
 

 

鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会第２回会議 議事録（概要版） 

 

 

日 時 平成 23 年 9 月 30 日（金）15:00～16:45 

場 所 白子公民館 １階会議室 
①愛宕小学校区放課後児童クラブ「あおぞら」 

    ②放課後子ども教室「キッズ白子」 
                 の視察後に開催 

                  
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 

  浅野瑞代委員 （森喜代造委員は，①事業視察後退席） 
 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 木村青少年課副参事 
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  

 

１ キッズ白子の活動について 

  事務局：活動内容の概略説明 
 

２ 意見交換（放課後子ども教室及び放課後児童クラブの活動等について） 

会 長：皆さんご苦労様です。先ほど，愛宕小学校区の放課後児童クラブ（学童）「あ 
おぞら」と，今，白子の子ども教室を見学させてもらいました。皆さんで考

えられたこと感じられた意見を出していただきたいと思います。 
委 員：自分の子どもは児童クラブにも参加したことがなかったので，あまり児童ク 

ラブのイメージは分かりませんが，子どもの友達の迎えなどで，郡山の児童

クラブに顔を出す機会はありました。 
一つ感じたことは，当時の郡山小学校区の児童クラブのサンキッズは，混雑 
していて夏の暑い中も冷暖房もかかっていないイメージでしたが，今は二つ

に分散化されて，子どもたちも過ごしやすい環境になってきて，いいことな

んだろうと思いました。当時いろいろなところから，児童クラブの保育料が

クラブによってまちまちというのもどうしてだろう，と保護者の間でも話題

になっていて，白子や神戸，旭が丘の知り合いからすると郡山は料金が安く，



 

 

どうして郡山はそのような値段でできるのだろうということは聞いたことが

ありましたが，今は徐々に中立化されているということで，いい方向に向か

っているんだなと感じました。 
会 長：環境に関しては，いろいろお聞きしても，７１人を超えたら二つに分けなく 

てはいけないとか，皆さんから出ていた意見を行政の方が手立てをしたのだ

ろうと思いますが，行政として人件費等のばらつきなどが均一化してきたと

いうことですが，環境面も含めて動きがあれば説明いただきたいのですが。 
担当課：児童クラブに関しては，昭和 54年に第１号が石薬師にでき，その後徐々に 

公設民営で設置され，平成 17・18年ごろに急に増えました。人数が非常に多
くなった 17・18年度の２年間で７つの民設民営の児童クラブが設置されまし
た。ニーズが急に高まった中で，保育料はまちまちであったり，環境面も充

実しなくてはならないとか，かなり国を挙げて運営費に関しても充実するか

たちですすんで来ました。今後もいろいろな面で充実をしていきたいと思っ

ています。 
まだ，天名，合川，庄内の３学校区ではできていませんが，要望もあります

ので何とか設立に向けて動きたいと思っています。 
委 員：学童クラブの環境がよくなったとおっしゃられましたが，環境だけでなく指 

導員さんの質なども以前と違ってきています。そして，今日見ていた本読み

カードも子どもに本を読んだら，指導員の人が書いてくれていて，たぶん親

御さんのニーズがあって実現できてきているのだろうと思いました。環境だ

けでなくて中身的にも以前と違って質が上がってきているのがすごくよくわ

かってうれしかったです。その反面，建物の天井が低いと圧迫感があります。

お金のこともありますが，将来的にはもう少し環境のいいところを，と声を

上げていきたいと思いました。 
白子の子ども教室を観させてもらって思ったのは，絵を描かせているときに 
指導とかいろいろなことに関して思うことがありまして，ここは何をするた

めに，どういうことを狙いにしているのか，楽しい居場所としてここを運営

しているのかなと思いました。それと親のニーズを感じない，といいますか，

例えば，子ども教室は，夏休みになったら子どもが来ない。運動会の準備な

どで送り迎えが大変だったら来ない。一方で，放課後児童クラブは親のニー

ズが一杯あって，要求があって，それに応えようとしてどんどん良くなって

います。放課後子ども教室は，親のニーズを感じられないということがあり

ますので，子ども教室をどういう目的でどういう活動で１時間半の時間を過

ごしたいと思っているのかをお聞きしたいと思います。キッズ白子の１時間

半の活動の中で子どもたちにどういう時間の過ごし方をさせたいと思って活

動をしているのか，ただ楽しい場所だけでいいのですか。 



 

 

会 長：私も初めて委員に選ばれて，子ども教室を見せていただくのは初めてですが， 
この事業は，国の施策であるというのが大きな根本にあると思います。それ

も踏まえたうえで，どうしてこのような事業ができてきて，鈴鹿市としてど

のような目的をもって開設しているのかを具体的に話していただきたいと思

います。 
事務局：放課後子ども教室は文部科学省の所管であり，児童クラブは厚生労働省の所 

管です。子ども教室の方は放課後の子どもたちの安全安心な居場所として設

けられました。児童クラブは，保護者の方が働いているなどで家庭に居られ

ない子どもが対象であり，放課後子ども教室は，それに関わらず全ての子ど

もを対象にするという考えで，国が放課後子どもプランをスタートさせまし

た。また，子ども教室は，地域住民との交流というところがポイントになっ

ています。先の児童クラブの方は，お母さん方とよく似た年代で，指導員の

方が皆さん若いと思いますし，こちらの方は年配の方々で，中には男性の方

もいらっしゃって，地域の皆さんとの交流というところにポイントがありま

す。そして，体験としていろいろな昔遊びなどを人生の大先輩である皆さん

によって，お父さんお母さんでは得られない経験を子どもたちにも経験させ

ていただくというところです。また，子ども教室は，異年齢間の交流という

場でもあります。ここ（白子）は，１年生から３年生が対象ですが，なかな

か異年齢間で遊ぶことができない中で，異年齢間で遊べるというところもあ

ります。地域の皆さんとの交流，体験，遊びというところが大きなポイント

です。安全安心な放課後の子どもの居場所づくりといったところは児童クラ

ブも同じでありますが，地域交流，地域の中で子どもたちが育っていく，と

いう点をポイントにしているのが子ども教室であろうと思います。家に保護

者がいない子どもたちも児童クラブと同じように居場所があってもいいので

はないか，という意見の中で生まれてきたのが子ども教室でもあります。 
事務局：今，委員の方から親のニーズという話がありましたが，保護者へのニーズ調 

査的なものは行っていません。 
委 員：確かにお年寄りとの交流も素晴らしいと思いますが，自分が親としたら，こ 

の１時間半の間にこの子たちは何を学ばせていただけるのかと考えたとき 

に，暖かくていいものもたくさんあるのですが，きちんとしたこういうもの

を，というものが見えてきません。ここに書いてある楽しい場所だけで終わ

ってしまうと，親御さんたちも欲が出てくると思います。児童クラブのよう

に，最初はあずかってもらうだけでうれしい，と言っていたお母さん方から，

ついでに勉強をみてもらえるとうれしい，という意見が出てくる。子ども教

室に参加している子どもの親御さんたちが果たしてこれでいいと思っている

のか，さらにこうして欲しいという声が上がってくると思います。折角これ



 

 

だけのサポーターがいるのであれば，中身だとか，これはどうあるべきか，

ということを一度考えてもらった方がいいのではないでしょうか。参加児童

がもっと増えて困るということになるかもしれませんが，何を学ぶのかを明

らかにしておいた方がいいのではないかと思いました。 
事務局：メインは地域の皆さんとの交流であります。今の子どもさんたちは地域の方 

と遊ぶこともほとんど無いし，近所にどんな子どもが住んでいるのか，おじ

いさんおばあさんも分からない。そんな中で，子ども教室に参加することで

道で会ってもあいさつができるようになる子もいます。委員が言われるよう

に，おそらく親が見たときに「あんなお絵描きの仕方は」と感じる方もみえ

ると思いますが，それは一つの子ども教室の課題とさせていただいて，現状

では，地域の中の交流，子どもを預かる中で安全安心もふまえて地域住民と

の交流というところを実施する取り組みとしてこれまでもやってきています。

地域のボランティアさんが賛同して参加していただかないと，この事業が成

り立たないというところがあります。 
委 員：先ほどの児童クラブでは一つ茶卓が置いてあって，そこに座っている子ども 

たちが大変ほのぼのとして良かったと思いました。だから，ここに来ている

お年寄りの人たちも御座が敷いてあって茶卓がいくつかあって，皆で一斉に

お絵描きしましょうということではなくて，そこにお年寄りがいて，子ども

たちがいて，ここで何かしようよということで，決められたものではなくて，

交流の場をもつという方が，もしかしたら一人一人のお年寄りが持っている

ものを伝えることができるのではないか，暖かい交流ができるのではないか

と思います。決められた中でこれをしなきゃいけないといって，担当の方た

ちが，一生懸命背伸びしながら絵を描かせるよりは，もっと柔軟な頭で温か

いものを行った方がいいのではないでしょうか，そうでないと続いていかな

いのではないかと思います。 
事務局：他の教室ですと，今日はこれこれのメニューがあって，好きな所へ行ってや 

りましょうという教室の方が多いと思います。 
事務局：キッズ白子は，今日はああいう内容の活動ですが，活動内容の中に自由遊び 

というのがありますが，これは本当に自由にいろいろな所にお手玉するとこ

ろがあったり，囲碁してもいいし，将棋をしてもいいというように，公民館

のホールや会議室を全部使って，子どもたちが自由にそこに行って，そこに

みえるボランティアさんと一緒に遊ぶ活動も白子では行っています。講師に

来てもらって交流する場合もあり，毎回やっている内容は大きく変わるので，

他の教室も同じですが安全管理員が意見を出し合ってこんな風にしたい，と

いうことでやってもらっています。時には宿題をみようか，というところも

ありますし，それぞれのオリジナリティ，個性でやってもらうところもあり



 

 

ます。地域の子どもは地域で守るという意識で考えると，非常に子どもとボ

ランティアさんたちのつながりは近いです。以前お兄ちゃんが参加していた

子には「お兄ちゃん元気？お兄ちゃんの時はこんなんやったな」と話をした

り，普段の学校行事の事でもボランティアさんと子どもたちの会話ができた

り，道で会ったらあいさつができるというのが一つの魅力だと捉えています。 
委 員：ちなみに子どもたちは，安全管理員の人たちを何と呼んでいるのですか。 
事務局：教室によっていろいろ違いますが，ここ（白子）は指導員さんと呼んでいま 

す。特にこういう呼び方にとは決められてはいませんが，教室によっては全

員が「先生」と呼んでいるところもあります。それぞれ安全管理員さんたち

の判断でしていただいています。 
委 員：地域の交流だというのなら呼び方一つでも，やっぱりそういうところに出て

きます。 
事務局：一つ言い忘れましたが，子ども教室にはコーディネーターが一人，あと安 

全管理員さんがいますが，皆さん若返るといいますか，これに参加すること

でとてもにこやかで，子どもたちから元気・パワーをもらうということで，

それも一つのこの子ども教室のいいところだと考えています。地域の皆さん

が週に１回集まって話し合い，次は何をしようかと皆で考える中で元気にな

っていただく。今日も皆さん若々しく元気だなと感じますし，これも子ども

教室のいいところだと思っています。 
会 長：他の教室も同じようにお年寄りが主体なのですか。 
事務局：保護者の方が１人２人入っているところもあります。 
会 長：特に老人会とか老人クラブにお願いしているというわけではないのですね。 
事務局：そういうことではありません。 
会 長：他にどうでしょうか 
委 員：私はかつて愛宕小学校に通っていまして，放課後児童クラブができる前に離 

れました。当時の保護者が指導員として（今日，愛宕に）来ていまして十何

年ぶりに会って懐かしかったです。子どもたちもたくさん集まってきて，愛

宕地域の子どもたちも働くお母さん方も増えてきているので，児童クラブで

安心して過ごせるというのは非常にいいなと思いました。私はＳ小学校なの

ですが，Ｓ小学校には子ども教室はありません。児童クラブはありますが，

小規模で２０人ほどです。働くお母さんが多いので，特に夏休みに児童クラ

ブに入れたいという要望が出てきて，結局７０人になりました。どうしても

（家に人が）居ないので預かってほしいということでしたので。児童クラブ

の２０人のスペースには７０人は入らないので，学校を貸してほしいという

ことで，この夏休みはお盆以外は全員子どもたちが学校に来て，体育館や家

庭科室で，クーラーはありませんがたくましく過ごしていました。少子化に



 

 

なってくることもあり，地域と子どもたちとのふれあいを保護者の方も非常

に望んでいて，特に夏休みは遊ぶ友達が近所にいないとか，地区によっては

どんどん子どもが減ってきて遊ぶ子どもがいないので児童クラブに入れたい

という保護者の方がいます。環境面でも大きい施設があればいいなと一方で

は思いましたが，毎日子どもたちが夏休みも普段と関係なしに学校へ来てい

ました。今，鈴鹿市の教育委員会でも開かれた学校づくりとして，コミュニ

ティースクールの指導員の方の質も高まってきていますし，指導員さんの中

にはボランティアもしていただいている方もいます。そういう点では子ども

のことを分かってもらっていて学校とのつながりも深まってきていますので，

先生たちも夏休みに子どもが学校を活用することについては何の違和感もあ

りませんでしたので，私の学校は非常に理解は進んでいると思います。今後

は愛宕にしても数が増えてきたらどうしようという点もあると思います。そ

ういう点で，今，（児童クラブが）ないところもありますが，また子どもの数

は減ってきていますが，児童クラブのニーズは高まってくるのではないかと

感じました。 
担当課：児童クラブに関してはＳ小学校には大変お世話になり，感謝しています。子 

育て支援課では保育所も担当していますが，子どもの数は就学前の０~５歳 
の子どもが毎年１５０人ほど減っています。ところが，いくら保育所が定員

を増やしてもお子さんは入ってくる。今おっしゃったように，働くお母さん

たちが増えてきている中で，そこにバランスを取って環境整備をしていかな

くてはならない，施設整備をしていかなくてはならないということは認識し

ていますので，今後児童クラブなどで声をお聴きするなど，いろいろな声を

拾って，集中的に環境整備も必要だと考えています。 
委 員：今のＳ小学校のように，夏休みだけ預かってもらっているところは他にもあ 

るのですか。 
担当課：そういった児童クラブもあるのですが，児童クラブによってその運営が様々 

であり，夏休みだけの預かりを認められているところもあれば，施設のスペ

ースや指導員の数を考えて受け入れることができないという児童クラブもあ

ります。児童クラブによって違います。 
委 員：知り合いが桑名で学童をしていて，やはり夏休み中だけ子どもを預かるとい 

うことで学校を借りていると聞きましたが，鈴鹿にはそういう風にしている

ところはないと思っていましたが，あったので良かったと思います。できる

ところとできないところがあるということですね。 
委 員：学校側もやはり，学校を使うのは困るというところもあると思います。 
委 員：「あおぞら」は児童クラブの市連協に入ってもらって一緒にいろいろな活動 

をしているところなので，是非見せていただきたかったのですが視察できな



 

 

くて残念でした。児童クラブによって保育料が違いますし，サービスや指導

員の雇用体系も全然違います。桜島は保険にも加入している先生が２人いて，

あとはパートの方が何人かみえるのですが，そういう児童クラブもあれば，

全員パートさんで１０３万円以下の収入で，という人をローテーションで組

んでいるところもあります。そういった中で，どこの児童クラブに入れても

ある程度同じようなサービスを受けることができるというようにしていって

ほしいと思いますので，市としても毎日来てくれる先生を配置するように指

導していただけたらいいかなという思いが少しあります。今，民営でやって

いるところは，保育料についてもいくら要るからいくら集めるというよりは，

他の児童クラブさんがこれくらいなので，と相場がおおよそ決まっているの

で，その中で先生の給料を決めていくというような形になっています。いい

先生に来ていただきたいのですが今の給料ではなかなか厳しいところもあり

ます。その辺りも統一というか，もちろんいい先生がどこの児童クラブでも

ほしいのですが，なかなか募集をかけても来てもらえないということをどこ

の児童クラブさんも言っているので，その辺りも難しいことだなと思ってい

ます。今日は（白子の子ども教室も）人数が少なくて穏やかな感じでした。

去年の話では，白子はもっと騒がしくて大変だと聞いていましたので。ボラ

ンティアの方もたくさんみえているのでとても恵まれたといいますか，暖か

い目で皆に見てもらって，すごく幸せな子どもたちだなと思って観させてい

ただきました。 
会 長：今ずっと子ども教室と児童クラブのお話を聞かせていただいた中，また，実 

際に見させてもらった中での大きな感想ですが，ちょうど４０~５０年くら 
い前の保育園と幼稚園を見ているような感じがしてしょうがありません。ま

ったく同じような姿です。言葉は悪いですが，劣悪な環境の中で働かなくて

はならない親，どうしても働かなくては食べていけない，遊ぶとかではなく

て，食べていけないから子どもを何とかしたい，というので子どもを預けた

のが保育園でした。そのような中にあって，幼稚園はまったく違って，おう

ちに余裕があり，おうちにお母さんもお父さんもいて，なおかつそれ以上の

ようなものを学ばせていきたい，ということだったと思っています。それと

よく似ているなとずっと思っていました。なぜそんな過去と同じようなこと

をやらなくてはいけないのか，というのが非常に疑問であります。国の施策

が根本にあるから仕方がないのでしょうが。鈴鹿市もこういう時代なのでな

かなか新しいことに対しての思い切ったことはやりにくいとは思いますが，

先ほどから委員の方々が皆さんおっしゃっていること，また，感じられてい

ることは，学童保育というのは絶対にこれから伸びてくると言うと変ですが，

絶対に必要になってくることだと思うのです。それに関してもう少し前向き



 

 

に取り組むことができてこないのか。今聞いていても，今の放課後子ども教

室になぜ，例えば週１～２回の時間の中に児童クラブが参加できないのだろ

うか，とか，親が連れてこなくてはいけないというのなら，その児童クラブ

の先生が責任をもって連れて来る，お迎えに来るということも含めてですが。

なかなか地域住民との交流というだけでは難しい，説明がつかないようなこ

とあるのではないでしょうか。これも国の施策であるからいろいろ枠組みと

かがあるのだと思うのですが。そういう風に感じるところがものすごくあり

ます。鈴鹿市，行政側としては，ほんとうに一生懸命やっていただいて，委

員の方からも出たように指導員の質も上がり，環境的にもいろいろ努力して

いただいた結果，ずいぶん安心して子どもを預けることができていますし，

地域との交流も子ども教室の中でいろいろ考えていただいて深まっていると

思いますが，もう一歩先を行くような視点でできれば，面白い鈴鹿市の小学

校の子ども対策ができるのではないかと思うので，もうひと汗かいていただ

ければと思います。 
事務局：児童クラブと子ども教室との連携は，昨年度からしばしばご意見を頂戴し， 

子育て支援課長とも連携が大事だという話をしていました。子ども教室の方

がなかなか増えていかないという御意見をいただく中で，やはり地域のボラ

ンティアの皆さんの人数を確保という点と，コーディネーターさんには相当

な負担がかかるということもあって，今年も増設に向けて動いてはいますが，

難しい点もあります。たとえ，週１回でも月１回でも児童クラブの方と連携

を取って子ども教室の方に交流も含めやってきてもらうとか，そういう形で

の連携も一つの鈴鹿の教室の在り方なのかな，と前回に私から意見として申

し上げたこともあったのですが，忙しいと逃げないで子育て支援課とももう

少し調整していきたいと思っています。 
会 長：そろそろ時間も迫って参りましたが，他にご意見はいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。ほんとうに本日はお忙しい中熱心なご意見をありがと

うございました。今後もこの放課後子どもプラン運営委員会の運営にいろい

ろ御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。これをもちまして

第２回の運営委員会を終了いたします。 

 
３ 閉会あいさつ 
    文化振興部長 


