
 

 

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 23 年 6 月 1 日（水）10:00～11:15 

場 所 鈴鹿市役所 1２階１２０５会議室 

 

出席者  
 委 員 
鎌田秀一委員 下岡里美委員 林佳代子委員 細井早苗委員 

  森喜代造委員  
（欠席：浅野瑞代委員） 
 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 
事務局 
  幸田文化振興部長 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 松浦生涯学習課主幹 岸生涯学習課副主幹 

 

１ 委嘱書交付 

   （代表して鎌田秀一委員に読み上げ交付） 
 

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 
行政側自己紹介 

 

４ 会長選出 

 事務局：本委員会の会長でございますが，委員会運営要領では，委員の互選によ 
り選出するものとされておりますが，いかが，お取り計らいさせていた 
だきましょうか。 

  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：ありがとうございます。それでは，本委員会会長を鎌田秀一委員にお願 
いいたしたいと存じますが，御異議ございませんでしょうか。 

  各委員：異議なし 
  事務局：それでは，鎌田秀一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,会長よろしくお願い申し上げます。 
  会 長：それでは，議事に入ります前に当委員会の議事運営等に関して，事務局

から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たく，

委員の皆様にお諮りいたします。 
  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 
会 長：それでは，議事録は概要版にて作成することでお願いします。 

それでは，続きまして議事に入ります。 

 

５ 議 事 

（１）運営委員会・放課後子どもプランについて 

会 長： 議事１につきまして，「鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会」は，ど 

のような目的で設置され，私たちはこの委員会で何を協議していけば良 

いのか，また，「放課後子どもプラン」について事務局から説明をお願 
いします。 

事務局：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 

て御説明申し上げます。運営委員会要領の中ほど以下を御覧ください。 

本運営委員会の設置目的といたしましては，子どもたちが地域社会の中 

で，心豊かで，健やかに育まれるよう，放課後子ども教室及び放課後児 

童クラブに係る事業計画，運営方法等を検討し，放課後対策事業の適正 

な運営に資するものであります。 

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への御意見を 
いただくとともに，子ども教室と児童クラブの連携方策等について，さ 
らに安全管理の方策や広報活動の方策等への御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，承認の一つの判断材料と 



 

 

なりますので，そういった点でも御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小学校区に 4カ所で開 
級し，「放課後児童クラブ」を 27小学校区に 34カ所設置し，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。  
委員の皆様におかれましては，それぞれの御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御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：ただ今事務局から会議の目的としまして，放課後子ども教室や放課後児 
童クラブを含む放課後対策事業についての運営方法等の検討をしてい 
くということがありました。これが会議の目的ということで整理してお 
きたいと思います。また放課後子どもプランでは，大きく分けて教育部 
局の放課後子ども教室，民生部局の放課後児童クラブの二つを基本の柱 
にして放課後対策を行っています，それの中身に関していろいろ検討， 
意見を述べてほしいと説明がありました。それでよろしいでしょうか。 

事務局：はい。 
会 長：このことについて何か御意見はありませんか。 

それでは，御意見がございませんので，議事２の「本年度事業の概要に 
ついて」に移ります。放課後子ども教室と放課後児童クラブにつきまし 
て説明していただき，その後まとめて質疑応答をさせていただきますの 
で，事務局よろしくお願いします。 

  （２）本年度事業の概要説明 
 ①本年度の放課後子ども教室について 
事務局：平成２３年度，鈴鹿市における「放課後子ども教室」への取り組みに関 

して説明させていただきます。資料１を御覧ください。 
「放課後子ども教室」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。 
２３年度におきましては，昨年度に引き続き市内４カ所で開級いたしま 
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カ所であります。 
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」で，活動につきましては，資料のとおり隔週で活動する「明生ク 
ラブ」と週１回活動する他の３教室となっております。 
現時点では，５月２７日(金)に「清和のもり」が開級いたしております。 
本日「明生クラブ」と「郡山子ども教室」が開級し，「キッズ白子」も 
３日(金)に開級を予定しております。 
それぞれの教室の運営は，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まして，本年度 4月 11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，運営について話合いをい 
たしました。 
各教室の活動内容は，コーディネーターが参加児童と活動場所，安全管 
理員数等の実情を考えて立案し，年間２０回から４０回の開催を計画し 
ていきます。 
また，安全管理員の打合せについても，全ての教室で実施しました。こ 
の打合せ会では，子どもたちが「安全に安心して活動ができる」ことを 
第一と考え，安全管理員の役割や目的，仕事内容，危機管理等について 
確認し，活動内容の検討や役割分担を行いました。どの教室も，コーデ 
ィネーターと安全管理員の活発な話合いが行われ，ボランティアの方々 
の教室運営に対する意識の高さを感じることができました。この事業も 
５年目を迎え，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 
浸透してきているように感じます。 
続きまして，今年度の申込み児童数について説明をさせていただきます。  
４つの学校の申込み対象児童，８３３名中１４８名，約１８％の申込み 
がありました。 
内訳で言いますと，１年生から３年生までは，６５９名中１４３名， 
２２％の申込みになります。 
明生小だけは高学年も募集していますが，４年生から６年生までの申し 
込みは５％に満たない結果となりました。 
学校により参加人数の増減はございますが，全体としては昨年度とほぼ 



 

 

同じパーセンテージの申込数となっております。 
次に継続児童を全体的に見ていくと，１年生から２年生への継続割合が 
最も高く，教室によってばらつきはありますが，平均で４３％の児童が 
次年度も子ども教室に参加しています。 
また，２年生から３年生への継続率は，平均で２８％です。 
３年生は，新規の参加児童数が１・２年生より少なくなり，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。 
最後に，放課後子ども教室の今後の課題について申し上げます。 
まずは，活動していただくボランティアの確保がございます。 
この事業は，地域の方にコーディネーター，安全管理員として協力をい 
ただくことで成り立っている事業であります。現在，どの教室もボラン 
ティアが減少傾向にあるため，いろいろな方策でボランティアの確保に 
努めていきたいと考えております。 
また，新規子ども教室開級についての課題もあります。 
毎年一教室の増設をめざしておりますが，活動場所やボランティアの問 
題がある他，地域によってはすでに充実した子ども育成活動が行われて 
いる等，教室のニーズが低いところもあるのが現状です。 

     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，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，それぞれの課題に対処していきたいと考えておりま 
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：私からは鈴鹿市内の放課後児童クラブ（以下学童）の状況と，今年度の 

取組みについて説明します。 
      まず，市内の学童といいますと，昭和 54年に初めて石薬師地区に金太 

郎学童保育所が誕生し，以降，今年度 4月に開設した鈴西小学校区放課 
後児童クラブ「しいの実」を加えると，現在 34カ所の学童が整備され 
ています。鈴鹿市の学童保育は小学生の子どもたちが年間平均で 282日， 
約 1700時間以上も過ごす家庭に代わる毎日の生活の場となっています。 



 

 

資料１を御覧ください。学童の運営主体ですが，建物と土地は鈴鹿市， 
運営を保護者等自分たちが担う公設民営の学童が 18カ所あります。ま 
た，建物と土地の確保から，運営も自分たちで行っている民設民営の学 
童が 16カ所あります。学童の運営については，保護者からの保育料と 
国・県・市からの補助金によって運営されています。補助については， 
登録児童数，開設日数，開設時間，障害児童の受入れなどによって補助 
額が決定します。 
続きまして資料 2を御覧ください。各学童の小学 1年生から 6年生まで 
の内訳となっています。子どもの数は減少しても学童を利用する児童数 
は年々増え，平成 22年度が 1234名，今年度（4月登録）は 1347名と 
113名の増となっております。理由として，核家族の増加，経済情勢の 
不安により働く親が増えてきたことが挙げられますが，学童保育所とい 
うのものが，保護者や世間一般的にも安心して子どもが生活できる第二 
の家庭として受け入れられ，その良さが広く浸透してきたことも理由で 
はないでしょうか。 

      それでは，今年度の実施状況について説明申し上げます。市内には，ま 
だ学童が設置されていない校区が 3カ所あります。庄内・天名・合川地 
区です。昨年度，鈴西小学校区に，地域の方，小学校，保護者等たくさ 
んの方の協力をいただき，深溝町民会館に学童を設置することができま 
した。庄内小学校区も今年 4月を目標に設置を進めましたが，ニーズは 
あるものの，施設場所の選定には至りませんでした。今年度も引き続き， 
場所の選定に努めていきます。また，天名・合川地区については，以前 
実施しましたアンケートなどから，学童の設置基準である 10名以上の 
登録児童数の確保にはいたらず，また将来の児童数を考慮し，設置には 
至っていません。 
続いて施設整備面ですが，今までも放課後こどもプランの会議の中で報 
告してまいりましたとおり，箕田学童保育所につきましては，耐震補強 
ができないほど施設が老朽化し，建て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，昨年度，補助申請を行いました。 
しかし，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，本調査の実施が必要となりました。このため補 
助申請を取り下げ，着工時期を延期することになりました。今年度は， 
予算がつく前提ではありますが，移転先の地質調査，建物設計を行い， 
再度補助申請を行います。 
市内にはたくさんの学童が整備されましたが，現在抱える問題として， 
施設の老朽化，指導員の確保・向上が挙げられます。保護者や子どもた 



 

 

ち，指導員が安心して学童の生活を送れるよう，指導員の質を高め，確 
保していきたいと思います。毎年，指導員を対象に研修を 2回実施しま 
すが，できれば 1回は，講義形式の研修ではなく，座談会形式で，今抱 
えている問題を話合い，共有しあえるような研修を実施することで，学 
童や指導員同士のつながりを深めていただきたいと考えています。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り組みを行っ 
ている学童や，安全・衛生に気を配りながら環境を整えている学童等と 
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，学童同 
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。 

会 長：以上，概要説明をいただきました。ここで質疑に移りたいと思います。 
質問や意見等がありましたら，お願いします。 

委 員：放課後子ども教室について，小学４．５．６年生について趣味などで参 
加が困難という話がありましたが，開設時間にも問題があるのではない 
でしょうか。この開設時間には，４～６年生の児童は参加できないでは 
ないでしょうか。それが一番の問題だと思っています。その辺りの認識 
が足りないのではないでしょうか。 
地域社会の中で子どもたちがという説明がありましたが，今の放課後子 
ども教室に一番足りないところは，地域に根ざせないところです。コー 
ディネーターの役割も大変だと聞いており，長く続かないのではないで 
しょうか。本当に地域に根ざす，地域の方に協力してもらえる形にして 
いかないとこの事業は続けていかないのではないでしょうか。 
いつまでも生涯学習課の職員が出て行かなければならないというので 
はなくて，地域の人たちでやっていただくようにしてほしいと思います。 
部長のあいさつの中で文部科学省では週末も，と言っているのですから， 
放課後子ども教室だけではなくて，週末に地域でいろいろやっていると 
ころがあるので，そことうまく連携していけば，もっと開けて，もっと 
自然体に拡がっていけるのではないかと思います。 

事務局：放課後子ども教室は，平成 19年度に３教室設置し，20年度に 1教室増 
設し，それ以降は 4教室のまま現在に至っていますが，何が課題なのか 
と振り返ると，委員の意見のとおりであり，担当者も切に感じていると 
ころです。 
昨年度，この場でも国の方針が変更されるかもしれないと説明させてい 
ただきましたが，補助の方針が不安定なところがある中で本年度は引き 
続き国と県で 3分の２補助事業として継続していますが，国の方針が変 
わったときにこの事業が続けられるのか考えていく中で，今のやり方だ 



 

 

けではおそらく難しいであろうということも認識しております。今年の 
大きな課題として，地域の中のいろいろな団体との連携や，鈴鹿型の放 
課後子ども教室としてどのような姿が一番いいのか，今公民館を拠点に 
活動していますが，公民館を主体としたやり方もあるのではないかなど， 
担当者間で意見を出して検討しており，この委員会の中でも意見をいた 
だきながら整理していきたいと思っておりますので，具体化した段階で 
意見をいただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

会 長：開設時間についてはどうですか。 
事務局：今現在，明生小学校は６年生まで対象に募集しており，その他の学校は 

2年生あるいは 3年生までの募集です。高学年は時間的に非常に難しい 
です。1週間の校時から考えると水曜日は 5限で帰りとなるところが多 
く，一斉下校しているところが多いので，高学年の参加も可能となって 
きますが，金曜日開催となると 4～6年生の参加はほぼ無理となるので， 
開催日や募集の仕方について今後検討をしていきたいと思います。 

会 長：先ほど課長から出た鈴鹿市のスタイルを考えていくのであれば，委員か 
ら出た意見は現場に近いものだと思いますので，できればそれをベース 
に 1～6年生まで参加できるような時間帯を，また地域社会に根ざした 
と言うことであれば，各種団体以外にも時間に余裕があり元気なお年寄 
りなども含めて幅広く考え，総合的な形のものを考えていただければ， 
と思います。 

事務局：放課後子ども教室は，保護者が家庭にいる方が対象です。低学年と高学 
年では感じることは変わってきますので，魅力ある子ども教室，高学年 
も行ってみたくなるような教室となると行政も考えていかなければな 
りません。必ずしも放課後だけに限らず週末などに行うことも課題とし 
て考えていきたいと思います。 

委 員：放課後児童クラブの職員の確保というのは，ある程度行政で確保しても 
らえるのでしょうか，各クラブで確保するのでしょうか。 

担当課：児童クラブの中で探してもらうことには限界があります。地域の方たち 
の中で先生を選出していただくのが一番いいのですが，なかなか難しい 
ところもあります。今年開設した鈴西小学校区の「しいの実」について 
地域で指導員を探すのは難しい部分がありました。 
広報すずかで募集をしたり，それでも集まらなかった場合は，市で相談 
を受けて対応しています。 

委 員：児童クラブでは，老朽化の建物が多いということですが，耐震の費用に 
ついて説明願います。 

担当課：資料の中で，放課後児童クラブで民家を利用しているところは，箕田， 



 

 

玉垣，加佐登の 3カ所です。箕田はかなり古い建物であり要望が出てい 
ますが，耐震の補強などに国の補助などは無いので，民設から公設に変 
えて公が責任を持って建てていくということになります。加佐登も耐震 
が問題となったので，ある程度の耐震をして開設しました。耐震に関し 
ては民家がネックになっています。 

委 員：放課後児童クラブについては，がんばっていただいて数も増やしてもら 
っていますが，指導員の質の向上は難しいことだと思います。このたび 
の震災では最終的にそこにいる個人の判断で何人かの子どもたちの命 
が救われるか救われないかと言う状況があり，指導員自身も身の引締ま 
る思いがあったと思うのですが，やはり指導員の数の確保と質の向上を 
常々やっていってほしいと思います。 
開設時間について，民営だからそれぞれ違うのかもしれませんが，各児 
童クラブによって時間がまちまちなのは利用者に不安を感じさせるの 
ではないかと思います。料金についても多少のことは仕方がないと親も 
分かっているとは思いますが，できれば，開設時間や保育料金などの一 
定化のようなことをお願いしていきたい。 

担当課：指導員の資質向上は常々思っており，研修をする中で向上を図っていま 
す。苦情があれば指導員に話をしながら資質向上につなげるよう努力し 
ています。開設時間については，それぞれの学童で運営してもらってい 
る中で，ニーズが多ければ開設時間を拡げていくことも必要ではないか 
と考えます。 
それぞれの学童の運営委員会の中で協議していただき，年 1回の監査で 
事情を聞かせてもらって，永くニーズを受けとめるような学童にしてほ 
しいと申し上げておりますし，資質の向上についても申し上げています。 
料金については，各学童で行う内容が違うので一律というのはなかなか 
難しいと思いますが，現在平均が 1万円くらいであるであるので，平均 
値に近い数字になるよう検討していっていただきたいと考えています。 

委 員：課題として，放課後児童クラブの指導員の確保や施設の老朽化という意 
見をいただきましたが，最近子どもがどんどん増えてきたことで地域と 
の関わりが難しくなってきているという意見を聞くことがあります。 
例えば，今までなら 10人，20人が学童の近くの公園で遊んでいてもそ 
れほど目立たなかったのですが，100人，120人となれば自分たちの施 
設の中で過ごしている部分ではいいのですが，学校のグランドとか近所 
の公園で遊ぶとなればいろいろな意見があると思います。 
地域との連携に向けて広報に載せてもらっているが，自治会との関わり 
などで行政も対応を取っていただきたいと思います。 



 

 

担当課：学童を開設していただく中で，地元理解は欠かせないので，地元の理解 
を取り付けてほしいと考えています。放課後子ども教室との関わりをつ 
くっていくと地域に根ざした学童となるのではないかと考えます。学童 
によっては，放課後子ども教室を利用して地域に溶け込んでいるところ 
もあるので，そういう連携を行政としても展開していく必要があるので 
はないかと考えています。 

委 員：自治会の会長さんの中には，学童保育に公設民営や民設民営があること 
も知らずに，個人の先生がやっているという感覚でいる人もいます。運 
営委員には学校長や自治会の方に入ってもらっているにも関わらず，あ 
まり浸透しないところもありますので，学童自身が努力しないといけな 
いのだが，もっと分かり易い工夫があればと思っています。 

会 長：もっと，学童の認知というか，ＰＲを市の方でしていただければ，だい 
ぶ違うのかなと思います。 

担当課：ＰＲに努めたいと思います。 
委 員：学童が増える要素はあるのでしょうか。 
担当課：原則は，1小学校区に一つであり，現在そのような形で進めてきていま 

す。 
例外的に地域の範囲が広い中で 2つというところもあります。やはり１ 
学校区に一つ設置し，人数が増えてきたら分設という形で拡げていただ 
くのが理想的であると思います。 
一つの小学校区でいくつもとなると大変な数になってしまうので，それ 
は避けたいと思います。 

会 長：今の関連として，私たちの私立保育園連盟に関してもここには載っては 
いませんが，自主活動として各園自主運営という形で開いています。 

担当課：潜在的にある中で，保育連盟さんが支援をしていただいて自主的にお願 
いしています。そこの卒園者をみていただくということで助かっていま 
す。今後とも御協力をお願いいたします。 

委 員：もう随分前になるが，郡山のクラブが開校した時に子ども二人が喜んで 
子どもクラブに参加させてもらいました。今の話で時間的な問題もある 
と思うし，もちろん内容もあります。郡山の保護者からは，行きたい高 
学年の子もいるが，申込みを断られてしまったという話を数年前に聞い 
たことがあり，それはどうなのかなと思いました。 
わたしはコーディネーターの方も知っていますが，その方たちがものす 
ごく苦労されてみえることも良く分かっています。その方が言われたこ 
とは，１年生の子が遊ぶのと５・６年生の子が遊ぶのでは，遊ぶ内容が 
違ってくるので難しいので，高学年の子には我慢してもらうしかないと 



 

 

いうことでした。しかし，一つの目的として楽しくないかもしれないが， 
上の子が下の子を面倒みる，教えていくということはすごくいい機会で 
あると思い参加させていました。参加している子の中には下の子に慕わ 
れることで喜んで通うという子もいましたので，高学年の募集をしない 
というのは，運営するなかで大変だということも分かるのだが，どうな 
のかなと感じました。 
確かにつまらないから行きたくないという意見を言う子どももいまし 
たが，行って楽しい部分もあったにもかかわらず，次の学年からプツっ 
と切られてしまった。その子たちの中で何人か辛い思いをしていた子を 
みていたので，それはどうなのかなと思いました。 
ボランティアをやっている方に意見は言いましたが，内容が違うのでと 
いうことだった。応募が無ければいいとして，募集だけはしてほしいと 
いう要望は保護者側の意見としてあります。 
郡山子ども教室が開級した当時の人数は，高学年がかなり多くて低学年 
もかなり多かったので抽選といううわさも流れましたが，今現在この人 
数をみて，私たちの子どもたちが通っていた時の人数よりすごく減って 
いると思います。それであれば高学年の子も行って，面倒をみるという 
ことではありませんが，つながりの機会をこういうところでもたせるの 
もいいことではないかと思うのですが。 

事務局：委員の御意見はごもっともだと思います。異年齢の子どもたちが経験・ 
体験を通して上の子が下の子を補佐するなど，子ども教室の一つの魅力 
であり，学校とは違う，異年齢間の子どもたちが経験によって成長して 
いくというのが大きな一つのポイントであります。今年度は既に募集を 
行って進めていますので，コーディネーターや地域の方々と話合いの場 
を持って次年度に向けては検討していきたいと思います。今日の御意見 
はしっかり受け止めさせていただきます。今年度については保険等の問 
題で追加となると厳しいところがありますので。 

委 員：私もお世話になっていたので保険等の問題は分かります。 
高学年の子が遊ぶ場がなかなか無いので，そういうところで何かあって 
もいいのではないかと思います。 

事務局：教室そのもののＰＲ不足というか，教室そのものがどんなものなのかと 
いうＰＲが足りない部分もあります。地域の皆さんに御協力いただいて 
成り立つ事業であり，教室の魅力を地域の皆さんにもっと発信して，地 
域の人々と子どもたちが関わる中で成長していくという説明も含め，も     

う少しＰＲのやり方を考えていく必要があると思っています。 
委 員：残念だなと思うのは，子どもサポート等は子どもを遊ばす道具やマニ 



 

 

ュアルをいっぱい持っており，子ども若者育成財団なども子どもたちの 
遊ばせ方の資料をいっぱい持っていますが，そういうものを活用しきれ 
ていないということです。 
だから，放課後子ども教室もいろんなところに間口を広げて,いろんなア 
イデアをくださいと言った方がコーディネーターの人も楽だし，せっか 
く児童クラブがあるのだからお互いに協力し合えるところは協力し合 
って，足りないところは補佐し合うということをした方が両方にとって 
いいのではないかと思います。 

事務局：先ほども，子育て支援課長から連携ということを言ってもらいましたが， 
まさにそういうことだと思いますので，文部科学省と厚生労働省という 
国の機関は違いますが連携は取れると思いますので，本年度はその辺り 
も担当部局でしっかりと連携を図っていきたいと考えています。 

会 長：他に意見はありませんか。 
放課後子ども教室に関しては，開設時間，地域との関係，また週末のこ 
と，学年に関すること，また総合的に放課後児童クラブとの連携につい 
てのことも出ていました。 
また，放課後児童クラブに関しては，指導員の質の向上と確保，建物の 
老朽化の件に関して，またＰＲについてもどういうふうにしていくのか 
ということも挙がっていたと思います。 
他に意見はよろしいでしょうか。 
それでは，長きに渡りまして熱心なご議論ありがとうございました。放 
課後子どもプランにつきましては，先ほども挙げました課題が多くある 
と思います。今後もこのような意見をどんどん出し合い，検討していき 
たい思います。そして今日出た意見に関しまして市の部局からはどのよ 
うな形で進んでいっているのか，その辺りの経過もぜひ聞いていきたい 
と思います。議論の必要が今後もあると思います。 
委員の皆様には議事進行についてご協力いただきましてありがとうご 
ざいました。 
これにて，本日の議事は終了いたします。 

 
６ 事務連絡 

 

７ 閉会あいさつ（生涯学習課長） 


