
 

 

 鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会第 3回会議 議事録（概要版） 

   
 日 時  平成 22年 2月 22日（月）10：00～12：00 

            会 場  鈴鹿市役所 12階１２０２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 
 関係部局 
  松上子育て支援課長 砂原子育て支援課 GL 小野子育て支援課副主幹 
長野教育総務課長 舘教育総務 GL 渋谷参事兼青少年課長 東浦青少年
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 議 事 
  （１）放課後子ども教室の現状と今後について 
 事務局：平成２１年度放課後子ども教室の取り組みに関してご説明させてい 

ただきます。 
第２回の会議にて，新設教室についてお話しましたが，結果から言

いますと，本年度の新設教室の開級は見送ることとなりました。 
取組んだのは「天名小学校校区」ですが，天名小学校長はじめ天名

公民館長，天名・徳田地区の両自治会会長と協議を進めました。 
見送りした理由としては，「放課後子ども教室」の目的に，子どもの

安心・安全な居場所づくりや地域の大人や異年齢との交流の場づく

りなど挙げられますが，天名校区では，このようなことは昔から地

域ぐるみで取組まれている内容であり，普段の登下校の見守りや行

事・イベントなどで交流の場を作っている。この現状の中では「放

課後子ども教室」を新設する必要性はこの地区にはないと判断いた



 

 

しました。その結果，本年度は，昨年からの継続教室である「清和

のもり」「郡山子ども教室」「キッズ白子」「明生クラブ」の４か所の

開級となりました。 ここからは，資料を基にお話しいたします。 
     参加人数は，募集学年を低学年と限定した教室が清和，郡山，白子

で，参加数の減少が予想されましたが，激減した教室はなく，公民

館に対して適正な人数で活動が出来ました。今後も公民館の広さを

考えて，５０人程度で活動していきたいと考えています。 
     安全管理員は，「清和のもり」以外，教室１回当たり１０人程度が活

動に参加して，児童の安全に注意を払っていただきました。 
     「清和のもり」は，教室１回当たり５人となっています。参加児童

も少ないわけですが，安全管理員一人が担当する児童数が，5.4人と
４教室中１番少ない状態です。更に，今年度をもって辞任される安

全管理員さんが２人確定しており，早急に補充を考えています。現

在，教室では，募集ポスターを公民館に掲示したり，募集のリーフ

レットを作成して，個別に声をかけています。 
     コーディネーター会議は年３回開催しております。そこでは，情報

交換を行い活動の参考にしてもらっています。ここでも清和の安全

管理員不足の話があり，話し合いの結果，白子，郡山，清和の公民

館で，２月の「公民館だより」に，安全管理員募集広告を掲載する

ことになりました。最終の会議を３月１９日に予定しており，来年

度の教室開催について話し合う予定です。 
     県の３度の研修会に参加していただきました。参加者からは，「とて

も参考になった研修会だった」と言葉を頂いております。   
また，市で研修会を実施してはどうかと言う言葉もあり，市として

実施に向けて，検討したいと考えています。  
     市では，安全に関する講習会を昨年に引き続き消防署に依頼して行

っています。昨年度は，「ＡＥＤ講習」でしたが，本年度は「救急法」

について実施しました。内容は，応急手当を中心に止血法，熱中症

等を判りやすく説明していただきました。来年度も安全に関する講

習会を継続していく予定です。 
     最後に，本年の新規教室を見送ったことは，はじめにお伝えいたし

ましたが，来年度の新規教室の開級は継続していきます。 
ただし，学童のない地区に学童に代わる居場所をつくることに，こ

だわらず，「放課後子ども教室」に興味を示される地区や健全育成に

興味を持っている方々に，教室の活動を理解していただきながら進

めていきたいと思います。 



 

 

さらに，「鈴鹿市放課後子ども教室」の広報活動を行っていきます。 
広く地域の皆さんに「放課後子ども教室」を周知して，広く意見も

集めていき，今後の開級への参考としていきたいと考えています。 
まずは，今月２６日の公民館長会議にて，「放課後子ども教室」の概

要を説明しご理解を得て，ポスターを公民館に掲示していきます。 
また，「広報すずか」への掲載も行う予定です。 

 会 長：報告について，質問，意見がありましたらお願いします。 
 委 員：天名地区は，このような活動は必要性を感じていませんか。 
 事務局：地元で話を聞きましたが，育成会とか体育振興会と通じて子どもた

ちのために地域の活動が行われているそうです。放課後についても，

スポーツ少年団活動も盛んで地域の中で，ニーズがない。前年度も，

子育て支援課の方で学童開設に動かれましたが，もともと児童数も

少なく，地域的に活動が行われている中で，さらに教室をというの

は必要性が乏しいということになりました。 
 会 長：地域的にも広い地域になります。設置する場所によりますが，子ど

もたちが通うのにかなり厳しい状況ですね。 
 事務局：小学校の中では，御薗町と徳田町と自治会は 2 つあります。公民館

での活動となると，御薗町にありますので，徳田の子どもたちは不

便になります。 
 会 長：今開級している 4 教室は，清和は学校の隣に公民館があります。距

離が短いので，安全管理委員の人数が少ないんですか。 
 事務局：清和では，慣れてきたら自分で来るようになってますので，少人数

でもいいようです。活動も，公民館の隣が学校の運動場になってま

すので，見える範囲で活動してますので少ない人数でもできる状態

です。ただ，毎週行ってますと，毎回出席というのが難しく，やり

くりは 1年間大変だったと感じております。 
 会 長：人数か多ければ，安全管理委員さんも毎回でなくても，負担が少な

くなるようにしていかなければ，継続が難しくなると思います。 
 委 員：いろんな方に伺っても，放課後子ども教室の認知度が低く，このよ

うにポスターにしていただくと広めていくのにいいと思います。そ

れから，ボランティアですが，始めたころはたくさん協力していた

だきますが，年数がたつと来ていただく方が少なくなってきます。

これからボランティアの継続も，大きな課題となっていくと思いま

す。 
 事務局：昨年，アンケート調査を実施させていただき，放課後児童クラブに

つきましては，認知度が高いということです。放課後子ども教室は，



 

 

ほとんどの方がご存じないということを，委員会の中でも指摘いた

だきました。そこで今回，PR 用のポスターを準備しました。まず，
教室の事業を知っていただく。地域の方々に，このような事業を行

っているということを周知させていただき，それぞれの地域でニー

ズが高まれば，個別にお願いに上がり事業の拡充に努めたいと考え

ております。ボランティアにおいても，指摘の通り，初めはたくさ

んの方に関わっていただきますが，週 1 回でも負担に感じてくるボ
ランティアも見えますが，出来るだけたくさん関わっていただいて，

うまくローテーションを組めるような形でボランティアの拡充を行

っていきたいと思っています。公民館だよりというものを利用しな

がら，ボランティアの募集に努めていきたいと考えております。 
 会 長：学童に関しては，入るのに大変だから早く申し込もうということは

聞きますが，子ども教室の方は，まだまだ認知的にも低いというこ

とで，今回，ポスターを作ったり，広報にも載せてもらったりする

の，多少なりとも効果はあると思いますが，まだまだ知っている人

が広がっていかないのがどうかと思います。今後とも引き続き広報

活動も合わせてお願いしたいと思います。 
 委 員：学校の方はどういう姿勢なんですか。子ども教室へ行くことを指導

しているんですか。 
 事務局：4 つの教室につきましては，学校は協力的に動いてもらっています。

教室に参加しなさいということは，指導はしていないと思います。 
 委 員：学校側から見ても，教室に行って，みんなで学ぶ方が意義があると

思います。強制はできないと思いますが，機会があれば先生から PR
をしていただければ，もう少し活発化していくと思います。 

 委 員：放課後子ども教室と放課後児童クラブという名前が，とてもややこ

しいと思います。名前をもっと分かりやくすした方がいいと思いま

す。 
 会 長：放課後児童クラブとなっていますが，保護者にとっては学童なんで

す。放課後子ども教室といっても，学童と思うので，そこの違いは

すぐには判断できません。名前が，もっと区別できるようになれば

いいと思います。難しいと思いますが。 
 委 員：教室が開設されれば，教室名は親しみやすいネーミングにできます

が，国の補助を受けて，国の正式な事業名が放課後子ども教室とい

うことになっていますので，名前を変えることはできません。 
 会 長：国の方で行政仕訳の見直しがありますが，放課後子ども教室と放課

後児童クラブについては，予算のカットはあったんですか。 



 

 

 事務局：現時点では，放課後プランについての事業の縮小は，国の方から情

報を得てませんし，県からは引き続き予算を確保したと聞いており

ます。 
 会 長：続きまして，放課後児童クラブの現状と今後についてお願いします。 
 子育て：21年度の報告と 22年度の予定について報告させていただきます。 
     21年度につきましては，30か所 25小学校区，3ヵ所増えて，19年

度放課後子どもプランの中で認めていただいた，71 人以上の大規模
分設という中で，施設整備補助にのっとりまして桜島のもも太郎 2
組と郡山のサンキッズ２という形で，平成 21年 12月 25日完成しま
した。建物も 2 つに分かれて，運営も 2 つに分けて施行していただ
いています。その他に鼓ヶ浦小学校区の磯山っ子を立ち上げていた

だきました。21 年度に関しては無事に終わりそうです。児童数が不
況により減少気味でして，各児童クラブの方から補助金の返還など

が出てきております。その中で，平成 22年度ですが，政権交代によ
る児童クラブの変更点だけ話をさせていただきます。71 人以上につ
きましては，平成 21年度を持って必ず分設をしなさいという厚労省
の考えだったんですが，71 人以上でも補助金を出すという考え方に
変わってきました。その中で，これまで 40人という適正範囲を境に
補助金の方も額が下がっていくようになります。250日以上の開設日
数ですが，250日以下でも 22年度は補助金は多少なり出るというよ
うに，政権交代により変更になります。続きまして，鈴鹿市の 22年
度の予定ですが，71 人以上については分設をした方が望ましいとい
う考え方は変わりません。準備していただいた石薬師の「きんたろ

う」，愛宕の「あおぞら」の方が，自分たちで建物を建てていただき

ましたので， 22年度分設ということになっています。加佐登小学校
ですが，月に 2・3回会議をしていただいています。会則，規約等い
ろいろ決めさせていただき，4月 1日開設に向けて今，進んでいる状
態です。17 人ぐらいの人数で始めるようです。始まってくれば，多
少増えてくるということです。22年度のつきましては，33か所，26
小学校区という形になります。21 年度，アンケート調査させていた
だきまして，残り 4 小学校について，天名小学校区については，前
回報告させていただきましたが，ニーズに合わないということで見

送らせていただきます。合川，庄内，鈴西については，アンケート

調査で１０数名以上の利用したいという回答がありましたので，22
年度中に地元に入らせていただき，23年の 4月に開設に向けて進め
させていただこうと思っています。 



 

 

 会 長：放課後児童クラブについて，ご質問がありましたらお願いします。 
     補助金のいろんな縛りが，かなり緩やかになったようですが，基本

的，浅く広くという考え方の補助の仕方になってくるということで

すね。今まで，たくさんいるところで，満額貰えていた所も，額的

にはさがってくる可能性があるということですね。 
     運営的にはどうですか。 
 委 員：40人程度が手厚く，補助金が出るという方向に変わってきた。10人

程度の学童については，一時は切り捨てという話があったんですが，

今回の政府の方針では，切り捨てしないということですので，全国

的にかなり救われている学童があるのではないかと思います。補助

金の総額としては，増えているんですが，ただ，学童の数も増えて

おります。 
     去年分割した 2か所についての施設補助費はどれくらいですか。 
 子育て：一応，正式なものは出ていませんが，約 1000万くらいです。一か所

で。１２５０万の所で申請して，入札して，約１か所１０００万位

になります。 
 子育て：県の放課後子どもプランの支援会議の委員をさせていただいてます

ので，若干補足で会議の内容について説明させていただいたいと思

います。会長と９人の方がみえまして，４回の会議の中で，３回終

わりましたので報告をします。去年は，放課後子ども教室の会議，

今年は，放課後児童クラブの会議ということで協議をさせていただ

きました。今回中止になったのは，障害のある子どもさんの件。県

内で放課後児童クラブが２４７か所あります。９０３８人の子ども

さんが通っています。その中で，鈴鹿市は３０か所ですので，かな

りの率的には進んで取り組んでいる方になるのですが，この中で，

障害のある子どもは，１４０人預かっている。１１８クラブでお預

かりしています。アンケートをする中で，障害の手帳を持っている

方は，障害児ということでお世話している。今回は，それに付け加

えて発達障害のある方の調査をさせていただく。その中で，発達障

害は，手帳がないのでわかりにくい。県のあすなろ学園と連携を取

って，いろんな項目で該当する子どもには，何人くらいみえるか。

その方も，発達障害児ということで人数をあげて，集計をしている

ところです。だいたい１１８クラブの中に入っているということで

す。もう一点ですが，指導員の方々を対象に，昨年，分科会に分か

れて研修会が行われました。４１３人の方が集まり，充実した内容

で行われました。平成 22年度の事業につきましては，放課後子ども



 

 

プランに携わっている人の表彰をしようということになっていまし

て，県の方は予算計上をしています。 
     4 回目の会議がまだ行われていないので，はっきりしていませんが，

3回までの報告は以上です。 
 委 員：鈴鹿市の子どもクラブの中で，障害があるなしの関係なく，受け入

れるためにどうしたらいいか支援してもらっている所がたくさんあ

ると思います。障害に種別で見ているのでない所があるということ

です。調べる，調べないは別にして。 
 子育て：今回の狙いは，障害者自立支援法による障害者で手帳又は診断書を

持っている方を，従来からお預かりをしている。補助金もいただい

ている。その中で，発達障害のある子どもを，どのように皆さんが

お預かりしているかを把握するために，県がアンケートをとりまし

た。市としては，障害のある子どもを預かっている方の補助金の在

り方，何人いるからいくらというスライド式ではなく，居ればいく

らという額ですので，指導員の方が障害児の数に従って補助金をお

おく頂けるように要望してきました。今ご意見いただきましたが，

区別をつけるための調査ではなくて，発達障害の子どもがどれくら

いみえるかの調査です。 
 委 員：いつも子どもたちのそばに寄り添っている人たちの声が，上に上が

っていけるようになればなと思います。ひとつ聞きたいのですが，

補助金の返還の中身はどういうものなんですか。 
 子育て：運営費補助に関して何ですが，10 人から 19 人，20 人から 35 人，

36人から 71人，71人以上という枠になっていまして，この境目，
例えば，19 人と 20 人ですが，20 人で申請していた児童クラブが 1
年間平均してみると 19人となりますと 1ランク下がってしまいます。
その差額の分に関して返還いただくということです。 

 委 員：運営費の子どもの人数割の差額は返さなくてはいけないということ

ですね。 
 子育て：返還といいましても，誤差が出ることが分かっていますので，補助

金は，年に 3 回分割で支払わせていただいてます。6 月に 1/2，10
月に 1/4，2 月に 1/4 という形でお渡ししてます。最終の 2 月に 1/4
の中で清算させていただいて，減らさせていただいものをお渡しし

ています。 
 委 員：これはやむを得ないですね。人数によってバンドがありまして，バ

ンドの中の補助金をいただいている。子どもの数が減ったというこ

とになると，1ランク落として差額分を返す。沢山はないと思います。



 

 

極端に人数が減る学童があります。これからも，あり得るというこ

とは言えると思いますが，なるべくそうならないように人数を確保

しておかなければならないというのが，各学童の考え方だと思いま

す。 
 会 長：減るのもあれば，増えるのもあるんでしょう。20 人と見ていて，当

初は 18・9人で見ていて，ふたを開けたら 20人になったら 1ランク
上がるわけですよね。 

 子育て：厚労省の考え方は，増えた分については増額でお金をもらえません

ので，当初の補助申請で多めにしていくという形でしていくという

ことになります。 
 委 員：資料の説明をさせていただきます。三重県の学童の開設場所の一覧

です。左の番号の 1 から 4 は，学校の施設内に建てられた学童。県
内は，３７％，全国は４９％です。学童保育のできた時の背景的な

もの，行政の財政状況，学童を作る時の力のある方が行った時，津

市がそうですが，津市は，学童発祥の地でして先進地的な所です。

鈴鹿の場合は，子育て支援の先進地でして，学校の近くの市の所有

地を探して，建物を建ててもらっている。９番の公立幼稚園内に利

用ということで，鈴鹿は一番多いです。幼稚園を開放してもらって

いる。13番の私立保育園内での開設も，鈴鹿が一番多いです。17番
ですが，民家を借用ですが鈴鹿でも 2 か所あります。箕田と玉垣で
す。箕田は，老朽化してまして，耐震という面で危険だということ

で建替えが迫っておりますが，本来は，民設ですので自助努力行う

訳ですが，積立等が行われてなくて，困っているわけです。今後，

市が建てたプレハブの建物も老朽化してくるので，そのことも含め

て考えていただきたいということと，地震に耐えられない建物が出

てきた時にどうするのか。次に，学童が７１人以上増えると分割と

いう問題が出てきますが，その時にどうするのか。民家を使ってい

る学童は今後どうしていくか。これから，少子化，人口減によって，

公共施設（学校，幼稚園等）の統廃合が起こってくると思います。

その時に，公共施設をどうしていくかということが，市のこれから

の大きな考え方を，今の間に持っておかないとあわてる時代が来る

のではないか。鈴鹿市においても余裕教室ができてくることが考え

られますので，空き教室の門戸を開けてほしいと申し上げたいなと

思っています。 
 会 長：委員から出された資料についても合わせて，質問がありましたらお

願いします。 



 

 

     小学校の空き教室は，どうなんでしょうか。 
 委 員：空き教室は，あまりないようです。 
 委 員：鈴鹿は，人口が増えてますので，空き教室は少ないと思います。他

の市町は過疎化していますので，空き教室があると思います。鈴鹿

の場合は，先の話だと思います。将来，空き教室が増えてきたら，

改めて学童保育の建物を建てるのではなくて，そこに入れていただ

ければ，敷地内で通う危険性もありませんし，運動場もありますし，

利用しやすいと思っています。 
 委 員：管理上のことがいろいろあります。 
 委 員：学校，教育委員会の立場からは，良く分かります。窓から落ちたら

だれの責任かということもありますし。 
 委 員：クラスが増えたり，減ったりすることがありますので，非常に難し

い面もあります。 
 委 員：他の市町では，教室だけでなく，物置とか用務員さんがいた部屋と

か，小さな体育館を活用したり，苦労しながらやっている所がある

ようです。鈴鹿の方は，まだそこまでいってないと思いますが，た

だ，山間部の方は減っておりますので，これから，そのような所か

ら空き教室が出てくると思います。 
 子育て：先ほど，委員さんからありました箕田の学童の件ですが，耐震問題

について，補強をしても 100%できないということで，相談をいただ
いております。この会議で協議いただきたいのですが，現在，施設

整備補助で補助ができるのが，71 人以上分設に限りという補助要綱
になっています。この中に，子どもの安心・安全を考えた上で，耐

震診断で引っかかったものの建物の整備補助に乗れるという要綱に

変えていこうと案が出ているのですが，この場で提案させていただ

きます。ちなみに，平成 14年に明生のミラクルが 10 か所目で，最
後の公設になっています。それ以降，鈴鹿市の方針として民設民営

をうたってきました。今回，もも太郎とサンキッズは補助要綱にの

っとって，分設をしました。公設民営を増やしていくことは，これ

からもありません。その中で，71 人以上の分設，耐震問題に関する
建物に関して施設整備の乗れないかどうかということで，これから

進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 
 会 長：今，提案がありました今後の建て替えも含めて，予算措置の中に入

れてはどうかという意見をいただきました。 
 子育て：建替えに関して，今説明しました 10か所に関しては，耐震診断を受

けさせてもらっています。今のところ心配はいりません。今後，建



 

 

替えになっても，公設ですので市の方で調整させていただいて，毎

年修繕をさせていただいてますので，今後も進めていきたいと思い

ます。 
 委 員：耐震の場合，施設整備に乗せたいということで，ありがたいですが，

鈴鹿市だけ出来るんですか。市の方針として施設整備で建替えまし

ょうということは，市だけで単独でできるんですか。 
 子育て：実は，国の整備補助に関しましては，新設の建物とか市が建てるも

のには，どのような補助にも乗れるというようになっています。市

は，公設民営から民設民営に方針を変えておりますので，すべてに

補助を受けると進めていません。その中で，大規模分設，先ほど提

案した耐震問題というものについては，施設整備補助に乗って公設

にしてはどうかという提案ですので，国の補助に関しては問題はあ

りません。鈴鹿市の方針だけを民設民営と言いながら，施設整備補

助に乗っていいものか考えていかなければならないと思いますので， 
     箕田の場合，22年度 6月に補助をあげるのに，協議いただいたいと

思います。 
 委 員：学童の立場から言いますと，委員さんにご賛同いただいて，バック

アップを，よろしくお願いしたいと思います。 
 会 長：箕田の建替えに，市の補助を付けてやるのはどうかという意見です

が。 
 委 員：運営委員会に参加して，県の方が学童のことも決めると聞いたんで

すが，ここで決めるんですか。 
 子育て：子どもプランは，子ども教室と子どもクラブ両方あわせたものです。

前回，県の方が，この中で協議したものに関して進めていってくだ

さいということでしたので，児童クラブの要項の変更に関して，提

案させていただきました。 
 会 長：子ども教室がメインで話をしているようですが，学童の開設も含め

てこの会でやるということだそうです。今回は，市の条項を変えて

いくということです。最終的には，議会で決まることだとは思いま

す。議会にあげていくのが，よいのかどうかということだと思いま

す。 
 子育て：ここで決めるというのは，少しニュアンスが違うと思います。市と

して，民設民営できたものを公設に変わったのが，ここだけという

話であって，今の状況の中で，箕田は資金面から困ってますので，

危険性が高いので，公設で力をいただきたいということで，市の方

向として，このようにしたいということです。 



 

 

 会 長：今まで，民間で建ててきたもので，そのあたりは学童の中でも，や

むなしという所ですか。 
 委 員：民設であれば，自費で維持管理を行う。建替えも自費でいうことで，

お金をためた置くべきなんですが，耐震問題が急に出てきましたの

で，2，3 年前からため出したんですが，足りません。という実態で
す。 

 会 長：玉垣の方で，立ち退きということですが，別の土地でとなった時は，

公設でやっていくという考えですか。 
 子育て：会長から地主さんに話をしていただいています。1，2年という話は， 
     ないようです。玉垣に関しましては，小学校の周辺に市の所有地も

ありませんので，今後，どのような要望が出てくるのか分かりませ

んが，民の土地でも，10 年以上の借地契約が結べないと整備補助の
対象にならないので，施設整備補助事業には乗れません。 

 会 長：特に，悪いことではないので，箕田地区に関しては，承認というこ

とでよろしいですね。申請の手続きを，よろしくお願いします。 
     先ほど，障害児の件で印をつけるのではなくて，全体で，障害を持

っている子どもが通っているかを把握するための調査でよかったで

すか。 
 子育て：その先の補助金ということがあるのですが，県の狙いが分からない

ので。 
 会 長：全国的に，障害児に対しての補助というのも下降気味になってきて

いると思うんですが，今後，人数が把握できて，県・市でサポート

していこうという意志のための資料としての調査ということで，よ

ろしいですね。 
 子育て：指導員さんの立場からすると，障害の子どもにどのように関われる

かということも，県は考えまして，指導員研修に関しても，関わり

方についても内容を考えて，全市的なところで取り組んでいくこと

も考えているようです。 
 会 長：他にご意見がありましたら，お願いしたいと思います。 
委 員：子ども教室も児童クラブも，子どもの支援の事業なので，本来の子

どものあるべき子育ての姿に近づいているのかどうか，常に見てい

かなければならないと思います。社会情勢と子どもたちの変化に，

箱モノや運営費の支援も大切ですが，子どもの心や成長の動きに対

しての目線を我々も持って対応していかなければ，ずれていってし

まうのかと思います。この先，社会がどうなっていくのか不安を感

じています。子ども教室が今後どうなっていくのか，児童クラブが，



 

 

公設公営で子どものために，国が支援できるような社会をつくって

いくのが目指すところかと思います。民設民営では，それぞれのバ

ランスが取れていかないのではと思います。 
会 長：親の働き方，生活のパターンが個人主義的な考え方になってきてい

ると思いますが，長時間保育が子どものためになっているのかどう

かと考えた所，行政サービス，民間サービスも含めて，子どもの支

援なのか，親の支援なのか悩むこともあります。0歳児から預かって
いますが，今のサービスが当たり前になってきています。更に，よ

りいいものにという要求が来ますので，その内容の見直しは，常に

やっていかなければなりません。小学校も，23 年度から指導要領が
変わり，授業時間が増えるんですよね。 

 委 員：今年も 1時間増えました。来年度も。 
 会 長：学校にいる時間も，1年生から長くなる。特に 1年から 3年が増え

るようです。 
 委 員：放課後子ども教室ですが，参加児童は 50 人くらい。50 人がいっ

ぱいです。安全管理委員の募集が，高齢化と若い人は仕事を持って

いるので，一番悩みです。学校への迎えがありますので，人数か揃

わないと難しいです。子どもたちは，来年も参加したいという子も，

何人かいます。やめるわけにはいきません。公民館だよりで応募し

てもらいましたが，まだ，応募はありません 
 会 長：どこの教室でも，安全管理委員を，安定的に見つけることができ

るといいと思います。 
 委 員：放課後子ども教室が，どんなことをしているのか分かりません。

子どもが放課後子ども教室に行きたいと思ったら，違った PRの仕方
とがあった方が，子どもたちが参加したいと思う。自分が 1 度ぐら
いは見学したらよかったと思いました。 

 委 員：いつでも見学に来てください。4教室あるので，それぞれ違った活
動をしています。コーディネーター会議の時に，意見交換をさせて

いただいています。 
 会 長：もう少し増えてくると，意見交換ももっとできるようになると思

います。 
 事務局：先ほどの委員のご意見についてですが，来年度，教室と児童クラ

ブの方の見学を考えております。 
 会 長：ここでは，イメージはできにくいですので，見学会をやっていけ

ればと思います。 
    これで，21年度のプランの会議を締めくくらさせていただきます。 


