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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２５年２月２６日（火）13:30～15:30 

場 所 鈴鹿市役所１２階 １２０２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 

  米倉多賀子委員 森喜代造委員  

 
 関係部局 
  教育総務課長 冨田佳宏，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 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 文化振興部長あいさつ 

   文化振興部生涯学習課長：あいさつ 
 

２ 会長あいさつ 

鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会長：あいさつ 

 
３ 議事 
（１）本年度事業実施状況と次年度事業について 
事務局：市内４カ所で開催しております「放課後子ども教室」につきまして，平成 

２４年度の活動報告をさせていただきます。 
お手元の資料１，２をご覧ください。 
２学期までの「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立案された「活

動計画」に基づき，教室の運営が行われています。 
教室ごとに活動内容は異なりますが，それぞれが独自性を発揮した取り組み
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を行っており，どの教室も，子どもたちは生き生きと活発に活動しています。

ここで４教室の特徴と，それぞれの活動内容を紹介させていただきます。 
まず「清和のもり」ですが，活動場所である清和公民館は小学校に併設して

ます。そのため，通級時の事故や不審者の心配がなく，遊び場所も小学校の

運動場を使用できるといった，安全な環境が整っています。子どもたちは外

で遊ぶのが大好きで，教室活動にも外遊びの時間をたくさん取り入れていま

す。また，今年度は公民館サークルのフラダンスを見学したり，外部から講

師を招き，木の実工作やマジックショーを体験するなど，多彩な活動を行い

ました。 
続きまして「郡山子ども教室」ですが，参加児童３７名中１４名が児童クラ

ブ「サンキッズ」に所属しています。教室開催日は学校から児童クラブへ帰

り，そこから子ども教室へ参加しています。 
教室では，グループ別に違う内容の活動が用意されており，子どもたちは個々

に好きな活動を選んで参加します。例えば１２月の活動日には「割り箸飛行

機づくり」「砂絵」「クリスマスカード作り」の３つの活動を行いました。 
それぞれのグループには安全管理員が付いており，子どもたちの安全確保と

指導にあたっています。 
また，外部講師を招いての活動が多いのも郡山子ども教室の特徴です。 
次にキッズ白子ですが，キッズ白子は「鈴鹿墨」「伊勢型紙」など，もの作り

が盛んな白子町の地域性を受けて，子ども教室でも「もの作り活動」を大切

にしています。 
今年度は，「七夕笹の飾り付け」，「どんぐり工作」，「クリスマスリース作り」

など，季節ごとに自然の材料を使った工作を行いました。その他にも，「交通

安全教室」や「科学実験」，「車イス体験」など外部講師を招いての体験活動

もたくさん取り入れています。 
キッズ白子は，４教室の中で唯一，海に近い場所で開催されていますので，

震災時には津波の被害が想定されます。そこで，教室独自の避難マニュアル

を作成すると共に，開級時には避難訓練も行いました。子ども教室の指導員，

市の職員の他に，保護者や白子小学校の校長先生，警察官にも参加していた

だき，小学校の避難先である白子中学校までの避難経路を確認しました。 
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 「ボール遊び」
や「縄跳び」，「トランプ」，「折り紙」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。 
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１年生から５年生までの児童が参加していますが，学年の離れた子どもたち

が仲良く遊んでいるのも明生クラブの特徴です。 
また，今年度は外部講師による読み聞かせや，震災ビデオの鑑賞，宿題の時

に音読を行うなど，新しい取り組みも行いました。 
「放課後子ども教室」では，活動内容の充実と安全な教室運営のために，「指

導員研修会」や「コーディネーター会議」「安全管理員会」を行っています。    
今年度は，全教室の指導員を対象に，中央消防署で救急法の研修をしました。

その他にも，県が主催する研修会にコーディネーター２名が参加しておりま  
す。また，各教室におきましても，活動終了後に反省会を行うなど，活動内

容の検討や改善を図っていただいています。 
次に，今後の子ども教室の課題について説明させていただきます。 
現在，各教室の指導員一人当たりの児童数の割合は，いちばん少ない清和が

１．８人，いちばん多い白子が２．５人です。今年度に限って言えば，どの

教室も指導面，安全面において，指導員と児童数のバランスがとれています。

しかし，子ども教室の児童は，年度により参加人数に偏りがあり，多い時は

指導員一人あたり４．３名になる教室もありました。子ども教室の指導員は

高齢の方が多く，児童数が増えれば負担が大きくなります。児童数と指導員

のバランスを適正に保つためにも，継続した人材の確保と，募集学年の検討

をしていかなければなりません。 
今年度の子ども教室も残り１回となり，３月と４月には来年度の教室開催に

向けたコーディネーター会議を予定しております。その中で各教室の運営方

法について協議を深めてまいりたいと存じます。 
また，その他にも「児童クラブとの連携」や「放課後子ども教室の周知」な

ど，継続した課題もあります。今後も各教室のコーディネーターと連携を密

にし，教室活動の更なる推進に取り組んで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。また，国や県の補助も縮小傾向

にあります。今後は，新規教室の開設を視野に入れながらも，まずは４教室

の活動内容を維持し，現在の取り組みを継続していくことを優先していきた

いと存じます。 
「放課後子ども教室」に関する経過報告は以上でございます。 

会 長：どうもありがとうございました。ただ今の事務局の説明について何か御意見

等ございましたらどうぞよろしくお願いいたします。 
委 員：今現在４教室ありますけれども，将来的に文科省も言っておりますように増
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やすような状況はあるのか，その辺りはどのように考えておられますか。そ

して各地域へ勧誘にいっているのでしょうか。 
生涯学習課長：最後に説明させていただきましたように，今年度は広報で，また機会

に応じて公民館にポスターを貼らせていただいたりしておりますが，必要性

についての声はほとんどお聴きしていませんし，それとボランティアも受け

ていただくのが難しい状況です。家で家族が子どもの守をしていることから

必要性が乏しいというところがあったり，帰りは保護者にお迎えに来ていた

だかなければならないというのが大きなネックになるかもしれません。３時

から始めさせていただいて４時半にはお迎えに来ていただきますので，共働

きしてみえる放課後児童クラブのように遅くまで預からせていただくこと

ができないなど，いろいろな理由から今の４教室以上に広がっていないとい

うのが現状でございます。 
委 員：鈴鹿川以西についてはどうでしょうか。 
生涯学習課長：やはり，おじいさんやおばあさんがお家に一緒にいていただくとか，

もうすでに地域で子ども育成活動をいろいろやっていますというようなお

声を聞かせてもらっています。 
委 員：神戸など市街地の小学校では行われていませんが，いかがでしょうか。 
生涯学習課長：その地域では調査をさせていただいておりません。 
委 員：ここにある指導員一人あたりの児童の割合を見させてもらいましたが，数値

の意味がよくわかりません。単に指導員さん一人あたりの子どもの人数が去

年に比べていいとか悪いとかを比較する数値なのでしょうか。去年に比べて

安定してますよという為だけの数値でしょうか。 
事務局：放課後子ども教室は地域のボランティアの方に参加していただいて開催して

いますが，一つの目安として一人のボランティアの方が指導する子どもの人

数はどのくらいなのか，ということを割合で表させていただきました。 
委 員：生涯学習課としてはこの割合がいくつぐらいだったらいいとか，比較するも

のではないということですね。理想の割合はいくつであるとか，そういうも

のはないということですね。 
事務局：今年度の教室の開催の様子を見ていまして，どれくらいの人数であれば，指

導員の活動が非常にやりやすい状態であるのか。今年度の１．８から２．５

の数字であれば，いろいろな活動をするにもボランティアの方の負担も軽く，

子どもたちへも目が行き届くというような形で開催できるのではないかと

思います。 
委 員：資料の写真については，できましたら様子が分かるように，写真の下に開催

場所と日付を入れておいてください。 
事務局：わかりました。 
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会 長：他にいかがでしょうか。 
委 員：関連ですけども，写真は４教室の写真ですか。 
事務局：そうです。上から順番に３つずつ４教室に分かれておりまして，上から清

和，郡山，白子，明生になります。 
会 長：他にいかがでしょうか。先ほど委員から鈴鹿川以西も含めてどうでしょう

かとお尋ねがあった時に，なかなか増えないという理由に，４時半までに

迎えに来ないといけない，おじいちゃんおばあちゃんが見てくれるからと

いうことがありました。逆に，おじいちゃんやおばあちゃんがいるから尚

更参加しやすい条件が整っているような気がするのですが。迎えにも来て

もらえるし，いつもお家で過ごしていることと違う経験ができると思うの

ですが，いかがでしょうか。 
生涯学習課長：やはりボランティアの方が来ていただいて成り立っている事業です

ので，ボランティアの皆さんの集まり具合なども含めて，なかなか難しい

という状況でございます。 
会 長：わかりました。 
委 員：関連するのですが，先ほど言われた必要性という言葉の中身が気になって

いまして，子ども教室の必要性がないということをどのように掴んでいま

すか。 
生涯学習課長：必要性がないというのは，家におじいちゃんやおばあちゃんがいて

いただき，よそに預かっていただく必要がないというふうに理解しており

ます。 
委 員：例えば，参加することでいろいろなことが体験できるなど，そういったと

ころのメリットというよりは，預かり先というようなとらえ方をする方が

多いということでしょうか。 
生涯学習課長：やはり，ボランティアの方が集まっていただかないとスタートでき

ないという状況があります。 
委 員：参加者が年々少なくなっていると，今年度１回目の委員会でしたか聞いた

と思います。教室での経験が本当に子どもたちにとって必要なのだろうか，

預かっているだけなら学童とも変わらないということもあります。教室で

はどんなことをしているのかというところを知ってもらう。学童は遅くま

でやってくれる，教室はそれより早く終わるというふうに保護者が思って

いるのなら，その辺りが参加者を増やす切り口ではないかと思いましたの

で質問しました。 
生涯学習課長：学童ではある程度資格を持ってみえる方が指導者としていていただ

いて宿題をみていただいたりするということがあるのですが，子ども教室

では，そういう資格とかは必要ではありませんが，志と申しますか大きい
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優しい心で子どもたちを見守っていただいています。具体的には聞いてい

ませんが，勉強は教えてもらえないのかなど，いろいろ意見はあると思い

ますが，確かに学力アップをということになると，家庭へ帰るまでに学習

の機会があるといいのかもしれませんが，子ども教室の目的からその辺り

は現状としては難しいです。 
会 長：よろしいですか。 
委 員：おじいちゃんやおばあちゃんがボランティアをしてもらえないのかなと思

うのですが。ただ，私は思うのですが，地域の人たちが子どもたちを子守

りしていただく。そして，昔の人なら昔のことを教えていただける。山と

か川の自然のことなども。そういうことから，やはり現代風な人よりも昔

の人の方がいいのかなと思いまして。昔のことをよく御存じの人たち，家

の周りにいる人たちにボランティアでどうですか，というような呼びかけ

をしたらどうかと思います。意見といたします。 
会 長：他にどうでしょうか。放課後子ども教室に関してよろしいですか。それで

は次に，②番の放課後児童クラブの実施状況と次年度の事業について事務

局よりご説明願います。 
子育て支援課：平成２４年度の放課後児童クラブ（学童）の主な活動内容と今後に

ついて説明します。よろしくお願いします。 
今年度は，新たに新設した学童はございません。学童未設置区である庄内・

天名・合川地区については，地元からの設置要望・声はなく，現状１０人以

上の児童の確保は難しい状況にあることから，進展していません。学童の大

きな動きとして，老朽化した箕田学童保育所の建替え工事が完成し，２月１

日，公設民営の箕田学童保育所が誕生しました。これは耐震基準に満たない

民家を借用している学童を特例で公設民営に切り替え，補助の適用を受けま

した。 
続きまして，民家を借用していた玉垣学童保育所ですが，施設の老朽化問題，

大家さんから平成２５年度以降は契約更新できない等の申し出により，移転

先を探していました。結果，自治会からの助言により，玉垣教育集会所を移

転候補地として選定し，管轄する教育委員会人権教育課の承認・協力を得て，

２月１日より玉垣教育集会所へ移転することができました。 
移転問題でもう一つ。鈴西小学校区にしいの実学童がありますが，年末に施

設の所有者である自治会より，平成２５年４月以降は契約更新しないと連絡

がありました。これを受け，保護者・行政が一丸となり，移転先を探しまし

た。４０箇所以上の候補地を一軒ずつ交渉しましたが，なかなか場所の確定

にはいたりませんでした。１月下旬にようやく花川町の空き家をお借りする

ことが決まりました。現在の施設よりも，学校から近く，目の前には公園が
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あって立地条件は最高ですが，古民家であるため老朽化が激しく，現在，耐

震補強と修繕工事中であります。 
続きまして，稲生小学校区ゆめっ子クラブでは，平成２５年度の申込者数が

約１００人になることから，現在，分設に向けて作業を進めています。現在

の敷地では，拡充するスペースもなく，こちらも場所の確保に苦慮しました

が，ようやく土地を探し，ただいま建設中であります。予定では，平成２５

年４月から，市内３５番目の放課後児童クラブ「第２ゆめっ子クラブ」が誕

生する予定です。以上が移転に関する報告です。 
続きまして，主な活動内容を説明します。今年度も指導員の質を高めるとい

う課題がある中，２回の指導員研修を実施しました。１回目は，７月１２日

に防災意識を高めるための研修を実施し，８１名の指導員が参加されました。

「地震から命を守るために 私と地域の防災対策」というテーマで，いつ東

南海地震が起きるか分らないと言われている中で，参加した指導員は熱心に

聞き入っていました。各クラブでは，防災マニュアルを策定し，定期的に避

難訓練を実施するなど，万一に備え，防災意識が高まっています。２回目は，

１月２５日，みえの子育ち出前講座を活用し，「子どもの関わりの中で大切

にしたいこと」というテーマで，９１名の指導員の参加をいただきました。

指導員の仕事は，子どもたちが学校から帰ってきてくつろいだり，安心して

過ごせるように，安全や衛生に気を配りながら生活環境を整えることがまず

必要です。そして，その日の子どもたちの状況，様子を見ながら無理のない

ように計画を立てることが大切であることを学びました。 
その他には，三重県が実施する研修の案内，子育て支援に関する研修等があ

れば，積極的に案内を行いました。 
続きまして，１０月から１１月にかけて，全学童の定期監査を実施しました。

運営は，主に保護者からの保育料と国・県・市からの補助金で成り立ってい

るため，適正に執行されているかチェックを行いました。不適正と判断した

学童に対し，今まで口頭による指導だったのが，口頭指導に加え，書面で通

知を行いました。 
他には，平成２３年度に作成した放課後児童クラブＱ＆Ａの見直し・追加を

行いました。これは，学童の役員等は，１～２年で任期交代のため，入れ替

わりの時期に業務に支障をきたすことが多々あるため，学童のしくみや補助

制度，今まで学童からいただいた質問をＱ＆Ａ方式に取りまとめたものです。

更に３月２５日は，学童全体の説明会を実施し，次年度の補助金や，１年間

のスケジュール，定期監査の総括などを行い，学童の運営がスムーズに行え

るよう，説明会を実施します。 
次年度の予定といたしましては，栄小学校区放課後児童クラブ「栄っ子」と，
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国府小学校区放課後児童クラブ「ゆいまぁる」の移転問題があります。 
栄っ子については，移転に関する要望書が提出され，現在，協議中でありま

す。また，学童未設置区である庄内・天名・合川地区については，１０人以

上の登録児童数が確保できない場合，設立は難しくなりますが，地元からの

要望や補助基準の改正があれば，設立に向けた準備を行いたいと思います。 
会  長：ありがとうございます。それでは引き続きですが放課後児童クラブの件に

関しまして，何かご質問ご意見等ございましたらよろしくお願いいたします。 
委 員：公設については，すべて耐震補強はされているのですか。 
子育て支援課：公設の建物については耐震審査を実施し，基準に達していると報告

を受けております。 
委 員：児童が少ない，指導員不足などの問題点はありますか。 
子育て支援課：学童では，登録児童が１０人を切りますと，国，県，市の国庫補助

が適用されないというのもありまして，今現在，三重県に対し，１０人を切

った場合の補助の適用について，要望している状況です。 
指導員の不足につきましては，こちらも専門的な仕事でありまして，大変責任

のある仕事でございます。今回，全学童に指導員の募集について聞き取ったと

ころ，２月２０日号の広報すずかにも指導員の募集について掲載したんですが，

やはり指導員は不足しております。また年度の変わるこの時期には，どこの学

童でも少し不足しています。これにつきましては市の方で指導員を雇用すると

いうことではなく，民営ですので，各クラブでハローワークに連絡したり，各

学童で広告へ掲載し宣伝したり，市の方では広報すずかに掲載をして募集をか

けている。そんな状況でございます。 
委 員：国府小学校区の児童クラブは，どこに移転しますか。 
子育て支援課：まだこれは正式に決まっておりません。保護者の方からも相談を受

けておりまして，一番いい学校に近いところの施設を今現在検討していると

ころでございます。地元の方，地域の方も協力いただきながら移転に向けて，

今現在調整中です。 
委 員：今は，国府幼稚園ですね。そこらへん狭いのか使いよいなとか。 
子育て支援課：将来的には幼稚園の再編計画もございます。将来的なことも考えて，

地域の方，保護者が今一つになって移転先を探しているという状況です。 
委 員：例えば小学校の空き教室などの利用は出来ないのでしょうか。 
子育て支援課：委員がおっしゃいましたように，学校の空き教室というのは保護者

も安心ですし，費用面でも施設を再利用するという点では一番いいのではな

いかと考えています。ただ，それにつきましては，教育委員会とも調整をし

て，これから協議をしていくという段階であります。ただ，いろんな課題と

いうものもありますので，そういった課題をクリアして何が一番いいのかと
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いうことを考えながら関係機関と連携しながら進めてまいりたいと思います。

学校の空き教室についても，津市が学校の教室を利用しているところが比較

的あります。今年度，津市の学童へ視察いたしました。そちらでその場合の

問題点や，良い点，悪い点を色々聞き取って，今後内部でそれを元に協議を

進めていきたいと考えております。 
委 員：今３４の児童クラブがありますが，空き教室で行っているところはありま

せんか。 
子育て支援課：小学校の利用はないですが，幼稚園を４カ所使っております。 
委 員：ありがとうございました。 
会  長：他にいかがでしょうか。よろしくお願いします。 
委 員：先ほど，防災マニュアルという言葉が出ましたが，民営だからでしょうが，

役員任せではないですが，役員さんの中に詳しい人がいなかったら前に進

んでいかないことが多くあります。先生の待遇などもそうなのですが，あ

る程度の基準が決まっている方がいいなと，役員をやりはじめて思いまし

た。 
会  長：役員によって，先生たちの待遇も含めて，細かいことを言えばマニュア 

ルの進め方も全然違うのではないかということですね。 
その辺りはいかがですか。 

子育て支援課：昨年度，防災マニュアルがなかったところがたくさんありました。こ

れではいけないなということで，一応こちらの方でマニュアル案を作り，そ

れを各学童に配布して，それをもとに地域性もありますのでアレンジして作

って下さいという投げかけをしました。避難訓練も当然やってないところも

ありましたので，避難訓練も必ず実施して避難場所，避難経路を指導員の先

生方が中心となるよう指導もしております。行政としてはきちんと防災マニ

ュアルをもとに，避難場所の確認とか非常袋を準備するなど，そういった指

導は行っております。 
委 員：鈴鹿市学童保育連絡協議会（以下，「市連協」という）で防災についてお聞

きしたときに，避難訓練は行っていますが防災マニュアルはまだという学童

が半分くらいでしたので。 
子育て支援課：防災マニュアルにつきましては，たくさん設置していただいています。

内容は大変ボリュームのあるものもあれば，かなり簡素化したものもあるの

ですが，マニュアル自体はほとんどの学童で設置したと聞いています。ただ

し，防災マニュアルも地震や火事，不審者など，いろいろマニュアルがあり

ます。全部のマニュアルを設定しているところもあれば，地震だけのマニュ

アルしか作っていないというようなところもあるのですが，地震マニュアル

については，ほとんどの学童が設置したというふうに聞いております。 
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会 長：よろしいでしょうか。 
委 員：要は，各学童クラブの主体性を尊重するということの良さとマイナスの面

の両方があります。それぞれの児童クラブの主体性に任せていかなければい

けないのだけれども，そうすると格差が出てきてしまうので，その辺をどう

やって埋めていくかということを話したほうがいいのではというふうに思

うのですが。例えば，こんな素晴らしいことをやってるよというようなとこ

ろがあって，そこをみんなに真似してもらうとか，検証してもらうとかして

いかないと，差を埋めるのは難しいのではないでしょうか。私も幼稚園教諭

の資格を持っているので，指導員にどうですかと言われますが，やはり働く

条件が，悪いのではと思うところがあります。でもそこはやはり，保護者の

人とか周りの人がお金じゃないところで上手にお願いしていかないと，お金

も大事ですし，お金だけではない部分もありますから。 
会 長：その辺のところはどうですか。 
子育て支援課：市連協に加盟している児童クラブは，１０カ所余りということです

ので，これにつきましてはやはり行政といたしましても，市連協の良さとい

うのはわかっておりますし，市連協のよさをどんどんアピールしていただい

て，学童としての横のつながりを強化していただきたいと思っています。 
３月２５日の説明会で市連協の方に，加入についてアピールしていただく時

間も取っております。積極的に入っていただくために是非良さを伝えていた

だきたいと思っています。 
委 員：市連協に入ったら，何か得するということをＰＲしておくと，みんな入り

ますよね。入るメリットみたいなものも考えてもらえると入ってもらいやす

くなると思います。 
子育て支援課：指導員の方のことですが，やはり委員がおっしゃいましたように，

責任のある仕事の割には条件が厳しいです。民営であるがために辛いところ

があります。私も監査の中で指導員の賃金については一応聞き取ってはいま

した。だいたい時給が平均で８００円から８５０円までです。多い所もある

し，もっと少ない所もあります。これはやはり民営ですから賃金については

まちまちでございます。指導員の方がそういった賃金の中でもやる気を持っ

て，長く続けていただくということが子どもたちのためでもありますし，指

導員の方が途中で辞めていただくというのは学童自体が不安定になります。

このことから，今後の案といたしまして指導員の就業規則を設けることを実

は考えております。雇用条件ですね。それをあくまでも一つの例として，行

政の方で次年度提示したいと考えております。あくまでもそれは強制ではご

ざいません。一応そういう最低賃金や昇給や退職金，雇用保険のことなど，

指導員の雇用についてのそういった規則的なものを行政としては参考とし
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て，マニュアルというものを作りたいという案を持っております。それをす

ることによって少しでも変わればいいと考えています。 
会 長：他にいかがでしょうか。 
委 員：今現在，学童が設置されていない所は何カ所くらいあるのでしょうか。 
子育て支援課：３カ所です。 
委 員：設ける予定はありますか。 
子育て支援課：市内に３０の小学校区があります。基本的には小学校区１カ所という

ことが次世代育成支援行動計画の中にもございますので，当然ニーズがあれ

ば学童を設置したいという考えはあります。ただ，先ほど言いましたように，

学童というと保護者からの保育料と国県市からの補助金で運営が成り立っ

ております。ただ，立ち上げのときに児童の数が１０人未満ですと補助金が

つかず，学童が成り立たないということにもなりますので，まず立ち上げの

基準といたしましては１０人以上確保して下さい，というふうに市の方では

申し上げています。それはあくまで国県市の補助金ということですが，もう

一つの補助金の制度として県単という制度があります。県の単費と言ってい

るのですが，それは５人から１０人未満であっても県の補助があり，県２分

の１，市２分の１という補助の制度があります。そういった補助の制度もあ

るのですが，それは３年しか使えないです。４年目以降それが使えるかとい

うと，４年目以降は打ち切られます。せっかく施設にお金をかけて建てても，

４年目以降になったら打ち切られることになりますので，そういった人数的

に難しい所については慎重にしながら，ニーズと言いますか要望があればア

ンケートも取って前向きに進めていきたいというふうには思っています。し

かしながら，昨年度はそういった要望，声と言うものはありませんでした。

地域の方，保護者の方から要望があれば，私どもはアンケートを取るなどし

て進めていく予定でございます。 
委 員：その要望と言うのは，小学校に相談すればいいのですか。 
子育て支援課：小学校からでも結構ですが，私ども子育て支援課が学童保育所の担当

課ですので，子育て支援課の方へ直接来ていただいて相談していただければ

結構です。 
委 員：私の地域に学童がなくて，どこにその声を上げたらいいのかわからない時が

ありました。その後に学童が出来たので良かったのですが，どこに相談した

らいいのかがわかりませんでしたので。 
子育て支援課：私どもの周知不足ということもあると思います。ホームページとか市

の広報では定期的にお知らせはしておりますし，広報すずか２０日号の裏面

のページに学童の様子を紹介するというページを設け，全学童掲載しました。

何らかの形でアピールをしているのですが，そういった問い合わせがあれば
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すぐに子育て支援課の方まで一報いただければ対応いたしますので，よろし

くお願いします。 
会 長：他にいかがですか。どのようなことでも結構です。 
委 員：指導員研修に９１名が参加された。これは指導員の中の何パーセントになる

のでしょうか。 
会 長：どうですか事務局，概算でも結構です。 
子育て支援課：指導員のトータル人数が１６７人で，今まで毎年 2回やっているので

すが，指導員研修もなるべく参加するようにと声掛けをし，どんどん数が増

えています。今回９１人というのは，今までの研修の中ではいちばん集まっ

た人数になります。 
会 長：ちなみに研修は何曜日に行いましたか。 
子育て支援課：平日でしたが，指導員からの要望がございまして，時間帯は，午前中

９時～１１時半という時間の中でやっております。 
委 員：お聞きしたかったのは，パーセントが多いか少ないかというよりも，やはり

専門性のある仕事ですので，大切だと思われているから研修の案内もされて，

講座を開催されているのだと思うのです。参加がどちらかと言えば少ないと

思いますがそこのところはどう考えてみえるのでしょうか。もう一つ，ネッ

クがあって，先ほどの雇用の形態がなかなか厳しいという中にあって，研修

への参加に対して手当は出ませんね。 
子育て支援課：参加数が少ないという委員さんの御意見なのですが，今までに比べた

らかなり増えており，担当としてはよかったなと思っているのですが，当然

いろんな事情も抱えています。そういった研修時間がいいのかどうかわかり

ませんが，学童は放課後 2時くらいから開けております。午前中は例えば家
にいるという指導員もおります。研修に参加できない指導員への周知につい

ては，参加した指導員が学童へ持ち帰って，きちんと他の指導員へ報告する

よう言わせてもらっています。 
あと一点は，やはり雇用形態が厳しいという中においても，指導員の研修に

ついては，何らかの形で日当あるいは時間給で対応しているというふうに聞

いております。無報酬という所は聞いてはいないです。 
委 員：その雇用条件を提示されていくという今後の見通しがある中で，やはりその

辺のところもきちんと明文化していただけると，もしかすると研修は無報酬

と思われている方や研修の必要性についてそれ程重要に思ってない方がい

ると考えられるのでは，と思いましたので意見として述べさせていただきま

した。 
会 長：他にいかがでしょうか。 
委 員：数もさることながら，全部の学童から最低一人は研修に参加しているという
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確認がしたかったですが。全部の学童から参加していますか。 
子育て支援課：今回ほとんど全部の学童から参加してもらいました。一人ないし指導

員が多い所は複数出ていただきました。都合で急きょ欠席になったという学

童もあったのですが，基本的にはほとんどの学童が，市が実施する研修会に

参加いただいております。 
会 長：他にいかがでしょうか。 

私の方からお聞きしたいことがあるのですが，よろしいでしょうか。先ほど

委員から国府小学校に関連しまして，小学校の空き教室を学童にという話が

出ました。この話というのは以前からここの場でも出ていますし，他からも

聞こえてくる話ではないかと思うのですが，そういうことに関して教育委員

会はどのようなご判断と考え方をお持ちでしょうか。今現在の考え方で結構

です。 
教育総務課長：実際には幼稚園の一部開放を学童に利用いたしております。公共施設

の更新が今後なかなか難しい時代になってきていますので，当然それは取り

こんでいかなければいけないのではと思っております。確かに学校を転換し

ていくとなると治安の問題などいろいろな問題が出てきます。クリアしなけ

ればいけない問題はたくさんありますが，鈴鹿市以外は学校では行っていな

いのかと言いますと，実際には取り組んでみえるところもございますので，

検討していく時代に来ているのではと思っています。しかし，施設的にも今

のままでいいということではないと思いますので，その辺は考えていく必要

があります。それともう一つは，学校自体の建物が４０年くらい経ってきま

して，更新の時期にきていますので，それと併せてなんらかのそういう学童

も含めた施設改良をしていくというふうな，そういう時にきているのではと

思っています。 
会 長：本当に抱えている問題は多いとは思うのですが，子どもがそのまま直接学校

内の学童に行くことができるというのは，本当に親としては安心安全だと思

うのです。是非，これから各関係部署とよく相談して前へ進めていっていた

だければありがたいと思います。 
その他，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
それでは，この機会に放課後子どもプラン会議全体に関して何かご意見ご質

問等がありましたらお願いします。 
委 員：今，委員が５人おりますけれども，毎年代わるのでしょうか。 
生涯学習課長：団体から推薦頂いておる方もあります。ある程度の委員は残っていた

だき，また，新しい方も入っていただいて新しい風を入れていただくことも

必要だと思います。また，子育てに関する法律が変わってくると，それに合

わせた委員をお願いすることもあると思います。 
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委 員：委員数は今の数が最大限ですか。 
生涯学習課長：これについては１０人までということですが，今の委員数くらいがご

意見いただくのにはちょうどいいのではないかと考えております。 
委 員：男性の委員についてはいかがですか。 
生涯学習課長：現在，２人の男性の方が委員として入っていただいておりますが，男

女同じくらいの人数にしていければと考えています。 
委 員：人選は事務局がするわけですね。 
生涯学習課長：事務局の方からお願いさせていただいております。 
委 員：放課後子ども教室は４教室ありますけども，私はその代表としてきておりま

すが，他の人たちの意見もいろいろありますで，交代ということもいかがか

と思いました。 
会 長：他にはよろしいでしょうか。 
委 員：学童だけではないのですが，例えば，開設時間を親御さんの要望によって，

長期休みなども朝６時半や７時から預かって，一見便利でいい，助かると思

うのですが。例えばある子育て支援事業所のとこなのですが，朝，保育園に

預ける前にその事業所に預けて，次に保育園の早番の先生に預けて，昼は保

育園の正規の先生，そして保育園の遅番の先生にみてもらって，また夜に事

業所で預かってもらい，中にはお風呂に入れて寝るところまで預かってもら

う，そういう子たちがいたんですよね。男女共同参画のことを考えると，女

性も男性と同じように働く機会があって当然だと思う一方で，母親として，

これじゃ本当に子どもの為なのかと大変悩むことがあります。 
例えば子育て支援課として学童について，ここまで預かるという時間帯はあ

るのですか。例えば，学童の運営委員会がいいと言えば，朝の６時半からで

も預かるのでしょうか。 
子育て支援課：これはやはり各学童民営ですので，基本的に開設時間については各学

童で話し合っていただいて，その年その年の保護者のニーズなども確認して

決めていただいてます。ずっと同じようなところもあれば，開始時間，終了

時間を変えてもらっている学童もあります。それはやはり保護者のニーズ，

そして学童の運営委員会の中の話し合いで決定していただいております。 
委 員：保育園などはどうなっているのでしょうか。 
会 長：保育園は一応，基本的に１１時間規定です。ただし，一番はニーズですけど

も，朝の６時から開けるところもありますし，夜は１０時まで預かるという

ところもあります。それに関しては基本的な１１時間を超えた場合は，その

料金を取らしていただくというかたちで対応していくという様なかたちを

取っています。ただし，その中にちゃんとした正規の保育士さんを何人配置

しなくちゃいけないという条件がありますので，その条件はちゃんとクリア
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していきます。 
委 員：ニーズも大事ですが，子どもはどうなっていくのかと思います。 
会 長：それはもう，保育園を運営している場合にでもまったく同じ考えを持ってい

ます。今，１１時間３６５日開けなさいというような基本的な国の姿勢があ

ります。要は土日も開けて休日保育をしなさいということなのですが，当然

そういうことをやっているところもあります。しかし，はたして，それこそ

先ほど委員がおっしゃったとおり，その母親と子ども，家族との時間，子ど

もがちゃんと育っていくことに対して，そういう環境はいかがなものかとい

うことは本当に思います。 
ですから，逆に私たちは親に対して，子どもを見ることができる時はちゃん

と見て下さいね，土日は休みならお母さんたちとの時間をしっかり取って下

さい，と言う様なことは言います。お母さんたちにこちらで預かりますよと

いうことはあまり言いません。それは確かに以前から保育の世界では，特に

民間の保育の世界では言われてきたことです。はたして，国はそうやって見

なさい見なさいって言うけれども，はたしていいのか。それが子どもにとっ

ていいのかということはずっと議論になっていて，今でも続いております。

これから一つの放課後児童クラブの課題になるかもしれませんね。 
子育て支援課：その件に関してなのですが，保護者は普段働いていますし，子どもた

ちと接する機会も少なく，減ってきています。その中でやはり私ども子育て

支援課としては，学童の行事やイベントをなるべく作っていただいて，それ

にお母さんも一緒に参加して下さい，そういう機会を増やして下さいという

話はしております。 
会 長：ありがとうございます。他にいかがですか。よろしいですか。 

本日は本当にご熱心にご討議をいただきましてありがとうございました。 
これで，今年度の会議は終了するわけですが，委員の皆様におかれましては，

１年間にわたっていろいろなお立場でご議論いただきました。本当にありが

とうございました。今後もそれぞれの見方，視点があると思いますので，子

どもたちの健全育成にお力添えをいただきますよう，どうかよろしくお願い

いたしまして，これで本日の会議を終了いたします。本当にどうもありがと

うございました。 

 
４ 閉 会 

生涯学習課長 あいさつ 


