたけれども、負担金

及び交付金を合せた過大交付の総額が、 163市町

村、約 8億 6千万円ということでありました。これ

ら過大交付された負担金が今後、どのように取り扱

われるようになっているのか伺います。

(五)減額調整率について

今年度中に各市町村から国へ返還される予定であ

るということであります。それではなぜ、このよう

なことになったのかということについても伺ってま

いりたいと思いますが、今回、負担金及び交付金が

過大発生、交付となりましたのは、患者の負担軽減

措置を実施をした市町村等における減額調整率の適

用を誤ったためという風になってお ります。この減

額調整率というものはどのようなものなのか伺いた

いと思います。

(六)「適用表」について

これは、私も伺つて非常に複雑なんですけれど

も、市町村が単独で事業を補助事業を行つた場合に

ですね、こうした調整率を適用しなければならない

とい うことであると思ってお ります。今回北海道

は、こうした減額調整率の適用に伴つて、独自に
「適用表」というものを作つていたようでありま

す。この 「適用表」がどのようなものなのか伺いま

す。

(七)他都県との相違について

各市町村毎にですね、こうした適用表を作られて

いたということであります。北海道以外の 5都県の

指摘内容は、減額調整率の適用に当たり、実負担額

から高額療養費が差し引かれていなかったこととさ

れておりますが、「適用表」を定めていたとする北

海道の今回のこのケースと指摘されてる内容に相違

があるかどうか伺います。

から平成 21年度の 3カ 年で広域連合を含め 161
市町村、約 2億 7千万円となってお り、負担金及び

交付金を合わせた過大交付の総額は、 163市 町

村、約 8億 6千万円となってお ります。

【国保医療課長】

今後の取扱いについてでありますが、過大交付額
については、 11月 中に各市町村等から厚生労働省
に対し、実績報告書の修正書類を提出することとな
つており、再確定通知があり次第、本年度中に各市

町村等から国へ返還される予定となってお ります。

【国保医療課長】

減額調整率についてでありますが、市町村では、

国から国庫負担金等の交付を受けず自らの負担で、

乳幼児やひとり親家庭等を対象に、患者が医療機関
の窓口で支払 う自己負担額を軽減するいわゆる地方

単独事業を実施 しております。国では、こうした負

担軽減により、一般的に患者の医療機関の受診等が

増える傾向にあり、これに伴 う医療費の増加が生ず

るとの考えから、この増加分の対象医療費を減額調
整 した上で、療養給付費負担金等を算定することと

してお り、その際に適用する率を減額調整率とい

い、厚生省令で定めております。

【国保医療課長】
道が作成した適用表についてでありますが、道で

は、昭和48年度から、さきほど申しました市町村
の地方単独事業に要する経費に対し、 「北海道医療

給付事業」により助成をしておりますが、平成 16
年度に患者が支払 う自己負担の額の見直しや所得制

限の導入などの大幅な改正を行つたところでありま

す。これに伴い、市町村からは道事業が複雑化 した

ことによる減額調整率の適用についての疑義照会

や、事務処理が煩雑化する等の意見が寄せ られたこ

となどから、道としては、市町村の事務処理が円滑

に進められるよう、地方単独事業の実施状況に着目
して厚生省令で定める減額調整率の適用が簡易に行
える一覧表を平成 16年度に作成し、市町村に示し

てきたところでございます。

【国保医療課長】

会計検査院の指摘内容についてでありますが、会

計検査院は、実地検査時において、負担割合の算定

に当たり、患者が窓口で支払 う自己負担額から高額

療養費を差し引く実額計算方式を示 したところであ

ります。この取扱いは、厚生労働省から示されてお

らず、道が作成した適用表は、地方単独事業の実施

内容毎の負担割合に応 じて調整率を設定したもので

あり、高額療養費の取扱いが反映されたものではな

かつたものであります。一方、道以外の 5都県にお
いては、自己負担額から高額療養費が差し引かれて
いなかったため、負担割合に差違が生じ、過大交付
の指摘を受けたものであり、高額療養費の取扱いが

適用誤 りの根本要因であることは本道も同じである

と考えております。
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容内問質 容内弁答

(人)減額調整率の適用を誤った要因について

いずれにいたしましても、北海道のほか 5都県に

おいては、減額調整率の適用について、会計検査院

が検査の際に示 したものと相違 していたものである

ということであります。その要因については何なの

か伺いたいと思います。

(九)厚生労働省及び会計検査院への対応について

厚生労働省の方から、明確な算定方法を示してこ

なったというようなことであると伺つてお ります。

その対応にも問題はあるとは思いますけれども、厚

生労働省及び会計検査院に対しては、道としてどの

ように対応 してきたのか伺います。

(十)道の認識について

この制度非常に複雑なんですけれども、国が明確

な方針を示してこなかったというところもあると思

いますが、道においてもやはり、細かな制度の把握

というものが、今ひとつされていなかったんではな
いかなという風に思っております。最後に、この度
の事例においては、道内の多くの市町村等で過大交

付が発生をしておりまして、その負担金、今後国に

返していくということであります。道として、今回
のこのような事例が発生したことに対する認識と、

併せて今後の対応について伺います。

ただいま、部長から御答弁をいただきました。市

町村の方からも概ね御理解は得ているということを

聞いておりますし、市町村毎に適用表を作られてい

たというような対応などは、私はきめ細かにや られ

ていたんではないかと思いますけれども、やはり複

雑な制度の中で、運用に際してですね、こうしたミ
スといっていいのか分かりませんけれども、こうし

た事態が生じたことは、やはり今後また、この国保
の事業も一義的には都道府県がまかなっていくよう

に制度の改正もされるのではないかと伺つてお りま

すし、こうした制度の中身についてですね、しっか

り把握をした上で、きめ細かな今後の対応をしてい

【国保医療課長】

減額調整率の適用についてでありますが、先ほど

申しました、会計検査院から示された高額療養費の

取扱いや算定方法につきましては、厚生省令や通知

等で示されておらず、減額調整率の適用誤 りについ

ては他県においても同様の事例が発生しておりま

す。こうした経過から、厚生労働省に対する会計検
査院の是正改善処置要求では、負担割合の算定方法

を具体的に示し、これを都道府県を通じて市町村に

対して周知するよう、明記されているところでござ
います。

【保険衛生担当局長】
これまでの対応についてでございますが、道とい

たしましては、厚生労働省に対し、具体的な算定方

法を周知するよう要望するとともに、会計検査院に

対しましては、厚生労働省へ是正改善処置を求める

よう文書要望してきたところでございます。また、

再計算による精査では、負担金等に過大交付が発生

する一方で、過小交付も生じるため、市町村に対す

る追力日交付について、厚生労働省に要請してきてお

りまして、平成 25年度中に総額で約 3億 5千万円
が追加交付される見込となっております。

【保健福祉部長】

今回の対応などについてでございますが、今回の

過大交付につきましては、会計検査院の是正改善処

置要求において、都道県及び市町村が国庫負担金等
の算定方法についての理解が十分でなかったこと、

厚生労働省が具体的な算定方法に十分周知を行つて

こなかったことが発生原因として指摘されていると

ころでございますが、国との窓口である道として、

審査指導に当たっては細心の注意を払 う必要がある

と、改めて痛感をしております。
また、結果として、市町村の皆様に混乱を生じさ

せ、関係職員の皆様方に多大な労力をおかけし、ご

迷惑をおかけするに至ったことは申し訳なく思って

おります。また、道といたしましては、会計検査院
の指摘を踏まえまして、平成 22年度以降是正して

おりますが、今後、厚生労働省から会計検査院の措

置要求を踏まえた通知がなされるものと考えており

まして、遺漏のないようその周知を図りますととも

に、引き続き市町村とも連携をいたしまして、国民

健康保険事業の推進に努めてまいりたいと考えてお

ります。
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容内問質 容内弁答

ただきたいという風に思つております。

二 放課後児童クラブについて

放課後児童クラブは、共働き家庭など留守家庭の

概ね 10歳未満の児童に対して、児童館や学校の余

裕教室、公民館などで、放課後に適切な遊び、生活

の場を与えて、児童の健全育成を図ることを目的と

しており、保育所と同様に、仕事と子育てを両立す

るために、欠かすことのできない施策であると考え

ております。
そこで、この放課後児童クラブの対策について、

何点か伺つてまいります。

(一)放課後児童クラブの整備状況について

まず最初に、道では現在、第二期の 「北の大地☆

子ども未来づくり北海道計画」において、放課後児

童クラブの整備 目標を盛 り込んでいると承知をして

お りますが、その進捗状況について、どのようにな

つているのか伺います。

(二)放課後児童クラブの待機児童について

進捗率は概ね順調に推移しているということであ

りましたが、昨年度において、放課後児童クラブの

利用申込みを行っているにもかかわらず、利用でき

なかった児童がどの程度いるのか、また併せて、今

年度に入つてから、その状況がどのようになってい

るのか伺います。

(三)待機児童への対応について

待機児童数が昨年度に比べて増加 をしているとい

うことでありま した。利用できなかった児童のいる

クラブが 26か所、利用できなかった児童数は 99
人 とい うことであ りますけれ ども、これ らの児童に

ついて、どのような理由で利用ができなかったの

か、また、その解消に向けてどのように取 り組まれ

ているのか伺います。

ぜひ、多くの方が利用できるように、その推進に

努めていただきたいと思っております。

【子ども未来推進局参事】

放課後児童クラブの整備状況についてでございま

すが、道では、平成 22年度に「北の大地☆子ども

未来づくり北海道計画」を策定し、保育サービス等
の充実や児童健全育成の促進など総合的な少子化対

策に取 り組んできているところでございます。
この計画におきましては、放課後児童クラブを計

画の最終年である平成 26年度までに政令市 。中核

市を含め926か所の整備を行 うこととしておりま

して、平成 24年度末の実績では893か所で、進

捗率は96.4%と 概ね順調に推移 しているところ

でございます。

【子ども未来推進局参事】

放課後児童クラブの待機児童についてでございま

すが、道が毎年度実施 している「放課後児童健全育

成事業」、いわゆる放課後児童クラブの実施状況調
査におきまして、平成 24年度では、5月 1日 現在
で児童クラブを利用できなかった待機児童は、 14
クラブで42人、また、今年度では、 26ク ラブ、
99人 となっており、昨年度と比較して 57人の増

となっているところでございます。

【子ども未来推進局参事】

待機児童の発生の要因などについてでございます
が、市町村では、放課後や夏休みなどに適切な遊び

や生活の場を確保できるよう、放課後児童クラブの

整備を進めてきているところでありますが、厳 しい

経済情勢の中で、共働き家庭が増加するなどにより

利用希望が定員を超過することとなったことが主な

要因と考えているところでございます。

道としては、こうした待機児童の解消に向け、こ

れまで、国庫補助を活用した施設整備のほか、安心

こども基金を活用した学校の空き教室や賃貸物件に

よるクラブの実施などを市町村に対し働きかけてき

たところでございまして、今後とも、放課後におけ

る子どもの健全育成の場の確保に努めて参る考えで

ございます。

- 4 -



容内問質 容内弁答

(四)放課後児童クラブのない町村について

次に、道が毎年実施をしている放課後児童クラブ

の実施状況調査によりますと、昨年度においては、

放課後児童クラブが設置されていない市町村が 19
町村あるとのことでありました。

道は、こうした未整備の状況について、どのよう

な見解を持ち、また、これまでどのような対応をし

てきたのか伺います。

(五)国のガイ ドラインヘの対応状況について

これについては、市町村ごとの状況というものも

ありますし、必ずしも放課後児童クラブでなくても
いい、とい う状況もあるのかもしれませんけれ ど

も、一方で、国の対応も、この放課後児童クラブと

い うものに対して、非常に重要視するこのところの

動きがあると思ってお ります。

国では、放課後児童クラブを運営するに当たつ

て、必要な基本的事項を「放課後児童クラブガイ ド

ライン」として示しているところであり、道は、こ

れを市町村や児童クラブに周知をして、児童クラブ

の運営向上に努めることとなっているところであり

ます。
このガイ ドラインに係る市町村の対応状況につい

ては、どのようになっているのか伺います。

(六)国のガイ ドラインの対応について

27市町村が現時点で特段の対応を講じていない

ということでありました。

直近の道の調査によりますと、例えば、子どもの

安全対策は、運営上極めて重要な事項であります

が、来所 。帰宅時の安全確保のためのチェックリス

トが作成されていないクラブが4割、地域と連携 し

た見守 りが行われていないクラブが 6割 ということ

で、ガイ ドラインが有効に活用されていない状況に

あるのではないかと考えてお ります。

道では、このガイ ドラインの徹底を図つていくベ

きであると考えておりますが、道は、どのように対

応するお考えか伺います。

(七)放課後児童クラブの課題等について

放課後に児童が過 ごす この放課後児童クラブで

は、小学校 1年生の約 4割が利用するとい うデータ

もあるところであ り、これまでご答弁いただきまし

たように、放課後児童クラブの運営については、未

整備の市町村や利用できない児童がいること、さら

にはガイ ドラインに対する対応など、様々な課題が

あると認識 してお ります。

【子ども未来推進局参事】

未設置市町村についてでございますが、放課後児

童クラブは、放課後の子どもの健全育成を図るとと

もに、仕事と子育ての両立を支援する上で大変重要

な取組であると認識 しているところでございます

が、放課後児童クラブが未整備となっている市町村
では、放課後児童クラブヘのニーズが少ないといっ

た現状があり、昨年度は 19市町村、本年度は、 1
7市町村で未設置 となっているところでございま

す。

道としては、これまでも、待機児童の解消などに

向け、放課後児童クラブの設置について、これら未

設置市町村にも働きかけを行つてきたところでござ
います。

【子ども未来推進局参事】
ガイ ドラインについてでございますが、国では、

放課後の子どもたちの生活の場である放課後児童ク

ラブの望ましい運営が確保されるよう、平成 19年
度に必要な基本的事項を示したガイ ドラインを策定

したところでございます。

道におきましては、こうした国のガイ ドラインを

市町村に周知し、放課後児童クラブの運営向上に資

するよう、働きかけてきたところでございまして、

平成 25年度では、放課後児童クラブを実施 してい

る159市町村のうち、市町村独自のガイ ドライン

を策定しているのは 15市町村、国のガイ ドライン

を活用しているのは 117市町村となっており、 2
7市町村では、現時点で特段の対応を講じていない

という状況にあるところでございます。

【子ども未来推進局参事】
ガイ ドラインヘの対応についてでございますが、

道においては、放課後児童クラブを運営する際の必

要な基本的事項として、国のガイ ドラインの活用を

市町村に働きかけてきたところでございますが、国
が省令で定める最低基準としての位置づけがなかっ

たこともありまして、有効に活用されていない面が

あるものと認識 しているところでございます。
こうした中、平成 27年 4月 に導入予定の子ども

。子育て支援新制度におきましては、市町村の条例

において、これらの運営基準を定めることとなって

おりますが、それまでの間は、このガイ ドラインが

運営の基本を示すものでありますことから、道とい

たしましては、ご指摘のありました安全確保対策や

地域との連携などについて、再度、市町村に対しガ

イ ドラインの周知徹底を図つてまいる考えでござい

ます。

【子ども未来推進局参事】

放課後児童クラブの改正内容などについてでござ
いますが、新制度では、対象児童をこれまでの概ね

10歳未満の留守家庭の小学生から、留守家庭のす
べての小学生とするとともに、設備及び運営の基準

につきましては、これまでガイ ドラインで示してい

たものをもとに、国が省令で定めることとしてお

り、その内容は、 「従事する者及び員数Jは従 うベ
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これらの課題解決のために、現在、国では、平成
27年 4月 に導入を予定しております 「子ども 。子

育て支援新制度」において、放課後児童クラブを地

域子ども・子育て支援事業に位置づけ、制度の改善

を図ることとしていところであり、この制度におい

て、どのような点で改善を図ろうとしているのかを

伺いたいと思います。

(人)関係団体からの要望について

この制度の改善におきましては、私は、特に重要

な点で、職員の資格、あるいは配置基準といったよ

うな問題もあるのではないかと考えております。
全国、全道にも、この放課後児童クラブに関する

団体は様々あるわけでありますが、そ うした関係団

体からは、どのような要望が出されているのか伺い

ます。

(九)職員の資格と配置基準について

職員の資格や配置基準を適切に確保するとい うこ

とは、放課後児童クラブの充実のためにも大変重要

なことであります。
こうした中で、団体から要望のある国家資格の創

設につきましては、その必要性を認めるところでは

ありますが、これまでのガイ ドラインで求められて

きた指導員の資格取得の道内の状況については、ど
のようになっているのか伺います。

(十)無資格者への対応について
いわゆる無資格の方が、約 2割、 19.6%と い

うことでございます。
こうしたガイ ドラインで示されている資格を有 し

ていない、無資格の方々であつても、やはり現場に

おいては、子ども達のために、子ども達が帰つてく

る家庭的な場所を作ってあげたいですとか、そ うし

た思いで一生懸命頑張られている方が、非常に多く
いらつしゃるということを、私も現場の方々に接す

る中で感 じてお ります。
こうした方々が、この先も安心して働き続けられ

るように、経過措置を設けるなどして、道として

も、国に対し何らかの働きかけを行つていくべきで

あると考えておりますが、道の見解について伺いま

す。

(十一)市町村への支援について

新制度においては、放課後児童クラブの運営基準

などを市町村の条例で定めることとなってお りま

す。
予定どお り平成 27年 4月 から施行されるとなれ

ば、準備期間は大変タイ トなものになるのではない

かと感 じてお ります。

道として、今後想定される放課後児童クラブの条

き基準として、また、 「施設の開所 日数や時間Jな
どは、自治体に一定の裁量が認められる参酌すべき

基準とされたところであり、現在、具体的な基準内

容などについて検討を進めているところでございま

す。

【子ども未来推進局参事】

関係団体からの要望内容についてでございます

が、現在、国では、社会保障審議会児童部会に 「放

課後児童クラブの基準に関する専門委員会」を設け

放課後児童クラブの基準の検討を行っており、この

専門委員会に提出されました関係団体からの要望書
によりますと、省令で定める基準は、市町村ごとの

格差や施設の格差をなくすよう最低限の水準を確保

すること、指導員の資格は将来的には 「学童保育
士」とい う国家資格を創設すること、無資格の指導

員に対する経過措置を設けること、専任の常勤指導

員を複数配置すること、などの要望がなされている

ところでございます。

【子ども未来推進局参事】

指導員の資格取得状況についてでございますが、

平成 25年 5月 の調査では、一人の指導員が複数の

資格を取得している場合は主なもの一つに計上する
こととしておりますが、その調査によりますと、保

育士・幼稚園教諭の有資格者が908人 で47.4
%、 幼稚園以外の教諭が354人 で 18.5%、 児
童福祉施設経験者など、その他が 276人 で 14.
4%、 いわゆる無資格者が376人 で 19。 6%と
ならているところでございます。

【子ども未来推進局長】
いわゆる無資格者への対応についてでございます

が、国の専門委員会におきましては、職員の資格に
ついて、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

第 38条で規定をしております 「児童の遊びを指導

する者」を基本として、現在検討を進めているとこ

ろでございます。

道といたしましては、子どもの健全育成を図る上

で、指導員の国家資格の創設などは必要であると考
えておりますが、一方で、新制度の施行後、職員の

確保にあたって現場に混乱が生 じることのないよ

う、所要の措置を講 じることなどにつきましても、

国に要望してまいりたいと考えております。

【子ども未来推進局長】

市町村への支援についてでございますが、国で

は、専門委員会における放課後児童クラブの基準案
を本年 12月 頃までに取りまとめ、その内容を踏ま

え、年度内を目途に省令を作成 。公布する予定であ

ると、承知しているところでございます。
また、市町村では、この省令を踏まえ条例を制定

することとなりますが、事業者等における新基準に
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例制定などの新制度の施行準備に対し、どのように

支援を行つていく考えか伺います。

(十二)放課後児童クラブの充実について

最後の質問になりますけれども、厚生労働省にお
いては、社会保障審議会児童部会に 「放課後児童ク

ラブの基準に関する専門委員会」を設け、放課後児
童クラブの基準の検討を行つているところでありま

す。
文部科学省においても中央教育審議会にワーキン

ググループを設け、放課後子ども教室の質的向上や

学童保育との一体的運営を推進する方策等を議論 じ

ていると承知してお ります。

多くの子どもたちの両親が共働きで、また、子ど

もの放課後の安全な遊びを確保するという観点にお
いても、今後、よリー層、放課後における児童の居

場所づくりが求められていくものと考えてお りま

す。

新制度の施行に向けて、道は教育と十分に連携
し、放課後児童クラブの整備を早急に進めていく必

要があると考えてお りますが、道の見解を伺いま

す。

ありがとうございました。

放課後児童クラブについては、私も地元の方と接

する機会もあるところでありますが、やつと新制度

において、法においても存在がしっかりと認められ

てくる、ということになってお りまして、関係者の

方々も非常に喜んでいるのではないかと思つており

ます。
ただ、この子ども 。子育て支援新制度につきまし

ては、まだまだ不透明な部分もあるというふ うにう
かがってお りますので、道においてもこうしたこと

をしっかりと把握をしつつ、この放課後児童クラブ

のさらなる推進に向けて取 り組んでいただきたいと

申し上げて、質問を終わります。

対応するための準備期間も必要であ りますことか

ら、遅くても来年 10月 頃までに条例を制定するこ

とが望ましいものと考えております。
こうしたことから、道といたしましては、今後、

市町村における短期間での条例制定作業に資するよ

う、国の検討状況も含めた基準策定に関する情報提

供を迅速に行いますとともに、少子化対策圏域協議

会などを活用し、市町村との意見交換や必要な助言
・援助を行 うこととしているところでございます。

【保健福祉部長】

放課後児童クラブの整備についてでございますが

新制度では、放課後児童クラブの対象者が小学校高

学年に引き上げられ、また、市町村の子ども 。子育
て支援事業として明確に位置づけられるなど、所要
の改正を図ることとしているところでございます。

道といたしましては、こうした放課後児童クラブ
の整備は、放課後の遊びや生活の場を確保 し、子ど

もの健全な育成を図る上で、大変重要な取組である

と考えておりまして、今後、市町村が策定いたしま

す 「子ども 。子育て支援事業計画」に盛 り込まれま

す放課後児童クラブの整備 目標などに基づきまし

て、道教委との連携のもと、国の制度などを有効に

活用しながら、計画的な整備に努めてまいりたいと

考えてお ります。
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