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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２４年６月５日（水）13:45～15:00 

場 所 鈴鹿市役所 1２階１２０５会議室 

 

出席者  
 委 員 
鎌田秀一委員 家﨑信子委員 林佳代子委員 西尾元子委員 

  森喜代造委員 米倉多賀子委員 
 関係部局 
  子育て支援課長 井上陽子，子育て支援課主幹兼児童福祉ＧＬ 岩田泰司， 
 子育て支援課副主幹 野島慎人，教育総務課長 冨田佳宏， 
 青少年課長 中道公子 
事務局 
  文化振興部長 幸田至章，生涯学習課長 森英也， 
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 

 

１ あいさつ（文化振興部長） 

     

２ 自己紹介 

  委員自己紹介 
行政側自己紹介 

 

３ 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：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。 
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  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あり，市

民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，概要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：事務局からの提案ですが，御意見はいかがでしょうか。 
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。 

 

４ 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 

よいのか，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：お手元の鈴鹿市市民委員会規則等の資料に基づいて御説明申し上げます。 

委員会規則の別表をご覧ください。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（学童）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，放課後子ども教室と放課後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。 
また，放課後児童クラブに係る「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，子どもを取り巻く環境の変化，家庭や地域の

子育て機能，教育力の低下が指摘される中，放課後等の子どもたちの安全
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で健やかな活動場所の確保を図る必要から，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「放課後子ども教室」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：事務局から説明がありましたが，事業計画の策定は事務局側で主に行う 
わけですが，活動プログラムへの意見，また子ども教室と児童クラブの連

携，安全管理の方策や広報活動の方策等への意見をいただきたいと思いま

す。今の説明に関して御質問等はありますでしょうか。 
委 員：（意見なし） 
会 長：それでは，議事第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それぞれ説明していた 

だき，その後まとめて質疑をしていきたいと思います。それではまず放課

後子ども教室について事務局から説明をお願いします。 
  （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２４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をご覧ください。 

「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。２４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，「清和のもり」と「郡山子ども教室」は毎週１回開催します。「明生ク

ラブ」は第１，第３週の月２回，「キッズ白子」は第１から第３週の月３
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回開催します。現時点では，６月１日に「清和のもり」「キッズ白子」が

開級いたしております。明日，６日には「明生クラブ」と「郡山子ども教

室」も開級いたします。 

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

の準備といたしまして，４月９日に第１回「コーディネーター会議」を開

催し，情報交換，開級までのスケジュールや，活動，運営についての話し

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立案し，

教室ごとに年間２０回から３５回の開催を予定しております。また，安全

管理員との打合せについても，全ての教室で実施しております。この打合

せ会では，子どもたちが「安全に安心して活動できる」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。特に地震の際，津波が心配される「キ

ッズ白子」では，避難場所や避難経路についての打合せを行い，６月１５

日の教室活動で，避難訓練を実施することが決まりました。どの教室も，

コーディネーターと安全管理員の活発な話し合いが行われ，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ます。 

この事業も６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思われます。 

続きまして，今年度の申し込み児童数について説明をさせていただきま 

す。 今年度は，４つの小学校の申し込み対象児童，７８４名中１２４  

名，約１６％の申込みがありました。資料の『参照』の欄をご覧ください。

内訳で言いますと，１年生は２１５名中，４１名の申し込みがあり，これ

は全体の１９％にあたります。２年生は２３６名中，６０名で２５％。昨

年度と比べますと，２年生は増加し，１年生と３年生は減少していますが，

全体としましては，昨年とほぼ同じ割合の申込数となっております。 

次に，資料の『昨年との継続者比較』をご覧ください。次学年に継続し 

て申し込む児童の割合を見てみますと，１年生から２年生への継続率が最

も髙く，平均すると６１％の児童が継続して子ども教室に参加しています。

２年生から３年生への継続率は，平均で４４％になります。 

さらに，『今年の参加者の中で継続者が占める割合』を見ていただきま 

すと，今年度参加児童のうち，昨年度も教室に参加していた児童の割合は，

２・３年生全体で，平均６１％になり，こちらも高い割合になっておりま

す。これらの結果から，「放課後子ども教室」に参加した児童は，継続し

て参加する割合が高いということがわかります。 
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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，最初の課題は，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。 

次に，新規子ども教室開級についての課題であります。毎年「一教室」 

の増設をめざし，地域の実態やニーズを調査しておりますが，活動場所や

人材の確保は難しいのが現状です。また，地域によっては，すでに，充実

した子どもたちへの育成活動が行われているなど，教室のニーズが低いと

ころもございます。「保護者の要望」「公民館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」「放課後児童クラブとの連携」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，新規教室開級を目指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 
子育て支援課：それでは，配布しました資料「平成２４年度放課後児童クラブ一 

覧表」をもとに，現在の鈴鹿市の放課後児童クラブの状況について説明し

ます。 

昭和５４年４月，市内で初めて学童クラブ「金太郎学童保育所」が石薬

師に誕生しました。学童保育はこれまで「子どもたちに生き生きとした放

課後を」「放課後の子どもたちの生活を守る」という働く親たちの強い願

いによって発展し，施設数も入所児童数も増え続け，現在市内には３４の

学童クラブが設置され，共働き・一人親家庭にとって必要不可欠な施設と

なっています。 

それでは配布しました資料をご覧ください。各放課後児童クラブ名とそ 

の学校区を記載しています。学校区では３０小学校区中，２７の学校区で

設置されています。設置されていない学校区は，天名，合川，庄内の３地

区です。 

運営主体は，市で設置し運営は民営，例えば保護者等で行っている公設 

民営が１８カ所，設置も運営も民営で行っている民設民営が１６カ所とな

っています。 

開設場所については，幼稚園の空き教室，民家，集会所，保育所などさ 

まざまで，生活スペース，施設の広さも異なります。開設日数や開設時間

についても各学童クラブによって異なりますが，保護者のニーズにより設
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定されています。市内の学童保育所のほとんどが，平日，土曜，夏休み等

の長期休業中も開設しています。 

続いて児童数ですが，平成２４年４月１日現在の登録児童数は 

１，３３７人です。平成２０年度が１，０９９人，２１年度が 

１，１８６人，２２年度が１，２３４人，２３年度が１，３４７人，昨年

度と比較すると１０人の減になりましたが，依然高い推移を維持し，学童

保育の必要性や役割は大きいものとなっています。 

この児童たちの放課後や休日の生活を守るのが指導員です。平成２４年

度の登録指導員数は１６７人です。指導員が一人ひとりの児童を理解し，

児童も指導員に信頼を寄せるという関係は，簡単にできるものではありま

せん。働きながら子育てをする親を励ましたり，児童の心に寄り添い，励

まし，発達を援助できるようになるためには，専門的な力量が必要であり，

継続しながら経験を積んでもらうことが大切です。今年度も，７月と１２

月に指導員研修を実施し，質を高め，学童同士の横のつながりを深めるよ

うな研修を実施したいと考えています。 

その他のスケジュールとして，箕田学童保育所の新設工事を行います。

現在，民家を借用している学童クラブですが，老朽化した施設のため，こ

れを公設に切り替え，補助金により建設するものです。なお，移転先の南

堀江において，数回にわたり地元説明会を実施し，近隣の理解を得ており

ます。今月下旬にも，工事工程等による地元説明会を開催する予定です。 

また，例年実施している，全学童クラブの定期監査を１０月から１１月

にかけて実施します。これは，適正に予算，補助が執行されているか，ク

ラブの抱えている問題や悩みなどの聴き取りを行います。昨年度，クラブ

の運営がスムーズにかつ，適正に運営するよう，「運営マニュアル」を作

成しました。今年度はこのマニュアルを改訂し，Ｑ＆Ａ方式で分かりやす

く，さらにグレードアップしたいと考えております。 

そして学童クラブ未設置地区への呼びかけを今後も行っていきますが，

保護者のニーズ，将来の児童数，設置場所なども考慮しながら，前向きで

はありますが，慎重にすすめてまいりたいと考えております。 

会 長：以上，放課後子ども教室，放課後児童クラブの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。質問等がありましたら，お願いします。 

委 員：放課後児童クラブにつきまして，先ほどの説明では運営マニュアルの 
見直しということが出ていましたが，運営マニュアルをなぜ作らなければ

いけないのか，そして今後どの点についてマニュアルを変更していくのか，

教えてください。 
子育て支援課：放課後児童クラブは，保護者からの保育料と，国・県・市それぞ 
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れ３分の１ずつの補助金により運営しています。事業は国の会計検査の対

象となるため，適正に放課後児童クラブが運営されるように学童のしくみ

や補助金の制度に関する運営マニュアルを作成しました。また保護者が運

営するクラブでは，１年か２年で役員が交代します。このため，うまく引

継されていないクラブもあります。役員が交代してもスムーズに運営でき

るように，同マニュアルを作成しました。今年度は，保護者から市に寄せ

られた質問などを運営マニュアルに追加し，各クラブへ配付したいと考え

ています。 
委 員：先日，鈴鹿市青少年育成市民会議の上部団体である三重こどもわかもの 

育成財団が，鈴鹿医療大学に補助金を出して行った「放課後の子どもたち

の育ち」についての研究発表がありました。その中で郡山の学童サンキッ

ズについて，異年齢の子どもたちとの交流や手作りおやつのこと，保護者

との関わりなどの点を褒めてみえました。しかし，建物の古さや狭さにつ

いては残念と話されていました。これらのことは，私たちも一昨年にサン

キッズを見学させていただいた時に同じように感じていました。 
また，三重県の中でも鈴鹿市は，放課後児童クラブの公設公営の割合が 
少ないので，公設公営を考えてもらえるといいですねという意見が出てい

ました。 
子育て支援課：鈴鹿市には公設公営の放課後児童クラブはありません。鈴鹿市は 

当初，公設民営で設立を進めてきましたが，平成１５年以降学童保育の事

情に整備が追いつかないという状況がありましたので，公設を待てない保

護者や社会福祉法人が自ら民設民営で学童を立ち上げようと，民設民営の

クラブが増えて現在公設民営１８カ所と民設民営１６カ所という割合に

なっています。 
会 長：公設公営というのはどうですか。 
子育て支援課：現時点で，公設公営に切り替えてやっていくということは難しい

です。建物も運営も全部市でやっていこうというところは，県内にはほ

とんどないというのが現状であり，そういう議論に至っていません。建

物については市で設置するけれども運営については保護者の方でやって

くださいというかたちで来ていますので，今すぐ公設公営にというのは

難しいです。 
委 員：放課後子ども教室ですが，現在４教室あり，生涯学習課の職員が普及促 

進に動いていると思いますが，年度途中でも開設はできるのでしょうか。 
事務局：協力いただくボランティアの数，子どもの数，公民館の調整がつけば， 

年度途中の開催も可能です。 
委 員：文部科学省から今年度の設置個所の目標は示されていますか。 
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事務局：設置目標というのは示されておりません。全国では平成１９年度は， 
６，２０１カ所，２３年度には９，７３３カ所となっておりますが，増加

率は鈍ってきています。 
全国的な目標として，全小学校区に放課後子ども教室か放課後児童クラ 
ブを設置しようという目標はあります。 

委 員：近隣都市の放課後子ども教室の設置数はどうなっていますか。 
事務局：平成２３年度県内全体では６０カ所の放課後子ども教室があります。平 

成２２年度では四日市市は２カ所，亀山市は７カ所です。多いところでは，

明和町が６カ所，松阪市が４カ所，名張市が４カ所，伊賀市３カ所などで

す。 
委 員：建設・運営費の３分の２は，国と県から補助が出るのですか。 
子育て支援課：そうです。 
委 員：高岡法輪学童館の１５人など，児童数が１０人台の学童が計３ヶ所あり 

ますが，運営はだいじょうぶでしょうか。 
子育て支援課：登録した児童の人数に応じた補助基準があります。児童数が１０ 

人を割ると補助が受けられなくなり，運営上厳しくなります。保育料と補

助金で運営していますが，定期的な監査ではどの学童も帳簿は適正に処理

され，運営に支障をきたしているクラブはありません。 
委 員：３０の放課後児童クラブ全てにおいて赤字経営はないということですか。 
子育て支援課：ありません。 
委 員：放課後子ども教室について，他の市町で鈴鹿市のように公民館を使って 

という形態でやっているところはあるのですか。 
事務局：今，手元に資料は持ち合わせていないのですが，公民館でやっていると 

ころもあると思います。小学校の空き教室を使っているところもあります

し，スポーツ関係の活動と併せて活動しているところもある。 
委 員：学校の空き教室や体育館で行っているのですか。 
事務局：空き教室のほか，活動場所として体育館とか運動場を使っていると思い 

ます。 
委 員：放課後子ども教室において，教育委員会の協力はあるのですか。 
事務局：子ども教室の事業を進める中で教育委員会，特に対象学校区の小学校に 

ついては，ＰＲと児童の募集・申込みについて，用紙の配布・回収に協力

いただいています。また，一斉下校時の通学団を作っていただき，学校に

よっては児童を迎えに来たボランティアへ引き渡していただくなど連携

協力をいただいています。 
委 員：放課後子ども教室は，事前に登録などをしないと利用できないのでしょ 

うか。 
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事務局：年度当初に，小学校を通じて募集をし申込書で登録をしていただきます。 
それについては，活動にあたって地域の方々がボランティアとして協力し

ていただいて，遊びとか工作とかの指導をしていただくのですが，準備物

の都合もあり，人数が開催日によってばらつくと準備も難しいということ

もあり，一年間の登録制にしています。 
委 員：市連協（鈴鹿市学童保育連絡協議会）に加入している学童が少ないので， 

どのようにしたら加入を増やすことができるかと考えています。 
子育て支援課：市としても学童の横のつながりを強化するために，できれば全部 

の学童が市連協の組織に入っていただいて，悩みとか学童の情報を共有し

合って運営していただくのがいいと考えています。市連協の会議が定期的

にあるようですが，休みの日の開催であったり，夜に保護者の代表と指導

員の両方が出席するなど会議への負担があるということを聞いたことが

あります。そのような負担がないように，時間や出席人数など会議の在り

方を工夫したり，加入した場合のメリットをアピールしていただくなど積

極的に加入への呼びかけをお願いします。 
委 員：そこへ行けば行政から定期的に情報がもらえるなど，会議へ参加するメ 

リットを考えてもらえば学童も集まるのではないでしょうか。参加してよ

かったなと思える会議にしていけばいいのではないでしょうか。 
子育て支援課：昨年度鈴西小学校区で「しいの実」という学童を立ち上げました。 

新設した学童クラブは，学童の運営等，知らないことがたくさんあるので，

市連協に加入してはどうか声を掛けました。たくさんのクラブが市連協に

加入し，横のつながりを強化していただきたいと思います。 
委 員：放課後子ども教室は市内４箇所で開催されているということだが，毎年 

この学校区でしか開催されないのでしょうか。市内の他の学校区でも開催

ができるのでしょうか。 
事務局：放課後子ども教室については，この事業自体がＰＲ不足もありあまり知 

られていないのですが，地域の方々にボランティアでコーディネーター又

は安全管理員として登録していただき，一人のコーディネーターが中心と

なって，子どもたちへの遊びとか体験のメニューを考えていただき，安全

管理員の皆さんが協力して子どもたちと一緒に遊びなどの活動を行って

います。そういったボランティアさんが地域の中でおおよそ１０人前後集

まっていただき，地域の公民館を活動場所にして事業を行っています。大

きな問題は，地域でそういったボランティアさんを確保できるかどうかで

あり，公民館などを通じて地域へ立ち上げを呼び掛けていますが，難しい

状況があります。５月５日号広報すずかにＰＲ記事を載せさせていただき

ました。地域の皆で地域の子どもたちを育てていこうという関心のある方
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に問い合わせをいただきたいと考えています。 
委 員：放課後子ども教室で，例えば年度途中で他の小学校区に引っ越した場合 

に，引き続き同じ子ども教室に参加できるのですか。校区が違うから参加

できないということになるのでしょうか。 
事務局：小学校から公民館への児童の引率に課題が出てくるのではないかと思い 

ます。安全管理員が２つの小学校に分かれて迎えにいくことなどの課題が

あります。 
委 員：放課後児童クラブですが，常勤又は非常勤の指導員が子どもたちの面倒 

をみるのだと思いますが，例えば，磯山っ子は２３人子どもたちが来てい

ますが，常勤の人が一人だけでこの２３人の面倒をみるというのは安全面

的には大丈夫でしょうか。配置の基準はあるのでしょうか。 
子育て支援課：指導員配置の基準は，厚生労働省のガイドラインがありますが， 

実際現場に行くと子どもの様子によっては，基準より多くの指導員を確保

しなくてはならない状況もあります。磯山っ子については，社会福祉法人

の保育所が運営している学童で，その時々の子どもたちの様子に応じて保

育士さんが複数でも対応していただいていると聞いております。 
委 員：放課後児童クラブと放課後子ども教室とを比べてみて，放課後児童クラ 

ブは仕事などでどうしても子どもをみてほしい時期にどうしても必要と

いう事業であり，放課後子ども教室の方は，それに比べて長い目でみて子

どもの成長に必要な事業というふうに思います。今，夫婦の内一人が働い

て生活をしていけるような状況ではないので，やはり子どもを預けて働き

たいと言うお母さんたちもたくさんいます。私の友人の中にも放課後児童

クラブにずっと子どもを預けていても，生活費の面や，塾などの理由から

高学年になったら抜けると言う人もいます。高学年が低学年の面倒をみて

皆が一緒に育っていくところが放課後児童クラブのいいところですが，い

ろいろな事情で子どもが行けなくなるのは悲しいなというふうに思いま

した。子どもの一時期の対策としての放課後児童クラブについては，私た

ちもただつくってほしいと言うだけではなく，その後の建物の使い方など

いろいろな角度から考えていかなければならないと思いました。 
放課後子ども教室に関してですが，以前から比べると少しずつですが参

加児童が減っているように感じます。本当に放課後子ども教室が必要でア

ピールしていきたいと思うのでしたら必死になってやっていかないとい

けないのではないか思います。 
会 長：事務局でよく検討していただきたいと思います。 
委 員：放課後子ども教室の事業を行うにあたり最低限の児童数はあるのでしょ 

うか。例えば児童数が１０人以上でないとできないというように。 
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事務局：今までそのような状況には至っておりません。児童数が何名以上でない 
と国，県の補助が受けられないというような基準はありませんが，児童数

が減ってくれば状況によっては存廃を検討することも必要となってくる

と思います。 
部 長：子ども教室以外でもスポーツ活動についても言えるのですが，年々子ど 

もの参加が減ってきて，チームが組めなくなったり解散に追い込まれたり

しているところがでてきております。 
会 長：他によろしいでしょうか。 
    放課後子ども教室については，放課後児童クラブに比べるとなかなか理 

解が難しいかと思いますが，１年を通してじっくり検討していこうと思 

いますのでよろしくお願いいたします。それでは熱心なご議論本当にあり

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今後も継続して

協議をしていく必要があると思います。委員の皆様には今後とも会議の開

催，議事進行につきまして御協力いただきますようお願い申し上げます。

これにて本日の議事は終了いたします。スムーズな議事進行に御協力本当

にありがとうございました。 

 
５ 事務連絡 
 

６ 閉会あいさつ（生涯学習課長） 


