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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 25 年 6 月 3 日（月）13:30～15:00 

場 所 鈴鹿市役所 1２階１２０５会議室 

 

出席者  

 委 員 

鎌田秀一委員 内山亜矢子委員 林佳代子委員 松嶌康博委員 

  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，子育て支援課副参事兼児童福祉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 木村元彦 

事務局 

  文化振興部長 古川滋，生涯学習課長 白塚山隆彦， 

生涯学習課副参事兼生涯学習ＧＬ 豊田正人， 

生涯学習課主幹 清水健司，生涯学習課主幹 磯部仁 

 

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，子ども教室と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，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

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
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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「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３０小学校区中２７小学校区に３５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。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，放課後子どもプランについて事務局 

から説明がありました。「放課後子ども教室」と「放課後児童クラブ」の

ことに関して，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，これから

一緒にやっていこうと思います。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２５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。平成２５年度におきましては，

昨年度に引き続き市内４か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か所であります。

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。「キ
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ッズ白子」は第１週から第３週の月３回，「明生クラブ」は第１，第３週

の月２回開催します。開級は，６月５日に「郡山子ども教室」と「明生ク

ラブ」が開級いたします。６月７日に「清和のもり」「キッズ白子」が開

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教育活動サポー

ター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８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，教育活動サポーターとの打ち合わせについても，全ての教室で実施し

ております。第１回の教育活動サポーター会は保護者説明会の日にあわせ

て行い，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，

教育活動サポーターの役割や目的，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について話し合いました。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ち合

わせを行い，６月２１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。どの教室におきましても，コーディネーターと教育活動サポータ

ー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

識の高さを感じました。２回目以降はコーディネーターさんが中心となっ

て会議を進めていただくことになっています。 

この事業も７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，「放課後の居場所づくり」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つの学校の申し込み対象児童，７７０名中１３３名，

約１７.３％の申込みがありました。 昨年は７８４名中１２４名の申し

込みでした。次に，「学年別参加者数」をご覧ください。各教室の参加者

数が横に記載してあります。低学年ほど放課後子ども教室への参加が多い

ことがわかります。また，その下，「継続者数（昨年との比較）」をご覧く

ださい。下のほうの「今年度も継続した児童の総数」は対象となる９３人

に対して５４人約５８％でした。学年別にみても１年生から２年生への継

続者の割合が約７１％と高くなっており，継続的な教室参加がみられます。

特に低学年において，「放課後子ども教室」に参加した児童は，継続して

次の年も参加する割合が高いと思われます。 



5 
 

放課後子ども教室の課題について申し上げます。課題としては，活動

していただくボランティアの確保が難しいということでございます。この

事業は，地域の方にコーディネーター，教育活動サポーターとして地域の

ボランティアに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さんの確保が難しいという課題があります。

コーディネーターさんや教育活動サポーターさんの知り合いの方に声をか

けていただきながら確保しているという現状です。昨年度，新規子ども教

室開級にむけて取り組みましたが，人材の確保が難しかったり，活動場所

の確保が難しかったり，地域によっては，すでに充実した子ども育成活動

が行われているなどの理由で開級には至りませんでした。今年度は，まず

は現４教室の充実につとめていきます。 

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２５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「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，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。現在は３０小学校区中，２７小学校区

で計３５箇所の児童クラブが設置されております。 

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の運

営状況を記載しています。運営主体は，市で設置し運営は民営（保護者

等）で行っている公設民営が２０箇所，設置も運営も民営で行っている民

設民営が１５箇所となっています。 

公設民営の開設場所の中には，幼稚園の空き教室を借用するクラブが

４箇所あります。民設民営の開設場所の中には，集会所が３箇所，民家が

２箇所，社会福祉法人の保育所が運営するクラブが８箇所ございます。 

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定され，ほとんどのクラブが，平日，土曜，夏休

み等の長期休業中も開設しています。保育料の設定も各クラブによって

様々で，一人親・兄弟割引を実施しているクラブがたくさんあります。 

続いて児童数ですが，平成２５年４月１日現在の登録児童数は１，４
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０１人です。平成２０年度が１，０９９人，２１年度が１，１８６人，２

２年度が１，２３４人，２３年度が１，３４７人，２４年度が１，３３７

人と昨年度と比較すると６４人の増であり，学童保育の必要性や役割は大

きいものとなっています。 

この児童達の放課後や休日の生活を守るのが指導員です。平成２５年

度の登録指導員数は１８６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す。

今年度も，２回の指導員研修を開催し，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計画しております。 

市内のほとんどの地区に放課後児童クラブを設置しましたが，施設の 

老朽化や幼稚園の再編計画により，将来，移転しなければならないクラブ

が複数ございます。昨年度は，民家を借用していた箕田学童保育所を公設

民営に切り替え，施設整備補助金を使って移設いたしました。また，同じ

く民家を借用していた玉垣学童保育所については，教育委員会が所管する

玉垣教育集会所へ移転を行い，名称も改め，公設民営の玉垣レインボーと

して再スタートをきりました。また，鈴西小学校区のしいの実学童につい

ては，町民会館を借用していましたが，契約更新しないとの連絡を受け，

保護者・地域が一体となり，花川町の民家へ移転しました。 

今後の施設整備を行う予定といたしまして，幼稚園を借用している河

曲小学校区かわたろうの移設，古くなった集会所を借用している栄小学校

区栄っ子の移設，幼稚園再編計画による国府小学校ゆいまぁるの移設がご

ざいます。これらの施設整備については，教育委員会と連携・調整しなが

ら，幼稚園敷地内への建設，小学校の空き教室の使用など，協議を進めて

まいります。更に学童未設置区である天名・庄内地区に対して，幼稚園の

再編により，休園している幼稚園施設が学童施設として使用可能な場合は，

ニーズ調査を今年度中に実施し，開設に向けて検討してまいります。以上

が大きな動き，計画でございます。 

その他の予定として，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。 

後になりますが，平成２４年８月に子ども・子育て支援法が制定さ

れ，児童福祉法が改正されました。それによりますと，法律が施行される

平成２７年４月までに，国が学童保育の基準を省令で定め，市町も条例で
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基準を定めるとなっております。国の定めた基準に従う項目は，指導員の

資格と配置基準であり，施設の広さや必要な設備，定員・規模，開設日・

開設時間などは，市町は国が定めた基準を参考にして定めることになって

おります。しかし，現時点で国からの正式な通知はなく，三重県に対し，

国への情報提供を依頼している状況でございます。子どもたちの毎日の生

活が安定的に保障され，よりよい学童保育が継続的に運営されるよう，学

童クラブの意向も確認しながら，今後，設置・運営基準の整備を図ってい

く予定でございます。 

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：昨年度も，「放課後子ども教室」では，周知されなくてなかなか人数が

集まらないという話がありましたので，その周知についていろいろ意見を

聞かせていただいていたのですが，今年「放課後子ども教室」は 15.8％

から 17.3％に増えています。なぜ増えたか理由を捉えているかが一点目

です。二点目ですが，「放課後子ども教室」において，ボランティアの確

保が難しいと言うことですがその対策というのは，何か考えていますか，

その二点についてお願いします。 

事務局：児童の数が，15.8％から 17.3％に増えたということですが，広報等で

周知させていただいた効果が若干現れてきていると考えます。 

    一学年から二学年への継続というのも多くあり，数字にも表れてきてい

ると考えます。二点目ですが，やはりコーディネーターを希望される方，

キーマンになる人がなかなかおみえになりません。各公民館へのポスター

掲示を通して周知させていただいているのですが，なかなか申し込みがな

いのが現状です。 

会 長：よろしいでしょうか。 

委 員：学校でも，ボランティアを探すのにものすごく苦労しています。よくや

っているのは，現場を見てもらうという機会を多く作って，何か行事をや

ったりして，それを広くそれを知らせるということもします。例えば，こ

の「放課後子ども教室」も見学に来れるような機会があるとか，興味があ

りそうな人をお誘いするとか，そんな対策を考えていないのかと思いまし

て質問させていただきました。 

会 長：どうでしょうか。事務局その点に関しまして。 

事務局：現場を見るということについては，ボランティアをやりたいという方に

見ていただくことは良いのですが，地区が限定されておりましてなかなか

現場まで行っていただくことも大変です。また，コーディネーターになっ

ていただける方がいないので，そういったところを，今後やっていく必要
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があるのかなと思っています。 

会 長：その他どうでしょうか？ 

委 員：関連してなんですが，例えば明生は去年２０人だったのが，２６人と６

人増えていますので，６人増えた理由を教えていただきたいと思います。 

会 長：では，コーディネーターとして○○委員お願いします。 

委 員：去年は，参加児童が２０人でした。６人増えるということは，指導員が

増えていない中で，６人増えたということは大変な状況でございます。口

伝えで「明生クラブ面白いな」ということが広まったこと。これが，一つ

の原因だと思います。また，２年生がそのまま残り，１年生が７人入って

きています。基本的に１年，２年，３年生で占めていますが，今回６年生，

４年生が少し増えています。増えた原因ではないのですけれども方向とし

ては，子どもたちの自主性に任せてあるところがあります。お別れ会なん

かは，６年生たちにすべて任せ，企画立案等すべて任せています。サポー

ターはそばで見ているということで，自主的に何でもするというように運

営しています。やはり口伝えですね。 

 今回新１年生は入ってきた。「明生クラブ面白いよ」ということで，「遊

べる場所やな」と，昔の話についても聞いたりできる，そう言った面で良

いことがあるということで，６人増えたと思います。 

会 長：よろしいですか。 

委 員：いいですね。高学年の児童が指導員の変わりになるとか，運営に協力が

できる子どもたちがいるということは。一つの方法ですよね。 

会 長：６年生５年生ぐらいになると，そういうことが十分可能な年代ですし，

むしろ積極的にやった方が，子どもたち自身も充実感があると思います。 

     本当にいい方法だと思います。他どうでしょうか。 

委 員：「子ども教室」があるということを，つい 近まで知らなかったんです

けれども。何をしているのでしょうか。市がやっているというのは，何ら

かの法的根拠があってやらざるをえないということでしょうか。 

会 長：できるだけ詳しく説明していただけるといいですが。 

事務局：第二期教育振興基本計画の中で，学校・家庭・地域の連携による教育活

動推進事業というのがあります。この基本計画の中には，放課後等の支

援活動・家庭教育支援活動の二つの枠にわかれております。     

その計画を受けて，「放課後子ども教室」は，各市町で取り組んでいま

す。 

 教室には，コーディネーターという，企画・立案・運営を実施するボ

ランティアを探し，一人だけでは，安全等の活動も担保できないので教

育活動サポーターを地域のボランティアとして登録させていただいてい
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ます。教育活動サポーターは，手元の資料の人数で活動しています。直

接，開設する小学校へ市からＰＲをさせていただきまして，児童の募集

をさせていただいています。実際の活動は，コーディネーターと教育活

動サポーターが，協力して学習・体験・交流活動などのプログラムを実

施していただいています。 

会 長：もう少し詳しく説明してください。 

委 員：市が，何らかの予算措置をしていただいているのでしょうか。 

事務局：予算措置は，市で行っています。実費負担については，保護者からい 

ただいています。保険や，子どもたちに食べていただくような「おやつ」

のようなところについては，保護者の方に負担を いただいていますが，

それ以外の必要経費については，市で行っています。 

委 員：こういう場があるということは，市が一生懸命やる意味が，なぜ市がや

るのか率直に思った感想です。例えば，ボーイスカウトなど，そういった

民間のボランティアのやっている団体でも十分にその狙いが遂げているよ

うな気がします。 

     市でなければできなければ出来ないという活動があるのであれば，積

極的に知恵を絞ってやる意義もあると思うのですが。いま，伺った内容

では良く分からないのですが。 

事務局：確かに鈴鹿市が前面に立って全小学校区でやるというようなものではな

いと考えております。地域のニーズと言うのがあると思います。放課後子

ども教室は「文科省教育部門」，「放課後児童クラブ」は厚生労働省の学童

保育の部門といった事で，各地域のニーズによって内容が変わってくると

考えています。 

 今回の放課後子ども教室４つというのは，教育の分野で，一週間に一回

とか，二週間に一回とかそういったような形で，保育ではなく，教育の部

門です。ボーイスカウトの活動も当然大切ですが，その活動は土曜日，日

曜日等の活動が結構あると思います。平日の毎日ではないけれど，１回そ

う言ったところの部門について，放課後の子どもたちの居場所づくりと言

う位置づけでやっております。 

どうして鈴鹿市がやらなければいけないのかという質問に答えてないの

かもしれませんが，これについては，国・県からそれぞれ３分の１の補助

金と鈴鹿市の市費で拠出させていただいて運営をさせていただいています。 

委 員：わかりました。ありがとうございます。 

会 長：なにかあればどうぞ。 

委 員：「放課後子ども教室」は国から，学童とか，ボーイスカウトは自分たち

の必要性から出てきているのでその辺が少し違うのかなと思います。
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「放課後子ども教室」は，国が文部科学省とかいろんなところが，この

ようなことをしてくださいと言われて，その中で御苦労いただいてやっ

ていただいているのだと思います。 

会 長：では，他の委員いかがでしょうか。 

委 員：子ども教室の方の，継続した児童の総数が，58.1％と言う数字になって

いますが，逆に継続しなかった方々の理由についてのヒアリングはされて

いますか。 

事務局：辞めた理由についての追跡調査はしていません。 

会 長：追跡調査をしていないということですが，ボランティアとかコーディネ

ーターなど，何か感じることはありますか。 ○○委員，よければ考えら

れる理由を教えて下さい。 

委 員：高学年については，やはり塾とかそういった理由です。低学年３年生ま

でぐらいの参加が大変多かったです。明生クラブについては，４年生５人

１０人ほど高学年がいますが，実際子どもたちに聞きますと，塾は水曜日

以外に塾等に行っているみたいです。そういった中で，辞めていく方につ

いては，塾とか野球教室・サッカー教室・明生小学校であれば，ドッチボ

ールの放課後のクラブ活動に専念していく，そう言った中で，辞めていか

ざるを得ないのかなというような状況です。 

委 員：サポーターの数によって，子どもの受け入れの上限は決めていませんか。 

事務局：今の時点では，サポーターに対する，児童の上限規定というのはござい

ません。 

委 員：資料を見ている限り，「明生クラブ」は継続して利用される児童の数と

いうのが非常に高い。一方「郡山の子ども教室」を見ていると，２５年の

参加者数と，継続者数を差し引いた学年の所が新規で入ってきた方の数だ

と思うので，例えば郡山の平成２５年度の２年生は，２２人ですけれども，

下の表から見ると，１５人が継続なので７が新規で入ったということです

ね。１年生も１４人で新規で入っている。３年生も５人新規で入っている。

新規で入ってくる人の割合がすごく郡山は高いですよね。こういう新規で

入ってくる人の多いエリアっていうと，これは参加者数が増えてきた時に，

サポーターの数が現状維持もしくは下がってきた時に，受け入れ可能児童

数が，やはり安全安心を考えると，目の届く範囲と言うのも含めてそのあ

たりが，課題になってくるのではないのかなと思うのですがいかがでしょ

うか。 

会 長：いかがでしょうか事務局 

事務局：郡山子ども教室の中でも，サポーターの数に対する児童数が若干多いと

いうお話は会議の中でも出ておりました。やはりこれ以上増えるようなこ
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とあると，サポーターの数も増やさなければいけないということもありま

す。 

会 長：それは，安全安心とういうことを，基本にしたうえでのちょっと増えた

ら危ないねという，もう少しサポーターを増やさなければいけないなとい

うご意見ですね。 

委 員：昨年の， 後の会議の時に，指導員一人当たりの児童の割合とかを出し

てもらって，その時に清和の森が 1.8 でキッズ白子は 2.5 で，担当方は，

1.5 以上はしんどいねと言う話をしていて，これくらいの数と言うのを前

回話させてもらったと思うのですが，先ほど明生みたいに，子どもたちを

上手にサポーターとして使ってやっていくということも，一つの方法とい

うお話が出たと思うのですが，昨年度は，ちゃんと数値，指導員一人当た

りの数値が出してあります。 

会 長：はい事務局 

事務局：昨年度の議事録を見ますと，「一人あたり何人と言うような事は，どう

いう意味があるんだ」という意見がみなさんからもあり，「一つの目安で

す」と事務局は答えていました。活動内容にもよりますし，運営の形態に

もよりますし，一人当たりで何人抱えるというような活動ではないので，

今回は一人当たり何人と言う数に関しては削らさせていただきました。そ

れぞれの教室で，サポーターを中心に安全を一番に考えながら運営してい

ただいていますので，「郡山子ども教室」は４５人という数に，サポータ

ーもびっくりしておりました。その中で，１５人でどのように安全を確保

していこうかということを一番に考えて今年のカリキュラムを組んでいた

だいておりますので，一人当たり何人だからという視点を持たずに今回の

資料は作ってあります。 

委 員：一人当たり何人とかではなくて，危ないか，危なくないかということが

大切です。この資料の所に，17.3 とか 15.8 とか細かいのいっぱい書いて

あって，評価の時にこの数字がすごく大事だということかもしれませんが，

意味がないなという気がしてなりません。 

 こういう出し方じゃなくて，もっと違う出し方が，できないものでしょ

うか。もっと中身的なものを。違う方法で無いのでしょうか。 

事務局：参考資料として解りやすいという事務局なりの配慮という意味において，

今日の資料としては，委員の意見のとおりかと思います。 

委 員：減ったとか増えたとかはわかるけれど，今，子ども達も，大人たちもそ

うだけれど，増えたり減った理由を考えたときにほんのちょっとのことで，

ちょっと気に入らなくて辞めたり，ほんのちょっとのことで増えたりとか

するじゃないですか。もっと，プラス思考で考えられれば，もっとワクワ
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クするような資料はないのでしょうか。サポーターの人たちも一生懸命取

り組んでいる様子や子どもたちの様子がわかるような資料はないのでしょ

うか。 

会 長：こういう数字で４教室を表すよりというよりも，昨年やった実績とか，

例えば子ども達の声とか，親御さんの声とか，そういうものを，教室ごと

に一つにまとめた資料なんかがあると，こんな活動をやっているんだなと

いうのが，よくわかると思います。 

事務局：委員のおっしゃる通り数字がズラズラと並んでいて，何の意味があるん

だろうかと思いました。今年，年度末になりましたら，各教室で満足度調

査のようなアンケートを行っていきたいと思います。そのような視点で，

どんな形になるかわかりませんが，評価の仕方の方向性を変えていきたい

と思います。 

委 員：生の声が聞きたいですよね。 

会 長：ありがとうございます。他，今「放課後子ども教室」について，ご意見

いただいていますけれどうでしょうか。よろしいでしょうか。「放課後児

童クラブ」についていかがでしょうか。 

委 員：新しく法律が，子ども・子育て支援法が制定されて，施行が再来年とい

うことですけれども，これが，国の指針がまだ明確になっていないから，

動きづらいというお話が，先ほどありましたが，基本的には市町村の裁量

が増えるということだと考えてよろしいのでしょうか。予算的にも，内容

的にも増えるのでしょうか。 

事務局：国の基準がこの夏ぐらいに出ると言われています。その基準が出ました

ら，それをもとに各市町が設置基準を作る予定です。基本的には，市の考

えというのが，国の指針を参考にしながら， 終的には市が決めるという

ことになると思います。予算につきましても，次回は子育て交付金という

一旦交付金で，国から市町にまいりまして，それを各学童に分配する，そ

んな仕組みに変わるというように聞いています。 

委 員：確かに国の指針と言うのがまだなのですが，市としては絶対にここは譲

れないとか，おそらくあるとは思うのですが，利用者としては，方針を持

ってきていただきたいなと思っています。 

保護者として一番気になるのは，先ほどもお話があった，施設もボロ

ボロで子どもの安心安全と言ったとこに大きな影響があるということです。 

後は指導員の質というところで，年に２回は研修があるとお伺いしまし

たが，実際には市連協の自主的な団体の集まりの中で，お互いに研修を何

度もやっているということのようです。そこらも，自分達の活動なので，

そこに参加していない指導員については，そういった場がないのですね。 
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 意識の低い指導員こそ研修が必要なんだと思います。これは，確かに

この法律が施行されますと変わるんでしょうけれども，既に今の段階で鈴

鹿市として学童保育の指導員の質の向上と言うことについては，どんな手

を打っていこうと思っておられるのか是非聞きたいところでございます。 

会 長：子育て支援課長よろしいでしょうか。 

子育て支援課長：まず，国の指針が出るということでそれを待っている状態です。

鈴鹿市の指針については，まずニーズ調査を，大々的に行う予定でござい

ます。その中で指針には基づきますが，鈴鹿市のニーズ調査の結果を見て，

ニーズに合った鈴鹿市の計画をきっちりと立てて行きたいと思います。 

委 員：具体的な方法を教えてくださいますか。 

子育て支援課長：何件を対象にするかというような，詳細については，これから

詰める所でございますけれども，やはり，「次世代育成支援行動計画」と

いうのが今ありまして，そのニーズ調査よりも，何倍も広域な形で，いろ

んな，学校へ行っている人も，保育所に行っている人も，行ってない人も

すべて網羅した何万件という規模のそう言ったものを計画はしております

が，細かいところはまだまだこれから決めていきます。 

委 員：いつ頃実施されるのでしょうか。 

子育て支援課長：国の指針が８月に出るということですが，それを待っている状

態ではございます。 

委 員：いつ頃実施予定ですか。 

子育て支援課長：９月の議会にかけさせていただいて，年度内にはと思っていま

す。施設が，古い民設という学童クラブも沢山ございますので，そういっ

た所をなるべく公設の方に，切り替えていきたいなという予定を立ててい

ます。「幼稚園再編整備計画」を受けまして，空いた幼稚園の跡を，利用

させていただきながら民設の部分を公設にと考えています。 

指導員の質をどのように上げていくかということですが， 初の説明

の通り，年間２回で必ず指導員の研修会というのを受けていただいている

のと，いろんな機会を捉えて，例えば保育所の保育士であったりとか，幼

稚園の先生であったりとか，そういった方々のいろんな範囲を研修の機会

に捉えて，指導員さんに来ていただけいるような，機会を周知したり，紹

介しています。来て頂ける方というのは，ある程度意識を持って臨んでお

られると思っています。そのような形で，なるべく沢山の研修の機会を，

皆に周知していきたいなと思っていますし，現在もできるだけの努力は，

やらさせていただいているつもりです。その他各学童よっては，やっぱり

指導員さんの質で色々とトラブルが起こることも，実はあります。これは，

正直なところございますけれども，民営ということもありまして，それは
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保護者の方々で民営の中でうまく対応して頂いているのかなと思います。 

もちろん，相談とかこちらの担当が，いつも受けさせていただいてお

りますけれども，学童の中で運営委員会の中で解決して頂いているのかな

と思っています。 

会 長：よろしいでしょうか。 

事務局：先ほど課長の方から話がありましたように，ニーズ調査の方でございま

すけれど，一応こちらの持っている考えといたしましては，厚生労働省が，

以前作った「厚生労働省のガイドライン」というのがございます。 

  基本的には，そちらの方から施設の広は，一人当たり 1.65 ㎡確保を

してくださいとか，事務室を確保してください，静養室を作ってくださ

いとか，そういった厚生労働省のガイドラインと言うのもありますので，

そちらが基本的に基準になってくると，考えています。 

それと指導員の質をあげるという話がありましたが，先ほど言いまし

たように実施する研修は年に２回でございます。それ以外にも国，県が

行う研修というのもありますので，そちらについては，「各学童参加して

ください」と言う通知も行っております。それ以外にも，子ども家庭支

援室で実施する，「発達障害児の対応について」の勉強会もございます。

そういった勉強会についても，各学童のほうに参加してくださいと言う

投げかけもしております。それと，当然先ほど話のありましたように，

鈴鹿市学童連絡協議会「市連協」がございますが，そちらの会に加入し

ていない学童が沢山ございます。そちらについては，やはり「加入して

いただいて，横のつながりを強く持ってください」という話をしており

ます。それでも参加しない学童についてはいろいろ学童内での問題もご

ざいますので，見本となる放課後児童クラブへ指導員が見学に行っても

らって，学童の運営に参考となる様にいろいろ質問を行い，横のつなが

りをもってもらうよう指導しています。 

会 長：よろしいでしょうか。 

委 員：ちょっと聞きたいのですが，現在もう完全に閉じてしまう幼稚園という

のが幾つか決まっているのでしょうか。 

会 長：教育総務課長 

教育総務課長：教育総務課です。「幼稚園再編整備計画」というのを策定してお

り，今 終の段階です。 

幼稚園については，鈴鹿市の１５歳未満の子どもさんが，年々減って 

います。これは，３００人規模ぐらいで減っているところで，「幼稚園の

位置づけをどうしよう」という中で，園児の少ない幼稚園から多い幼稚園

まであります。又，その地区に全く幼稚園がない，というようなところも
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出始めています。学校でもそうなのですが，１学年が１０人や１５人を切

るような学校も出てきていますので，特に幼稚園については，「幼稚園再

編整備計画」で，中学校区において，「残す幼稚園・統廃合する幼稚園」

の計画を立てています。その中で，個々であれば少なくて開園できなくて

も，例えば，ここの地区では，この幼稚園を残して，あとは「統廃合で閉

園していきましょう」というような計画になってきています。その時に，

統廃合された後の残った幼稚園，これはほとんどが，学校敷地の横にあり

ますのでうまく調整ができたら，それが，学童に使えないかなと言う考え

方です。 

委 員：まだそれが決まっているわけではなくて，今話し合いの 中ですね。 

教育総務課長：近々ですね，原案を出させていただいて，それについて広報なり，

ホームページなどで，皆さんに意見を求める「パブリックコメント」を予

定しています。そのパブリックコメントの意見を参考にして， 終的な再

編の考えとします。 

それと，もう一つは施設の話が出ていましたが，昔は，国の補助を受

けると，「その目的以外には使ったらダメです」というのが元々の考えで

すが，今はそうではなく公共施設を整備する以上は，「なるべく複合化を

図っていこう」というのが考えにかわってきています。やはり，税収も

少なくなっていく，働いている人が減っていく中で，なるべく複合的に，

もし幼稚園を，今後改善するときは，学童にも貸せるような形の幼稚園

施設，あるいは小学校も大規模改修をしたときには，場合によっては学

童が入れるような施設にしていこうというのが今の考えです。 

委 員：今言われたのが幼稚園ですけど，小学校も 10 何人しかいないと言った

ら，すごい先かもしれないけれども，小学校もなくなる可能性出てくると

いうことですね。 

教育総務課長：それは，実はもう他市などでは，小中学校の統廃合という話が出

てきています。まず１番は，働くお母さんのニーズの関係で幼稚園が，激

減している中，かといって幼稚園に通わせたいと言う，親御さんも見える。

そこの地域は，私立の幼稚園がないというところもあり，そういうところ

は，「少なくともこのエリアに１つはあるよね」というような，整備を図

っていきたいと考えています。 

会 長：よろしいですか。いかがでしょうか。 

委 員：ちょっと戻ってしまうのですけれど，先ほど「放課後子ども教室」の時

に，「満足度調査」をされるという話がありましたけれど。是非とも，益

を受ける子どもだけじゃなくて，それに携わって見える，コーディネータ

ーやサポーターの方の満足度も図っていただけるとありがたいと思います。
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同じ観点で，先ほどの「放課後児童クラブ」なんですけれど，「働くお母

さんの願い」それもよくわかります。けれども，この表を見たときに例え

ば，「スマイル」さんは，７時から始まったら，１９時３０分までやって

いる。 １２時間半開いているということになってくると思うと，一体子

どもを，何時間ぐらいこの学童さんで預かってもらっているのかなと，

「 大どれぐらいまで，預けてみえる」そう言うケースがあるのでしょう

か。 

子育て支援課長：夏休みとか，お休みの時の時間ですよね。それはだいたいどこ

でも朝から晩まで，休みはやってます。 

事務局：そうですね。朝７時から１９時まで預ける保護者もみえれば仕事が終わ

ったから，途中で迎えに来る保護者もおります。 

   ただ，何時から何時まで預けているとか，市の方では把握していませ

ん。開設時間については，保護者のニーズで，各学童が決めております。 

実際その時間目一杯， 初から 後まで，利用している保護者は少ない

と思います。 

委 員：聞きたかったのはそこなんです。開設されるのはいいのです。 

それだけあるので, 働く時間帯が違ったりして，親御さん預けるのはわ

かるんです。けれど，開けてあるから，１２時間も，例えば 大預けてし

まう親御さんというのは，市のほうは，どう考えてみえるのかなと。親子

で過ごす時間というのも大事なことであり，生活環境もわかりますけれど

も，子どもの立場から考えたらこの時代にですね，１２時間預けられてし

まうということに対して，市のほうは，何かお考えはありますかというこ

とが言いたかったのです。 

会 長：いかがでしょうか。 

子育て支援課長： 難しいですね。やっぱり，「放課後児童クラブ」と言うのは，

親御さんのニーズで，それぞれが，運営しておられる。民設・民営で運営

しておられるということです。それはやはり「誰か見てくださる方がい

て」，というのが，１番理想なのかもしれませんけれども，やはりニーズ

がある以上，こういった開設になるのかなと思っております。 

       まだ日曜日なんかは，土曜日も開けておりますけれども，日曜日が休

みという保護者の方も決まっていないので，日曜日もお勤めの方たくさ

んありますので，そこら辺は非常に難しいところだと思います。 

委 員：開設時間は，仕方がないと思うのですが，利用時間は違ってくので，違

いがあっていいと思うのですが，私が言いたいのは，その中身なんですね。

先ほど，１番 初にも戻ってしまうんですけど，子ども教室の開かれた理

由，そして学童の開かれた理由は， 終聞いていくと真反対なってしまう
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部分もあるのでやっぱり，市は，どちらもやっているんだとすれば，やは

りきちんとした意志があって，やっているんだということで質問させてい

ただきました。 

会 長：はい，よろしいでしょうか。 

委 員：この表を見てみますと，例えば，金太郎学童保育の一部ですか。児童数

が６４人に対して，先生１０人ですね。あと下の方を見てみると，１人と

か２人とか，「サンキッズ」郡山が，２人で６９人ですね。この割合。児

童と先生の割合ですけれども，この辺の調整はちゃんとされているのかと

いうこと。大変な児童数で先生達が少ない。ここら辺の割合どうかなと思

っています。それぞれまちまちですけれども，その辺の調整というのは考

えていないのでしょうか。 

会 長：はい事務局 

事務局：まず，指導員の確保につきましては，各学童でやってもらってい     

ます。指導員が不足している場合は，年に２回広報で，指導員の募集をし

ております。先ほど委員さんの方から話がありましたように，「金太郎」

の学童に比べまして，「サンキッズ」のほうは，５３人に対して，常勤が

２人，そして非常勤が３人の合計５人でやっております。 通例では１０

人に対してだいたい１人くらいの割合になっています。これも一応基準と

いうのがございまして，厚生労働省が出している基準ですけれども，児童

数３０人までは，２人以上確保してください。 ４０人までは，３人以上

確保してくださいという，目安がございます。ただ学童によっては，大体

目安としては１０人当たりで 1 人ぐらいの指導員を確保するというのが，

今全国あたりの平均だと聞いております。ただ，１０人というのもやはり，

子どもさんの性格も違いますので，５人でも指導員１人ぐらいでないと厳

しいという学童もございます。そういった学童は，各学童で募集をおこな

ったり，行政に「指導員が不足しているので，広報に掲載して，募集をし

てほしい」とか，そういったお声があって，年に２回ほど募集をしており

ます。夏休みの時なんか，特に指導員が不足していると言う声を聞くんで

すが，通常の平日の時に，「指導員が，不足している」と言う声は聞いて

おりません。 

会 長：よろしいでしょうか。 

委 員：それと児童数が，少ない場合ですが，例えばこれ初めのページで見てみ

ますと， 低が１４人の「ひまわり学童」ですね。これでもこの運営は，

黒字運営でされているかどうか。 

会 長：いかがですか。はい事務局。 

事務局：委員さんおっしゃいましたとおり，「ひまわり学童」が１４人で，市内
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で１番小さな学童でございます。こちらについても，運営につきましては，

国，県，市からの補助金と保育料で，運営をしております。これも毎年監

査の方で，予算，決算を確認して，適正に運営されているかどうか，赤字

かどうか，チェックをしております。今のところ，この人数でも十分運営

自体は問題なくやってはおるんですが， 終的にこの人数が１０人を下回

った場合は，国，県，市の補助が，受けられないため大きな課題でござい

ます。今のところ運営自体は，支障なくやっております。 

委 員：そうすると，「金太郎」の１と２は合併されたわけでしょうか。 

事務局：金太郎２というのは，休所中です。これは子どもたちの人数が減りまし

て，金太郎学童からの要望があり，休所しました。 

委 員：場所は，一緒でしょうか。 

事務局：場所は一緒です。 

会 長：よろしいですか。いかがですか。 

委 員：私は，特に今年から初めて，資料も拝見させていただいた中で，感じる

のですが，例えば先ほどの「放課後子ども教室」にしても，この「放課後

児童クラブ」にしても，今見えている課題と，これから課題になりそうな

ところというのは，おそらく，市の方で把握しているのではないかという

ふうに感じます。この場の会議で，この資料を見た範囲で，課題点と言う

所，なかなか読み取りにくい部分があります。 

お話の中から，例えば「指導員の質」の問題であるとか，「監査の時に

入ってその予算面の執行状況」とか，いろんな所の課題というのも，項

目別というか，大きな形のくくりで，この教室にはこういった課題があ

る，例えば「コーディネーターの面でこういった課題がある」と，いう

ような形でまとめていただき，どの部分について意見がほしいのかとい

うような資料ならもう少し意見も出しやすいのかなというふうに感じま

したので，出来ましたら次回は重点的に示していただくともう少しベク

トルが定まりやすいのかなと感じます。 

会 長：有り難うございました。はい，生涯学習課長。 

生涯学習課長：貴重なご意見をいただき，ありがとうございました。年３回の中

で，課題の整理というようなものもさせていただきたいと思っております。

次かその次になるかわかりませんが，現地視察ということで，放課後子ど

も教室並びに学童の現場を，一度見ていただいて，またご指導いただけた

らと思っております。 

会 長：はい。どうぞ。 

委 員：指導員の研修の件ですが， 近まで，「放課後児童クラブ」自体を増や

したい。とてもじゃないけれど指導員の質とか，研修なんて言い出せない
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ぐらい，３年ぐらい前はそういう状況だったのですけれど，去年くらいか

ら研修会を開いたり，横のつながりをいっぱい持ちましょうとか，そうい

う努力はやっぱり見ていて思うので，それはやっぱり認めたい。 

 現場にいる指導員の方も，それからそこに来るお母さんたちも，それは

すごく喜んでいるので，そこは素直に認めさせていただきたいなと思いま

す。すごく思うのは，指導員が，プライドを持って何とかするというため

には，あまりにも労働条件が低い。やっぱりもうちょっと労働条件を，ち

ゃんとして欲しいなというのが 1 つと，それから保育料というのはできる

だけ安いほうがいい，それと地域によって違いますよね，保育料が微妙に，

今国が 1番問題抱えているのは，少子化問題すごくありますよね。 

少子化問題ということを考えたときには，働く女性というのはやはり

支援していかなくてはいけない。私もすごく悩むのですが，自分の娘を見

ていて，一生懸命勉強して資格もとってフルタイムで働きたい。 

 その時に，娘の応援をしたい。子育てっていうのは，ひょっとしたら２

年間３年の間かもしれない。その間に，私たちがサポートしてやって，彼

女が働くことにより，世の中が潤ったり，うまくいくのなら，そしてまた

彼女が働きながらでも子育てができるということを，わかってくれたら，

また２人，３人産んでくれるかもしれない。 

いろんなものを調べると，働いている女性の方が，２子３子産んでい

る割合が高かったりもします。そうするとやはり子育て支援のところで，

今度のガイドラインが降りてくる前でも，ちゃんと市として，ビジョンを

持って欲しいとすごく思います。 

やっぱり女性がプライドを持って，仕事をしていろいろする為に，や

はり労働条件が１番なので，指導員さんのお給料をちゃんとして本当にプ

ライドを持って，仕事ができるようにして欲しいなというふうに思います。 

会 長：はい。貴重な意見だと思いますので，よろしくお願いします。 

委 員：保育園との法的な違いというのはよくわからないのですが，保育園の時

ものすごく手厚いと感じました。施設にものすごく公的なお金も入って立

派なものがあるし，保育士の方々も，資格もあるし，基準も厳格に適応さ

れていて，それが学童に入ると・・。 初ものすごくカルチャーショック

だったのですが，結果的に今私通わせている「青空学童」と言うところは，

本当に指導員の方が，しっかりしてくださって安心して預けているのです

が，「保育園と学童保育の違いは何？一才年が増えただけで，なんでこん

なになっちゃうの」って 初すごくカルチャーショックでした。 

      よくよく聞いてみると，これは公設民営ですから。民営なのです。お

母さんたちが，自分たちの必要性に応じて運営するものですよ。要は保
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育園の保育と比べて，その必要性を公で支援する必要性が小さいという

風に，みなされていると言うことがようやくちょっと 近わかってきた

のですけれど。とは言え，うちなんか学童がなかったら成り立たないく

らいです。そういうこともあり，保育の必要性が下がっていくというの

がわかるのですか，是非，民営と突き放さずにコミットしていただけれ

ばというのが市へお願いでございます。 

      先程のニーズ調査ですが，こんな調査で，出てくる結論なんて知れて

います。仮説の裏付けという事しかできません。調査されるのは結構で

すが，相当なお金をかけて調査をされるであれば，それまでに鈴鹿市と

して「どういう仮説を持って調査に臨むのか」という所を重要視して調

査をお願いします。 

会 長：はい。あと，全体でどうでしょうか。 

委 員：私昔，私立幼稚園の先生をしておりましてその時に，先輩の方にお話し

いただいたのですが，若い先生たちは，経験豊富な保護者の人たちに育て

てもらいなさい。経験豊かな先生は，若い保護者の人たちを育ててくださ

い。というような，お互い助け合いするような。指導員の人も，保護者の

方が，接することによってひょっとしたら変わるかもしれない。お金だけ

じゃなくて，他の面でも。だからやはり，人にしてもらって変わっていけ

ると言うこともあるけれど，自分たちが変わっていった方が，早く問題が

解決すると言うことがあるから，両方に言った方がうまく早くいくと思う。

こういう事してください，ああ言う事してくださいと要望した時に，２年

も３年も先に経ったら，自分の子どもさんの時に役に立たなくなってしま

うので，両方でやっていただくと，うまくいくかなと思います。 

会 長：現実面として，それは本当に大切なことだと思います。預けている方も，

しっかり見ている方もお互いにいろんなことを言い合って，その中で不足

分を補っていくというのが，非常に現実として大切なことだと思います。

全体として，どうでしょうか。よろしいでしょうか。本当に今日は熱心な

議論ありがとうございました。放課後子どもプランについては，今後も継

続して協議が必要だと思われますし，委員の皆様には，今後とも会議の開

催・議事進行に付いてご協力いただきますようお願い申し上げます。それ

では本日の議事はこれで終了いたします。議事進行に，ご協力いただきま

して本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 

 

５ 事務連絡 

 

６ 閉会あいさつ（生涯学習課長） 


