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鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会第３回会議 議事録（概要版） 

 

 

日 時 平成 24 年 2 月 20 日（月）13:30～15:30 

   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 浅野瑞代委員 
 関係部局 
  子育て支援課長 松上昇司，子育て支援課副主幹 野島慎人， 
 青少年課長 北口幸弘，青少年課副参事 木村元彦 
事務局 
  文化振興部長 幸田至章，生涯学習課長 宮﨑由美子， 
生涯学習課副参事兼生涯学習ＧＬ 片岡健二，生涯学習課主幹 清水健司， 
生涯学習課副主幹 松浦洋幸，生涯学習課 伊藤靖子 

 

１ あいさつ（文化振興部長） 

  文化振興部長：あいさつ 
 

２ あいさつ（鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会長） 

鎌田会長：あいさつ 

 
３ 議事 
（１）放課後子ども教室の現状と課題について 
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活動の 

報告をさせていただきます。 
資料１をご覧ください。各教室の状況と主な活動内容はこのようになってお 
ります。どの教室も，コーディネーターと安全管理員によって活動計画が立

てられ，教室ごとにそれぞれの独自性があります。すべての教室に共通して

いるのは，参加している子どもたちが生き生きとして，楽しそうに活動をし

ていることです。 
「清和のもり」は公民館が小学校の運動場に併設しています。安全に遊べる 
環境が整っていることから，外での活動が多く，子どもたちも体を動かし 

て遊ぶことを楽しみにしています。参加児童は１，２年生だけですが，１１
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名の指導者に対して３２名の児童が参加しており，指導者１名あたりの児童

数の割合がいちばん多い教室です。 
続きまして「郡山子ども教室」ですが，４教室の中で唯一，児童クラブの児

童が参加しています。教室が終わると，約半数の児童が，児童クラブ「サン

キッズ」へ帰ります。活動の内容は物作りが多く，空き缶やドングリ，ビー

ズなど，様々な材料を使った創作活動を行っており，子どもたちは熱心に活

動に取り組んでおります。          
次に「キッズ白子」ですが，前回の運営委員会でもお伝えさせていただきま

したが，６１名の児童が参加しており，安全管理員と合わせると８０名を超

える大所帯になります。活動は体験的なものやイベント的なものが多く，講

師を招いての交通安全教室や車イスの体験など，多様な活動を行っています。

また，児童クラブと共に活動をしたり，相撲部屋の力士が教室を訪れるなど，

交流活動が多いことも白子の特徴です。このような活動は，指導者側の人数

が必要となりますが，白子では，スタッフ数が多いことを活かした取り組み

が行われています。 
最後に「明生クラブ」ですが，明生クラブは月に２回，第１，第３水曜日に

教室を開催しております。宿題と自由遊びが主な活動であり，子どもたちは

教室に来るとすぐに宿題を始めます。宿題が終わった児童から自由遊びを始

め，終了の時間までドッジボールや縄跳び，トランプ，お絵かきなど，それ

ぞれがやりたいことを見つけて楽しく過ごします。毎週決まった活動を繰り

返すことで，子どもたちは創意工夫した遊びを考えるようになり，宿題も落

ち着いた雰囲気で取り組めるようになっています。 
                  放課後子ども教室では，安全な教室運営と活動内容の更なる充実のために，指 

導員の研修会や教室担当者との会議，打合せを行っています。 
           今年度は，６月に市主催の「安全管理員等学習会」を行い，亀山レクリエーシ 

ョン協会の小林友子さんから，教室で活用できる実践的なレクリエーションを

学びました。年に数回行われますコーディネーター会議では，教室運営だけで

なく，現状や課題についても話し合い，活動内容の交流を行いました。来月に

は最終のコーディネーター会議を予定しております。今年度の反省と，来年度

の教室運営について検討する予定です。 
また，各教室では，定期的に安全管理員会議を設定したり，活動終了後に反

省会を持つなどして，運営の見直しや活動の改善を行っています。 
        今年度の教室開催も，残すところあと数回になりました。どの教室も来年度 

への準備を始めていますが，その中で，今後検討していかなければならない

課題も出てきています。 
どの教室も抱えている問題としましては，指導員の不足が挙げられます。子
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ども教室の時間帯に，ボランティアとして参加していただける地域の人材は

限られており，新たな指導員に参加していただくことが，どの教室でも難し

い状況になっております。指導員の確保が，教室の運営のみならず，児童の

安全な活動にとって不可欠なことでありますので，今後も新たな人材確保に

努めなければなりません。 
また，教室によりましては，募集学年の見直しが必要とされるところもござ

います。参加児童が増加している教室や，指導員が不足している教室では，

指導員と児童の人数的なバランスと，活動場所の広さを考慮し，募集学年を

検討していく必要がございます。 
その他にも，地域や児童クラブとの連携，放課後子ども教室の周知，保護者

からの理解など，検討すべき課題があります。今後も指導員との連携を密に

し，協議を重ねながら，取り組みを進めていく所存でございます。 
最後に，新規教室の開設についてでございますが，今年度は，新たな教室の

開級には至りませんでした。地域の実情やボランティアの有無，開催場所の

確保などを考慮すると，現状ではきびしい状況でございます。 
しかしながら，今後は，放課後児童クラブと連携した事業の推進に向けて，

児童クラブ関係者へ教室事業への理解を求め，新規教室の開級に努めてまい

りたいと考えております。 
以上，各教室の現状，課題を報告させていただきました。 
４教室では，活動最終日である３月７日，３月９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」に関する経過報告を終

わらせていただきます。 
会 長：どうもありがとうございました。いかがでしょう委員の皆様，何かご意見ご 

質問等ありましたらお願いします。 
委 員：今現在は４つの教室ですけれど，将来の開設予定はどのようになっているの 

ですか。 
生涯学習課長：総合計画等，事業計画の中で２７年度目標として，７教室という数値 

を当初から挙げさせていただいております。ここ３年，委員がおっしゃる通

り４教室のままですので，その数値はこのままでいくとハードルが高いです。

少し方向性を変えて，新年度に向けてやり方を検討していくように調整して

いるところではありますけども，具体的には難しいところであります。 
委 員：平成２７年というとあと３年後です。３年後に３教室というのは非常に難し 

いと思います。 
   予定をしている所はあるのでしょうか。例えば，みるところ神戸方面にはあ 

りませんが，次は，神戸での開設を考えているということは，いかがでしょ

うか。 
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生涯学習課長：神戸地区では，まだ地元の関係者にはお話はしておりません。 
これまで，児童クラブのない天名や，それから若松，石薬師，鼓ヶ浦の方に 
お話はさせていただきました。やはり，今の子ども教室のやり方で説明をさ

せていただきますので，ボランティアが学校まで子どもたちを迎えに行かな

ければならないというところがどうしてもネックになったとか，鼓ヶ浦の場

合は，現在地域の皆さんに学校に来ていただいて，学校の中で地域との連絡

を図っていこうとする先生方のご意向があり，公民館に来て活動するという

点で，調整がうまくいかなかったというところもありまして，本年度開設に

至りませんでした。 
委 員：予算のことでお聞きしたいのですけども，国や県の補助金をもらって今，４ 

ケ所で子ども教室を行っていますが，４か所が５か所になったら１校あたり

の予算が減るのですか。 
生涯学習課長：５教室を開設する予定でおりますので，新年度予算にはいつも５教室 

の予算要求をしております。そして補助金ですので，もちろん開設に至らな

かった場合には，その分をきちんと議会も通して返還をさせていただいてお

ります。５教室以上，開設できればありがたいですけれど，その時は予算的

なものは十分に考えていかなければなりません。 
委 員：１つのところでもらえる予算というのは子どもの数だけもらえるのですか。 

どういうふうになっているのでしょうか。 
生涯学習課長：安全管理員，コーディネーターの報償，報酬費，それから研修した場 

合に講師で来ていただいた方への謝礼，消耗品，そういうものをきちんと想

定した中で詳しい分け方をして，１教室いくらという算出をして予算要求は

しております。 
委 員：指導員さんとか，いろんな規模にあわせて予算要求をしているということで 

すね。 
放課後児童クラブと放課後子ども教室の違いを前面に出さなければという 
ことで，それぞれの子ども教室で違いを出そうとしている努力はわかる気が

するのですが，こういう時代だから働かなければ生活していけない人がたく

さんいて，少子高齢化の先を見たときに，女の人にも働いて税金を払っても

らわなかったら国がやっていけなくなります。そのときに，働く女性を支援

するとか，「子どもを産めば特別よ」というような支援の一環の中に，こうい

うことを盛り込んでいかないと，見てるだけではやはりいけないのかなと思

います。一生懸命努力していただいているのはよくわかるのですが，世の中

全体で見た時に，放課後子ども教室が要るのか要らないのか，極端な言い方

をしたら，まだ放課後児童クラブが要ると言っていることを考えるとどうな

のでしょうか。そして幼保一元化の動きの中でも，お金がないから幼保一元
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化にしていこうとする考えがあるのなら，お金がなくて大変だったら，放課

後子ども教室を放課後児童クラブと一緒にしてもいいのではないかと思って

しまいます。変な例えですけれど，何かそんなに無理しなくてもいいのかな

と思ってしまいます。 
会 長：国の補助金が，財布の違うところからきてますので，同じような事業である 

にしても，それを市で１本化していくというのは，また違う決断がいると思

います。今の現状であれば，片一方は子ども教室というかたち，福祉は児童

クラブというかたちで存続していくということだと思うのですが，事務局ど

うでしょうか。 
生涯学習課長：その通りでございますが，ただ，他市の事例を見てみますと,もう少し 

児童クラブとの連携を取っているところも確かにありますので，児童クラブ

さんにないものが，放課後子ども教室にはあるという自負を持って私どもも

この事業を行っております。それは前回も申し上げましたように，地域の方

との交流，異年齢間での遊び，または地域の絆というところに発展していき

たいという思いがありますので，教室は当然現段階では継続はしていきたい

と考えております。ただ，国が社会教育法や教育基本法の改正の中で，地域，

家庭，学校の連携ということに重きを置いていますので，教室のかたちが将

来変わる可能性があるかもしれません。地域の連携は少子高齢化の社会だか

らこそ，子どもの家庭教育支援という部分でも，行政だけでなく地域からも

子ども教室的な動きが起こり，それぞれの地域で昔の社会のように一カ所に

みんなが寄ってきて遊ぶというようなふうになればいいと思います。行政の

支援というとおこがましいですが，家庭教育支援の一環として，この事業は

今はこのようなかたちですが，かたちを変えてでも必要な事業であろうとは

考えています。児童クラブとの連携ということを，来年度はもう少し深める

ために，私どもの事業の説明を児童クラブさんにもう少ししなければいけな

いと思っています。 
委 員：教育委員会の行っているコミュニティスクールですが，他市ではコミュニテ 

ィスクールの一環として子ども教室を入れてありまして，学校を開放しても

らっているというところもありますので，そういう方向も一つあると思いま

す。そして，先ほどあえて縦割りのことを言いましたのは，総合計画の審議

会の時に市が自治力を高める，市役所の職員の方が自分たちで自治力を高め

ていきたいということを強くおっしゃったので，自治力を高めるということ

は，自分たちが自信を持ってイエス，ノーをはっきり言っていくということ

であると，私はそう判断しましたので，県に対しても，やはりおかしいこと

はおかしいと発言していってもらえるだろうと，期待を込めてまたここで発

言させていただきました。 



 

6 
 

会 長：他にいかがでしょうか。 
委 員：先ほど委員さんの方から言っていただいたように，学校現場はコミュニティ 

スクールを進めております。地域の人たちに協力や支援をしていただいて，

その延長で私の学校も放課後児童クラブがあるのですが，やはり働くお母さ

んが多いので，施設に入りきれない現状がありまして，夏休みや特に冬休み

だけでも預かってほしいという要望が出ています。そういう中で，学校を開

放して，体育館とか家庭科室とか理科室とか開放して，休みの期間中は使っ

てもらっております。そういうことをしていくと児童クラブの子どもたちと

学校，保護者とが繋がってくる部分が非常にあるというふうに思いました。 
委 員：鍵はどうしているのですか。先生も毎回行かれるのですか。 
委 員：夏休みや冬休みは，学校に誰か来ていますので。 
委 員：先生が来てくださるのですね。 
委 員：はい。 

昨日，労働福祉会館で千葉県習志野市の「岸裕司さん」のお話を聞かせても 
らいました。そこは本当に進んでいて，生涯学習が地域に浸透しておりまし

て，学校を助けながら，自分たちが楽しんで，そして地域との連携を通り越

して，融合までいってる事例を聞かせてもらいました。 
学校で言えば地域のコーディネーターや，放課後子ども教室のコーディネー 
ターさんに理解があり，もっと広げていこうという気持ちを持ってみえると，

どんどん地域を巻き込んでやっていただけるのかなと思いました。 
会 長：今のことは子ども教室のことでしょうか，それとも児童クラブも入れた中で 

のお話でしょうか。 
委 員：児童クラブの方です。 
会 長：子ども教室というのはまた違うわけでしょうか。 
委 員：子ども教室の方は，資料を見ましても特定の曜日だけですが，放課後子ども 

クラブは毎日ですね。毎日の子どもとの繋がりの中で，地域の方にも理解し

ていただけるということも大きいと思います。 
会 長：他の委員はいかがですか。よろしいですか。それでは引き続き進めさせてい 

ただいてもよろしいですか。それでは，議事２番目の放課後児童クラブの現

状と今後について，まず初めに担当課から説明願います。 
子育て支援課 ：今年度実施しました放課後児童クラブ（以下クラブ）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，平成２３年４月に市内３４番目，校区では市内３０校区中２７校   
区目のクラブとなる「鈴西小学校区放課後児童クラブしいの実」が誕生しま

した。現在，深溝町民会館をお借りし，１４名の登録児童で学童保育を行っ

ています。２４年度は更に９名増加し，２３名でスタートするとの報告を受
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けており，学童「しいの実」が地域に着実に浸透しています。 
今年度は，未設置区である庄内小学校区へクラブを設置するため，保護者へ

呼びかけを行いましたが，利用ニーズはあるものの，場所の選定に苦慮し，

設置には至りませんでした。今後は，休園中の庄内幼稚園の状況をみながら，

平成２４年度設置に向けて地域の方，小学校等と連携を図りながら準備を進

めます。 
続いて施設整備ですが，施設の老朽化による箕田学童保育所の移設について，

補助の適用を受けるため県へ申請を行い，確定ではありませんが決定の内示

を受けました。地元説明会や，回覧版等による地元住民への周知などを行い，

平成２４年度夏以降に着工，平成２４年度末に移転する予定です。 
今年度は，３月１１日の東日本大震災を受けて，ホンダ関連企業が就業日時

を変更したことにより，６箇所のクラブが日曜日など休日を開設し，合計

１９人の児童を受入れました。学童保育は，働く親をもつ子どもたちの毎日

の生活の場ですから，健康や安全の管理など養護を含めた基本的な生活が保

障されなければなりません。自然災害はいつ起こるか分かりません。 
１０月から２ヶ月間にわたり実施した定期監査では，３４箇所のクラブを訪

問し，クラブの運営状況，補助金の適正な執行，児童の様子，指導員の指導

方法，保護者や学校等の連携，クラブが抱えている悩みなど聴き取りを行い

ました。更に，今回は，災害などの危機管理マニュアルの設置状況について

確認を行いましたが，ほとんどのクラブが危機管理マニュアルを設置してい

ませんでした。そこで，子育て支援課で危機管理マニュアル（地震・台風・

津波・火事・インフルエンザ）案を作成し，各クラブへ配布しました。それ

ぞれ地域の特性，クラブの方針なども異なりますので，配布したマニュアル

を参考にしていただき，未設置のところは早急に設置するよう，また既に設

置済のクラブも，今一度マニュアルを見直し，考える機会となるよう発信し

ました。 
更に，安全管理を強化する上で，全てのクラブへＡＥＤ（自動体外式除動器）

を設置しました。これは，安心こども基金子育て創生事業を活用し，補助事

業として整備するものです。ＡＥＤの設置については，数年前から鈴鹿市学

童連絡協議会の要望であり，既に設置済のクラブ，分設したクラブを除く

２５箇所のクラブへ設置しました。また，ＡＥＤの講習会についても，指導

員・保護者・地域住民を対象に現在実施中であり，地域における子育て力を

育んでいます。 
更に保護者，子どもたちが安心してクラブの生活が送れるよう，指導員の質

を高め，確保していくために，指導員研修を実施しました。なかなかクラブ

同士の横のつながりが薄いため，例年は講義形式の研修でしたが，今年度は
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グループ形式により同じテーマ・問題などを話し合い，共有しあえることで，

指導員同士のつながりが深まったと好評でした。 
クラブによって学童保育は異なります。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

るクラブなど，交流することでいい所を取り入れ，今後の運営に活かすよう

に，クラブ同士がよい関係を保てるように行政としてサポートしていきたい

と考えます。 
課題として，クラブのほとんどが保護者で運営しており，役員の任期は１年

から２年で交代します。そのため，うまく引継していないケースが多く，毎

年，クラブの運営に支障をきたしています。クラブの運営は，保育料と国・

県・市からの補助金で成り立っているため，国の会計監査の対象になります。

クラブが適正に安定した運営を行うため，今年度は，放課後児童クラブＱ＆

Ａを作成しました。内容は，補助の対象となる「登録児童数・開設日数・開

設時間・障害児加算」や今までに各クラブからいただいた質問に対する回答

を取りまとめたものになっています。 
次年度の取組みについては，庄内地区へクラブを設置するため，場所の選定・

確保と，設立準備委員会を立ち上げることを計画しています。また，クラブ

の運営が更に安定し，保育の安全と質の向上を図るため，既存の放課後児童

クラブ運営マニュアルの改訂を予定しています。更に子どもたちの安全を守

り，健やかな成長を見守るためには，指導員数の確保や質の高い保育のでき

る指導員を育成するため研修の充実を図っていきます。 
会 長：どうもありがとうございました。 
子育て支援課長：補完的なことを申しあげます。 

１２月議会で補正予算を組ませていただきました。実はＡＥＤにつきまして

は，県から基金で設置するというような動きがあるなかで，市としてもＡＥ

Ｄの要望もいただいており，各児童クラブにＡＥＤについて設置していただ

くようお願いしました。 
また，２４年度予算は，今から議会の方で審議をしていただきますが，箕田 
の児童クラブにつきましては非常に懸念しておりましたが，調整して今回計

上させていただきました。箕田の児童クラブにつきましては古い建物で，面

積的にも児童クラブの運営に支障をきたすような懸念もあり，また，耐震も

されていないということですので，今回２４年度に向けて計上させていただ

きました。 
会 長：どうもありがとうございました。それでは委員の皆さん，児童クラブの現状 

と今後について説明いただきましたので，何か意見等ございましたら，よろ

しくお願いいたします。 
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委 員：今，耐震の話が出ましたが，３４か所ある施設の耐震はいかがでしょうか。 
子育て支援課：今３４か所中１８か所は公設民営の児童クラブ，１６か所が民設民営 

の児童クラブになっております。公設の児童クラブについては，以前耐震の

調査を行い，耐震補強をしているということでも結果が出ております。ただ，

民設につきましては今課長が申しましたように，箕田の児童クラブが非常に

老朽化しておりまして，耐震診断の結果，最低の基準ということで，早急に

建て替えが必要という結果が出ましたので，今回，補助の適用を受けて申請

しました。それ以外については，民家を借用している児童クラブというのは

やはりあります。そちらについても，昭和５４年以前に建築された耐震基準

を満たしていないであろう建物ですので，できれば早急に移設ということを

今現在検討中ではいるのですが，場所の選定には至っていないところもあり

ます。ただし，民家を借りているのがもう１か所，加佐登にあります。ここ

は平成２２年に新しくできた児童クラブなのですが，そちらについては耐震

補強をして現在運営をしておりますので，今耐震補強が非常に懸念されてい

る児童クラブというのは，箕田，玉垣の児童クラブ２か所であります。 
会 長：よろしいですか。 
委 員：それに関連しまして，箕田の建物の耐震ですが，建て替えはよろしいのです 

が，全額補助というのはないのですね。一部補助でしょうか。 
子育て支援課長：全額補助です。しかも，箕田は民設民営で行ってきましたが，耐震 

補強をする中で，民設の状況では補助が出ませんので，やはり公の責任のも

と公設に，ということで今回公設に移行しまして，すべて市が責任を持って

工事をするということでございます。 
委 員：児童クラブで，例えば，赤字経営に至った場合，これの救済方法は何かあり 

ますか。 
子育て支援課長：まず赤字ということは，想定がしにくい部分であります。 

例えば，借入金をわざわざ銀行から借り入れて，建物を建てるということは 
なかなかございません。 
運営費についても，比較的厳しいとは思うのですけども，赤字が出るような 
運営状況というのは考えにくいです。 

子育て支援課：施設整備についてだけは，おっしゃるようにそのような懸念はあると 
思います。 

委 員：子どもが減少した場合に赤字にならないでしょうか。 
子育て支援課長：児童が１０人を超えていますと，国の補助があり，ある程度の運営 

費は確保できます。そこの中でやはり必要な部分が，指導員さんの人件費で

す。その部分がなんとか確保できれば，やっていっていただけると考えてい

ます。 
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委 員：今言ったように指導員の人件費ですけども，これは各３４児童クラブすべて 
一緒の賃金ですか。 

子育て支援課長：児童クラブによって運営形態が違い，正規雇用や月額雇用，臨時雇 
用の方もみえます。人件費は各児童クラブが運営上の中で決めてみえます。  

委 員：ＡＥＤの設置についてはいかがですか。 
子育て支援課長：全ての学童に設置いたしました。 
会 長：他にいかがでしょうか。 
委 員：放課後児童クラブの県の補助金が，減額されたということが新聞に出ていま 

したが，本当に減額され，減額された分は市が出すのでしょうか。 
子育て支援課長：そういった話も今出てはいますが，まだわからないところがあって， 

今ここでは申し上げようがないのですが，ただ市としましては，やはり運営

が危ないような状況というのは放ってはおけませんので，やはり市の責任に

おいて，そこのところは何とかしなくてはならないというふうには考えてい

ます。 
委 員：箕田の児童クラブに里山学園が来ています。看板などを見ると幼稚園の子ど 

もがとても多いようですが，将来的にその子たちが児童クラブに入って，自

然と地域の中に溶け込んでいけるようなかたちができるよう配慮していただ

けるといいと思いますので，お願いします。 
子育て支援課長：わかりました。 
会 長：他にいかがでしょうか。 
委 員：鈴鹿市学童保育連絡協議会の方からもＡＥＤを設置してほしいという話は， 

昨年度もさせていただきました。ＡＥＤはやはりあった方がいいと思ってい

ますので，使い方を含めてみんながきちんと研修を受けることができるよう

に，情報を交換しながら定着できるように私もしていきたいと思っています

ので，またご指導の方をよろしくお願いします。 
会 長：他によろしいでしょうか。 
委 員：働くお母さんの中にも要援護や準援護など援護家庭があるのですが，そう 

いう子どもさんの保育料は，児童クラブによって違うのでしょうか。 
委 員：児童クラブによって違いまして，一人親家庭のところは安くしているところ 

もありますし，母子家庭だけ安くしているところもあります。家庭状況によ

り個別に毎年検討しています。保育料自体も３年生までは少し高めで，４年

生以降は児童クラブに居る時間も短いので安くしているというところが多い

のですが，それも各児童クラブによって違います。 
会 長：そういう情報というのは，各児童クラブさんに個別に入ってくるのでしょう 

か。 
委 員：児童クラブに入っていただく時に申請と申しますか，報告をしていただいて， 
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規約のようなものによりまして母子家庭の方はいくら，兄弟がいる人はいく

らなど決められており，児童クラブによって保育料は違います。おおよそ今，

１人ひと月で１万円くらいというのが普通なのですが，それを高いと感じる

家庭もあります。保育園は収入によって保育料に差がつきますが，児童クラ

ブはそれがないので，いろいろ感じるところはあるのではないかと思います。 
会 長：その辺は委員の皆さんとしては，どんな感じを受けますでしょうか。保育料 

につきまして。 
委 員：それほど差があるのでしょうか。おおよそ今言われたように１万円前後が基 

本料金で，そこから援護を受けている家庭はちょっと安くするということで

はないでしょうか。 
委 員：１万円より安くなりますか。 
委 員：安くなります。 
子育て支援課：保育料の設定ですが，委員さんがおっしゃいましたように，基本平均 

はだいたい１万円くらいです。安いところでは５千円，高いところでは１万

３千円から１万４千円です。平均すると１万円で，そこから母子家庭のとこ

ろについては２千円引きや，更に兄弟割引があるところなど，とにかく児童

クラブによって様々です。児童クラブによって保育サービスやおやつの内容

などが違いますので，なるべく市としては統一したサービス，統一した保育

料ということを投げかけてはいますが，現状，児童クラブの状況はかなり異

なります。最終的な保育料の設定については，各児童クラブさんの判断，運

営委員会の判断ということで任せております。 
会 長：どうでしょう。放課後児童クラブのことに関しては。 
委 員：児童クラブで土地を買いたい，建物をもう少し増やしたい，そういった場合 

の土地確保の補助金の基準はいかがですか。 
子育て支援課：鈴鹿市の補助ですが，土地と建物を借りている児童クラブについては 

年間で７０万円です。土地だけを借りている児童クラブについては年間６５

万円が市の補助ということになります。 
委 員：購入についての補助はないのでしょうか。 
子育て支援課：ありません。 
子育て支援課長：先ほども教室との連携の話が出ました。子ども教室の内容がさらに 

充実していくと，子ども教室に距離的に近い児童クラブとしては，今後安全

面も確保しながら子ども教室に行きたいお子さんには，子ども教室を利用し

ていただくことで子どもたちの活動の幅が広がるというふうに思います。先

ほど委員から子ども教室をなくしたらという話も出たのですが，国が文部科

学省と厚生労働省という縦割りで事業をやっておりますので，児童クラブ側

としても学校の児童をお預かりするのに何故福祉部門でなのかという議論も
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あります。しかし，両省が関わる放課後子どもプランですので，お互いに協

力しながら両方がうまくいくようなかたちで是非とも連携していきたいと思

いますので，今後ともいろいろな案があれば御助言していただきたいと思い

ますので，よろしくお願いします。 
会 長：放課後子どもプランということで，児童クラブと子ども教室，この両方に関 

して，いろいろなご意見を最終的にいただきたいなと思うのですが。いかが

でしょうか。 
委 員：先ほどの保育料の話ですが，ファミリーサポートセンターという所に行った 

ときに，シングルのお母さんで，１年生の子どもさんをもってみえるお母さ

んがいらっしゃって，児童クラブに保育料１万円をお支払いして，児童クラ

ブへの送迎をファミリーサポートセンターに頼んでみえました。ファミリー

サポートセンターは送迎すると料金が高いのです。児童クラブの保育料が１

万円なのに，ファミリーサポートセンターの送迎料が１万６千円くらいしま

した。それでもお母さんは，安心して働けるから長い目で見たら短時間なの

で，これで安心安全というものが買えるなら，と１年間頑張ってみえました。

高い安いということではないのですけど，そういう価値観もあるのかなと思

いました。先ほど母子家庭だと保育料が２千円安くなるとおっしゃったので

すが，父子家庭のお父さんがいらっしゃって，「いつも補助というと母子家庭

にはあるけれど，父子家庭にはない。自分は料理ができないから，母子家庭

であれば母親が作れるものを買ってこなくてはならない。」とおっしゃってみ

えました。やはり父子家庭も何か考えていかなくてはならないのかな，と少

し気になりました。 
会 長：何かそのことに関して，行政側としてご意見や考え方等があるということで 

あればお願いします。 
子育て支援課長：ファミリーサポートにつきましては３割補助です。あくまで児童扶 

養手当をもらっているような家庭が対象です。 
委 員：もうひとつの，母子と父子の件については。 
子育て支援課長：児童扶養手当は，昨年の８月から父子家庭につきましても所得制限 

はありますが対象となりました。対象が母子家庭ということはまだあります

が，同じ一人親の家庭ということで，父子家庭もだんだん対象とされてきて

います。 
会 長：他に全体的にいかがでしょうか。 
委 員：勉強になる話をいろいろ聞かせていただき，私は一保護者のようなご意見し 

かできないのですが，やはり放課後子ども教室を絶対なくしてほしくないと

いうことを皆さんにお願いしたいです。放課後子ども教室で地域の方々と触

れ合ってきて，今現在小学校を卒業している自分の子ども二人を見ていると，
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地域の人からいろいろ教わったんだなあと思いますし，今も比較的交流が続

いていることがとても嬉しいのです。地域の方々が声をかけてくださって，

地域を見守っていただき，天栄中学の交通指導にも皆さん出ていただいて，

有難いと感謝しています。地域の方も大変だとは思うのですが，これからも

皆さん続けていただくようにお願いしたいと思います。 
生涯学習課長：有難うございます。ボランティアといいますと，おうちにいらっしゃ 

る元気な方ということで，地域では主に高齢者の方にお声掛けをいただいて

いるというふうにも思いますが，他市の例でみますと，ＰＴＡの皆さんや地

区の町民会議の皆さんなどに協力いただいているところもあります。鈴鹿は

今，地域づくり協議会が立ちあがっている地区もありますので，これから新

設や児童クラブとの連携を行っていくときに，地域の皆さんに対するボラン

ティア協力の呼びかけの仕方も工夫していかなければならないと思っており

ます。教室の良さをもっと前面に出して，地域の皆さんに理解していただき

ながら，充実していきたいと思います。有難うございます。頑張っていきま

す。 
会 長：よろしくお願いします。どうでしょうか全体的に。 
委 員：明生小学校区の児童クラブ「ミラクル」ですが，昨年末ころから地域の人た 

ちとの交流ということで，月に一回地域の高齢者に昔の話を聞かせていただ

いたり，いろいろな遊びを通じて地域との繋がりを大事にしていくというこ

とで，現在も開催しております。いろいろな人にボランティアを募って活動

させてもらっているという現状でございます。地域との繋がりはいちばん大

事なことでありますので，どんどん広げていただきたいというふうに思いま

す。 
会 長：有難うございます。他に全体的にいかがでしょう。 
委 員：昨日聞いた講演の中でも，子どもは，子どものころにやったことを大きくな 

ってまたやってみたいという気持ちになって地域へ戻ってくる，と聞きまし

た。放課後子ども教室での大人との繋がりを通して，地域に根付いていった

文化とか関わりとかそういうものが育ってくるのではないかと思います。学

校もコミュニティスクールに取り組んでいまして，放課後子ども教室とか，

児童クラブに来ていただいているボランティアさんや指導員さんの中にも協

力して来ていただいている方も多いので，そこから広がっていくような取り

組みをまた継続してお願いしたいと思います。 
会 長：ほかにどうでしょうか，全体的に。 
委 員：私も児童クラブの方の勉強をさせていただいているのですけれども，児童ク 

ラブは決して全員が通うものではなく，今１年生では１割から２割くらいの

子どもが児童クラブに入っていると思います。その児童クラブのことに関し
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て，皆さんでいろいろ考えていただいてたいへん感謝をしています。私も働

いていますので，主人もいますが子どもを安心して預けて，自分も働くとい

うことを選択してやっているのですが，これからはそういう人がどんどん増

えてくると思いますので，そういう働きやすい社会になるように協力してい

ただけたらと思いますので，よろしくお願いします。 
会 長：はい。有難うございます。よろしいですか。 
委 員：どう考えても少子高齢化の中で，労働者になって税金を納めてもらう人を増 

やそうと思いましたら，今の国の状況の中では高齢者か外国人の人を集める

か，女性ですよね。このような時に人口の半分は女性ですから，やはり女性

が働いてもらうということは必要だと思いますし，東大出たエリートばかり

の男の人，４０人，５０人で話し合ったことよりも，男の人がいろいろな男

の人，女の人，外国籍の人や子どもなどと話し合った方が，今ある閉塞感を

破って，何かしてくれるという大きな期待があるのですよね。その一方で，

どう考えても男の人一人でこれから奥さん，子どもを養っていけるような状

況ではないですよね。フランスで出生率が上がったというように，やはり本

当に安価で贅沢なサービスをちゃんと提供して，なおかつ子どももたくさん

生んだ方が得というような税の投入の仕方をしていかなかったら，今に大変

なことになってしまうという気がします。ですから絶対に働く女性を同じ女

性として支援してほしいですし，そのためにはやはり子どもたちが安心安全

で健全育成で育っていってほしいと思いますので，是非その辺りは子育て支

援課さんや教育委員会さんに頑張っていただきたいと思います。 
会 長：是非，よろしくお願いします。 
委 員：ちょっと余談話ですけれども，この間韓国のソウルへ行ってきた中で，韓国 

の方は女性は男性と共稼ぎ，そして家事も全部平等という，これが文化だそ

うです。これから日本は４人に１人が６５歳以上の高齢者というような社会

を迎え，子どもが減少しています。高齢者が増えることは決して悪いことで

はございませんが，やはりそれに対応できる体制，社会の構築が大事であろ

うかと思います。 
会 長：有難うございます。他によろしいでしょうか。最後に来ていろいろな御意見 

を出していただきまして，ほんとに有難うございます。 
本日で今年度の会議は終了するわけですけれども，皆様におかれましては，

１年間，施設の見学等も含めまして，御参加いただきまして本当に有難うご

ざいました。御苦労さまでございました。今後も鈴鹿市の子どもたちの健全

育成のためにそれぞれの立場で，どうか見守り，ご活躍願うことを祈念して

おります。最後になりましたけれども，生涯学習課長に一言ご挨拶をいただ

きたいと思います。 
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生涯学習課長：皆様，御熱心な御議論，本当に有難うございました。私も昨年度から 
この会議に参加させていただきまして，今日はまた違った本当に厳しくもあ

り，温かいご意見をいただきました。昨日は，子育て支援課長はじめ担当者

と今後の方針について話をさせていただきました。今日報告させていただい

たように，児童クラブ，子ども教室はそれぞれの充実，発展はもちろんのこ

と，児童クラブと子ども教室との連携というのを来年度は特に力を入れて，

この場で，またいい報告ができるように，私ども一丸となって進めていきた

いと思いますので，今後も忌憚のない御意見，御助言をいただきますように，

どうぞよろしくお願いいたします。本日は本当に有難うございました。 
会 長：有難うございました。どうも御苦労さまでした。 

 
閉 会 


