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  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 
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１ あいさつ（文化振興部長） 
   文化振興部長あいさつ 
 
２ 会長あいさつ 
  服部会長あいさつ 
 
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，９回教室が行われました。１回の活動では，５～７ 
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 
と隣接と言うことで，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，参加児童の３６名が，運動場，ホール，和室を自由に分かれ 
活動をしています。主な活動内容は，「外遊び」「カード作り」「読み聞かせ」 
「七夕かざり作り」「誕生会」などです。さらに，夏休みは「マジックショ 



ー」「鈴鹿ジュニアリーダー会との遊び」など全員で行う体験活動を行いま 
した。 
次に，郡山子ども教室では，１０回教室が行われました。１回の活動では， 
５～１０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，近く 
の公園です。参加児童の２７名は，自分のやり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，ボール遊びなどの活動では１５ 
名を超える場合も有ります。活動は，「遊び」と「物作り」が基本で，主な 
内容は，「ボール遊び」「ブロック遊び」「カードゲーム」「将棋」「シャボン 
玉」「竹細工」「昔の遊び」などです。夏休みには，「流しそうめん」「鈴鹿ジ 
ュニアリーダー会との遊び」などの行事を全員で取り組みました。 
次に，キッズ白子では，１１回教室が行われました。１回の活動では，１１ 
～１５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。 
参加児童の５８名が活動する内容は，「風船バレー」「花まつり」「フリスビ 
ー作り」「七夕かざり」などものを作ることを中心に行いました。また，7 
月には「おすもうさんを招いて」子どもたちは貴重な体験をさせていただき 
ました。夏休みには，「すいかわり」「うちわつくり」「おかし作り」などの 
活動をいたしました。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。 
最後，明生クラブでは，６回教室が行われました。１回の活動では，９～ 
１１名の指導員が担当します。参加児童の２６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約３０分行います。その後，和室とホールに 
分かれて，「ボール遊び」「縄跳び」「おもちゃ遊び」「昔の遊び」などの活動 
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。４教室ともコーディネーターが活動内容を考案して，安全 
管理員会議，サポーター会議などで話し合い，特色のある取組を展開してい 
ただいております。 
先週コーディネーター会議が開催されました。その中で出された課題等を紹 
介させていただきます。 
まず，「活動内容のマンネリ化」です。毎回同じ活動内容では子どもたちも 
飽き，活動に集中できないということです。この課題を解消するために，４ 
つの教室のコーディネーターが連絡を取り合い，情報交換を定期的にもつこ 
とが必要です。また，安全管理員等の研修会を開くことも必要です。「清和 
のもり」では今週末，講師を迎えて「遊び」の研修会がもたれます。市でも， 
この課題は感じており，１月下旬に４つの教室の関係者を対象に，活動内容 



についての研修会を予定しております。 
次に，子どもたちの「慣れ」からくる気になる言動や行動です。児童同士で， 
「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，その場にいる者が注意をして正すようにしています。子どもたちとじっ 
くり話したり，保護者に相談するなどして解決の手立てを模索しているとこ 
ろでございます。 
清和のもりからは，安全管理員不足があげられました。チラシを作り，小学 
校や公民館を通じて管理員の募集をおこなっています。２学期に入り，２名 
の新規安全管理員の申し込みがありましたが，まだまだ厳しい状態です。 
以上，４つの教室の取組報告をさせていただきました。２学期に入り，各教 
室では特徴ある取組も行われています。施設見学として地域にある大学を訪 
れ，見学したり，話を聞くなどの体験をするなどです。次回の運営委員会で 
それらを報告させていただきたいと思います。 
次に，新規教室の取組についてでございますが，学校からの距離，ボランテ 
ィアの可能性などから，石薬師公民館での開級に向けて，公民館はじめ自治 
会関係者と協議させていただいておりますが，地区市民センターとの併設館 
であることから，センター業務への影響や，児童クラブの利用者が多いこと， 
小学校で学習ボランティアの活動があることなどから，まだ結論に達してお 
りませんが，現状ではきびしい状況でございます。 
これで，「放課後子ども教室」に関する取組の経過報告を終わります。 

会 長：質疑応答に移ります前に，白子キッズのコーディネーターをして戴いていま 
す平野委員さんから，補足がございましたら，ご発言お願いいたします。 

委 員：キッズ白子は，２年生の子が多いのです。５８人の半数は２年生です。中に 
は口のきき方が悪い子や言うことを聞かない子もいます。全員ではないので 
すが，一部の子だけなのです。口のきき方が悪くてもその場で「えっ，今， 
何て言ったの。」と顔を見て言いますと，またちゃんと言い直します。その 
場で正すということも必要かと思います。この子たちが，３年生近くになっ 
てくると，本当に落ち着いてきます。まだ，今は，甘えたいということがあ 
りまして，結構すり寄ってきたり，抱きついてきたりします。五十何人もお 
りますと，ざわざわしながら，何とかしております。また，共同で２学期に 
「水族館」というのを目的にしまして，画用紙４枚ぐらいの大きさを，４人 
で異年齢の子同士がくじを引いてグループになり，一枚の紙を仕上げました。 
今，白子サンズの方へ貼ってもらっています。割といいのができたかなと思 
います。子どもたちは，思い思いの魚を描いてもらいました。子どもたちは， 
貼ってもらうことに喜びを感じているようです。子どもたちは，「今度はど 



こへ持っていくの。」と言って喜んでいます。毎日，バタバタと過ごしてい 
る状態です。 

会 長：子どもたちは，せっかく作ったものは，飾ってもらいたいという思いがあっ 
て，白子サンズなんかに飾ってもらうと，日曜日なんかに親子で行くと，「こ 
れ，これ，僕が作ったの。」と親子のコミュニケーションもとれて，より， 
いいのではないかなと思います。人数が，キッズ白子さんは，５８人という 
ことで，大人がどうかかわっていくという部分で，手がかかる部分なのだろ 
うと思います。また，２年生といっても，まだまだ，最近は，だんだん子ど 
もたちが幼くなってきているような気がしています。大人が考える，この年 
齢ではこれぐらいのことができるだろうというのが，精神的に育ってない部 
分があって，甘えであったり，分かっていても汚い言葉を使う。十分，子ど 
もは分かっているのですけれども，それで，大人と関わりたい。それをきち 
んと表現するのが，まだまだ乏しいところもあるんじゃないかなと思ってお 
ります。 
この前，郡山子ども教室の方を見させていただきまして，地域の方がいろん 
な技術をお持ちの方がお見えになるんだなということが分かりました。私ど 
も保育園にできればご紹介いただきたいなと言う方がたくさんおみえにな 
りそうなので，今後もこの事業ができるのであれば，いろんな形でタイアッ 
プできればと考えています。 
他に，質問いかがでございましょうか。 
それでは次に，「放課後児童クラブ」の運営状況について，説明願います。 

 
（２）放課後児童クラブ 
担当課：概略を私の方から申し上げます。放課後児童クラブは，昭和５４年，「金太 

郎学童」が創設されてから現在３３か所となりました。しかし，平成１７年 
までは，１５か所の設置でした。平成１８年から平成２２年の間に，かなり 
の勢いで，１８か所を増設しました。学校区「市内全３０学校区」から考え 
ると，設置率は１１０％となっている。しかし，学校区「市内全３０学校区」 
の中で４か所設置してないところがございます。それが，「天名小」「合川小」 
「鈴西小」「庄内小」校区です。平成２１年度までは，「加佐登小」校区もあ 
りませんでしたが，今年度設置されました。過去「天名小」「合川小」「鈴西 
小」「庄内小」の校区には，アンケートを取ったところ，その結果，なかな 
か申し出（設置希望）がありませんでした。「天名小」「合川小」を除いて， 
「鈴西小」「庄内小」校区には，希望が出てきました。「鈴西小」校区につき 
ましては，設置場所も選定もかなり煮詰まってきております。「庄内小」校 
区には，早くし進めてほしいと考えているが，場所の選定がまだまだ進んで 



いません。 
詳細につきましては，担当から申し上げます。 

担当課：それでは，放課後児童クラブの現状を説明します。 
前回も説明しましたとおり，市内には小学校区が 30 校区あり，現在 26 校区 
で放課後児童クラブを設置しています。未設置区は鈴西・庄内・天名・合川 
の 4地区ですが，今年夏に鈴西及び庄内地区の保護者に設置のアンケートを 
実施し，結果は放課後児童クラブ設置基準である 10 名以上の児童登録数を 
超える，鈴西が 28 名，庄内が 19 名の保護者が年間を通じて利用したいとの 
結果を得ました。但しこの数には，今年度卒業する 6年生の数は含まず，ま 
た新一年生となる方にはアンケートを取っていないため，更に利用者が増え 
ることも考えられます。 
この結果を踏まえ，鈴西小学校区では，設置委員会を立上げ，設置場所の選 
定を行いました。安全面を考慮し，小学校近辺で物件を探しましたが，放課 
後子どもクラブ施設として利用できる物件はありませんでした。この程，地 
元関係者のご協力をいただき，複数の移転候補地から深溝町民会館に決定し 
ました。次は 11 月下旬に正式な児童募集を行い，利用人数の確定を行いま 
す。 
庄内小学校区についても，保護者や地元関係者等に声をかけ，小学校近辺で 
設置場所を検討していましたが，今のところ設置場所を確保できず，平成 23 
年度開設は難しい状況です。今後は，校区内の社会福祉法人や幼稚園の状況 
もみながら平成 24 年度開設に向けて準備を進めていきます。 
以上が，放課後児童クラブの現状報告です。 

会 長：何か質問がございましたら，お受けいたしたいと思います。 
７１名を超えると二つに分割でしたが，来年度以降にこの様な事があります 
か。また，地域的に増えている地区があれば教えてほしいと思います。 

担当課：７１名を超える所は，河曲小校区「かわたろう」が児童数が多い放課後児童 
クラブでございます。現在は６７名です。しかし，河曲小校区「かわたろう」 
は，７１名を超えないと聞いています。それ以外では，全体数は，昨年度に 
比べまして，７５名増であります。今，トータルでは，１，２３４名が放課 
後児童クラブの登録数となっています。地区別の増減のデーターは本日持ち 
合わせておりません。次回，確認したいと思います。 

会 長：この時期になりますと，９～１０月ごろから，放課後児童クラブに早く申し 
込まないと入れない，と動いている方がみえるようなので。 

委 員：私，市連協（鈴鹿市学童保育連絡協議会）の会長をしているのですが，現在， 
市連協には，放課後児童クラブ全体の１／３が登録しています。全体の話は 
よく分からないですが，受け入れ状況はどうですかねという話を，毎回のよ 



うにするのですが，お断りするというのは，あまり聞かないです。基本的に 
は，申し込みがあった方は受け入れるという対応をしているということです。 
しかし，問合せは非常に多いみたいです。気の早い方は，４月ぐらいから， 
「来年入れたいんですけど。」という話をされる方もみえるようです。 

会 長：鈴鹿の場合は，現状３３か所ということで，本来の数値目標としては，各学 
校区に一つずつの放課後児童クラブを設置出来ればと言うことでやってま 
したけど，放課後児童クラブのニーズが，地域的に多い所少ない所，希望が 
あるところない所がございますので，保護者のニーズにはある程度合致して 
きているのかなと思っています。分割も，来年度は多分なさそうということ 
で，放課後児童クラブの受け入れの数としては，ここら辺でいいのかなと言 
うところは感じています。経済状況により，ご両親ともが働かざるを得ない 
というご家庭が増えてきている様に思いますので，今後もうすこし放課後児 
童クラブ希望者の伸びがあるのかなという部分で，増えてきているところが 
あるのではないかと思い質問させてもらいました。 
他に，質問がございましたら，お受けいたしたいと思います。 

委 員：今の，１，２３４名（放課後児童クラブの児童登録数）の中で，放課後児童 
クラブがないことを理由に学区外通学をする子どもの数は分かりますか。 

担当課：校区外からの受け入れ数は，３５人です。確認をしますと，「校区内に放課 
後児童クラブがない。」「校区内にあっても，学童の広さによって受け入れ数 
が限られてくる。」こういったところが，おそらく一杯になったため他の地 
区に回ったりということがあるということを，過去の中で聞いたことがあり 
ます。 

委 員：今回では，トータルでは，受け入れてもらえない子はいないみたいですが， 
このような事情があるということを認識しておく必要があると思います。 

会 長：そうですね，各学校区に，あくまでも一つずつの設置を目指していただくと 
いう方向性は，そのままでいった方がいいのかなと思います。確かに，一部 
の地域の中には，「（放課後児童クラブが）必要がないだろう。」という意見 
も上がっているようです。預けたいと思っている保護者の意見をなかなか聞 
きにくい部分であるのかなと思います。 

委 員：鈴西小学校区の（放課後児童クラブ設置）説明会に出られた地域の方のお話 
を聞くことがありました。その方は，放課後児童クラブを勘違いされていま 
した。行政の要望で，仕方なく頼まれて（放課後児童クラブを）作っている 
のだと思っています。また，子どもを預けて働くということに，まだまだ偏 
見が残っているところもあります。それを，どのようにしていくのかなと思 
いました。 
子育て支援課にお聞きしたいのですけれど，いろいろな説明会に行って，こ 



れに対して，反対や前向きではない意見はどのようことが出ているのでしょ 
うか。 

担当課：地元説明会と委員はおっしゃったんですが，地元へ行ってたくさんの保護者 
の方とかそれ以外の関係者の方全部を対象の説明会ではなく，地元の「総代」 
「学校関係者」「PTA 役員」の方々を中心に，説明会を数回開きました。その 
中では，決して後ろ向きな意見はありませんでした。学校としても，保護者 
としても，「働く保護者のため，できればこの校区内に放課後児童クラブを 
設置してほしい。」ということで，非常に協力的でありました。 

委 員：説明会に行かれた方が，「行政の補助金で行っているものだから，補助金が 
切られたらおしまいだ。」などと，全然違うことを言っていたので，私は， 
その点を否定しました。 

担当課：説明会のときは，放課後児童クラブの趣旨とか運用面，補助金，保育料，放 
課後児童クラブの成り立ち(システム)について説明しました。 
学童は，地元の方の協力がないとやっていけません。市がやるものではない 
ということは，きちんとしたつもりです。こちらの窓口に，何かあればすぐ 
に連絡してくださいと言っているのですが，何も連絡がありませんから，こ 
ちらとしましては，前向きな形でとらえて，来年開設に向けて進めていると 
いう状況です。 
皆様への資料はございませんが，鈴西小学校区のアンケート結果をお伝えさ 
せていただきます。（アンケート対象は，１～５年生児童の保護者） 

    【利用希望者】・１年間利用したい（２８名）・長期休業日のみ(５１名) 
・保育料など条件次第で利用したい(４名) 
・自分にとっては必要ない（３９名）・分からない（２５名） 

会 長：この結果からすると，結構，利用希望はあるとみえるのですけれど。 
担当課：設置基準は１０名以上ですから，２８名は多いのかなと考えます。その中に 

は，来年入学してくる新1年生のアンケートは取っていませんので，さらに， 
データーは上がると思います。 

会 長：保育園にいるご両親は仕事をお持ちなので，ほぼ８割は，その地区の方はお 
世話にならなければならないのかなと思います。 

委 員：鈴西の方に新しい放課後児童クラブの設置を進められているということです 
が，指導員は，決まっているのか。どういう方に来ていただくのかというこ 
とがすごく大事なことだと思うのですが。 

担当課：指導員は，現在のところ，確定しておりません。当然放課後児童クラブです 
から，核となるのは指導員ですから，核となるいい人材というのを現在，地 
元のなかで探してもらっています。どうしても資格を持っていなければいけ 
ないというものではないですけれども，学校教員で退職された方とか保育士 



資格のある方とか子ども好きである方とか，その中で，地元の中で推薦でき 
る方を選考中という状況です。 

委 員：全校区に放課後児童クラブができたとして，放課後児童クラブによって「６ 
年生まで受け入れる所や，３年生めでしか受け入れない所」とか「施設の大 
きさによって独自に定員を決められている所」とかあると思うんですけれど 
も，そういったとき，よっぽど全放課後児童クラブで人数がぴったり合った 
という状況になればいいんですけれども，そうじゃなかった時に，校区外の 
放課後児童クラブへ行ったりという，とりあえず，そういう手段をとるのが 
いいのではないかなと思います。その時に，「ここは受け入れられないから， 
あそこはどうですか」といったことをどこに言うかといったら，子育て支援 
課さんで全部手配していただけたらいいんですけど，それも大変だと思った 
ときに，市連協さんが，次に，頼りになるんじゃないかと思います。しかし， 
今うかがったら，少ないんですよね。全体に対して。みんなが連携しあって 
いくためにも，もっともっとプッシュしてもらうということはできないんで 
すかね。 

担当課：放課後児童クラブによっては「６年生まで受け入れる所や，そうでない所」 
とかいろいろあります。それは，「公設民営」とか自分たちでやっている「民 
設民営」とか，地域によって状況というのは様々です。また，施設の大きさ 
によっても受け入れる数と言うのは決まってきます。 
そういった場合に，放課後児童クラブに入れなかった子の保護者はどうする 
かといいますと，直接市へ来る場合もあるかも知れませんが，今，私が来て 
からそういった覚えはあまりないでが，過去にあったかもわからないですが， 
こういった場合，いろいろ放課後児童クラブに聞いて確認するのかなと今思 
ったのですが，市が，空いている放課後児童クラブや長期休業の受け入れ可 
能な放課後児童クラブなどの確認をして当該の保護者に説明する事は出来 
るかもしれませんけれども，決めるのは放課後児童クラブですし，それの判 
断で保護者が放課後児童クラブと話し合ってということです。 

委 員：現場間で「○○の放課後児童クラブさんがいいですよ。」と紹介されるのが 
いいんじゃないかと思うんですけれど，交流の無い放課後児童クラブ同士だ 
と，そういう状況を知らないんじゃないかと思って，市連協に入って情報交 
換がなされるといいと思うので，市の方で，市連協への加入を勧めてほしい 
と思います。 

担当課：できれば，市連協の方に加入していただいて，横のつながりをつけて情報交 
換を進めていただきたいと話をしていきたいと思います。昨年も，市連協さ 
んには報告させていただいたと聞いています。 

会 長：市連協に入るハードルが高いんですか。 



委 員：高くはありません。 
委 員：メリットがあると入りやすいと思います。メリットを出さないと入らないと 

思います。 
委 員：市連協に入らず，直接，県連協に入っている放課後児童クラブさんもありま 

す。皆さん，自分の放課後児童クラブが落ち着いていると，特に求めない。 
情報も，県や市から下りてきますので，困ってないからだと思います。安定 
してくると市連協を抜けていくことがあります。指導委員会など，他のつな 
がりがある中で，なかなかメリットを見つけにくいと思います。 
また，保護者の会議が１～２カ月に１回あるので，夜に保護者がなかなか出 
にくいからなどの理由で入りたくないということもあるのだと思います。 

委 員：今の人は比較的現実的だから，メリットがあるかないかだと思います。でも， 
自分たちでも気がつかないメリットがあるんだと思います。それを訴えてい 
かないと入る人は少ないのではないでしょうか。 

会 長：学童によっては，夜から並び，入るための苦労をします。 
他市から転入してきて，鈴鹿市の学童を利用する人には，子育て支援課を窓 
口として紹介していいのですか。  

担当課：はい，子育て支援課が窓口です。 
会 長：では，放課後児童クラブについては，分からなければ，子育て支援課へ連絡 

をするということでお願いします。 
委 員：指導委員会とは，どういうものなのかを教えてください。 
委 員：鈴鹿亀山地区の指導員が，（趣旨に）賛同する方だけの交流会的な集まりが 

拡大してきたものです。その集まりが，２～３年前に正式に「指導委員会」 
という名前で立ち上げたということです。 全ての方が入っているものでは 
ありません。また，賛同する方に呼び掛けている。それに対して，興味のあ 
る方や気のある方が集まっているという形で，毎月，独自に研修会を開いて 
います。 

委 員：この間視察に行かせていただいたサンキッズの先生は非常に力量の高い方で， 
あれだけの人数の子どもたちをよくご指導して戴いていたと思います。 
そういう研修会で情報交換するだけではなく，資質を高め合うということが 
大事だと思います。（指導員が）集まれば，お互いに理解しあえる自主的な 
会が大事であると思います。 

委 員：古い先生から入ったばかりの先生までいるので，それぞれの悩み事をお互い 
に相談し合え，アドバイスもいただけるので，現場にいる人はすごく身にな 
り役に立つものです。ただ，指導員の入れ替わりが激しい所では，なかな 
か定着しないことがあります。 

会 長：各放課後児童クラブは，「市連協」の存在を知っていますか。 



委 員：知っているいと思います。去年の会長さんは，全部の放課後児童クラブを回 
ってもらったので，勧めてもらっているのですが，それで入ってもらったと 
ころは，残念ながらありません。認識はあると思う。（市連協が）有ること 
は分かってもらっていると思います。 

会 長：子育て支援課としては，それ（市連協への加入状況）を何かにまとめて，ま 
たは，全部（の放課後児童クラブの指導員）を集めて連絡するというのは， 
あるのですか。 

担当課：現在，年間２回研修会を行っています。全放課後児童クラブの指導員を対象 
に，研修会を行っています。この間行ってもらったサンキッズについても「市 
連協」には，入っていません。立派なところも入ってなく，独自にやってい 
る。「市連協」に入っているのは，ほとんど，公設民営の放課後児童クラブ 
です。民設民営の放課後児童クラブは，ほとんど入っていないです。社会福 
祉法人もほとんど入っていない状況です。 

委 員：子育て支援課は，「市連協」に入った方がいいと思っているのですか。 
担当課：当課といたしましては，どこかが一つ，そういう形・組織があって，指示な 

りお願いをしたら，全ての所（放課後児童クラブ）に連絡が行き渡るような 
ことがあれば非常にありがたいです。今は，個々にやっておりますからね。 
組織があったら非常にありがたいですが，私どもから（加盟を）強制できま 
せんので。 

委 員：何らかの形で入って下さいよと，前の会長さんは回られたということですが， 
できたら加盟してくださいということは,お勧めされるのですか。 

担当課：市の方から，研修会を年２回していますが，それ以外にいろいろな情報の伝 
達をするのに，そういう組織があれば有り難いですね。なかなか，市の方と 
しましても，入っていただくと非常にありがたいですよと言うところまでし 
か話ができないです。強制的に入りなさいよということはなかなかできませ 
ん。 

委 員：今，学童３３か所あるうち，（市連協に）どれぐらい入っていますか。 
担当課：（市連協に入っている放課後児童クラブは）１３か所です。実質は，（分割し 

た二つの学童を１か所とカウントした放課後児童クラブ２９か所中，市連協 
に入っているのは）１０か所です。 

会 長：入ってない（放課後児童クラブの）方が多いということですね。 
委 員：そうですね。 
会 長：市連協ができた歴史的経緯は分かりますか。 
委 員：分かりません。県連協ができてその流れで市連協が順番でつくられてきて 

いると思いますが。 
会 長：県連協から市連協両方に入られてない所は，県の案内や市連協が主催するよ 



うな案内は，回らないということですね。 
委 員：はい。市連協が主催するような案内は，回らないです。 
担当課：市からの情報は全て流れます。このようなものがありますよということなど。 
会 長：できれば，統括するようなところがあれば。３３か所もあるのであれば。 

それが，１０か所ぐらいしかないのであれば，必要ないですが。 
委 員：皆さんいろんな悩みやいろんな問題があると思うのですね。それを，一つの 

放課後児童クラブで何かを訴えるよりは，それがどれくらい必要なのかは， 
全体を見ないとなかなか分かりにくいですし，市の方も，一つの放課後児童 
クラブが言ってきたからといってそれになかなか対応しづらいと思います。 
そういう意味もあって，市連協には皆さん入って戴きたいのですが，全国的 
にみても，「○○協会」と言うところには入らないこところが増えてきてい 
るようで，先程もありましたけれども，メリットというのがなかなか見えに 
くいのではないかと思っています。  

担当課：私，昨年，県の子どもプランの委員をしていましたが，その中でも特に，協 
会云々ということは，全くなかったですね。指導員の方もみえていましたけ 
れども，特に，加入云々という話はなかったですね。去年も，県の主催する 
指導員さんの会議で悩みを打ち明けたりしていましたが。 

会 長：放課後子ども教室の方は，情報交換を四つの教室でやっていただいて，いろ 
んなメリットのある情報交換をして，悩み相談にもなるだろうし，「こうい 
う活動もできるんだ。」という，いろんなレベルアップが，いろんな所と話 
をすることで，可能になると思うので，そういった団体に入って，いろんな 
情報交換をしながらアイデアを共有しながら，マンネリを回避してもらうと 
いうふうに，放課後児童クラブの方でも集まりがあると，話がしやすいと思 
います。 

委 員：今までは，子育て支援課も（放課後児童クラブを）つくることが目的だった 
と思います。今後は指導員の質が問われる。将来的には，（市連協等の）会 
合で交流するだけではなく，力量の高い指導員と一緒に働くなど，様々な交 
流ができるようになれば，一番いいかなと思います。 
急にはできないと思います。徐々にということかなと思います。 

会 長：今までは，（放課後児童クラブの）数を増やすことが大目標だったので，今 
後は，よりその中のレベルアップを，当然していって戴きたいなと思います。 
今後，市連協さんにも，もう少し踏ん張ってもらいまして，頑張っていただ 
ければと思います。 

 
４ 事業の動向について（状況報告） 
会 長：事業の動向について，国の動きになろうかと思いますが，状況報告を，事務 



局宜しくお願いいたします。 

事務局：それでは，来年度の事業の動向についてということでございますが，放課後 

児童クラブにつきましては，大きな流れの中で，変化はないとお聞きしてい 

ます。この場では，放課後子ども教室について，現在の情報の中で，流れを 

報告させていただきたいと思います。 

子ども教室につきましては，家庭や地域の教育力の低下を背景に，地域全体 

で教育に取り組み社会全体の教育力の向上を図るため，平成１９年度から文 

部科学省の補助事業として創設されました。鈴鹿市においても創設当初から， 

国，県からそれぞれ事業費の 1/3 ずつの補助を得て事業を行ってきたわけで 

ございますが，この度，来年度・平成２３年度の国の予算編成にあたり，文 

科省の予算要求の内容が示され，その中で子ども教室を含めた従来の３つの 

事業を１つの事業に統合して実施するかたちで予算要求がされております。 

３つの事業のうち，子ども教室，教育委員会の方で学校支援地域本部事業， 

もう一つは，家庭教育支援の事業ですけれども，その３つの事業が統合され 

た形になっております。 

県からは，文科省も十分な予算を要求しているとの情報は聞いておりますが， 

３つの事業が統合されると子ども教室分の予算が圧縮されることも考えら 

れます。これから国の予算査定や事業内容の策定作業の中で明らかになって 

くると思いますが，来年度以降の子ども教室事業については，従来通りの運 

営ができない可能性もあるということをこの場でご報告申し上げます。 
会 長：国の方で考えている放課後子ども教室は，一歩後退と考えるのか，新たに３ 

事業を前面に持ってきてやっていこうという考えなのか，どうでしょうか。 
事務局：今の時点では，当初，国も三つの事業を組み合わせてするようにということ 

が基本のようですが，平成２３年度は，必ずしも組み合わせる必要はなく， 
独立して行っていくことは可能と言っております。今まで通り行っていくこ 
とはできますが，予算的に縮小していく方向になると考えております。 

委 員：（改正）教育基本法でも，学校や幼稚園保育所等と家庭と地域の連携が一層 
強く打ち出されたと思いますが，今の三つの事業名を教えてください。 

事務局：本年度の事業名といたしましては，①放課後子ども教室推進事業②学校支援 
地域本部事業③家庭教育支援基盤形成事業。③の家庭教育支援基盤形成事業 
の前身の事業については平成２０年度まで取り組んでいたが，平成２１年度 
以降に家庭教育支援基盤形成事業となりこの事業は取り組んでいないです。 
この３つの事業が１つに統合されるということです。 
ちなみに，新規の事業名は，今の段階でございますが，「学校家庭地域の連 



携による教育支援活動促進事業」という名前の新規の事業が予算的に上がっ 
てきておるという形になっています。 

委 員：３つとも，国は生涯学習課のところから下りていっていると思います。 
国も県も。もともとは。学校支援地域本部事業だけ，いったん鈴鹿市も生涯 
学習課に下りたという経過があったんじゃないかと思いますが，今の，家庭 
教育支援基盤形成事業というのは，平成２１年度からはどこに行っているの 
ですか。 

事務局：鈴鹿市としては，平成２１年度から，（家庭教育支援基盤形成事業は）取り 
組んでいない事業です。平成２０年度までは，家庭教育関係の補助事業があ 
りまして，委託事業の様な形で，国から下りてきた委託料を各幼小中の家庭 
教育学級へ使っていただく事業でした。補助の基準といいますか，やり方が 
変わりまして，うち（当課）では取り組めないという当時の判断で，平成 
２１年度からは行っていない事業です。 

委 員：取り組めないという判断で，もう止めましたということですね。 
事務局：はい，そうです。 
委 員：文科省の予算を要求するところで，国の方もパブリックコメントを求めてい 

たと思うのですが，そちら（生涯学習課）からは，出されましたか。文化振 
興部というところからか生涯学習課からか分かりませんけれど。 
それぞれ，家庭・地域・園・学校が求めていく連携していくために，とても 
大事な事業だと私は思うのですが，そういうところへそれぞれパブリックコ 
メントを出していくということが大事だと思うのですが，そちら（生涯学習 
課）からは，出されましたか。 

事務局：こちらからは，出していないです。 
委 員：補助事業を求めていくのも，それぞれの個人というのもありますし，団体と 

いうのもありますけれども，そういう情報はきちんと出して戴いて声をあげ 
ていくことがとても大事だと思いますので，こういった会でもいいですし， 
締め切りまでに，やはり，情報は提供していただきたいと思います。 

事務局：そういう照会等があれば，今，各地域でボランティアさんも随分協力いただ 
いて軌道に乗ってきたところでございますので，そのあたりの意見は，申し 
上げていきたいと思います。 

委 員：是非，宜しくお願いします。 
事務局：ひとつ，付け加えさせていただきます。鈴鹿市は，手を挙げなかったという 

話があったのですが，それに代わるものと言うのはおかしいですが，市単の 
事業として，家庭教育支援を，世の中，子どもの環境も変わってきています 
ので，何かやっていかなければいけないということで，市単独の事業として， 
今年は，「子育て応援ナビ」という風に銘打ちまして，家庭教育を支援する 



ための事業を，年間５回の計画を持ちましてやっております。昨年度は，丁 
度切り替わる時期でしたので，こういう名称ではなかったのですが，取り組 
めなかった，国の事業を降りた分の事業というのを確かにやってきておるん 
ですけれども，今年は，「子育て応援ナビ」というので，力を入れて取り組 
んでおります。 

事務局：今年度，年間当初に，家庭教育を支援するための事業といたしまして，年間 
５回の計画を持ちまして，「子育て応援ナビ」と題しまして，講演会を実施 
しております。家庭教育支援の対象年齢は，乳幼児，就学前，小学校，中学 
校と，大変幅広いです。今年度は，それら全ての年代の子育て支援を実施し 
てきました。 
第１回子育て応援ナビは，平成 22 年 7 月。石山佳秀(いしやまよしひで)さ 
んでした。NPO 法人フリースクール三重シューレ代表の方にご講演いただき 
ました。気になる思春期～子どもと向き合う基本型～の演題で，小学校中学 
年から中学生の子どもを持つ保護者を対象に実施しました。 
第 2回は，平成 22 年 7 月。松村元樹(まつむらもとき)㊖反差別人権研究所 
みえ事務研究員をお招きして，わが子のために携帯電話対策術～ネット世界 
の現状とリテラシー～の演題で，幼稚園から中学生の子どものいる保護者を 
対象に実施しました。 
第 3回は，平成 22 年 8 月～10 月にかけて，鈴鹿市内 5つの幼稚園を対象に， 
三重県子ども局子ども未来室のファシリテーター（進行役）を講師として派 
遣して戴き，各幼稚園単位で，家庭教育学級ごとに 5回に分けて実施しまし 
た。三重県教育委員会「親なびワーク」を，ワークショップ形式で実施しま 
した。就学前の子どものいる保護者を対象に実施しました。 
第 4回は，11 月 20 日に，藤本裕子(ふじもとゆうこ)㈱トランタンネットワ 
ーク新聞社代表，お母さん大学学長代理，元キャビンアテンダントをお招き 
して，私らしく輝くために～お母さんに夢と笑顔を～の演題で，講演いただ 
きました。乳幼児から中学生の子どもがいる全ての保護者を対象に実施いた 
します。今後，平成 23 年 2 月９日に第 5回を予定しております。米田奈緒 
子 Face（ふぁす）代表をお招きして，乳幼児から小学校中学年の子どもがい 
る保護者を対象に実施する予定でございます。 

会 長：基本的には，来年度も「子育て応援ナビ」は，継続事業ということですか。 
事務局：家庭教育支援ということで，実施していきます。 
担当課：学校支援地域本部事業について，ご説明いたします。 

放課後子どもプラン事業と学校支援地域本部事業につきまして，国はいづれ 
も生涯学習政策局の事業ですが，学校支援地域本部事業は，学校の子どもた 
ちの活動を地域の方々の力を使っていかに教育力を高めていくのか，学校教 



員が子どもと向き合う時間を確保しよう，ひいては総勤務時間の縮減につな 
がれば，また，地域の方々がこれまで培われた技能を発揮することで，自身 
が元気になり，生きがい，やりがいになり，まちづくりにつながっていくも 
のであります。 
生涯学習課が行ってきたものを教育委員会として，平成 16 年度から学びの 
ネットワークづくりとして，学習支援ボランティア，読み聞かせボランティ 
ア，図書の整備ボランティアに参加していただいています。 
また，安全安心のネットワークづくりとしてパトロール隊の皆さんに登下校 
の安全安心を見守っていただいています。さらには，学校の花壇づくり，除 
草作業，掲示版の補修など学校施設の環境整備のネットワークへと広げつつ 
ある中で，地域の方々の学校教育への支援ができる事業が生まれてきました。 
これは平成 18 年 12 月の教育基本法改正 13 条に基づく国の事業であり，こ 
れを教育委員会としては活用していきます。 
学校教育，学力保障の充実のために生涯学習政策局の事業を活用して本年度 
3 年目を迎えました。この間，国の仕分けや事業レビューがあり，また現在， 
来年度事業のパブリックコメントがされています。教育委員会としてはでき 
ればこの事業が継続するように，市長会等を通じて国に働きかけているが， 
来年度の方向については明らかでありません。 
ただ，地域の主体的で持続可能な支援体制を根付かせていこうということで 
進めていきますから，予算がどうあれ，教育委員会としては，地域とのネッ 
トワーク作りの取り組みは進めていきたいと思います。 

会 長：登下校とか夜とかに安全パトロールの車が回っていたり，地域の方が本の読 
み聞かせに学校へ行く事業のことですね。 

担当課：学校地域支援事業を活用してさらに地域にて定着させていこうというもので 
あります。 

会 長：パトロール車などへの市民の認識もようやく出来てきたように思うが，３つ 
の事業が固まって立ち上がろうとしているが，予算面で今後厳しくなってく
ると思うが，教育委員会としてはカットされても継続していくつもりでしょ
うか。 

担当課：国の予算が無くなったとしても，これまでの地域とのつながりを定着させて 
いくいためできる支援をし，学校と地域がつながる教育をめざしていきます。 

会 長：国は分権ということで，県や市へ委譲してきているが，鈴鹿市としてもどの 
ような方向で子どもたちを守っていくのか，きちんとした方針を持って今後 
計画を進めていかなくてはならないと思いますが。生涯学習課としてどう進 
めていく考えでしょうか。 

事務局：来年度予算においては，現状どおりの予算を要求しています。本市は子ども 



教室の活動場所に公民館を利用していますが，地域の中で遊び学ぶことは大 
切なことでありますし，参加しているボランティアも生き生きとしています。 
子どもたちもいい雰囲気で参加しているので，何らかの形で継続していきた 
いと考えています。 

会 長：国の方向性が見えてきませんが，子どもたちのために良い事業は残し，重点 
的に行うべき部分は力を注いでほしいと思います。 

委 員：子ども教室もこれ以上増えたら今の職員の関わり方ではやっていけないので 
はないでしょうか。学校をコミュニティスクールにしたいといいながら子ど 
も教室をなぜ公民館でしているのか分かりません。将来子ども教室を学校で 
するのか，見えてきません。 
家庭教育支援の講演会をするにあたって，ＰＴＡ等で母親などいろいろな人 
の意見を聴いて講師を選ばないと上から目線で選ぶはどうかと思います。教 
育熱心な親と関心のない親という親が二極化している中で，たくさんの人に 
集まってもらおうとするなら，これらの人の意見を聴いてニーズを把握する 
必要があると思います。 

事務局：家庭教育支援の講演会については，ＰＴＡ等からの意見を聴くことはもちろ 
んです。家庭から出られない方々をどう支援するのか，それらの方の意見 
をどうやって把握していくのか，検討していきたいと思います。 
昨年度は，幼小中の家庭教育学級へ講演会の内容について，調査をしました。 
その結果を本年度に活かしました。本年度もアンケートによりニーズを把握 
していき，親同士が話し合うなど内容についても検討していきたいと思いま 
す。 

委 員：コミュニティスクールについては地域の方々を取り入れて学校力をつけてい 
くものですが，地域の人が入ってもらうことできめ細かな力が付くと実感 
しています。また，地域の行事に子どもたちが出ていくと地域が元気になり 
ます。地域に還元するということは，そういうことだと考えます。 
また，保護者の二極化の溝を保護者自らが埋めて行ってくれていると感じる 
ことがあります。 

会 長：他にご意見がなければ，これにて第３回子どもプラン運営委員会を終了いた 
します。 
 

５ 事務連絡 
 
６ 閉会あいさつ（生涯学習課長） 
   生涯学習課長あいさつ 


