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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 25 年 10 月２日（水）16:00～ 

場 所 住吉公民館 会議室 

      

①  明生小学校区放課後児童クラブ 
「みらくる」（15:00～15:30） 

②   放課後子ども教室「明生クラブ」 
（15:30～16:00） 

                       の視察後に開催 
 

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 

  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 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： 事項書に沿い意見交換ということで，皆様の忌憚のないご意見，ご感想

をお聞かせ願えればと思います。 
「みらくる」の視察において，放課後児童クラブについて，何かご質問， 
ご意見がございませんか。 
本日，施設見学をしました。施設に関しても，ご意見等をよろしくお願

いします。 
委 員：  放課後児童クラブの現場には，男性の指導員はいないのでしょうか。 
子育て支援課： 

男性の指導員は，玉垣小学校区の「玉垣レインボー」，鈴西小学校区の
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「しいの実」など，一部の放課後児童クラブです。特に，夏休みについては，

指導員が不足していることから，三重大学の教育学部へ連絡し，学生のアル

バイトと言う形で，何人か放課後児童クラブの指導員ということで携わって

いただいているという報告もあります。 
委 員： 「みらくる」は，現在女性指導員が 6人です。男性が注意すると効き目が 

違うのかなと思います。 
「みらくる」はずっと女性指導員ばかりであったと思います。 
子ども達が，やかましい時に注意する，男性指導員から子どもたちに声 

    をかけてもらうと，効き目があるのかなというふうにも思います。 
委 員： 「あおぞら」にも以前男性職員がいましたけれども，転職をされました。

アルバイトもいいのですが，短期で変わってしまいます。 
子ども達も慣れて，ようやく信頼関係ができた頃に変わってしまうとい 
うことになります。それでもいてくれた方がいいので，大学への広報活動 
と同時に「ランポーレ」の方に，時々入っていただき助かっております。 
  野外活動とか，ちょっとした小遠足などの時に，男の子は，特に男性指
導員が来ると喜びます。もう少し待遇が良くなって，常勤化と言う形で，

ある程度の福利厚生なども用意できるようになれば男性指導員が，集まっ

てくれるかなと思います。 
けれど，「保育料を値上げする」と言う話に直結してくるのでなかなか

難しいと思います。 
会 長：  現在，数は少ないのですが，先ほど言っていただいた男性指導員がいる 

放課後児童クラブはどのような感じでしょうか。 
子育て支援課： 

男性指導員を配置している放課後児童クラブですが，そちらについては， 
非常勤アルバイトです。 
  常勤化するには，待遇などを改善しないと，やっていただける方が少な
いというのが現状でございます。一般企業と比較して，放課後児童クラブ

での勤務時間は短いため，賃金が安いのが現状です。そういった待遇面を，

今後どのように改善していくかによって男性指導員がたくさん配置できる

のかなと思います。 
委 員：  少し話が外れてしまいますが，今日「みらくる」の児童が，落ち着いて 

いなかったというのは，男性指導員がいるから云々という問題ではなく， 
障がいのある子がいて，指導員 が 1人付く。他の子どもへのサポートの問 
題があります。 
そう言った面でのサポートが，あればもっと落ち着いてくると思います。

障がいのある子，外国籍の子，どうしても親御さんが恋しい子など大勢 
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います。本日は，皆さんが来たので，かまってもらえると思い騒がしいと 

言う部分もあったと思います。 

日頃時々覗きに行きますが，もう少し落ち着いた感じです。 

質問なのですが，放課後児童クラブの方で障がいのある子どもを受け入

れている放課後児童クラブの数はどのぐらいでしょうか。 
会 長：  どうでしょうか。 
子育て支援課： 

 現在，市内 30の小学校区で， 35カ所の放課後児童クラブを設置してお
ります。その中で， 10 カ所の放課後児童クラブが，障がいのある子ども
を受け入ています。行政では，障がいのある子どもの受け入れについて，

一人当たり約 150 万円の補助制度があります。本日も，障がいのある子ど
もに対して指導員がマンツーマンで対応していました。  
 それにより，他の子どもさんの指導が手薄になるという事も聞いていま

すので，補助金を活用して配置の改善をお願いしています。 
会 長：  他に，ご意見はございますか。 
委 員：  男性指導員が入ることは悪い事ではないと思いますし，いいことだと思 

います。しかし，男性だから，女性だからという事ではなく，男性も女性 
もしっかり関わっていくということが大事だと思います。 

        女性でも，子どもを叱れて，きちんとしている所もありますし，男性で
もできない方もいると思います。 

      放課後児童クラブでも，見守りが必要な児童がいればそれだけの人員 
     が必要だという事を，きちんと相手の方に伝え，その上でその人を救え 

るような方向，もう 1人職員を余分につけるような，方向にならないの 
でしょうか。 

子育て支援課長： 
      障がいのある児童の受け入れにつきましては，療育手帳や通学証明書 
     などを市へ提出いただければ補助の対象となります。専任の指導員を雇 
     用するための補助金であり，指導員不足とならないよう各放課後児童ク 

ラブはその対応に努めています。しかし，障がい児専任の指導員確保が 
容易でないため，市では「障がい児研修」を実施したり，子ども家庭支 
援室が開く発達障がいに関する教室の案内を行い，専門知識の向上に努 
めています。 

委 員：  １人ひとり，障がいがあるお子さんへの対応は全然違うと思います。 
  そのようなことですごく大変だと思いますが，できるだけ子育て支援課 
から，支援を行っていただきたい。 

      ここもそうですが，ボランティアの方々も高齢化してきていますし，ア 
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ルバイトでもいいからきちんと環境を整えていかないといけないと思いま 
す。 

会 長：  ほかには，どうでしょうか。  
委 員：  職員数については難しい事だと思います。 

常勤は，条件的に難しいと感じます。 
  退職された先生を，指導員という形で活用出来ないものでしょうか。  
教職員として定年なり退任された方，そういう経験者が，放課後児童クラ

ブと言うところでもう一度，実績なり経験を生かしながら，また力を発揮

していただける。そのような事はいかがでしょうか。 
子育て支援課長: 

       現在公立保育所を退職された方々に，応援頂いています。 
放課後児童クラブの指導員のリーダー的な存在となり，指導員の方を指

導していただくという立場で，ご活躍いただいている方々が沢山お見えに

なります。 
委 員： 以前の懇談会の時に，教育委員会と学校教育課と連携していくとお答え 
    いただいております。きっかけは，やはり障がいのある子どもの指導員の 

ことでした。「みらくる」の場合，4名の障がいのある子どもを受けいれて 
おり，人数は多いと思います。 
ひとえに指導員が不足しているという話を，市連協で悩みを聞いていま 

す。とくに障がいのある子ども向けの指導員は，経験が必要ですし，知識 
も必要ということで，人材バンクみたいなことができないかということを， 
子育て支援課との懇談会で，市連協の方から投げかけたことがあります。 
 一度検討されたみたいですが，その時は，うまくいかなかったと返事を 
いただきました。 

      子育て支援課の方向性を教えていただきたいと思います。 
子育て支援課： 

以前市連協とのお話の中で，指導員の人材バンク制度について，提案が 
ございました。そちらについては，昨年度も，指導員の不足，指導員の質 
をあげるという話の中で，人材バンク制度の検討をいたしました。 
ただ，人材バンク制度といいましても，市だけでなく，各放課後児童ク 

ラブにも協力いただく必要があり，人材バンク制度の導入に至ってないと 
いうのが，現状でございます。 
   市連協との協議のあと，子育て支援課内で，人材バンク制度を具体的に 
進めていくという協議には至っていません。 
ただ，各放課後児童クラブから「指導員の不足」，「質をあげたい」とい 

う要望も聞いています。 
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そういった放課後児童クラブについては，学校教育課で指導助手の経験 
者，もしくは子育て支援課にも，保育士がいます。 
退職した先生方に声をかけ，少しでもそういった経験を，各放課後児童 

クラブに伝えていけるようにお願いしています。先ほど，課長が申しあげ 
たとおり，何人かの先生方が各放課後児童クラブに協力いただき，指導員 
を育てるという立場で指導いただいています。 
 そのような形で人材バンクというよりも先生方の協力をいただきながら， 
各放課後児童クラブに配置し「指導員のレベルアップ」につなげていくよ 
うになっています。 

委 員： 例えば，現在「みらくる」が，障がいのある子ども 4 名受け入れて困っ
ている時に，専門知識を持った指導員が，なかなか応募してこないという

状態を打開するために，そのような情報が欲しいと思う時には，まずは教

育委員会に連絡すればいいのでしょうか。 
子育て支援課：  

 まず子育て支援課まで，ご連絡をお願いします。その上で，学校教育課, 
教育委員会と調整します。 

会 長： 放課後児童クラブのことに関しては，子育て支援課が全部窓口になると 
いうことですね。 

委 員： 学校の介助員がいなくて困っているという話はあまり聞きませんが，そ 
      ういうところに，障がいがあるお子さんを見ていただける人材はないで    

しょうか。 
委 員： 学校の場合は，特別支援学級の担任が全部指導に当たっています。 

それをサポートするのが，介助員と言う形ですので，資格は必要なく，「子 
どもが好き」，「子どもに接したい」という方が，多く入っていただいてい 
ると思います。 

委 員： あまり介助員がいなくて，「困った」という話を，学校や PTA であまり
聞かないので，そういう所の人集めの働きかけかたが，何か魅力のあるも

のであれば，それをこちらに参考にさせてもらえたらと思いました。 
委 員：  学校の場合は，特別支援学級にずっと居るわけではなく，協力学級に出 

たり，そうするとそこに担任がもう 1人いますので，2人でその子を見て 
いく。また一緒にいる子どもたちについても，「この子はこれができて，こ 
れは苦手」と言うふうに理解しています。そのような事で上手に回るのだ 
と思います。もうひとつは，特別支援学級に入る子どもの割合が年々伸び 
ていくとか，普通学級に入る，発達障がいの子どもたちも多くいるという 
中，放課後児童クラブには，多くいないといったところに，幾つか原因が 
あるような感じがします。 
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例えば，放課後は親が家で十分面倒見られる家庭が，多いのであればよ 
いのですが，私が見る限り，やはり大変そうなご家庭もあります。 
そういった中で子どもを，受け入れられないと言うのもひとつ専門性を 
持った指導員が，放課後児童クラブの中になかなか少ないし，他の子に対 
して「迷惑をかけるのではないか」ということで，やはり苦しい家庭の保 
護者の方が，遠慮している。 
またそれが，どんどん増えていると考えると，やはり放課後児童クラブ 
についても，新しい面で考えていただきたいと思います。以上です。 

会 長： ありがとうございます。教育委員会へ質問ですが。介助員についてはど 
うですか。そちらのほうの管轄かなと思うのですけれど。 

教育総務課長：  
     介助員の事は分からない。学校教育の担当になるのでわかりません。 
会 長： 何か情報なんかはないですかね。 
生涯学習課長：  
     私の知る範囲ですが，介助員が，足りているところもあれば，足りない 

ところもあると聞いております。 
待遇については，時間給です。臨時職員扱いと言う形で，優遇されてい 
るといった立場ではないと言わざるをえないと思います。 

委 員： 昔は，放課後児童クラブというのは，働くお母さん達のサポートをする 
という意味で，「その間働きます」という話だと思います。 
要するに，放課後の子ども達，むしろ障がいのある子どものサポートを， 
充実しろと，いうのであれば，放課後子ども教室の方が，それに合うのか 
と思いました。障がいを持っている子どもの親御さんをたくさん知ってい 
ますが，放課後子どもたちを連れて行く場所がない。 
そういった場所がなくて，みんな探しているわけです。 
それは，働くからではなく，その子どもの放課後の安定した場所が欲し 
いと思っています。 
放課後の子どもの安全だとか安心だとか，いろんなことを考えるのであ 
れば，むしろ放課後子ども教室の方に求めるのも 1 つなのかと思いました。 
将来的には，両方のものを兼ね備えたものを，そういうものがこれから 

要求され，そのように変わっていくのではないかと思いました。 
委 員： やはりそれぞれの家庭に事情があり，働きたいけれども，受け入れ先が 

ない，障がいを持っているから普通のところは受け入れてくれないと言う 
家庭は沢山あると思います。だから居場所がない。本当にその時だけでも 
何処かに受け入れていただき，人と接する中で，「学ばせたい」と言う， 
親御さんもいます。そのような事で，なかなか，難しいのかなと言うこと 
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で意見を述べました。 
会 長： ちょうど放課後子ども教室の話も出たと思いますが，「明生クラブ」放課 

後子ども教室について見学していただいた中で，ご意見，ご感想がござい 
ましたら，お願いしたいと思います。 

委 員： 入ってきてすぐ思ったのは，「涼しい」とやはり思いました。公民館を利

用しているからだと思いますけれども，放課後児童クラブと環境が少し違

うのかなと思いました。 
会費の千円についてですが，補助金とか，そういうものの中では買えな 
いものを買うために千円を集めているでしょうか。 

委 員： 市からの補助金は遊ぶ道具などに利用しています。会費の千円は自分た 
ちの飲食代に充てています。 

会 長： ほか，どうでしょうか。子ども教室につきまして。 
委 員： 学校では「こんなことを，子ども達の力にしたいです。」「こんなことを， 

させてほしいです。だから宿題はこうしてほしい。」「ノートの取り方はこ 
うしてして欲しい。」と言うことを，学習支援ボランティアにお願いしてい 
ます。 
実は，こちらにボランティアで来ていただいている方も，学校に来てみ

えます。学習支援ボランティアでやっていることを，「明生クラブ」の子ど

もたちに，実践しています。ここは，学校と地域，そして教室とが連携し

ているということが，素晴らしい魅力だと思っています。 
会 長： ここに来ているボランティアの方が，学校にも来ているという事ですが，

学校ではどういうことを，されているのでしょうか。 
委 員： 学習支援ボランティアには，実際の授業の進め方などを見ていただいて

います。こちらでも同じ様なやり方で進めていただいています。その方が

他のサポーターに，「勉強はこうやっている」といわゆる退職教員が教えな

くても，その方が教えられると言うことです。 
実は「みらくる」でも，学校へ来ていただき，子どもたちの様子や授業 

    の進め方なども見ていただいています。 
会 長： どちらも，明生地区ですけれども，どちらも学校と強い連携を持って進

めて行くタイプということですね。他の地域は，どうでしょうか。  
行政側として何か把握していることがありますか。 

生涯学習課： 
 郡山地区ですが，やはり学校の方へ行かれる方が，教育活動サポータ－ 
として活躍されている方もみえます。やはり同じような形で，学校の方針 
をある程度取り入れているみたいです。学校で見る顔と，子ども教室で見 
る顔と，同じなのでやっぱり安心するところもあり，やはり効果があがっ 
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ていると思います。サポーターの中には，公民館サークルの利用者の方が， 
活動を見て，「これ，何」ということで私もやりたいということで，教育活

動サポーターとして，参加いただいている方もいます。 
逆に，そういった方々に，学校ボランティアの方を紹介させていただく 
と良いのかなと考えています。 

会 長： では，全体あわせまして，どんなご意見でも結構ですので，何かありま 
したらお願いします。 

委 員： 子育て支援課に聞きたいのですが，学校，幼稚園など子どもの減少によ 
り，廃園とかありますが，放課後児童クラブも，「何人以上集まらないと， 
放課後児童クラブ開けない」のでしょうか。また，人数が，減ってきた場 
合どうするのですか。 

子育て支援課長： 
 まず実際 10人以上いないと，国の補助事業に乗れないという実態があり 
ます。西のほうの放課後児童クラブで，まだ 10 人を切ってはいませんが,子
どもたちが減少してきているような所もあります。 
 10人を切ると国からの補助金を利用できないのですが，存続の方向を模 
索していきたいと思います。 

委 員： 幼稚園児も少なくなっていきますし，小学校も，他市だと統合してくる 
ところも出てきています。規模などを縮小していく時は，やっぱりソフト面 
で気を付けていかないといけないし，ソフト面ばかり重視していると，成り 
立たない事もあります。どのように，進めて行くのか大変なことですね。 

子育て支援課長： 
 実質 30小学校区ある中で，天名，合川，庄内の 3小学校区が，現在学 
童クラブが無い状態です。いわゆる需要が少ないと言うこともあり，実施 
できない状態だと思います。やはり 10人と言う数字を確保するのは，結 
構大変で， 3人あるいは 4人ぐらいの人数で，放課後児童クラブを希望し 
ている地区もございます。人数の足りないという中で，いろいろご苦労さ 
れています。5人揃えば，県の制度も利用できます，これは，設立から 3 
年と言う期間限定ではございますが， 3年経過して，10人確保できなけれ 
ば，県の補助が，無くなるという中で，それでも 5人寄れば，成立すると 
いうことで，積極的に放課後児童クラブ設立に向けて進めていこうと言う 
所もあります。 
公立幼稚園の再編整備計画が出ておりまして，幼稚園が，廃園になり空 
いてくるという状況もあり，教育委員会と連携を取りながら放課後児童ク 
ラブの施設を用意させていただき，そこで考査しスタートさせていただく 
と言うこともあります。積極的に進めて 3 年経過後，10 人に至らなかった， 
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「10人いたが， 9人か 8人」に減ってきたと言う場合は，その時点で，廃 
止という選択肢をしないのではないかと思います。ただ，これは将来の話 
でしてお約束できるものでもございません。 
その時はその時で存続できるよう頑張っている，という積極的な気持ち 
であるという事を述べました。 

会 長： 質問を活発にしていただきましてありがとうございます。 
では事項書 2の河曲地区の放課後児童クラブ「かわたろう」の施設整備に 
ついて事務局の方からご説明お願いします。 

 
２ 河曲地区放課後児童クラブ「かわたろう」の施設整備について 

子育て支援課： 
 それでは，河曲地区放課後児童クラブ施設整備について，協議いただき 
ます。 
河曲地区放課後児童クラブ「かわたろう」については，幼稚園の再編整 
備計画等により，現在借りている幼稚園施設が，近い将来使用できなくな 
ると言う状況です。 
放課後児童クラブ「かわたろう」は，平成 19年 4月に開設され， 57人 

の児童が利用する市内でも規模の大きいクラブであります。働く保護者に 
とりましては必要不可欠な施設となっています。 
一人一人の児童が，安心して過ごせる所であるために，施設や設備など 
環境を整備することが大切です。しかし，保護者が働きながら，「自分たち 
で場所を確保する」ということは，容易ではありません。 
学校から放課後児童クラブまでの距離や耐震，近隣の状況などクリアし 
なければならない事がたくさんあります。教育委員会と協議をいたしまし 
て，河曲小学校西側，1区画を教育委員会から借用し，建設する同意を得 
ました。 
建設費用につきましては，放課後児童クラブ整備費を当てる予定で，国，

県，市それぞれ 3 分の 1 の負担となります。補助金申請については，放課
後子どもプラン運営委員会議事録が必要で，本日の資料提出が必要となっ

ており，本日この場でお諮りする次第でございます。 
実際に県との事前協議が始まっており，この事前協議の結果で，平成 25
年 12 月に補助金採択ということで決定します。それが決定しましたら来年
度7月に，本体施設を着工する日程でございます。添付の資料については，
建物の位置図，工事日程，建物の平面図となっております。 
市としても，本年度補正予算にて建物設計を行い，予定では，平成 26 

年度に着工，年度末に引っ越ししたいという予定で計画しております。 
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こういった計画で，どうしても働く保護者にとっては，必要な施設であ

りご協議いただきたいと思います。 
会 長： ありがとうございます。事務局から説明がございましてけれど，いかが 

でしょう。ご意見，ご質問等ありましたらよろしくお願いします。 
委 員： 建設場所は，教育委員会と折衝していただいたそうですが，小学校の敷 

地内でしょうか。 
教育総務課長：  
     西側の土地は，屋内運動施設，体育館の移設予定地だったと思います。

河曲小学校グラウンドは，大変狭くなっており，体育館も古いし幼稚園 
も古いということで，体育館の移転先として確保したものの一部を放課後 
児童クラブにお貸しすると言う形を取りました。  

委 員： 画期的な，取組みだと思っています。きっとどんどん少子化が進む一方 
で働く親も，どんどん増えてくると思います。 
非常に良い試みで，今後こういった学校と放課後児童クラブとの連携と 
言うのが，どんどん深まっていけばよいと思い全面的に賛成です。 

委 員： 河曲小学校の元会長をしていた時には，体育館の移転の話，駐車場，前 
の道幅が狭いとか色々ありました。 
土地を探すという事も大変です。私も賛成です。よろしくお願いします。 

会 長： ほか，いかがでしょうか。 
委 員： スケジュール的に，ものすごく時間がかかっている気がしますが，いか 

がでしょうか。 
子育て支援課長： 

 予算の関係で， 9月補正予算で設計を行い，来年度予算に建設費を上げ 
ていくということです。  

委 員： 建設に入ってから竣工までの期間が，半年ぐらいありますが，この建物 
    だと 2か月半ぐらいで完成すると思いますがいかがでしょう。 
子育て支援課： 

 ７月の夏休みの時期に着工し，工期は，２ヶ月ないし 3ヶ月ぐらいで 
建物本体が建つ予定でございます。一応予定と言う形で，広く工期を確保 
しています。完成後，引っ越し，近隣への挨拶などもありますが，余裕を 
持ったスケジュールを取っております。 

委 員： 事前協議のヒアリングは， 8月に終わっているのですか。 
子育て支援課： 

県のヒアリングは終わっております。結果待ちという状況です。 
基本的に建物の必要性は，県の事前の協議において説明してあります。  
補助金の申請は，市内に複数箇所申し込んだ場合は， 1カ所削られる場 



11 
 

合がありますが，今年度につきましては，この「かわたろう」河曲地区の 
放課後児童クラブ 1カ所だけなので，大丈夫かと思いますが，これはまだ 
確定ではございません。     

委 員： 県も国の方でまた取り決めというかなにかありますか。 
子育て支援課： 

県のほうも，県内の各市町から要望が上がってきますので，そこから選 
ぶ必要があります。 

委 員： まだいろいろクリアしていかなければいけないことがありますね。 
子育て支援課長： 
     ずいぶんと工事期間が緩やかということで，ご意見いただきましたが，

現在，河曲幼稚園の施設をお借りしており，放課後児童クラブを運営して

いますが，来年度 1年間十分に幼稚園を使えると言うことでございます。 
来年度中に建設を終えれば十分に間に合うと考えております。 

会 長： 長時間にわたりましたけれど， 熱心な討議有り難うございました。 
それではこれで第二回の運営委員会を終了させていただきます。 

 
閉会挨拶  生涯学習課白塚山課長   


