
 

 

 鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会第 2 回会議 議事録（概要版） 

   

             日 時  平成 21 年 10月 26 日（月）10:00～11:50 

              会 場  鈴鹿市役所 12 階１２０１会議室 

 

出席者  

 委 員 

服部高宣委員 宇喜多信弘委員 林佳代子委員 北川由紀委員 

  平野加代子委員 水野典子委員 

  （欠席）水野典子委員 

 関係部局 

  松上子育て支援課長  小野子育て支援課副主幹 長野教育総務課長  

杉谷青尐年課長 木村青尐年課副主幹  

事務局 

  坂尾文化振興部長 青木生涯学習課長 片岡生涯学習課副参事兼生涯学習 

ＧＬ 大澤生涯学習課主幹 小川生涯学習課主幹 岸生涯学習課副主幹 

 

１ あいさつ 

  文化振興部長 

   

２ 会 長あいさつ    

 

３ 経過報告 

  （１）放課後子ども教室 

 事務局：市内４箇所の小学校区で行われています放課後子ども教室について

１学期の報告をさせていただきたいと思います。１学期とは，開級

から夏休み終了までの期間です。資料を見ながら説明させていただ

きます。 

まず，清和のもりでは，１２回教室が行われました。１回の活動で

は，５～６名の指導員が担当します。活動場所は，公民館のホール，

和室の他，小学校と隣接ということで，小学校運動場の西スペース

を活用しています。普段の活動は，運動場，ホール，和室を自由に

分かれ活動をしています。明生クラブと同じで移動は自由です。 

また，前半に全員で行う活動「読み聞かせ」などを行い，後半は，

自由に別れて活動を行う時も有ります。 

さらに，夏休みは「アシモ作り」「手品」「スイカ割り」など全員で



 

 

行う体験活動を行いました。 

郡山子ども教室では，１１回教室が行われました。１回の活動では，

８～１０名の指導員が，その日の活動内容を決めた３～４のグループ

に分かれ担当します。活動場所は，公民館のホール，和室，会議室，

駐車場です。参加児童の４６名は，自分の行きたい活動を選択します。

小グループの人数は，１０名前後となりますが，活動内容によっては

１５名を超える場合も有ります。活動内容は，資料の通りです。また，

参加児童は，約束として途中で活動内容の移動は禁止となっています。

夏休みには，「流しそうめん」「スイカ割り」などの行事を全員で取り

組みました。 

明正クラブでは，８回教室が行われました。１回の活動では，８～１

４名の指導員が担当します。参加児童の３３名は，受付後に公民館の

和室に入り学校の宿題や自主学習を３０分行います。その後，和室と

ホールに分かれて，資料にあるような活動を行います。ホールでは，

ボールを中心とした集団ゲームを行い，和室では，個人や対面的な活

動やゲームを行っています。参加児童は，自由に複数の活動へ参加し

ます。 

        キッズ白子では，１４回教室が行われました。１回の活動では，１０

～１４名の指導員が担当します。活動は，ホール，和室を利用してい

ます。普段の活動では，活動内容を決めて，全員で同じ活動を行って

います。資料にありますように，ものを作ることを中心に行いました。 

キッズ白子は，６月にコーディネーターの松島さんの辞任を受けて，

本運営委員である平野さんに現在コーディネーターを引き受けてい

ただいています。後ほど，平野委員より，教室の様子について，補足

いただければ，と思います。 

        ４教室ともコーディネーターが活動内容を工夫して，特色を出して取

り組んでいます。 

        教室の現状で課題と思われることをあげます。 

参加児童は，「慣れ」があげられます。児童同士で，「乱暴な言葉がけ」

や「たたく」など行きすぎた行動をする児童や管理員さんの言うこと

を聞かない児童も見うけられるようになりました。その場合，各教室

では，その場にいた人が注意をして正すようにしています。  

        また，保護者においては，欠席の電話連絡や「迎え」の遅れや忘れて

いたこともありました。 

        そのようなときには，個別に対応して理解を求めております。 

安全管理員では，清和のもりの安全管理員不足があげられます。現在，



 

 

公民館を通して呼びかけをしていますが，非常に難しい状態です。 

新規教室の取組について，現況をお話します。 

昨年度，児童クラブ開校を断念した「天名校区」に，今年度子ども教

室の開級を目指し，関係機関から，情報収集を行ってきました。そこ

で見えてきたことをお話しすると 

天名小学校は，児童数９７名の小規模校であり，ほとんどの児童は，

家で祖父母が帰りを出迎えたり，放課後にスポーツ尐年団や塾に通っ

ている。さらに，登下校時は，自主的に地域の方が主要な通りに出 

て，下校中の児童を見守っている。 

そして，自治会や育成会，体育振興会でも，祭りや地域の行事など活

発に行っており，地域の大人と家族が協力して，子どもを見守り育て

る活動を行っている。 

以上のことから，「子ども教室」の開級を地域の方に，説明し理解し

ていただくには，さらに時間が必要と感じています。 

会 長：平野委員から，キッズ白子の様子について報告をしていただきます。 

委 員：白子では，全員で活動することが多いですが，月に 1 回くらいは自   

由遊びとして行っています。自由に遊んだり，宿題をしたりしてい   

ます。今，困っていることは，じっとしておれず立ち歩いたり騒い

だりする子がでてきたことです。公民館が工事に入って，12 月から

地区市民センターを借りますので，余計に気になります。 

 会 長：市民センターが会場になると，学校からの距離が長くなるのではな

いでしょうか。 

 委 員：小学校からは，同じくらいの距離だと思います。それより，２階で

騒ぐと（下の事務所に）迷惑をかけるのが気になっています。 

 会 長：事務局の報告にありましたように，慣れがでて，それがエスカレー

トしますとけがをしたり，別の心配事が出てくることになると思い

ます。でも，あんまり締め付けますと教室としての楽しい雰囲気も

出しにくくなるので，そのあたりは難しいのではないかと思います。 

     質疑等がありしたらお願いします。 

 委 員：子ども教室の予算，又は実績を教えてください。 

 事務局：予算は４５０万円計上させてもらっています。今年度は５校実施で，

１校当たりの予算は，９０万円です。内訳は，ボランティアへの報

償費，教室に必要な消耗品が年間１０万円予算取りをさせていただ

いています。 

 委 員：不足はありますか。 

 事務局：今のところは聞いておりません。 



 

 

 委 員：学童保育未設置の加佐登は，今年開設ですね。 

 担当課：開設の予定をしております。 

 委 員：学童保育の立場から言いますと，天名，合川，鈴西，庄内の４校区

が残るわけですが，子ども教室，学童保育が合同で開設するという

考え方もあると思います。そうなりますと，学童保育ですと，１０

人以下ですと補助金がほとんど出ない。そのあたりで，合同で開設

するという予算措置を取っていただければ，ある程度，学童保育を

主体とした子ども教室が，４か所で開設できるのではないかと思う

んですが，そのあたりはどうでしょうか。 

 担当課：第４項のアンケート結果報告の所で報告させていただきます。 

 会 長：基本的には，出来れば５つ目が今年度中にできればと思ってはいた

んですが，４つの教室の充実をいかに図っていけるかを考えていか

ないと，新しいところを考えると難しい部分があると思います。 

     それでは，放課後児童クラブについてお願いします。 

 担当課：放課後児童クラブの２１年度の状況報告をさせていただきます。 

     市内２５小学校区，３０か所の運営をしていただいています。今年

度，３ヵ所新設で，ももたろう２組，サンキッズⅡに関しては，９

月１１日に工事の請負契約を行いまして，施設整備補助にのっとり

建物をたてながら，運営をしていただいています。いそやまっ子（鼓

ヶ浦小学校区）は，磯山保育園の中で空き教室を使って運営をして

いただいています。補助金を出させていただいていますので，市の

監査の関係で，児童クラブを回らせていただいていますが，困って

いることは保育料の滞納です。加佐登小学校区の来年度の設置です

が，準備委員会がありまして，定員を３５人。６畳と８畳の部屋で

すので３５人が定員と決めていただきました。実際の申し込みは，

４５人ありました。その中で，運営方法，運営形態等を話させても

らったなかで，もう一度考えて最終の申し込みをしていただくとい

うことで，１１月の半ばに第２回の準備委員会をして，申し込みを

していただくということになります。来年の４月１日から開設とい

うことになっていますが，問題がありまして，建物の耐震問題があ

りまして，補強するのに１５０万円ぐらいかかります。耐震の補助

金はありませんので，防災安全課の耐震補強の補助を使って，残り

は子育て支援課の運営費補助と保育料を使っていただく予算を計上

し，保育料がいくらという説明を行い，申し込みを決めていただく

ということで，次回につなげてきました。２１年度に関しては，３

０か所，運用形態はそれぞれですが，一番問題になっているのは，



 

 

運営委員会や指導員の質の向上を図るために，どのようなことをし

ていくかということで悩んでみえたので，課としても，増やすだけ

でなく，質の向上を目指すため研修会を行ったりして質の向上を図

っていきたいと思っています。 

 会 長：質問等がありましたら，お願いします。耐震の枠は，防災の方は，

鈴鹿市としては，年間１か所でしたか。 

 担当課：１か所ではありません。 

 委 員：質の向上のことで，夏休み，指導員さんの数が尐なくて早く返した

ことがありましたが，そのあたりは改善されていますか。 

 担当課：役員会の中で，長期休暇に早く返すことについては意見が出ていま

すので，もう尐し長くするようにお願いをしました。運営委員会の

中で伸ばしていただけると思います。 

 委 員：障害児の子どもたちの実態はどうなっていますか。受入れは前より

は良くなっていますか。 

 担当課：受け入れないという児童クラブはありません。体制を整えるのに，

申し込みをいただいてからの対応になってきます。 

 担当課：三重県の放課後子どもプラン支援会議の委員をしています。児童ク

ラブの障害児の対応について，三重県がアンケートをとる準備をし

ています。 

     それを障害児の方の対応のための検討する材料として，準備を進め

ております。 

 会 長：そうすると，何らかの予算措置も含めて考えられるということです

か。 

 事務局：予算措置としては，一旦上げてはおりますが，支援会議の中では，

放課後児童クラブの方もみえますので，県の方には十分な予算が頂

けるようにお願いしていきたいと思います。 

 会 長：現状として障害児は入りにくいものですか。 

 委 員：そんなことはないと思いますが，設備の問題です。そこに行ってい

いのと考えた方もみえますし，難しいです。障害児の対応できる人

は，尐ないです。 

 会 長：障害の部分は，表に出にくい部分です。お互いがどうしたらいいの

か分からないと言うことがあると思いますから，施設の面も含めて

対応的にも何とかならないかと思います。 

     ２２年度のことについて質問させていただきます。 

 担当課：２２年度についてましては，石薬師の金太郎学童保育所，愛宕のあ

おぞら学童保育所は，７１人を超えています。建物も自分たちで増



 

 

設して頂き，建物の管理も完了していまして，２２年度から金太郎

１・２，あおぞら１・２と分設をしていただく予定にしています。

来年度，加佐登を含めまして３３か所，２６小学校区の予定になっ

ています。 

 会 長：石薬師と愛宕小学校区と加佐登の３ヵ所増えるということで，順調

に増えてはきているようです。 

 委 員：場所は離れていますか。 

 担当課：同じ敷地内にあります。加佐登の場所ですが，小学校の敷地のすぐ

横にあります。 

 会 長：アンケート結果報告についてお願いします。 

 担当課：放課後子どもクラブと子ども教室未設置の学校に，アンケート調査

を行いました。結果ですが，放課後児童クラブに関しては，必要性

がいる，利用したいと思う方が，合川，庄内，鈴西の３つの小学校

区でかなりの数字をいただきました。この事業に実施は，２２年度

におきましては今からでは無理ですので，２３年度の４月を目指し

て開設に向けて進めていきたいと思います。天名，加佐登ですが，

加佐登のつきましては来年度４月開設予定ですので，アンケートは

しておりません。天名は，昨年度調査させていただきましたので実

施はしておりません。子ども教室については，知らないという方が

３小学校区６５％から７０％ということで，かなりの割合で知られ

ておりません。今後 PR をしていき，理解してもらって進めていきた

いと思います。今まで，文科省と厚労省とで，３０小学校区の中で

どちらかということで進めてきましたが，地元の協力が得られる所

で教室を進めていきたい。放課後児童クラブのニーズがある所に関

しては，地元に入って来年度以降進めていきたいと思っています。 

 会 長：質問等がありましたらお願います。放課後子ども教室の方は知名度

が低いということですね。児童クラブの必要性が高いので，地域の

方で動かれるということですか。 

 事務局：３小学校区で希望が１０人以上おりますので，その中で条件があっ

て，利用したいという方がみえましたら施設を見つけながら，進め

ていきたいと思います。 

 委 員：学童保育開設になりますと，児童数がある程度必要になりますので，

合川は難しいかもしれませんが，庄内，鈴西は何とかなりそうです

ね。今，三重県の小学校が４０２校ありまして，２４６校が開設さ

れています。開設率６１％で，全国で７７％が開設されています。

三重県の市政がひかれています１４市は，設置率の高いのが名張で



 

 

16/17 で，鈴鹿は 27/30 で８５％ぐらいです。県内でも２番目に設置

率が高いです。残りの学校区でも開設に向けて努力してください。 

 担当課：ご協力をお願いします。 

 会 長：利用数を考えますと，設置場所も重要だと思います。合川，庄内，

鈴西は，校区がかなり広いです。子どもたちが安全に集まれる所が

あれば，一番いいかと思います。 

 委 員：親は利用したいが，おじいちゃんやおばあちゃんが嫌がることがあ

ります。そのあたりの理解を求めることが難しいと思います。 

 会 長：いろんなハードルがあると思います。両親の意見よりおじいちゃん

やおばあちゃんの意見が強かったりして，親の意見が通らないとい

うことがあります。地域の方の理解を得ることが大切になってくる

と思います。開設されている所では，問題はありませんか。 

 委 員：経済的な面から，子どもたちは減ってきています。加佐登は希望が

４５人と聞いて安心しています。 

 担当課：加佐登は，白鳥レークタウンとか新しい自治会ができまして，今回

自治会長５名と民生委員，主任児童委員の協力によりまして，地元

が納得した上で立ち上げに協力いただいておりますので，アンケー

トを行った３校区におきましても，地元の協力により進めてまいり

たいと思います。 

 委 員：施設の収容人数により待機児童が出ていますので，今後，建てると

きはそのあたりも考慮してお願いをしたい。 

 会 長：学童に入る場合，学校に入ってから考える保護者の方もみえますが，

間に合わない。待機児童も多いので，施設はもっと必要になってく

ると思います。集中するところは，１校区に２か所あってもいっぱ

いになってくる状態ですから，今後，状況をしっかり見ていかない

と，必要性のある方が利用できないということにもなりますので，

その点も踏まえてお願いをしたいと思います。 

 担当課：学童を回ってまして，学童に入れるかどうか下見をして，入れる所

に引っ越してくると聞いております。収容人数等を検討しながら，

毎年方向性を決めていきたいと思いますので，ご助言をよろしくお

願いします。 

 会 長：初めから大きなキャパというのは難しいと思いますので，柔軟に増

やしていけるやり方ができればいいのかと思います。 

     他に全体を通してありましたらお願いします。 

     職場に近い学童に入りたいというのは，多いですか。 

 委 員：多くはないですが，そのような方がみえましたので，驚きました。 



 

 

     長期休業だけ預かってほしい，保育園，幼稚園を卒園してから入学

するまでの間，預かってくれる所がないので苦労している方がみえ

る。 

 会 長：この辺りは，本当に困ると思います。実際に働いて見える方は，長

期休暇は本当に困ってみえるようです。急には学童も見るわけには

いきませんよね。 

 委 員：余裕のある学童は，預かっています。各学童の収容数次第です。 

 委 員：お金がないからやめた所は，家に子どもがいるわけですよね。そん

な子どもが増えているということですよね。 

 委 員：学童側も，県にそのような家庭に補助をするように要望はしていま

す。 

 会 長：経済的に難しく，学童をやめた家庭に対し，何らかの手立てができ

れば一番いいのだと思いますが，なかなか難しいですね。 

 担当課：昨年，各施設に連絡したところ，年間で１９人から２０人はやめて

いかれるということでした。理由は，仕事がなくなったので家で見

られるということもありますので，すべてが家で子どもがひとりで

いるということではないと思います。仕事が見つかって，子どもが

一人で家にいる家庭もあると思います。子どもが一人でいる家庭に

対しての支援に対して，どんなことができるのか今後の課題となっ

てくると思います。 

 会 長：子ども手当が出て，それが学童にあてられるかどうかは分かりませ

ん。学童について，政策に変化はありましたか。 

 委 員：特にないです。要望として，補助金を増額してほしいということで

す。 

 会 長：放課後児童クラブについては，２２年度には３か所の開設，鈴鹿は

設置率も高くて順調である。子ども教室については，今ある学級の

今後出てくる課題をいかにつぶしていくかということになると思い

ます。 

 委 員：補助金は，いつ出るんですか。 

 担当課：６月，１０月，２月。６月に 1/2，１０月に 1/4，２月に 1/4 出る形

で最後に清算をさせていただきます。 

 委 員：新設は，当初の運転資金がありません。当初は苦労されます。 

 委 員：子ども教室で，騒ぐのが課題だとのお話がありましたが，子どもは

騒ぐものだと思います。場所等によって子どもたちの行動が制限さ

れるのは悲しいと思います。 

 会 長：学童では，騒音の問題はどうですか。 



 

 

 委 員：あまりそのような問題は起こっていません。 

 会 長：何もありませんでしたら、終わります。 


