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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２４年１０月１０日（水）16:00～16:30 

場 所 郡山公民館 会議室 
               ①郡山小学校区放課後児童クラブ「サンキッズ・ 

サンキッズⅡ」（15:00～15:30） 
   ②放課後子ども教室「郡山子ども教室」 

（15:30～16:00） 
                 の視察後に開催 

                  
出席者  
 委 員 
鎌田秀一会長，家﨑信子委員，林佳代子委員，西尾元子委員， 

  米倉多賀子委員 （欠席：森喜代造委員）  

 
 関係部局 
  子育て支援課長 井上陽子，青少年課長 中道公子 
子育て支援課副主幹 野島慎人， 

  
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， 

  生涯学習課 伊藤靖子 

 

１ 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： 本日は鈴鹿市放課後子どもプラン第２回運営委員会として，先ず放課 

後児童クラブ「サンキッズ」を視ていただき，今，放課後子ども教室「郡

山子ども教室」を視ていただきました。 

引き続き会議に移らせていただきます。 

それでは，事項書１意見交換会ですが，二つの活動を見ていただいた

中で各委員から，この放課後子どもプランの運営に役立つような意見，

感想を是非お聞かせいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

委 員： どちらの様子を視させていただいても，子どもが非常に楽しく活動し
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ている姿を見てたいへん安心しました。多分それは保護者の方も同じ思

いだと思います。 

保護者の人にとっては緊急時の対応が不安なのではないかと，いつも

自分自身思っていることなのですが。例えば台風や不審者が出た場合な

どで，緊急に子どもを引き取ってもらわないといけないときに，学童へ

子どもを行かせていいのか，それとも学校へ留め置くのか，そこの連携

がきちんと取れていないと緊急時には保護者の方も不安ではないかと

思います。 

会 長： 連携も含めて，緊急の事態等が出た場合にどのように対処しているか

ということについてはどうでしょうか。 

生涯学習課長：放課後子ども教室については，マニュアルを作って，不審者等があっ

た場合は施設の外へ出ないように，場合によっては警察へ通報するなど

マニュアルを作ってボランティアにも説明してあります。 

委 員： 学校へは，（市教育委員会）青少年課から情報が入ってきてホームペー  

ジなどで見ることができますが，そういった情報も全部こちらへは流れ

ているということでしょうか。 

生涯学習課長：公民館周辺でそういう不審者が出た時の対応についてです。 

委 員： それ以外の場合はいかがでしょうか。緊急時には学校がそういう情報

を児童クラブ（以下，「学童」ともいう）へお知らせをして，例えば，い

つもは 3 時に終わるところを，今日は台風なので２時に下校させますと

連絡を入れて学童に預かってもらうのがいいのか，学童に連絡を入れて

預かってくれますかと聞いてそれからの対応になるのか。対応がその

時々によって異なっています。 

事務局： 基本的に子ども教室の方は，保護者の方が迎えに来ていただくという

ことを前提として参加していただいています。活動終了後，必ず保護者

に一緒に帰っていただきます。学校から教室までは，安全管理員さんが

引率をしていただいて，連れて来ていただくというかたちになっていま

すので，何か起こっても保護者の方には安全管理員が対応できるように

なっています。 

委 員： 活動というのは，学校を出るときから保護者に渡すまでで，安全管理

員の方は子どもの安全を確保されるためにみえる，と理解してよろしい

ですね。学童の方はどういうかたちになりますか。 

子育て支援課：学童は，民営ですので，それぞれの学童によって方針は異なります。

ただ緊急，災害，不審者のマニュアルは各学童で設置するようにしてい

ますので，災害などにつきましても，何時に警報が出てこの時間であれ

ば学童で待機するとか，学校で預かっていただくとか，そういうマニュ
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アルがありますので，そのマニュアルのもとに学童も対応するようにな

っております。マニュアルにつきましては保護者の方にも周知をしてお

りますので，そのマニュアルのとおりに対応するというふうに聞いてい

ます。 

委 員： それが，学校とはマニュアル交換ができていないところが多いのではな

いでしょうか。学童が保護者に説明されている内容が学校へ伝わっていな

いため，場合によっては，学童に子どもを返してくれる約束になっている

と学校へクレームをいただいたり，反対に学童に預かってもらえなくてど

うしたらいいのかということもありましたので，その辺の連携指導をお願

いします。 

子育て支援課：そのような意見をいただきましたので，今後も更に学校と連携を取る

ようにこちらからも指導していきたいと思います。 

委 員： 子どもの安全確保のため，連携をよろしくお願いします。 

会 長： 今，緊急時のマニュアルを回していただいていますが，こういうものが

あるのであれば市内の全小学校にこれが行き渡っていれば，意識の共通が

できやすいので，その辺が不十分ということであれば是非早々にもしてい

ただければという意見でした。 

他にいかがでしょうか。 

委 員： 児童クラブと子ども教室を見させていただいて，子どもたちが楽しく過

ごせる場所がいくつか増えてくるということはいいことだと思います。 

先ほど，緊急時の安全管理の話がありました。今，いろいろな人たちに

ボランティアをお願いすることが増えていますが，その人たちの責任がど

んどん重くなってきていることで，新しくボランティアのなり手がなくな

るのではないかと思います。責任は責任としてもってもらわなくてはいけ

ないと思いますが，甘え過ぎているかもしれませんが，できるだけお互い

の良心の中で努力しますと言うのでは済んでいかないものかと思ったり

もします。昔は，多少問題があっても御好意で子どもを預かってもらって

いましたが，こういう時代ですので，何かあったら子どもを預かった人が

責任を問われるのだろうなと思うと切ない気持ちです。確かに私たちも何

かあった時には，学校に何しているのだと言ってしまうと思いますし，先

生方もそう言われては困るでしょうし，指導員の方も同じだとは思うので

す。ただ，一般のボランティアの人たちに，好意でやっていただいている

人たちに取らせる責任というものがあまり負担過多になるとその方たち

に申し訳ないですし，そうなるとボランティアのなり手がいなくなるので

はと心配です。 

私がボランティアで子どもさんを預った時は，養成講座を何回も受けま
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したし，スキルアップのための講座も受講していました。他のボランティ

アをするときには，自費で有料の研修会を数回受けたこともあり，ボラン

ティアしているのにどうしてこんなに自分でお金をかけて，こんなことを

しなくてはいけないのかと思った時もありましたので，変な言い方ですが，

ボランティアももっと気軽にできないのかと思いました。ボランティアさ

んに頼まなければいけない，ボランティアさんの力を借りなければいけな

い以上，成り手の負担軽減も考えられないかと思います。 

先ほどの児童クラブの指導員さんもしっかりとしてみえますので，あの

ような若い人たちを育てていってもらえる機会があるとまた変わってく

るのではないかと思います。指導員の人たちも経験を積んで自分でやりが

いを見出して指導できるくらいになってきたら，責任感が芽生えてきて，

責任について問われても大丈夫だと思います。しかし，指導員になって間

もない人に責任を問われるようなことばかりあるとその人も大変だと思

いますので，指導員は経験を積ませて育成しているということが保護者な

ど周りの人たちにも分かってもらいたいのですが，難しいことです。 

会 長： おっしゃっていることは大変いいことなのですが，非常に難しいことだ

と思います。 

委 員： 指導員となって間もない時期に，いろいろなところで責任を問われると

いうのはつらいことだと思います。 

会 長： 今の社会の風潮では，子どもに関わる活動に対しては，親御さんの意識

がそういうふうな意識に向かっていますので，逆に本当の意味のボランテ

ィアで参加することに二の足を踏んでしまうという状況であるというの

が確かなところではないでしょうか。 

市としてはその辺りはどうでしょうか。 

生涯学習課長：放課後子ども教室については，市内４カ所で開催させていただいてお

り，事業主体は鈴鹿市で，地域の皆さんにボランティアでご協力いただく

というかたちで行っています。各教室の活動日には基本的に担当の職員が

１名行っています。特に白子の子ども教室については，大地震の際に地域

に津波の心配があるために，６月に避難訓練として白子中学校まで皆と一

緒に歩きました。ボランティアの方にも歩いていただきましたが，あくま

で事業主体は市であり，事業の責任は市にあることを説明してございます

し，皆さんに協力いただかないとできない事業ですので，できるだけボラ

ンティアの方の協力を得やすいように進めていきたいと考えております。 

ただ，現在は市内４カ所の開催ですらが，小学校区３０全てで子ども教

室を行うとなると職員数の面からも現状なかなか難しいことであります。 

会 長： なかなか矛盾したことですが。そうかといってプロのコーディネーター
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を育てるという考えはいかがでしょうか。 

生涯学習課長：子ども教室を運営していく上で，そういった特別な資格というのはご

ざいません。地域の志の高い方に，地域の住民と子どもたちとが一緒にな

って交流する場をいろいろお世話いただくというふうに，地域の方の御理

解と御協力の上で成り立っているという状況です。 

会 長： ボランティアをしていただくにあたっては，今のところ暗中模索のよう

な形で，昔ながらのボランティア精神とか，そういうものにおんぶしてい

るのではないかというところがどうしても見えてしまいます。社会的には

周りの状況というのは昔と変わってきていますから，それに対する行政的

な考え方というものが示されてくるとボランティアへの意識もかなり違

ってくるのではないかと思うのですが。 

委 員： 初めて児童クラブを見せていただきました。私の子どもは児童クラブに

通っていませんので，どういったことをしているのかとても気になってい

ました。今日話を聞くことができ，低学年の子と高学年の子と分けて対応

の仕方を考えていただいていることや，習い事について，私も仕事をして

いますので，やはり学童から習い事に行ってまた帰ってこられるというこ

とはとても親として安心できると思いますし，とてもいいことだと思いま

した。 

子ども教室の方は，この日の活動として準備した３つのプランから子ど

もたちが自分の好きなものを選ぶということで，その子その子に合ったも

のができますし，先ほどもコーディネーターの方や安全管理員の方といろ

いろ話をしながら物を作ったり，絵を描いているのを見て，親としてはこ

ういうところが他にももっとあればと思います。 

委 員： 子ども教室は初めて見せていただいて，今日は工作とお絵描きに部屋が

分かれていまして，お絵描きの方がすごく静かでしたのでとても感心しま

した。工作の方は好きな子が多いのか皆楽しんでやっていましたし，絵が

好きな子も工作の方へ来ることが出来ていいなと思いました。 

児童クラブの方は，自分の子が今通っていますので，預けている立場と

して指導員さんには日々感謝していますし，自分が役員をするようになっ

て，学童の中身が分かるようになったといいますか，それまでは他人ごと

ではありませんが知らない面もたくさんありましたので，実際に違う学童

を初めて見させていただいて，ここはグランドがあるのがすごくいいなと

思いました。私の子どもがお世話になっている学童は，学校の運動場を借

りて遊んでますので，少し歩いて行かなくてはいけませんので，建物から

は先生の見えないところで，サッカーをしたり，先生もついていくのです

が，離れなくてはいけないので，部屋からも見えるところにグランドがあ
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るということはとてもいいと思いました。 

委 員： この前，明生クラブの子ども教室を見せていただいたのですが，20 人で

こじんまりとやってみえたのですが，学童ですと親御さんが働くために，

親御さん自身が学童を探しにいかれます。ところが，子ども教室は知らな

ければ知らないままで済んでいきますので，どんどん人数が減っていきま

す。明生クラブを見せていただいた時も，ここのＰＲをするね，学校便り

で知らせるわ，と言って取材をさせていただきました。そういったことか

ら，ＰＲの部分がやはり弱いと感じます。子ども教室の活動を知らない親

御さんがほとんどだと思いますし，広報等でＰＲはしてもらっていると思

うのですが，こういったことを知る機会も少ないですし，知る場も少ない

ので，そこのところをもう少ししていただけると，中身はすごくいいので，

もっと関心を持って入ってきてくれるのではないかと思います。 

明生クラブの方に，学校でこんな授業をやっている，こんなことを狙っ

て授業をやっているので連携しませんかと言いましたら，明生クラブさん

から，宿題を見るとき気をつけます，と言っていただき，学校としても良

かったものですから，学校との連携もありますよ，勉強のこともちゃんと

見ます，それ以外にこんな素敵な活動もさせてもらえる，そういうことを

もう少しＰＲしたらもっと子どもたちが入ってくるのではないかと思い

ます。 

会 長： ＰＲの活動実態も含めてご説明ください。 

事務局： ＰＲが不足しているのではないかということは，以前から言われていま

すが，広報に載せたり，公民館へポスターを張ったりしてＰＲを行ってお

ります。この事業は，各教室に担当の職員が出向いて行っておりますので，

人員の面からも，すぐさまどんどん子ども教室の数を増やしていけないと

いう事情もありますし，国の予算もなかなか増額という形になってこない

ということもあり，市としても進めにくいところがあります。親御さんと

しては，子どもにとっていろいろな経験ができますし，地域の方にとって

も子どもさんにとっても非常に有意義な事業と思っておりますので，その

辺も考え併せて，今後事業を行っていきたいと思っております。 

委 員： 子ども教室をこれ以上広げてほしいという意味ではなく，明生クラブ自

体の子どもが減ってきているように思いますので。 

生涯学習課長：今年５月５日号広報すずかで１ページ取らせていただいて，活動をＰ

Ｒしています。郡山，キッズ白子，明生クラブ，清和のもりで募集をさせ

ていただいています。費用も１年間で活動費 1，000 円程度と保険料だけ

で参加いただけるのですが。 

委 員： この情報がなかなか浸透していませんので，学童と同じように考えてみ
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えます。 

委 員： 印刷してもらって先生の学校だけでも配らせてもらったらどうか。 

事務局： 募集チラシは，募集時に学校で対象学年児童全員に配布させていただい

ています。 

事務局： 公民館が活動場所ということで，皆が活動できる適当な人数は限られて

きますので，郡山子ども教室もそうですが対象学年を限定させていただい

ております。 

生涯学習課長：できるだけ多くの方にご利用いただいて，ボランティアの方にも多く

の方に参加していただきたいと考えておりますので，引き続きＰＲさせて

いただきます。 

会 長： 今の説明を聞いていますと，子ども教室の数が増えても困るような意味

合いも加味しているようなところもあったのですが，私立保育園では今学

童を行っているところも増えて，子どもが小学校へ入学しても放課後に子

どもを学童へ預けてそのまま継続して働くお母さんも多いのですが，中に

は，小学校に入ったら今まで勤務していた仕事を辞められるお母さんも多

くいらっしゃいます。そういうお母さん方にとっては，子ども教室はいい

場所になるのではないかと思います。例えば，各学校で行っていると思う

のですが，就学時の健康診断といったところへ出向き，市の方から保護者

の方にきちっと説明していけば，子ども教室に対する理解というのは随分

変わるのではないでしょうか。委員がおっしゃっていましたように，学童

と子ども教室を混同して考えてみえる方が随分いらっしゃるのではない

かと思われますので，そのところを料金等も含めて詳しく説明すると，か

なり子ども教室に対する理解度は高まってくるのではないかと思います

ので，また一度考えてみてください。 

委 員： いろいろな活動をしている中で親御さんがいろいろな点で苦労している

ということを見させてもらっていますと，サンキッズの指導員さんは，本

当に大変だと思います。子どもの宿題のこと一つとっても，１・２年生の

ときに宿題することをしつければ定着しますが，そうすることができない

親もたくさんいますし，５・６年生になれば，自分で考えてやっていかな

くてはいけませんが，サンキッズでは子どもの成長に合わせてちゃんと考

えていてくださっています。親でもなかなかしつけができない人がたくさ

んいる中で，子どもたちが指導員さんだけではなく，いろいろな場所で素

敵な大人の人たちに接して成長していくことは素晴らしいことだと思い

ますので，子どもたちが単に学校の先生だけではなくて，地域などいろい

ろなところでいろいろな立場の大人の人たちからいい影響を受けること

ができるような機会があるといいと思いました。 
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会 長： 私が受けた今回の印象としては，やはり，サンキッズ，郡山子ども教室

どちらも環境的に非常に恵まれているというふうに思います。サンキッズ

は小学校から非常に近いですし，あれなら親御さんも安心して預けられる

とみえますし，また，建物のこと，グラウンドのこと，全てにおいてサン

キッズは非常に充実しているのではないかな，と思いました。その中で，

なおかつ，指導員の方も非常にベテランの指導員の方がリーダーシップを

取られて，それに続く方たちも同じような目線で子どもたちに接しられて，

低学年と高学年をきちんと分けるなど，子どもたちが生き生きと安心して

楽しく過ごしているのではないか，と感じました。郡山子ども教室も非常

に上手く考えられて作られているのではないか，と感じました。是非，こ

ういった子どもの放課後対策の事業をモデルのような形でもいいですか

ら，例えばここの取組みをトップモデルにして他の学童や放課後子ども教

室もここと意見交換したり，ここを見習うなどして，環境的にも他の学童

や子ども教室がここに近付けるような方策を考えられるとまた違うので

はないか，というふうに私は感じました。 

他にはよろしいでしょうか。 

本日は本当に熱心なご議論ありがとうございました。 

今後とも鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会の運営に御協力いただ

き ますようよろしくお願いいたします。 

それでは，第２回の運営委員会を終了いたします。 

 

２ 閉会あいさつ 

     文化振興部長    


