
鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会第 1回会議 議事録（概要版） 
 
 

日 時 平成 22 年 5 月 24 日（月） 10:00～12:00 
場 所 鈴鹿市役所 1２階１２０５会議室  

 
出席者  
 委 員 
服部高宣委員 下岡里美委員 林佳代子委員 桑原秀華委員 

  平野加代子委員 熊谷眞紀子委員 
 関係部局 
  松上子育て支援課長 岩田子育て支援課主幹兼児童福祉ＧＬ 
 野島子育て支援課副主幹 長野教育委員会参事兼教育総務課長 
 白塚山教育総務課副参事兼総務ＧＬ 北口青少年課長 木村青少年課主幹 
事務局 
  坂尾文化振興部長 宮﨑生涯学習課長 片岡生涯学習課副参事兼生涯学習 
ＧＬ 清水生涯学習課主幹 山田生涯学習課主幹 岸生涯学習課副主幹 

 
１ 委嘱書交付 
   名前を読み上げ委嘱書交付。 
 
２ あいさつ（文化振興部長） 
  文化振興部長：あいさつ 
   
３ 自己紹介 
  委員自己紹介 
行政側紹介：自己紹介 

 
４ 会長選出 
  事務局：運営委員会の運営要領により，委員の互選により選出となっております

が，いかがいたしましょうか。 
  委 員：事務局案があればお願いします。 
  事務局：事務局案を提示させていただいてよろしいでしょうか。 
  各委員：異議なし 
  事務局：それでは,本委員会長は服部高宣委員にお願いしたいと存じます。よろし

くお願いします。 



  各委員：異議なし 
  事務局：それでは,服部高宣運営委員に本委員会会長をお願い申し上げます。 
  会 長：あいさつ 
  事務局：以後の議事進行につきまして,会長宜しくお願い申し上げます。 
  会 長：議事運営等に関して，事務局より説明をお願いいたします。 
  事務局：この会議は，鈴鹿市市民委員会規則により設置された委員会です。会議

の内容については，市民の皆様への公開を基本として運営させていただ
きます。会議の議事録につきましても，鈴鹿市のホームページ等で公開
させていただきます。なお，議事録は，要約版とさせていただき，委員
の皆様におはかりいたします。 

  会 長：事務局案を提示からのご提案です。よろしいでしょうか。 
各委員：異議なし 
 

５ 議事 
（１）運営委員会・放課後子どもプランについて 

会 長：それでは, 放課後子どもプランにつきまして事務局より説明をお願いしま
す。 

事務局：事務局から申しあげます。皆様のお手元の「鈴鹿市放課後子どもプラン運
営委員会要領」に基づいてご説明申しあげます。運営委員会要領の中ほど
以下をご覧ください。本運営委員会の設置目的といたしましては，放課後
子ども教室及び放課後児童クラブを含む放課後対策事業について，運営方
法等を検討し子どもたちが地域社会の中で，心豊かで，健やかに育まれる
環境づくりの推進に資するものでございます。そして，委員の皆様には事
業計画の策定や活動プログラム，事業評価などへのご意見をいただくとと
もに，安全管理の方策や広報活動の方策さらには，子ども教室と児童クラ
ブの連携方策などについてもご意見をいただきたいと存じます。児童クラ
ブに係る「放課後児童健全育成事業」の補助申請にあたっては，当委員会
へ事業方針等が図られていることが，承認のひとつの判断材料となります
ので，そういった点でもご意見をよろしくお願いいたしたいと存じます。    
つぎに，放課後子どもプランについて概略を説明させていただきます。「放
課後子どもプラン」は、地域社会の中で、放課後や週末等に子どもたちが
安全で安心して、健やかに育まれるよう、教育委員会と福祉部局とが連携
を図り，原則全小学校区において文部科学省の「放課後子ども教室推進事
業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」を一体的あるいは連携し
て実施する総合的な放課後対策であります。鈴鹿市におきましては，平成
19年度から放課後子どもプラン運営委員会を立ち上げ，昨年度までに「子
ども教室」を 4 小学校区で開級し，「放課後児童クラブ」を分設も含め新
たに 9ヵ所設置し，放課後対策に取り組んでいるところでございます。こ
の事業は地域の皆様方に広くその取り組みと存在を知っていただき，協力
を得ながら進めていくことが重要であると考えております。更なる事業の



ＰＲに努めつつ，地域のニーズを把握しながら事業を進めていきたいと考
えております。また，後ほど担当から本年度の計画について説明させてい
ただきますが，昨年度来の学習指導要領の改正等により，子どもたちの学
習環境が変わり，それに伴い放課後対策事業にも影響が出てきております。
このように国の方針を見定めながら事業を推進していく必要性も感じて
おります。委員の皆様におかれましては，それぞれのご専門をお持ちの
方々でございます。実践の中から培われた豊かなご経験をもとに御意見を
賜りますようお願いいたします。 

会 長：ただ今の事務局からの説明について，何か意見や質問はございませんか。 
     それではまず放課後子ども教室について概要を事務局より説明していた

だきます。 
（２）本年度事業の概要説明 
事項書訂正 ①放課後子ども教室について（資料１）→（資料１，２，３） 

②放課後児童クラブについて（資料２）→（資料４） 
  
 ①本年度の放課後子ども教室について 
事務局：平成２２年度の鈴鹿市における放課後子ども教室への取り組みに関してご説

明させていただきます。 
まず，資料１について説明させていただきます。 
教室設置の趣旨に関しましては，市内の小学校区を単位として，その地域に
住む全小学生を対象にして，公民館を中心に実施するものでございます。 
教室設置の地区について申し上げます。２２年度におきましては，昨年度に
引き続き，市内４か所で開級いたします。設置する校区は，清和小学校区・
郡山小学校区・白子小学校区・明生小学校区の４か所であります。教室の名
称は，「清和のもり」「郡山子ども教室」「キッズ白子」「明生クラブ」。活動
状況はそれぞれ資料のとおり，隔週で活動する「明生クラブ」と週１回程度
活動する他の「清和のもり」「郡山子ども教室」「キッズ白子」の３教室とな
っております。現在，開級を済ませた教室はございません。明後日の午後，
郡山子ども教室が開級いたします。それを皮切りに，残る３教室も 6月４日
までに順次開級を済ませることになっております。 
各教室の運営は，１名のコーディネーターと，安全管理員と呼ばれる地域の
ボランティアの方々により成り立っております。開級に向けての準備として，
４月１２日にコーディネーター会議を開催し，情報交換やコーディネーター
としてのノウハウを共有しながら開級までのスケジュールや活動・運営につ
いて話し合いをしました。各教室の活動については，コーディネーターが中
心になり参加児童と安全管理員や活動場所等の実情を考えて立案し，年間，
約２０回から４０回の開催を計画していきます。 
 安全管理員の打合せ会は，「清和のもり」「郡山子ども教室」「キッズ白子」



では，既に終了しております。「明生クラブ」につきましては，明後日，開
催される予定です。この打ち合わせ会では，子どもたちが，安全に安心して
活動できることを第一の共通認識としながら，安全管理員の役割や安全管理
員としての意識の持ち方，仕事内容，危機管理等について確認し，教室の活
動内容の検討や，活動の割り振りを行いました。安全管理員の話し合いを聞
きながら，この事業も４年目を迎えて，当初の設置目的である，地域住民の
参画を得ながら，子どもたちを地域社会の中で心豊かに育んでいく環境づく
りが，少しずつ浸透しているのではないかと感じています。 
続きまして，申込み人数の結果について説明をさせていただきます。対象学
年児童，８６０名中１４８名，１７％の申込みですが，明生小だけが高学年
も募集していまして，高学年は１割に満たない結果となりました。３年生ま
での低学年だけでは，６８３名中１４２名，２１％の申込みがありました。   
学校により人数の増減はございますが，全体としては昨年度と同じパーセン
テージになっております。次に継続児童を全体的に見ていくと，１年生から
２年生へは，１５％から６５％の継続結果となりました。また，２年生から
３年生へは２７％から３９％の継続結果となっております。さらに，今年度
の３年生の参加児童を見てみると，新規の児童数は少なく継続児童の占める
割合が高くなる結果となりました。これらの結果から考察すると，学年が上
がるにつれ，活動範囲が広くなり趣味や習い事も増えることで，徐々に参加
希望児童数が減少する傾向にあるように思います。次に，開級にあたり課題
となった点と，その対処の手立てを申し上げます。１点目は，「放課後子ど
も教室」の取組の市民への周知についてです。４つの校区の子どもたちや保
護者に対しては，申込用紙に教室案内をつけてお知らせをしていますが，地
域の住民に対してはなかなか周知されていない実態がありました。そこで，
昨年度末には資料２にありますポスターを作成し，市内の全公民館３１館に
掲示いたしました。また，市の広報５月５日号にも資料３のような記事を載
せ，市民に広くお知らせをいたしました。これからも，子ども教室の活動の
様子を広報等でお知らせし，市民への周知をはかりたいと思っております。 
２点目は，教室数についてであります。昨年度の第１回の運営委員会では，
ひと教室増やす予定をお伝えいたしました。具体的には，天名小学校区での
開級に向けて，地域の方々と協議をしましたが，すでに地域で充実した子ど
も育成活動が行われていることから，教室のニーズが低いと判断し，開級に
は至りませんでした。本年度は，新たに教室を開設するために複数の地域の
実態やニーズを調査し，本年度さらにもう１教室を設置させ，５教室をめざ
していきたいと思います。まだ，時期および地区については，未定でござい
ます。開級にあたっては，保護者の要望，公民館の講座のスケジュール，コ
ーディネーター，安全管理員の募集等，これから解決しなければいけない課
題はたくさんありますが，なんとかひと教室増やしたいと考えております。 
最後に，学校では新学習指導要領によるカリキュラムの関係で，授業時数
が増加いたします。来年度以降，この課題が解決できるように取り組んでい
きたいと考えています。放課後子ども教室につきましては以上でございます。 

 



会 長：続いて，放課後児童クラブについての概要説明をお願いします。 
   
②本年度の放課後児童クラブについて 
担当課： 配布いたしました放課後児童クラブの資料「平成 22年度放課後児童クラ

ブ一覧表」をご覧ください。 
    平成 22年 4月 1日現在の，鈴鹿市の放課後児童クラブの状況について説

明いたします。市内には 33 の学童クラブが設置されています。小学校区
においては，30小学校区中 26か所となっています。設置されていない学
校区は，天名地区，合川地区，鈴西地区，庄内地区の計４つの地区であり
ます。 

    運営主体は，市で設置し運営は民営という公設民営は１８か所，設置も運
営も民営で行っているという民設民営は全部で１５か所となっています。 

    つぎに，開設状況ですが，昨年度開設しました，桜島学童保育「ももたろ
う 2組」郡山地区児童クラブ「サンキッズⅡ」鼓ヶ浦小学校区・放課後児
童クラブ「磯山っ子」であります。「ももたろう 2組」と「サンキッズⅡ」
につきましては，児童数増加による大規模分設，「磯山っ子」については
新設であります。 

    続きまして，今年度平成 22年 4月に開設しました，「金太郎学童保育所２」
愛宕小学校区放課後学童クラブ「あおぞら第２」加佐登小学校区放課後学
童クラブ「なかよしキッズ」であります。「金太郎学童保育所２」愛宕小
学校区放課後学童クラブ「あおぞら第２」については，分設しております。
加佐登小学校区放課後学童クラブ「なかよしキッズ」につきましては，新
設であります。資料中の児童数につきましては，小学１年生から６年生ま
での児童数を表示しています。今年度の全体の登録児童数といたしまして
は，１，２３４名でございます。平成 21 年度が１，１８６名，平成 20
年度が１，０９９名でした。６０名を超える大規模クラブは，分設した桜
島学童保育「ももたろう 1組」河曲地区学童クラブ「河太郎」となってお
ります。資料の数字からもわかりますように，児童数は年々増加していま
す。これは，厳しい経済情勢や雇用不安による共働き家庭の増加が原因と
言われています。児童数の増加につきましては，子どもが生活するスペー
スの確保や指導員の適正配置という厚生労働省のガイドラインの基準に
適しない学童クラブが出てきています。適正な規模で運営するためにも，
限られたスペースのため児童数を受け入れることができず，待機児童が出
る学童クラブもあります。 
学童クラブの現状の課題や問題について，各クラブに聞き取りをした結果， 
ある児童クラブに於いては，児童をさらに受け入れたいがスペースの問題



で受け入れられないこと。雨天時はスペースの問題で室内が最悪であるこ
と。障害児の受け入れについても，年々増加しています。現在９施設で合
計１０名の障害児を受け入れています。しかし，中には，発達に障害があ
りながら，手帳や医師・学校の診断書を取得せず，そうなると，指導員を
加配することもできず，例えば，その子一人に指導員がつきっきりという
状況もあるという報告も受けております。今後は，将来を想定した分設の
検討や安全・衛生面に配慮した施設整備。障害児の受け入れ。指導員の質
の向上など，改善に取り組まなければなりません。 
今年度のスケジュールといたしましては，広報すずか 7月５日号に児童と
指導員の募集を掲載する予定です。これは，夏休みは，学校への入所申し
込みが増えることが予想されるためであります。また，周知につきまして
は，今年度中に，「子育てネットワーク」を立ち上げる方向で検討してお
ります。「子育てネットワーク」を立ち上げ，各放課後児童クラブの活動
等の紹介をインターネットなどを使ってどんどん配信したいと考え，現在
検討しております。また，７月下旬には指導員を対象とした研修を実施す
る予定でおります。内容は，発達障害に関わる研修を予定しております。
これは，放課後児童クラブの適切な運営を確保するため，今年度も２回，
研修をする予定でおります。そして，課題となります，放課後児童クラブ
未設置地区への呼びかけを今年度中に行いたいと思います。天名地区を除
く，三地区（合川地区，鈴西地区，庄内地区）の１０名以上の方が放課後
児童クラブの必要性を感じ利用したいとのアンケートの回答も得ており
ます。そこで，今年度は，自治会など地元の方の協力を得て「設立委員会」
の立ち上げなど，準備を進めてまいりたいと考えております。その他とし
ましては，「箕田学童保育所」は，耐震の関係で，来年度，公設民営によ
る移設を考えています。この件につきましては，委員の皆さまにお諮りし
て承認を戴いた上で，県へ報告したいと考えています。 

会 長：以上で概要説明をいただきましたが，質問や意見等がありましたら，お願
いします。 

会 長：放課後児童クラブは，７１名を超えたら確実に分設をしなければいけない
規定だったとおもうのですが，今後，分設が見込まれる地域や，雨の日等
に部屋が狭いということで，今後，教室の部屋を拡張する予定はあるので
しょうか。 

担当課：お話がありました，７１名を超えた大規模の場合ですが，現在その対象と
なる放課後児童クラブはないのですが，資料にもありますように，「かわ
たろう」が６７名と，非常に多くなっています。先ず，７１名を超えた大
規模の場合，昨年度は補助金があったのですが，県から補助金が削られる



というご指摘があったのですが，今年度，最新の状況を確認しますと，７
１名を超えた大規模の場合，補助金が無くなるというものではないのです
が，かなり減額されるということで，県から報告をいただいております。
ただ，７１名を超えてもいいというものではなく，鈴鹿市の場合は，厚生
労働省のガイドラインを基準にしておりますので，まず，７１名を超えな
いようにという指示はしております。７１名を超えた放課後児童クラブに
つきましては，分設してくださいという話はしています。７１名を超えそ
うな放課後児童クラブについては，現在，分設等について，市の方に連絡
いただき，場所等を現在検討しておりますが，なかなか，場所等が無いの
が現状であり課題であります。 

会 長：放課後児童クラブによっては，待機児童がたくさんいるという施設がある
ようですが，安定して受け入れができることで保護者も安心して生活がで
きると思うのですが，現状の放課後児童クラブの状況はどうですか。 

委 員：放課後児童クラブによっては，すべて受け入れられないということも聞き
ますし，１年生を優先して受け入れて，上の学年を受け入れないという放
課後児童クラブの考え方があります。 

担当課：先程の補足なのですが，スペースの関係で受け入れが可能かということは，
配布資料に，各放課後児童クラブの延べ面積と児童一人当たりの面積を記
載しております。厚生労働省のガイドラインでは，一人当たり１．６５㎡
を確保する事が好ましいという基準がありますので，こちらを参考に各放
課後児童クラブのスペース状況をご覧ください。 

委 員：学童があるので学区外通学できている児童がいます。放課後・朝早くに子
どもを預かる場所と言いますか，子どもの居場所作りということが喫緊の
問題であるということを実感しております。市の方で，その問題で学区を
超えて学区外通学をしている児童の数が分かれば教えていただきたい。ま
た「放課後」の言葉の定義がどこかに記されていれば教えていただきたい。
ある放課後児童クラブは，土日・夏休みにも開所していただいていて，他
の小学校から，普段の倍になる人数が来ているので，体育館や運動場・図
書館など学校施設を解放して，学校の教育活動とも連携して活動を行って
保育をして頂いているので，大変質が高まっていくのではないかと思いま
す。学校がどのようにかかわっていくか。夏休み，平日の放課後，土曜日
など，このあたりが課題になるかなと思います。 

会 長：事務局，先程の学区外通学をしている児童の数と，放課後児童クラブの開
設の時間の規定があれば教えていただきたいのですが。 

担当課：学区外通学をしている児童の数については，即答するような資料が無く，
回答ができないのですが，次回，当委員会で報告させていただきますが，



宜しいでしょうか。 
会 長：放課後児童クラブについては，三重県内で，鈴鹿市はトップレベルにある

ようです。他の市町では開設数も，ここまで多くはないようです。放課後
児童クラブは，順当に増えてきているようです。 

    「放課後」の規定はありますか。学校が終わってからということだと思う
のですが。 

事務局：子どもプランの要領の中では，特に「放課後」の規定はございません。 
会 長：ご意見がなければ，これで終わります。 
 
 
６ 事務連絡 
 
７ 閉会あいさつ（生涯学習課長） 


