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２会長あいさつ 
  服部会長あいさつ 
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：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 

２学期の報告をさせていただきたいと思います。 
    資料を見ながら説明させていただきます。資料１をご覧ください。 

まず，清和のもりでは，１５回教室が行われました。１回の活動では， 
４～１１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，参加児童の３７名が，運動場，ホール，和室を自由に 
分かれ元気に活動をしています。 
主な活動内容は，「外遊び」「カード作り」「読み聞かせ」「クリスマス 
会」「誕生会」などです。 
次に，郡山子ども教室では，１６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。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」「竹細工」「昔の遊び」など 
です。社会見学として鈴鹿国際大学を訪問したり，さつまいも掘りをし 
たり，もちつきをしたり，全員で楽しく取り組みました。 
次に，キッズ白子では，１５回教室が行われました。１回の活動では， 
１０～１９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，「水族館」「ハロウィンの帽子作り」「やじろべー作り」「はご 
いた作り」などものを作ることを中心に行いました。 
最後，明生クラブでは，７回教室が行われました。１回の活動では，８ 
～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。 
１１月のコーディネーター会議で「活動内容のマンネリ化」が課題とし 
て出されたことを前回のこの会議で報告させていただきました。 
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，といっ 
た内容でした。この課題を解消するためのひとつとして，２月３日（木） 
午後，ふれあいホールにて生涯学習課主催の「安全管理員等の研修会」 
を開催いたしました。３０名ほどの参加をいただきました。 
資料２をご覧ください。研修会は２部構成で進めました。第１部では
「『もの作り』の取り組み」をスライドをとおしてキッズ白子と郡山子
ども教室の活動を紹介いたしました。 
第２部では，郡山子ども教室の安全管理員である山下さんを講師に， 
「もの作り実践研修」を行いました。資料にあります☆印の遊び道具を 
みんなでいっしょに作ってみました。身近にある材料を使って，短時  
間で完成する作品に，管理員さんたちは大変喜んでいました。参加者か 



らは「おとなである私たちでもこんなに楽しいのだから，子どもたちは 
もっと喜んでくれるでしょう。」とか「もの作りを通して子どもたちと 
関わることで，今以上に良い関係ができそうです。」という声を聞かせ 
ていただきました。研修会の様子を裏面にまとめてありますのでご覧く 
ださい。 

  以上，４つの教室の取組報告と研修会の報告をさせていただきました。 
３学期に入り，各教室では特徴ある取組も行われています。冬休み中 
に凧上げをしたり，もちつき大会をしたり，信綱かるたをしたり，地 
域の神社に出かけたり。機会がありましたらそれらを報告させていた 
だきたいと思います。 

    最後に，新規教室の取組についてでございますが，前回の報告のとお 
り，本年度中の開級はできませんでした。学校からの距離，ボランテ 
ィアの可能性などを考慮し，公民館での開級に向けて，これからも公 
民館はじめ自治会関係者と協議していきたいと思っておりますが，現 
状ではきびしい状況でございます。 
 以上ですが，市内４つの教室では，活動最終日である３月１１日まで， 
活動の取り組みがなされますことをお知らせして「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：何かご質問等ございましたら。後でまとめてご質問いただいて結構 
です。では，議事２について事務局から説明願います。 
 

（2）放課後児童クラブの現状と今後について 
担当課：今年度実施しました放課後児童クラブの主な活動内容と次年度の予定 

について，説明します。 
    まず放課後児童クラブ未設置区である鈴西地区及び庄内地区に対し， 

設置基準である登録児童数を把握するため，それぞれアンケート調査 
を実施しました。 

    まず鈴西小学校区では，約 30名の方の利用希望があり，当初は学校近 
辺で開設場所を検討しましたが，耐震，施設の広さ等の理由で，場所 
の選定にはいたりませんでした。しかし，地元の総代・深溝町から御 
理解と御協力を得て，深溝町民会館の一部を学童施設として利用する 
ことができるようになりました。しかし，学校からの距離が約 1.5km 
あることから，再度，最終確認調査（申込み）を行った結果，14名と 
半減しました。しかし，保護者から設置を望む声や，利用者には新 1 
年生が多く，またその下に兄弟がいる世帯が多いことから，当分の間 
は設置基準を下回ることはありませんので，地元関係者と連携し，設 



置に向けて準備を進めてまいりました。現在は，保護者からなる運営 
委員会を立上げ，役員も決定しました。指導員の確保には苦労しまし 
たが，地元の方を中心にお声かけをし，また市報へ募集記事を掲載し 
たところ，ようやく 4名の方が決定しました。1月 23日には第 1回目 
の運営委員会を開催し，会則や細則の整備を行いました。また今月 26 
日には第 2回目の運営委員会を開催し，保護者や指導員全員で深溝町 
民会館の施設見学，学校から学童施設への通学路の確認，そして石薬 
師にある金太郎学童保育所への訪問を予定しています。3月になると指 
導員だけの打合せや，第 3回目の運営委員会を実施し，4月 1日開設に 
向けてあともう少しのところまできております。 

    続いて，庄内小学校区の放課後児童クラブの設置につきましては，当 
初のアンケート結果で約 19名の方の利用希望があり，学校近辺での開 
設場所あるいは，同地区内の私立保育園に放課後児童クラブ設置の話 
を進めてまいりましたが，施設整備等の理由で，現状，決定にはいた 
っていません。 
同地区については将来の児童数を考慮し，施設整備費の導入は難しい 
と考えますし，今後は，近隣の幼稚園の状況もみながら，検討したい 
と思います。 
 その他として，箕田学童保育所の施設整備について，昨年度からも報 
告していたとおり，施設の老朽化が進み，建替えの費用の捻出も容易 
でないことから，民設民営を公設民営に移行し，補助の適用を受ける 
ため申請を行いましたが，当初予定していた移転先の変更や，新たに 
決まった移転先から遺跡が発見されたため，本調査を実施しないと建 
物が建てられないという理由から，今年度の補助申請を取り下げ，次 
年度へ申請を延期することになりました。 

    箕田同様，民設民営の放課後児童クラブには，民家を借用する放課後 
児童クラブが他に２つあります。玉垣学童保育所については，耐震補 
強されておらず，大家から移転先が見つかり次第，転居するように求 
められています。子どもたちが安全で充実した生活を送るためにも， 
特例として，民家を借用している放課後児童クラブを公設に移行し， 
施設整備費が受けられるよう，移行条件を設けて許可する方針です。 
 以上が今年度実施しました主な内容・方針です。 
 続きまして，次年度の計画として，先程言いましたように，庄内地区 
については，保護者が望む学校から近い場所，それが確保できる見込 
みとなりましたら，最終調査を実施する予定です。 

    施設整備については，箕田学童保育所の移転先の遺跡本調査を実施し， 



補助申請を行う予定です。また，玉垣学童保育所については，運営委 
員会や地元関係者と連携し，移転先の確保を進めてまいります。 
 また，現在抱える問題としまして，指導員の確保，質というのがあり 
ます。保護者，子どもたちが安心して放課後児童クラブの生活が送れ 
るよう，指導員の質を高め，確保していきたいと思います。そのため 
にも講義形式の研修だけでなく，各放課後児童クラブの指導員が参加 
し，今抱えている問題を話し合い，共有しあえるような座談会形式の 
研修を実施することで放課後児童クラブや指導員同士のつながりを深 
めていただきたいと思います。模範となる放課後児童クラブもたくさ 
んあります。学童期の子どもにふさわしい知的関心や興味を大切にし 
た取組み，安全・衛生に気を配りながら環境を整えている放課後児童 
クラブなど，交流することで，いい所を取り入れ，運営に活かしてい 
くように，放課後児童クラブ同士がよい関係を保てるように，市とし 
てサポートしていきたいと思います。 
以上，報告を終わります。 

 
会 長：報告をいただきましたが，ご意見いかがでしょうか。 

放課後児童クラブについて，民家を３ヶ所で使っていますが，それら 
についても今後施設整備の申請を上げて，適切な施設をつくっていく 
考えでしょうか。 

担当課：箕田の学童に関しては，かなり古い建物であり，耐震性も低い建物で 
す。そのほかの建物についてはそれほどひどくはありません。箕田は 
緊急的に新たな場所を模索している中で，民家を考えています。その 
ほかにも時間に余裕があるところについては，民家でないところで民 
設の良い場所があれば，と考えています。３か所すべてを公設とは考 
えていません。最終的に止むを得ない場合はそういうことも考えられ 
ますが。 

会 長：箕田を緊急的に計画いただくということになると思います。 
他に何かありましたら。 
箕田の放課後児童クラブは広さが 110㎡ありますが，加佐登の方は 
40.42㎡と小さいです。加佐登はもっと希望者が多いと思いますが，今 
後加佐登も第１，第２増やしていくとか，増えた時点で引越しするな 
ど検討しているのでしょうか。 

担当課：加佐登地区については来年度増えるという報告をいただいています。 
分設は 72人を超えた場合に認められますが，今の時点では分設はあり 
ません。 



できるだけ児童を受け入れたいという放課後児童クラブの希望もあり， 
できれば施設の増築も検討しているようですが，立ち上がったばかり 
の放課後児童クラブですので，今の時点では施設の移転や拡張はでき 
ないと思います。運営委員会の中で検討はしていただいていますが， 
まだ具体的なものは決まっていません。 

会 長：他にはどうでしょうか。 
委 員：放課後児童クラブに，障害を持っている子どもたちや小学校で支援の 

必要な子どもが通っているかどうか把握できているのでしょうか。 
担当課：現在９の放課後児童クラブで障害児を受け入れています。 

報告いただいている人数は 10人です。来年度はもう少し増えるとい 
う報告をもらっています。 

会 長：９クラブ 10人というのは，障害者手帳や療養手帳などを持っている方 
ということですね。 

担当課：そうです。 
委 員：要望ですが，指導員の確保と質の向上が課題であると聞きましたが， 

それらの方の研修にも発達障害を持つ児童に関する研修も取り入れて 
もらい，きめ細かいケアがなされるように支援いただきたいと思いま 
す。 

担当課：今年度も指導員研修を２回実施したが，発達障害と児童虐待に関する 
研修を１回ずつ行いました。来年度も市の研修を２回実施する予定で 
すが，内 1回は発達障害に関する研修を予定しています。 

会 長：他にどうでしょうか。 
委 員：関連であるが，研修も大事だと思いますが，勉強をしていなくても， 

子どもを見ていて他の子とは違うということが分かって，指導者がき 
ちんと接して，感動したことがあります。たくさんの子どもを見てい 
ると，こどもの違いに気が付きます。気が付ける感性を持っている人 
ならどんなことでもやっていけるのだなと感激したことがあります。 

会 長：障害のある子どもたちへのサポートを人の手配，研修も含めて行政に 
してもらうと一番いいのではないかと思います。今は指導員の努力で 
何とか持ちこたえている状態だと思います。小学校でも先生方が努力 
していただいている状況です。 
今後，教員や指導者の加配など行政と一緒となってどのように対処し 
ていくかが大きな課題であると思います。 

委 員：障害児を預かった時の保険はどのうようになっているのでしょうか。 
担当課：各児童クラブの保険についての詳しい点までは把握していませんが， 

各放課後児童クラブそれぞれ保険に入っていると聞いていますので， 



指導員，児童の保険に加入いただいています。 
委 員：障害のある子どもに関し事故があった時におりない保険がたくさんあ 

って，そのことで困っている方がいました。放課後児童クラブからは 
そのような意見は聞いていないでしょうか。 

担当課：現状ではそのような話はいただいていません。今そのような話を聞い 
たので，保険の内容等について児童クラブに確認したいと思います。 

会 長：他にありましたら。 
委 員：障害のある児童が放課後児童クラブへ入った場合に，市からの補助が 

加算されているので運営上人件費の圧迫がなく，ありがたいと思いま 
すが，今後，障害児が増えてきた場合でも今までと変わらず加算して 
もらえるのでしょうか。 

担当課：県は人数に関わらず同じ補助金であるので，人数に応じた加算をして 
ほしいと要望していますが，なかなか難しい状況です。児童クラブ数 
も来年は３４カ所に増える中で，鈴鹿市の予算だけでその手当てをし 
ていくことは大変です。今後も県へ要望していき，市でも難しい課題 
であるが，検討していきたいと思います。 

会 長：今の時点では，障害児が通う放課後児童クラブは 9カ所で１０人通っ 
ていますが，補助金は９ヶ所に一人ずつというかたちで出ているとい 
うことだと思います。 

委 員：放課後児童クラブの指導員の確保，質の向上という話が出ていますが， 
指導員の仕事は大変です。正規の指導員がいなくてパート職員だけで 
運営している児童クラブ，なかなか指導員が定着してくれないなどで 
悩んでいる児童クラブは多いです。労働条件がどうにかならないかと 
いつも思います。預けている立場の者としては，いい指導員さんに来 
てほしいと思いますし，長く務めてほしいと思いますので，労働条件 
も各児童クラブ任せなので指導員の仕事が安定したものとなるような 
基盤をつくれたらと思っています。 

委 員：子どもの面倒を見ているということについて，子どもと遊んでいると 
思っている人がたくさんいます。遊んでいるのではなくて，子どもの 
そばで子どもの成長に必要な言葉かけをしたりしているのですが，遊 
べていいなと思っている人がたくさんいます。 
子どもの教育が大切だと思っているのなら，それにお金をかけるとい 
う意識がないといけないのではないかと思います。 
発達障害の子どものについて，発達障害の子どもを早く見つければ見 
つけるほど，その指導の方法で良くなっていくということをもっと皆 
に分かってもらわないといけないし，そうしないと社会も良くならな 



いと思います。 
放課後子ども教室について，子ども教室に通える子どもは幸せな子ど 
もたちだと思います。子ども教室が終わった時に親に迎えに来てもら 
える子どもたちであり，一生懸命子どもたちのためにサポートしよう 
とする大人がいます。この子どもたちの中に将来鈴鹿のためにやって 
いこうという，リーダーシップを取れる子どもたちが育っていってほ 
しいと思います。サポーターの気持ちに応えられる子どもたちに育て 
いってほしいと思います。 

会 長：地域の中で大人が気軽に子どもに声をかけることができない社会情勢 
になってきています。そんな中で放課後子ども教室で子どもと大人が 
気軽に声をかけあえるというのはほほえましく，一昔前の時代のよう 
になれば良いかとも思いますが，なかなか難しい時代でもあると思い 
ます。その中で，鈴鹿市のために，地域のために，困っている人のた 
めになど人のお手伝いができるような優しい心が育っていければ良い 
と思います。 

委 員：子ども教室では，子どもとのふれあいが一番うれしいことです。街角 
で会って声をかけてくれたり，子どもたちに来始めていたころと比べ 
ると成長したことが見受けられたりすることが，ボランティアとして 
のやりがいになっていると思います。 

会 長：やっていて返ってくるものが必ずあり，お金には代えられないものな 
ので，指導員の方も苦労もいとわずやっていただいているのだと思い 
ます。人間の成長を見ていられるというのはありがたいことです。 

委 員：指導員さんたちの働く条件をもう少し考えないと指導員になる人がい 
なくなると思います。どうしたら指導員になってもらえるかというこ 
とを考えていってもらいたいと思います。 

会 長：指導員になっているのは，一般の方が多いのでしょうか。中には，幼 
稚園教諭や保育士の経験者もいるのでしょうか。 

委 員：経験者もいます。生活を支えて行くだけの収入が安定していただけな 
いので，男性の指導員はほとんどいません。 
毎日確実にいてくれる指導員がいた方が良いのですが。 

会 長：子育てに関わったことのない方は，子どもと一緒に遊んでいるのだか 
ら楽なのだろうと感じているでしょうが，実際にやってみると大変な 
ことなのですが，やっていないから分からないという部分は多々ある 
と思います。そう感じている人たちをいかに巻き込んで行くかは，難 
しいことですが，皆で考えていかなければならないことであると思い 
ます。指導員さんたちの処遇をいかにレベルアップしていくか，やる 



気のある方を増やしていくにはどのようにこの事業をすすめていくの 
かが，大きな検討課題だと思います。 

委 員：外国籍の児童を持つ保護者には，放課後児童クラブの説明書きへの理 
解が難しいことがあります。学校と放課後児童クラブと家庭が連携し 
ていくと子育てがうまくいくと思うので，市の通訳などを活用して， 
日本語理解が十分でない保護者にも放課後児童クラブがどういうとこ 
ろなのかを理解してもらうようにすることが重要だと考えます。 

会 長：外国籍の子どもたちに限らず，放課後児童クラブに通っていて，グル 
ープからはじかれたときに行き場が無いので，道からそれていくこと 
が多いです。 
放課後児童クラブへ外国籍の児童がどのくらい通っているのでしょう 
か。 

担当課：何人か在籍はあるようで，会則を理解できずにトラブルがあったとい 
うことは聞いています。今年度はそのようなことが無いよう，学校と 
も連携して，会則を訳していただいて配布していただいているところ 
もあります。 

会 長：放課後児童クラブがどういうところかわからないままいる方もいるの 
ではないでしょうか。外国籍の子どもは日本語を理解するのは早いが， 
保護者は難しいです。外国籍の親が児童クラブが何かを理解できずに， 
加入できずに孤立している可能性は高いのではないか。 

委 員：入学説明会などで放課後児童クラブの説明はなされているのでしょう 
か。 

委 員：入学説明会時に，チラシを配布して説明したり，個別に 2～3月に説明 
したり，もっと早く９月・10月に説明するところもあります。 

委 員：小学校の就学時健診時に行うところもあります。 
委 員：近頃，働く母親が多いので，児童クラブに預けることができるかどう 

かで，パートに出る判断をしているようです。 
委 員：放課後児童クラブに通わせることができる地域に引っ越すという人も 

いました。 
委 員：秋の就学時健診時に放課後児童クラブの指導員に説明をしてもらい， 

見学会も兼ねています。入学説明会で再度チラシを配り，２日くらい 
相談会も設けてもらい，そのくらいで丁度情報が行きわたり，安心し 
て保護者も働きに出ることができるようです。外国籍の方も母親同士 
の情報が少ないので不安感は日本の方よりも強いと思うのでできるだ 
け母語に近いかたちで伝える方が良いのではないかと思います。 

委 員：母親たちは情報が早くて。幼稚園や保育園での情報で放課後児童クラ 



ブを探しているようです。小学校に入学してから児童クラブを探すと 
いう人は少ないのではないでしょうか。 

委 員：外国籍の人たちはまとまりがあるので，一人でも放課後児童クラブに 
入っている人がいれば，情報は入ってくるのではないでしょうか。 

委 員：スペイン語やポルトガル語だけでなく，中国籍などいろいろな国籍の 
人がみえるので，理解してもらうことが難しいと思います。細かいニ 
ュアンスを理解してもらうことは難しいです。 

委 員：日本人同士なら当然のように分かっている内容が，なかなか伝わらな 
いことがあります。学校とタイアップして情報を伝えてもらえる小学 
校区なら良いが，親同士の情報網で対応しているのが現状であり，小 
学校とタイアップしているところはまだまだ少ないだろうと思います。 
放課後児童クラブも入りやすいところや入りにくいところがあると感 
じています。今年度も児童クラブでもう一杯で入れないところもでて 
きているのでしょうか。 

担当課：全て報告はもらっていませんが，施設の広さによって定員は決まって 
います。旭が丘，加佐登，稲生地区で一杯のところがあると聞いてい 
ます。 

委 員：学校から入学説明会の時期などを放課後児童クラブに伝えるなどの連 
携はとれているのでしょうか。 

委 員：行事予定を確認しています。 
会 長：連携の取れているところと取れていないところがあるのではないでし 

ょうか。 
33箇所の全ての放課後児童クラブが連盟に加盟して市と連携していけ 
ると良いと思いますが，全ての児童クラブの代表が介する機会はある 
のでしょうか。 

担当課：年２回の研修会のうち１回に指導員が集まる機会があります。 
会 長：子ども教室について，現在４ヶ所開級しているが，来年度５カ所目の 

設置に向けて動いていくのでしょうか，現状の教室のレベルを上げる 
ことに重点を置いていくのでしょうか。 

担当課：本年度も国の動向が不透明であるとはいえ，地元説明会までで開設は 
できませんでした。来年度は１教室開設で予算が確定していますので， 
早い段階から準備を進めて１箇所増設を考えています。職員体制から 
すると負担とはなるが，１箇所の増設に向けて動いていく考えです。 

会 長：市の担当者が各教室をフォローしていただけるとボランティアの方も 
安心して活動ができると思うので，大変であろうがよろしくお願いし 
たいと思います。 



全般的な来年度に向けての意見などありましたら。 
来年度キッズ白子の人数は，どのような予定でしょうか。今年度とほ 
ぼ同数でしょうか。 

委 員：今年と同数程度ではないかと思います。参加児童の制限を設けるのは 
難しいと考えます。 

委 員：ホールと和室で 56人は窮屈だと思います。 
会 長：明生クラブでは宿題が行われているが，キッズ白子でも要望などはあ 

るのでしょうか。 
委 員：宿題をやりたいという子もいるので，宿題もすることがあります。 

キッズ白子では，50名程の児童のうち宿題をするのは 10～15名くら 
いです。 

会 長：児童クラブでは，宿題はどうでしょうか。 
委 員：だいたいどこの児童クラブでも低学年のうちは責任をもってみますが， 

３年生以上は本人に任せており，家でする子もいます。外国籍の子ど 
もも含めて親が家で子どもの宿題をみるのは大変だと思います。 

委 員：放課後児童クラブの設置場所はどのように探しているのでしょうか。 
自治会などに頼むのでしょうか。 

会 長：場所の選定はどのようにしているのでしょうか。 
担当課：運営上の協力をいただくということもあり，自治会に相談するのが一 

番近道です。加佐登は学校に近い場所ですが非常に狭いです。当初は 
かなり希望者が多かったですが，相談する中で参加者が減り今の狭い 
場所で決まりましたが，スタートしたら希望者が増えてくるなど，場 
所の選定は自治会にとっても難しいところであります。いろいろ問題 
はあるが，自治会を頼りにしています。 

会 長：当初は放課後児童クラブへの入所に迷われる親も，児童クラブができ 
て通っている子をみると，気持が変わられる方もいるので，そこで受 
入れができる児童クラブならいいが，キャパシティの問題で受入れが 
難しいところもあるのでしょう。 
鈴鹿市では放課後児童クラブの数も充実してきているのではないかと 
思いますので，あとは指導員の処遇やレベルアップなどを含めて検討 
していただくといいのではないかと思います。 
来年度はさらに１クラブ増えるようですので。放課後児童クラブに入 
れない地区は例年偏っているということも聞きますので，もう少しキ 
ャパシティが増えればいいのではないかと思います。 
放課後児童クラブに入れる基準というのはあるのでしょうか。 

委 員：児童クラブによって違うと思いますが，自身が知っているところでは 



特にありません。親が働いていないといけないという基準もありませ 
ん。 

会 長：定員で断られる児童クラブというのは，実際に親が働いていて困って 
いても入れないという可能性もあるということですね。 

委 員：転勤してきてどうしても児童クラブへ通わせたいという方もいるでし 
ょうが，場所によっては途中入所も受け入れられないほど一杯の児童 
クラブもあります。 

会 長：放課後児童クラブの次年度の募集時期を合わせるということは難しい 
のでしょうね。 

委 員：各放課後児童クラブの運営面を考えると，人数の厳しい児童クラブは 
早めに人数を把握したいだろうし，指導員の人数もあるでしょうし。 
その点大きい児童クラブは，余裕があるのかもしれません。ぎりぎり 
まで入れていただけると良いのですが。 

会 長：小学校と放課後児童クラブとの連携が図られているところというのは 
多いのでしょうか。 

委 員：全体の状況は聞いたことがありませんが，連携は本当に必要で大事な 
ことだと思います。特に夏休みなど長い期間預かってもらっているの 
で生活のルールが学校と同じでないといけないだろうし，学校の体育 
館を使ってもらっていることもあり時々担任の教師が見に行くことも 
あります。 

会 長：担任の先生が少しでも見に来ていただくと子どもたちもちがうでしょ 
う。 

委 員：学校によって違いがあります。 
   連携という意味では，春に放課後児童クラブの運営委員会の新しい役 

員が決まり学校へあいさつには行っていると思います。 
委 員：運営委員に学校サイドが入れてもらっています。 
委 員：自治会の役員に入ってもらっているところもありますし，父母だけで 

やっているところもあります。 
会 長：子どもを取り巻く環境がすごく変わってきていますので，放課後児童 

クラブや地域，子ども教室などをより活用して皆で子どもたちを見守 
ることができるといいと思います。 

委 員：放課後児童クラブの運営委員への参加について児童クラブから学校へ 
働きかけてもらった方が良いと思います。学校と家庭の中間地点にあ 
り大事な時間を過ごす場所ですので，学校としても知っておく必要な 
点が多いと思います。子ども同士のトラブルなどで連携を取る必要が 
あると思います。 



会 長：放課後児童クラブが一同に会する集まりで話ができるとよいのですが。 
   他に何かありましたら。 
   今年度の反省の部分でいうと，現場を今年度１度見せてもらったこと 

は，良い認識ができましたので，是非来年度も実施していただくと良 
いのではないかと思いますので，よろしくお願いしたいと思います。 
他になければこれで第４回会議を終了いたします。 

 
４閉会あいさつ 
生涯学習課長 


