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第 2 回庄内町振興審議会文教厚生分科会 会議録 

 

１ 開催日時 平成 30 年 3 月 22 日(木)午後 6 時 30 分～20 時 40 分 

２ 開催場所 庄内町役場 西庁舎 会議室 

３ 出席委員 梅木均、秋庭道雄、佐藤道子、加藤容 

４ 欠席委員 鈴木茂 

５ 事務局  樋渡 

                                                

 

1 開 会                                   （18：30） 

2 分科会長あいさつ 

3 協  議 

(1)第 2 次総合計画について 

午後 6 時 40 分～保健福祉課ヒアリング 

（※教育課、社会教育課については日程調整ができず文書による回答：事務局代読） 

ヒアリング内容 所管課の考え等 

第 1章 健やかでやさしい健康・福祉のまち 

 1-1 

【子育て支援】 

保健福祉課 

子育て応援係 

●庄内町には小児科がないが、若い世代

が子育てをする住みやすい環境を整備

するため、小児科を誘致できないか。 

○病中・病後の児童の保育については受

入れ体制が整っているので、今後も継続

していただきたい。 

●子育て支援センターが H29 年 4 月か

ら一本化したようだが、どこに設置さ

れ、人数などの利用状況はどのようにな

っているのか。 

⇒例えば、子育て支援センターとタイア

ップして事業を実施することは可能か。 

●保育所の待機児童は 0 となっている

ようだが、家庭で保育している児童の人

数は把握しているのか。 

●障がいを持つ子どもの成長に対して、

保育士の関わり方が大きな影響を与え

ることになると思うが、障がい児への対

応として、個別のカリキュラムを作成す

るなどのスキルアップを図るため、保育

士の研修会などは実施しているのか。 

 

 

 

 

・庄内町には小児科が無いが、近隣市町で

は近年増えている。なお、医師会と連携し

ながら検討していきたい。 

・利用者延べ H28 年 438 人、H29 年（12

月末現在）474 人。増加傾向。今後も継続

していく。 

・(資料のとおり）アピア内に一本化。立川

地域は、狩川保育園内に週１回開催で対応

している。H28 は庄内北部定住自立圏の

取り組みで増加している。 

⇒現在も多彩に開催している。目的が合致

するようであれば可能である。 

・(資料のとおり)H29.4 現在で 0～3 歳児

で 536 人中 171 人(31.9％)。0 歳 84 人、

1 歳 38 人、2 歳 27 人、3 歳 22 人。 

・障がい児への専門的な保育を行ってい

ない。保健師と福祉係と連携して酒田市･

鶴岡市の保育施設への入園を促している。

気になる子の支援事業として年 2 回専門

家より観察していただき、保育士のかかわ

り方の指導を行い、研修会を開催。H30 か

ら障がい児福祉計画に基づき、障がい児の

地域支援体制が整備されることとなる。教

育課、子育て応援係、健康推進係と協力し

個々に応じた支援(児童発達支援)を行っ
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⇒3 年計画なので 33 年度からセンター

が開設されるということか。 

 

⇒現状としてどこまで進んでいるのか。 

 

 

 

⇒3 年という期間は長くはないか。 

 

 

 

⇒発達障がい者の判定、診断が難しい。

親が認めないというようなことがある。 

イメージにあるようなことができるの

か。協議会はどんなメンバーか。どんな

話合がなされるのか。 

ている。幼稚園と酒田市のはまなしを併用

して集団生活への移行の取組をおこなっ

た例もあるが、国の方針では、地域に根ざ

した体制を構築する必要があるとして、本

町においても検討していく。併せて保育所

等訪問支援も行っていく。 

⇒3 年後の事業開始を目指して体制を整

えることとなる。本町での取組みについて

検討していく 3 年間となる。 

⇒計画に載りましたので、30 年 4 月から

本町としてどのように進めていくことが

適当なのか教育課、健康推進、福祉、子育

て応援と協議していくことになる。 

⇒設置基準に基づいて、職員の資格取得や

どこで（箱物）やるか、そのほか人員確保

などある。｢はまなし｣のような施設を整備

するもの。 

⇒自立支援協議会は設置済み。保健福祉課

全体の課題について協議していただいて

いるので｢障がい｣について特化したもの

ではない。個々のケース会議で対応してい

く。この形（イメージ図）になっていくよ

う努めていく。メンバーは保健福祉医療推

進員会が兼ねるもので、医師、行政、商工

会、民生委員、行政区長会、老人クラブ、

一般公募では看護師、障がい施設に勤務す

る方となっている。 

1-2 

【高齢者支援】 

保健福祉課 

地域支援係 

●若年性や高齢者の認知症への対策と

して、成年後見人の研修会などは実施し

ているのか。 

 

 

 

 

 

⇒今後ますます不安なことであり、必要

性を感じるものである。 

 

 

 

地域包括支援センターの社会福祉士が中

心となり隔年研修を行っている。相談窓口

となるケアマネや見守りネットワーク連

絡会を対象に司法書士を講師に招き 34 人

が受講した。また、在宅医療、介護連携推

進事業で終活セミナーも行っている。71

人受講。ここでも成年後見人の内容があっ

た。 

元気なうちから任意後見ということで公

証役場で手続きをして、認知症になったと

きは家裁に申し立てるということが必要。

まずは本人が終活ノートを準備しておく

こと、残された人に迷惑をかけないよう整

理しておくことが大事である。 
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1-3 

【障がい者支援】 

保健福祉課 

福祉係 

●鶴岡市のアートフォーラムやにこふ

るの喫茶コーナーは、障がい者の就労の

場となっているようだが、庄内町におい

ても、就労の場を提供することは考えら

れないか。 

 

 

⇒フリースペースの活用や、公民館等で

講演会が開催されたときなど積極的に

機会を設けてほしい。 

国の優先調達方針に基づいて、担当課では

物を購入したり役務の提供を受けたりし

ている。酒田市役所でもフリースペースを

利用してカフェを運営すると聞いている。

今後庄内町においてもそのような機会が

あれば、橋渡しをするなど活用を図ってい

きたい。 

⇒保健福祉課主催の事業で活用されてい

る。出来る限り応援していきたい。 

1-5 

【保健・医療】 

保健福祉課 

健康推進係 

●血液検査でも胃がんの検査ができる

ようだが、バリウムや胃カメラの検査に

比べて、精度はどのようなものなのか。

遜色がないようならば、気軽に受けるこ

とができるので、胃がん検診の拡大に繋

がるのではないか。 

●庄内は自殺者が多いようだが、心のサ

ポーターがどのような形で支援を行っ

ているのか、現状を教えていただきた

い。 

 

⇒庄内町では夜間、電話相談しているの

か。 

・ピロリ菌検査では、胃がんリスク検査で

あり国の推奨する検査にはなっていない。

あくまでも胃がん検査ではないので、それ

だけでいいということにはならない。他に

は血液検査はあるが確実性がまだ検証さ

れていない精度が低い状況である。 

・減少傾向にはある。1,341人受講してい

る。身近な大切な人の変化に気づき、耳を

傾け、医療機関につなぎ、見守っていくと

いうことを学んでもらっている。30 年度

自殺対策計画を策定する予定。 

⇒相談機関のネットワークが必要である。

デンエア相談は「いのちの電話」を利用し

てもらっている。町ではメールで相談を受

けている。 

1-6 

【社会保障】 

保健福祉課 

福祉係 

●生活困窮者就労準備支援事業につい

て、具体的にどのような形で就労を支援

していくのか。 

 

 

⇒就労支援員が活動している中でプラ

イバシー等の壁はないのか。 

 

 

 

 

 

⇒町内に支援員はいるのか。 

 

⇒生活保護とは別か。 

・酒田市社会福祉協議会で庄内町の受け

入れをお願いしている。包括相談によって

課題の洗い出しを行い、就労支援が必要で

あると判断に至った場合、就労のための準

備を支援していくもの。 

⇒相談者（本人）の同意を得て、次へと進

めている。親が息子の相談をしている場合

も有り、支援員が出向き面会の機会を持つ

ように努める一方、どのような支援が適切

なのかを専門家、資格取得者等関係機関で

情報交換しながら、連携して必要な支援を

行っている。 

⇒酒田市社会福祉協議会（自立支援センタ

ー酒田）に委託している。 

⇒それぞれに就労支援員はいるが、生活保

護の業務は、本町は庄内総合支庁の支援員

となっている。 
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第 2章 よりよい生き方を求め、ともに学び合う教育のまち 

 2-1 

【幼稚園･学校

教育】 

教育課 

学校教育係 

●ベンチマークがアンケートや調査に

よる評価の割合となっていることにつ

いて、経過がよく見えず、結果だけのよ

うに思われるので、取り組みが見えるよ

うな項目を設定できないか。 

ベンチマークについては、町の教育振

興基本計画の評価指標と同様のものを

活用しています。アンケート調査は学校

や幼稚園を通して教職員、保護者(抽出)

へ直接取材して教委で集計をしていま

す。時期は学校評価の中間まとめ直後の

１月に行っています。アンケートの結果

については、継続的に調査結果をまと

め、経年で町の状況を確認しておりま

す。（アンケートの様式、結果のまとめ

については別添資料を参照ください。） 

結果については、校長会、園長会で報告

をし、ご意見をいただいております。 

今後、教育振興基本計画の見直しがあ

りますので、ベンチマークについてもよ

り町の教育の内容が反映されるよう必

要に応じて見直しをしていきたいと思

います。 
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2-2【社会教育】 

社会教育課 

社会教育係 

●総合計画 P88「2-2-2 地域が教育を支

える環境づくりの推進」として、具体的

にどのような取り組みをしているのか。 

 

 

 

 

 

 

●ベンチマークが図書館の来館者数及

び貸出冊数となっているが、地域づくり

や生涯学習などの施策を達成するため

の指標として、もっと具体的なものを設

定できないか。 

○図書館の改築にあたっては、人口規模

に見合った施設を整備することが望ま

しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公民館活動や集落の伝統行事などに

子ども達の活動を巻き込んで、繋がりが

深まるような展開を図っていってもら

いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立川地域、余目第四学区で「放課後子

ども教室」を実施している。いずれも、

コーディネーター、サポーターとして教

室の運営は地域の方が中心になり行な

っている。 

夢サポート塾（所管 教育課）として、

中学 3 年生の希望者を対象に地域の方

が先生となり、2 学期 3 学期の毎週土曜

日に約 20 回実施している。 

いずれも、学校・家庭・地域の連携協

働事業として行っている。 

 

 

 

 

 

 施設の規模については、「庄内町立図

書館建設整備検討委員会・報告書」（平成

19 年 3 月）および「庄内町議会文教厚

生常任委員会調査報告書」（平成 23 年 2

月）内で提言されている規模を基本とす

る。更に「図書館の設置及び運営上の望

ましい基準」（平成 24 年 12 月 19 日文

部科学省告示第 172 号）を参考とし、同

基準策定の際に提言された「これからの

図書館の在り方検討協力者会議」報告書

内「目標基準例」（平成 24 年 8 月）の人

口規模を踏まえ検討していく。 

 

例えば各学区地区の公民館祭では、保

育園、幼稚園、学校を通し、その学区地

区の児童の作品を展示したり、公民館祭

と学校、地域、PTA が連携し、公民館祭

の日に授業参観を設定し、親子で帰りに

公民館祭に立ち寄り地域に親しむ取組

みなどを行なっている。 

 また、中高生のボランティアを取りま

とめ、公民館事業に協力いただいてい

る。 

 町民運動会では、中学生全員が各学区

地区に参加し、スタッフとしても活躍し

てもらい、振替休扱いとするなど、地域

と学校等が連携している。 

 伝統行事に関連しては、各集落で行わ

れる例大祭で奉納される民俗芸能に子

ども達も参加、参列し集落での繋がりを

深めている。また、小学校の文化祭で、

地区に伝承される民俗芸能を大人達か

ら指導を受け発表したり、授業の一環と

して学区の例大祭を見学に行く等、民俗
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○習い事などで忙しい子どもとそうで

ない子どもの差が大きいが、親の都合な

どで事業に参加したくても参加できな

い子どもに配慮して、送迎などの環境を

整えていってもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全国大会を開催できるような施設で

あるカートソレイユなど、庄内町にある

施設等をもっと体験し、ふるさと教育に

繋げていってもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東北公益文科大学の学生から研究課

題・調査等で地域に入ってもらい、交流

を通し理解を深め、町のＰＲ・情報発信

の戦力となってもらいたい。 

芸能を伝承している団体と学校が連携

し取組みを行っている事例もある。 

 

教育として行なう家庭教育は教育基

本法では「保護者に対する学習の機会の

提供」等と規定されており、親の都合が

悪いので子どもを送迎支援する、という

ことには矛盾があります。 

親が子どものことを考え、子供と一緒

に学ぶ、というのが家庭教育であり、子

どもの視点で支援するというのは、保育

園や学童保育のように厚労省管轄の子

育て支援の立場であると思いますが、例

えば学童保育であっても町で送迎はし

ていません。 

 小学生高学年を対象とした青少年事

業などであれば、各学区地区単位の公民

館事業として行なっておりますし、児童

が徒歩や自転車で公民館まで集合する、

ということもできるものと考えます。 

 

南三陸町との小学生交流事業では、カ

ートソレイユでの体験を取り入れてお

りますし、各公民館事業でも毎年ではあ

りませんが、カートソレイユでの体験事

業を行なうこともあります。 

 また、今年、登録有形文化財に指定さ

れた六淵ダムに、公民館事業として訪れ

るたり、地域の伝統である門松作りやざ

っこしめなどふるさと教育を実施して

います。 

 ふるさと教育は学校でも、町の自然、

文化、施設等を活かしたカリキュラムを

組んで実施しています。 

 

社会教育としては、公民館の事業や放

課後子ども教室などに公益文化大の生

徒がスタッフとして参加いただき、地域

を知ってもらうことは有効だとは思い

ます。 

 

4 そ の 他 

 

5 閉  会（20：40） 

                  

 


