
 

 

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 26 年 3 月 27 日（木）10:30～12:00 

場 所 本庁 12F  1201 会議室 

 
出席者  

 委 員 

鎌田 秀一委員，松嶌 康博委員，森 喜代造委員， 

米倉 多賀子委員，林 佳代子委員 

 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 

 
欠席 
内山 亜矢子委員 

 
１ 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 

放課後子どもプラン運営委員会長：あいさつ 
３ 議事 
本年度事業実施状況と次年度事業について 
①放課後子ども教室 

生涯学習課： 
市内４カ所で開催している「放課後子ども教室」について，平成 25年度の 
活動報告をいたします。 
本年度の「各教室の状況」と「主な活動内容」は次のようになっています。 
どの教室も，コーディネーターと教育活動サポーターによって立案された「活 
動計画」に基づき，教室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 
を行っており，子どもたちは生き生きと活発に活動していました。 



 

 

それでは，４教室のそれぞれの特徴と活動について紹介いたします。 
まず「清和のもり」です。活動場所である清和公民館は小学校に隣接してい 

    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う，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多く取り 
入れています。 
今年度も体験重視の活動を数多く行いました。保護者といっしょの活動とし 
て，お茶会を行いました。写真にもあるように外部から講師を招いて，エア 
ロビクスの子ども版であるキッズビクス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，全参加児童のうち１０名が放課後児 
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放課後児 
童クラブ「サンキッズ」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ています。例えば，「割り箸でつくろう」「プ 
ラバンでつくろう」「ビーズでつくろう」の３つの活動を同じ日に行い，子 
どもたちは，それぞれ自分がしたい活動を選んで参加します。 
それぞれのグループを教育活動サポーターが担当しており，子どもたちへの 
指導と安全確保にあたっています。また，外部講師を招いての活動も非常に 
盛んで，このことも郡山子ども教室の特徴です。 
続いて，キッズ白子です。４教室の中で唯一，海に近い場所で開催されてい 
るので，大地震発生時には津波の危険があります。そこで、教室独自の避難 
マニュアルを作成するとともに，避難訓練も行いました。当初は６月に予定 
していましたが，天候の都合で延期になり，１０月に実施しました。子ども 
教室の教育活動サポーター，市職員の他に，保護者や白子小学校の校長先生， 
鈴鹿警察署にも協力いただき，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。キッズ白子の活動ですが，ものづくりが盛んな白子地 
区の地域性を受け，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，「七夕飾りつくり」，「鬼まんじゅうつくり」，「サンタクロースの 
帽子とヒゲつくり」など，季節にあわせた活動を行いました。 
その他にも，「車いす体験」や「プラネタリウム」など外部講師を招いて体 
験活動も，たくさん取り入れています。 
最後に「明生クラブ」です。第 2回の放課後子どもプラン運営委員会で視 

    察していただきました明生クラブは， 月２回「第１，第３水曜日」に教室 
    を開催しています。 

「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，終了時間まで「ボール遊び」， 
「縄跳び」，「トランプ」，「折り紙」，「巨大ふうせん」など，それぞれがやり 
たいことを見つけて楽しく過ごしています。  
１年生から６年生までの児童が参加しており，上級生が下級生の面倒を見て 
いる姿や，学年の離れた子どもたちが仲良く遊んでいる姿を見ることができ 
ます。明生小学校との学習の連携もしっかりしており宿題の指導方法も教育 
活動サポーターが学校と同じ教え方で行っています。以上が各教室の特徴と 
なっています。 
 安全対策ですが，マニュアルの周知徹底以外にも，本年度も９月に教室のボ 
ランティアを対象に，鈴鹿中央消防署で救急法の研修をしました。 
ＡＥＤの操作方法や怪我の応急手当の方法について学びました。 
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。 
今年度は，教室参加者や関係者を対象にアンケートを実施しました。 
アンケート結果につきましては，資料の最後に保護者アンケートの集計結果 
を添付いたしました。「おおむね満足」，「大変満足」が，ほとんどでした。 
今後の課題としては，「おおむね満足」を「たいへん満足」変えていく工夫 
が必要になってくると思います。また，今後の改善点についてのアドバイス 
も保護者から少しいただいています。このアンケートを参考に，各教室のコ 
ーディネーターとともに充実した取り組みにしていきたいと考えています。 
最後に，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。 
各教室の教育活動サポーターは，高齢の方が多く，児童の運動能力について 
いけないということや，ボランティアの確保に苦慮すること，また，国等の 
予算削減などもあり大きな課題となっています。 
 ４月には，来年度の第１回コーディネーター会議を予定しています。 
今後の教室活動の方向性や運営についても協議をしていきたいと考えてい 
ます。また，「放課後児童クラブ」との連携や，「放課後子ども教室」の周 
知といった継続した課題もあります。 
４教室の活動をさらに充実させて取り組んでいきたいと考えています。 

 
会 長：ただ今の事務局の説明について何か御意見等ありましたらどうぞよろしくお 

願いします。 
委 員：現在４教室ありますが，低学年が多くを占めています。例えば，「清和のも 

り」は１，２年生で構成されており，高学年がいません。 
理由として考えられることは何かありますでしょうか。 



 

 

事務局：「清和のもり」については，３年生も含んで募集していた時期もありました。 
ホールの収容人数，安全管理面を鑑みて，コーディネーターと相談しながら， 
教室の対象学年を決めています。各教室でも，活動の様子を見ながら対象学 
年等も含め決めています。 

委 員：放課後子ども教室は，現在４教室あります。 
今後に向けての教室の拡大とかは，どのように考えていますか。 

生涯学習課長： 
放課後子ども教室は，現在 4教室開設しています。もちろんこのままという 

  ことではなく，新規事業も含め公民館をキーステーションとしながら実施し 
  ていきます。 
公民館長会議，公民館嘱託職員研修会においても，「放課後子ども教室」の 
周知に努め，この 4教室の維持及び拡大について図っていきたいと思います。 
後ほど説明いたしますが，放課後子ども教室の関連で，「土曜日を対象にし 
た事業」というのも，新たな教室という意味において 5つ目という形になり， 
そういった方面にも広げていきたいと考えています。 

委 員：放課後子ども教室は，４教室とも落ち着いてきたという感じがあり，清和は 
清和の良さ，明生は明生の特色がでており，それはすごくよいことだと思い  
ます。でも，それを拡大していこうというときに，学校から公民館までの送 
迎を誰が責任をもって行うかということで違ってくると思っています。 
また，「放課後子ども教室」に子どもを出せる家庭は，時間的に恵まれてい 
ますね。 
このアンケートで分かりますが，保護者会の開始時間が，午後４時３０分が 
希望という保護者が５６人いるということは，働いている人ではないと推察 
されます。 
あと，アンケートで「来年度も参加させる予定がありますか」という問に， 
対し「どちらとも」とか「いいえ」と答えた保護者もみえますが，このあた 
りは，どのように分析されているのでしょうか。 
本当に教室を増やしていくためには，子どもたちの送迎のことや，各教室独 
自の色合いや特色をもっとＰＲして，広げていかなければ難しいと思います。 
指導員不足については，「放課後子ども教室」だけではなく，いろいろなと 
ころで困っています。 
「ボランティアを，お願いします」といった時に，ボランティアをしてな 
おかつ指導員になる人材は，非常に少ないのが現状です。 
したがって，様々な場面で連携できるところはもっと連携して，もっと効率 
的な活動，本来の姿にもっていけるような形で，事業の推進ができたらいい

と思います。 



 

 

生涯学習課長： 
保護者，参加児童も含めて，満足度調査を今回実施いたしましたが，保護者 
のニーズがどんなところであるか，この４教室の独自性をさらに生かし，保 
護者のニーズを的確に生かしていくかというところを，総合的に勘案して教 
室運営を進めていきたいと考えています。 

事務局：保護者アンケートについて補足ですが，「来年度も参加させる予定はありま 
    すか」という問いに対して，「いいえ」と書いた４人の保護者は，学年が， 
    上がり，塾に行く，新しく習い事を始める，サッカーを始める，という子ど 
    もたちでございます。「どちらとも」という 25人に関しては，アンケート配 
    布は，1月にしたので，「どちらとも」にした理由は，「まだ子どもと話をし 
    ていない」，「全て終わってから考える」という回答が半数以上ありました。 

そのように考えている保護者がいるということでございます。 
委 員：前回の視察で，すごくいい取り組みをしていると感じました。 

おそらく，今参加していらっしゃる子どもたち保護者についてのニーズは， 
ほぼ満たされていると感じています。ポイントは，教室に参加したくても何 
らかの事情により参加できていない子どもたち，保護者のニーズをどのよう 
に吸い上げるという所にあるのではないかと思います。 
声に上がってこない声をどのように吸い上げて，それを施策に結びつけてい 
くかというところがポイントという気がします。 
そのために今参加していない人たちで，「放課後子ども教室」の存在を，お 
ぼろげにしか理解していない保護者の方々の声を吸い上げる，そういうアン 
ケートも 1つの方法ではないかと思います。 

生涯学習課長： 
やはり，保護者の声なき声をどのように吸い上げていくかということも， 

    もちろん大切ですし，保護者の方，子どもたちが，いろんな選択ができると 
いうことも大切です。そういうことを含め，「放課後子ども教室」，「放課後 
児童クラブ」を含めた上で，いろんな選択ができる放課後のメニューという 
ものを含め，福祉部局と連携して，もちろん「放課後子どもプラン運営委員 
会」の意見を聞きながら進めていきたいと考えています。 

 
②土曜体験学習事業（新規） 

 
会 長：それでは，議事２番目，土曜体験学習事業につきまして事務局のほうより説 

明をお願いします。 

 
事務局：土曜体験学習事業は，平成２６年度から新規に実施する事業です。 



 

 

土曜日体験学習事業の，教室開催時期は 5月ごろから実施してきたいと考え 
ています。 
主催者は鈴鹿市。事業については公民館運営委員会へ委託をしていきたいと 
考えています。教室の回数ですが，月に１回，午前あるいは，地域の実状に 
より午後の時間帯ということも考えています。 
対象者につきましては，小学生 1年生から 6年生で 30名程度と考えていま 
す。 
この事業については，平成２６年度から文部科学省が新しく「地域の豊かな 
社会資源を活用した土曜日の教育支援体制構築事業」を，推進していくとい 
うことで予算措置されているものです。 
学校，家庭，地域の三者が連携し，役割分担しながら学校，地域における多 
様な学習や体験活動の機会を充実することにより，子どもたちの土曜日の教 
育環境を豊かにするために推し進めるものです。 
土曜日の教育活動の考え方については，概ね三つに分類されます。 
 １．教育課程内の学校教育の活動 
２．土曜日の課外授業で学校が主体となり，実施するものの教育課程内に 
含めずに希望者だけで実施する活動。 

     ３．土曜学習事業の形態で教育委員会など学校以外のものが主体となり，

参加希望者に対して学習の機会を提供していく活動 
ということで，今回，生涯学習課で推進するのは，３の土曜学習事業の形態 
による事業となります。 
事業の推進にあたっては，地域の公民館を活用しながら，社会資源としての 
地域の多様な人材，知識，技術など様々な得意分野を持っている地域の方々 
に，ボランティアとして土曜日の教育推進委員として，土曜体験学習に協力 
いただく予定です。 
地域，学校，保護者と連携をしながら，様々な学習体験事業を進めていきた 
いと考えています。 
この事業については，国，県それぞれ１/３の補助制度となっています。 
現在，国，県との調整も図っているところでもございます。先般の３月の鈴 
鹿市議会においても予算の承認がされましたので 4月から，具体的に事業を 
進めていきたいということで，本日提案いたしました。 

 
会 長：今の説明に対し，新しい事業ですのでわからない点，もっと具体的に聞きた 
    い点など，ご意見等ありますでしょうか。 
委 員：この事業については，もうすでに学校及び公民館などに周知され，事業先の 

内定等決定しているのでしょうか。 



 

 

生涯学習課長： 
    現在，鼓ヶ浦公民館の一館を計画しています。鼓ヶ浦公民館が鼓ヶ浦小学 

校と連携しながら，先ほど説明にありましたが，学校以外のものが主体とな 
り，参加希望者に対して学習の機会を提供する，教育課程外の事業というこ 
とで調整を行っているところです。以上でございます。 

委 員：平成 26年度は，鼓ヶ浦公民館 1館ということですが，次年度からの予定は， 
どう考えているのでしょうか。 

生涯学習課長： 
平成 27年度以降は，社会の情勢などいろいろ考えられます。 
学校との連携もあります。学校で実施する土曜授業が始まりますと，地域で 
実施する学習事業と競合してはいけないので，そういったことを十分に注意 
しながら，連携を図り，拡大の方向で考えていきたいと思います。 

委 員：学校は平成 27年度から本格的になってくるので，この事業が拡大していく 
のであれば，公民館とそれぞれ打ち合わせや調整をしていかなくてはならな 
いと思います。まずは１校だけ，モデル事業で実施し，そのあとは拡大方向 
ということでしょうか。 

生涯学習課長： 
平成 27年度事業について，今すぐ返事をさせていただくのは難しいですが， 
学校や地域とも連携を図りながら進めたいと思っています。 

委 員：文部科学省が，土曜日の学校授業を進めたいという方向があると思います。 
それとの兼ね合いが，どうなのかと言う点が１つと，この事業については， 
以前に教育委員会が実施していた，「地域の学校支援事業」との違いについ 
ては，どうなのかと思いました。 
今まで，町民会議の活動などにおいて，地域の人たちが一生懸命，自然の 
ことなどを地域の子どもに教えたりしています。そのような活動が，ある一 
方こういう新しい事業が立ち上がってくると，どうなっていくのかというこ 
とがすごく不安になります。 
いろんな外部評価をしているところの資料などを調べたところ，他市におい 
て「土曜スクールの事業」の外部評価の項目の中に，参加者一人あたりの「総 
コスト」，「純コスト」とか，この事業に対しては，子どもひとりひとりに対 
して「公平性」，「必要性」，「効率性」など，いろんな評価をおこなっていか 
ないと補助事業として認定できないようなことが書いてありました。 
県は国の事業方針に従って，市へ「独自の事業」を実施してくださいという 
こともあります。それなりの自由な形でできるから，鈴鹿のやり方で事業を， 
実施してください。でも，いつか補助金等が，切れる時がきます。 
その時に市が責任とって続けていけるかどうかと，いう所が一番大事なとこ 



 

 

ろだと思います。そういったあたりはどうでしょうか。 
会 長：いかがですか。 
委 員：その前に関連ですが，学校において平成 26年度は，平成 27年度から実施 

していく土曜授業をどのような形で進めていくのか，それぞれの学校におい 
て各校長が一年かけて考えていきます。 
学校の土曜授業の実施にあたっては，校区の中に土曜日あるいは日曜日に， 
どういった活動をしているボランティア団体があるのか，地域で活動する団 
体と日程的な調整とか，内容の調節とか，いろいろな面で意思の疎通を図っ 
ていかないと，「平成 27年度から土曜授業があるので活動できない時もあり 
ますよ」ということを，それぞれの関係団体に今年一年かけ校長は調整して 
いきます。 
そういったことも含め，平成 27年度以降教育委員会の考えについて教えて 
下さい。 

生涯学習課長： 
    平成 26年度から，まずモデル的に土曜体験学習事業を進めていくことは間 

違いありません。平成 27年度からは，学校における土曜授業も聞いていま 
す。土曜授業については第 3週を基本とするということで認識しており， 
平成 26年度から実施する土曜体験学習事業が第 3週というのは，できる限 
り避けたいと考えています。だた，今回頭だしをさせていただく鼓ヶ浦公 
民館の土曜体験学習事業が，平成 27年度以降の試金石になるのではないか 
と思っています。 
学校において土曜事業が，始まりましても第 3の土曜日に土曜体験学習事業 
を実施するということは考えていません。 
子どもの土曜日の過ごし方というのは，土曜体験学習事業だけではなく，幅 
広い選択があると思います。家庭で過ごす子もいれば，勉強をする子もいれ 
ば，スポーツ少年団に入る子もいるし，これだけということではなく選択肢 
の一つとして，場面を提供していくという考え方でございます。 

会 長：この土曜体験学習事業が，平成 26年度についてはモデル事業で，平成 27 
年度以降伸びてくればということですが，仮に国の補助制度がなくなった場 
合に，鈴鹿市として，子どものために必要な事業であり，それを将来的に伸 
ばしていく事業にしたいという意識があれば，当然それは伸びていくと思い 
ます。しかし，国の事業だから，県の指導を受け予算がついているから始め 
ていくということでは，なかなかその後伸びないだろうし，補助制度がな 
くなった場合に，どう対処していくのかという心配も出てきます。 
その辺について教育総務課長も含めまして，何かご意見ありますでしょうか。 

教育総務課長： 



 

 

    昨日，校園長会がありました。この資料のとおり，土曜授業の取り組みとい 
う，子どもの土曜日の過ごし方を多様な形で用意をしていくという形です。 
ある学校は１学期に１回か２回は，教育課程の中での土曜授業として学校教 
育を実施していくところがあるかもわかりません。 
今まで，土曜日が休みになってきたときに，教育委員会は様々なところに声 
をかけてきました。「子どもが土曜日に家にいる」，あるいは，「子どもの居 
場所がないのでいろんな取り組みをして下さいね」という形で，様々な取組

みをしていただいています。その活動を無駄にすることなく，教育課程も含

めて，子どもたちにいろんな選択ができるようになるということです。 
生涯学習課の土曜体験学習もひとつの土曜日の過ごし方になりますし，ここ 
に全部の子どもが行かなくてはいけないということではありません。 
「スポーツをしたい」という子がいれば，地域でつくっていただいたスポー 
ツ団体がある。そういう形で子どもたちに多様な過ごし方が選べる。 
もうひとつは，「１学期で１回は全校でお祭りをしようね」というのもひと 
つの考えだと思います。そういう形で，子どもの過ごし方をいくつか提案し 
ていくということでいいと思います。 
まだ，今から試行錯誤があると思います。 

委 員：そのようなお話であれば，鼓ヶ浦公民館の第３土曜を避けるということは， 
必要のない話で，鼓ヶ浦小学校が学校で授業をするか公民館の事業のほう 
でやるかということは鼓ヶ浦小学校と鼓ヶ浦公民館の話し合いのほうで決 
めていくことでしょうね。 

生涯学習課長： 
    土曜体験学習の実施にあたっては，十分に小学校と連携をはかって進めてい 
    きたいと思います。 

文化振興部は教育委員会の仲間でもありますので，教育委員会と十分連携を 
図り実施していきたいと思っています。 

会 長：予算的に年間約 30万ということですが，これは，鈴鹿市の総枠ですか。 
事務局：平成 26年度は，まずは１校ということで事業費 30万ということです。 
会 長：今回は鼓ヶ浦公民館１館の実施と言うことですが，今後例えば，多くの館か 

ら土曜体験学習の希望があり５館ほど出てきたら頭割りで予算配当するの 
でしょうか。 

事務局：土曜体験学習事業の実施にあたり，予算編成時期に各公民館へ，事業内容等 
    周知しています。地域において，土曜体験学習のニーズがあり，ボランティ 

アとして教育活動に携わっていただける人がいるということで，鼓ヶ浦公民 
館から手をあげていただいたというところで，土曜体験学習事業の予算を，  
をつけさせてもらいました。 



 

 

会 長：平成 26年度は，事業実施公民館が，1館だから 30万でいいですよね。 
平成 27年度から，希望館が増えてきた場合に，一事業に対して 30万なのか 
30万が鈴鹿市の総額だから希望館に分配するのかいかがでしょうか。 

生涯学習課長： 
    これは，国，県の動向にもよりますが，事業費 30万を，事業する公民館で 

分けるということではなく，例えば，二つ希望があれば 60万，三つあれば 
90万という形で予算要望していく予定です。しかし，予算のことですので， 
今現在としては正確なことは言えません。まずは，事業の頭だしをさせてい 
ただいたという認識でお願いします。 

委 員：最終的には，土曜体験学習事業が，教育課程内の学校教育単元として組み込 
    まれないのですか。 
委 員：学校において，国語や算数の授業をしています。今回の場合は，それ以外の 

ところでおこなう学習活動になるので，学校の教育課程においておこなう国 
語や算数などの授業ではないということです。地域が，子ども達に対して学 
習活動を実施するということです。 

会 長：後で，また総合的に伺いますので，何かあればそのときにお願いします。 
    次に，放課後児童クラブにつきまして，討議していただきたいと思います。 

 
  ③放課後児童クラブ 

 
事務局：それでは，平成 25年度の放課後児童クラブの主な活動内容と，今後につい 

て説明します。 
平成 25年度の活動内容の一覧表をお配りしています。市内には 30小学校区 
中 27小学校区で，計 35カ所の放課後児童クラブを設置しています。 
年々，入所児童数は増えており共働き家庭や 1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，放課後児童クラブを設置していない庄内， 
天名，合川地区の小学校区の放課後児童クラブ設置の進捗状況について説明 
します。 
まず合川地区につきましては，本年度地域の方から放課後児童クラブ設置の 
要望がありました。これを受け，放課後児童クラブ設置に関するニーズ調査 
を実施したところ通年の利用者数 10名を確保することができたので，平成 
26年 4月 1日から合川小学校体育館ミーティングルームを借りまして放課 
後児童クラブがスタートいたします。 
現在は，合川地区自治会，合川小学校，そして教育総務課と連携を取りなが 
ら，スタートに向けて準備をしています。 
次に天名地区について説明いたします。天名地区につきましては，保護者か 



 

 

ら放課後児童クラブ設置を望む声をいただきました。幼稚園再編整備計画に 
よりまして，平成 26年度以降廃園になる天名幼稚園を施設候補地として， 
アンケートを実施しました。一定の利用者数を確保することができなかった 
ため，平成 26年度には，再度説明会を開催し放課後児童クラブ設置につい 
て，決定したいと考えています。 
庄内地区につきましても，廃園予定の庄内幼稚園施設を候補地として，平成 
26年度中に，放課後児童クラブ設置に関するアンケートを実施する予定です。 
以上が放課後児童クラブ設置の状況になります。 
合川小学校では全校児童数が少ないのですが，10名以上の利用希望があり 
ましたので，改めて放課後児童クラブの必要性を認識いたしました。 
次に，平成 25年度の施設整備について説明いたします。 
河曲地区放課後児童クラブ「かわたろう」の新設について，平成 25年 7月 
に県へ補助申請を行いました。 
9月に県のヒアリングを受け，12月に内定を受けました。現在は設計業者， 
管財営繕課と協議し，汚水の排水協議，開発協議も終わりました。平成 26 
年 8月の着工に向けて準備中です。 
また，平成 26年度は栄小学校区放課後児童クラブ「栄っ子」の設計を行い 
平成 27年度に着工する予定です。現在の「栄っ子」は，秋永の集会場を借 
り運営していますが，「施設の老朽化」，「学校から離れている」，「生活する 
スペースが狭い」という理由から，民設民営を公設民営に移行し，補助の適 
用を受けて新設する予定です。 
続きまして今年度の主な活動を説明いたします。指導の質を高めるという課 
題のある中，指導員研修を実施しました。今年度は，指導員からの要望が， 
ありました心肺蘇生法 AEDの使用方法について，中央消防署にて 2回にわ 
たり研修会を開催いたしました。 
東日本大震災以降，防災意識が高まりすべての放課後児童クラブにおいて防 
災マニュアルを作成しました。また，避難訓練もすべての放課後児童クラブ 
において実施しています。 
訓練を実施したことにより，避難場所，防災非常袋の設置，放課後児童クラ 
ブ内外の危険個所，指導員の役割分担などを考え，再確認するよい機会とな 
り，指導員のほうから「やってよかった」，「今後も定期的に開催する」とい 
う報告を受けています。 
また指導員の研修には，発達障害に関する研修も取り入れています。 
利用者の増加とともに，障害を持つ児童のお子様の利用も年々増加していま 
す。指導員には，様々な想いを抱えている子どもたちに寄り添い，そして励 
まし，発達を援助できるようになるために，専門的な力量を身に付けるとい 



 

 

うことが必要になります。行政ができるサポートといたしましては，今後も 
発達障害に関する研修を実施いたします。また，子ども家庭支援室において 
月に 1回，発達障害に関する自主研修会を開催しています。一部の指導員は， 
その自主研修会にも参加していただいています。 
児童の対応について相談があった場合は，子ども家庭支援室の専門職員を各 
クラブへ派遣し，指導員はその派遣した職員から，児童の接し方などのアド 
バイスを受けています。次に全放課後児童クラブの運営につきましては，国， 
県，市から補助金を支出しているため，毎年定期監査を実施しています。 
今年度も10月から12月にかけて全放課後児童クラブの監査を実施いたしま 
した。監査の内容につきましては，補助の基準額に直接影響のある「登録児 
童数」，「開設時間」，「開設日数」の確認，「予算の執行状況」，「放課後児童 
クラブの生活全般」について聞き取りや帳簿等の書類確認を行いました。適 
正でないと判断した放課後児童クラブにつきましては，口頭指導に加え，書 
面にて指摘内容を通知いたしました。 
また全放課後児童クラブには，運営に支障をきたさないように「放課後児童 
クラブ Q＆A」を作成しています。今年度も追加 Q＆Aを全放課後児童クラ 
ブに配布いたしました。今年度の大きな動きといたしましては，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」が改定されまし 
た。それに伴い放課後児童クラブ保育の制度も大きく見直されようとしてい 
ます。指導員の資格や配置人数などは，国の基準に従い，また施設や設備な 
どは，国の基準を参考にすることになっています。 
放課後児童クラブの設備や運営に関する基準については国の基準をふまえ， 
市で条例を定めることになっています。本市では，国の基準を元に，「鈴鹿 
市放課後児童クラブ連絡協議会」と連携しながら設置運営に関する条例を制 
定し，この平成 26年 9月議会に上程する予定でございます。現在，国では， 
その基準の検討中であり，まだ確定したものは出ていません。今後，国の動 
向を注視しながら，県とも連携を図り，保護者が安心して子育てと仕事が両 
立できるよう，放課後児童クラブの基準を定めていきたいと考えています。 
この 3月 25日には，放課後児童クラブ全体の説明会を開催いたしました。 
保護者の代表者約 90人，指導員の参加をいただき，放課後児童クラブ設置 
条例等に関する説明，情報提供を行いました。  
今後も，子どもたちが学童保育を生活の場として，のびのびと安心して生活 
出来るよう，安全面や衛生面に気を配りながら，生活環境整え，子どもの成 
長段階にみあった適切な指導援助が行われるように，行政としてサポートし 
ていきたいと考えています。 

会 長：何かご意見がございましたら。 



 

 

委 員：放課後児童クラブの設置で，何名以上の児童が集まれば設置できるのでしょ 
うか。 

事務局：設置の基準といたしましては，10名という目安があります。 
児童が 10名以上でないと国，県，市からの補助金が出ないという制度です。 
それとは別に，県の制度もあり，5人から 10人未満であっても補助を受け 
ることができます。ただし，放課後児童クラブを設置してから 3年まで補助 
が受けられる制度になっていて，4年目以降，10人に満たない場合は補助を 
受けられないというものです。 
国の基準は 10名以上でないと補助金が出ないという基準です。ただ，県に 
対して，10人未満になっても補助金が適用できるよう要望しています。 

委 員：8名や 9名でも設置はできる。 
事務局：設置は可能です。ただ，補助金が出ないので，運営に支障をきたす場合もあ 

ります。できることであれば，10名以上確保して放課後児童クラブを設置 
したいというのが市の考えでございます。 

委 員：ある施設で，障がい者のための放課後児童クラブみたいなのを，つくるとい 
う話を聞いたことがありますが，市との関係はどうなっているのでしょうか。 

事務局： 2，3年ほど前，放課後児童クラブの設置について，施設の方から相談をい 
ただいたという記憶はあります。ただ実際，施設から学校までかなり距離が 
あり，やはり，学校から近いところを希望される保護者が多いということも 
あります。 
それと，庄内幼稚園施設が空いてきますので，まずは幼稚園施設優先に放課 
後児童クラブを設置していきたいと考えています。 
施設からは，それ以降，放課後児童クラブを設置したいという要望はありま 
せん。 

会 長：ほか，いかがでしょうか。 
委 員：研修会を，いろいろと実施していただきありがとうございます。 

前回，明生の放課後児童クラブを視察した時に，なかなか落ち着かない子ど 
ももいました。研修会を開いていただき，いろいろとサポートの仕方などを 
指導員が，学ばれたという話は聞いています。また，学校が主体となり子育 
て支援課に依頼して，地域での支援会議を開きました。 
学校と保護者，それからミラクル（放課後児童クラブ）の代表，そこへ子育 
てボランティアの方，障害者総合相談支援センターの職員も参加いただき， 
「この子たちを，地域でどうしたら育てられるのか」ということで，それぞ 
れの立場で支援の仕方について考え，また，それぞれの立場での支援の仕方 
について情報交換し互いに理解したわけです。 
こんなふうに，それぞれの市の中の組織だけで研修会をしていくというのも 



 

 

一つの方法ではあると思いますが，学校または地域を巻き込んで放課後児童 
クラブが地域に根付くような方向性をさぐるというのも一つあるのかなと， 
思いましたので，一つの参考事例として言わせていただきました。 

会 長：ありがとうございます。他，よろしいでしょうか 
委 員：各施設 35箇所あります。授業料の関係ですが多い少ないといった幅はある 

と思いますが，どのようになっているのでしょうか。 
事務局：まず，放課後児童クラブの補助基準額というのが，利用者数により，定めら

れています。例えば，10 人から 19 人の補助額， 20 から 35 人の補助額。
40人以上は，補助額が一番高くなっています。 
まず，それがひとつ大きな違いとなっています。それと，放課後児童クラブ 
を「開設日数」，何日あたりでいくらという基準もあります。放課後児童ク 
ラブによっては年間 300日開けているところもあれば，250日のところもあ 
ります。 
「開設日数」についても差がありますし，子どもたちの登録人数も多いとこ 
ろもあれば少ないところもあります。 
子どもたちの登録人数は，平成 25年度は 1,401人でしたが，平成 26年度 
は 1,550人くらいに増える予定です。 
放課後児童クラブが大規模化しているといった問題もありますが，放課後 
児童クラブによっては子どもたちの人数により保育料の状況が違います。

そういったことで，保育料と補助金をあわせて 1,000 万をこえる規模の放
課後児童クラブもあれば，規模の小さいところについては，200 万，300
万でやっている放課後児童クラブもございます。 

会 長：委員いかがですか。 
委 員：個人負担はどうですか。 
事務局：保育料につきましては，なるべく差が開かないようにという指導は，今回の 

定期監査で指導いたしましたが，やはり，「保育の内容」，「おやつの内容」  
も異なりますので，一定額でそろえるというのは難しいと思います。 

委 員：10名のところはちょっと高い。 
事務局：すごく差があるということは感じてはございません。平均で 8,000円から 

9,000円になっています。ただ，高いところについては 13,000，14,000円 
というところもありますが，13,000円のところが 10人の放課後児童クラブ 
ということではないです。10人の規模も 10,000円前後でやっていますので， 
人数が少ないから，規模が小さいから保育料を上げるということに直結する 
とは思っておりません。 

委  員：ありがとうございます。 
委  員：その金額は，各運営委員会の中で決めているのでしょうか。 



 

 

事務局：そうです。保育料も大事な保護者のお金ですので，保育料の設定，変更につ

きましては，年に 1回開催する総会の場で諮り，三分の二以上の賛成の議決
により決定するということになっています。 

子育て支援課長： 
    それと，毎年監査を行っていますので，監査の結果を見て，決算とかの結果 

を見ながら，適切かどうかという指導もしています。 
会 長：他，いかがでしょうか。 
委 員：天名地区ですが，実際どれぐらい人数が足りなかったのですか。 
事務局：天名は，8人の希望がありました。その中にも悩んでいる方がいて，8人確 

実に集まるということは難しいところです。 
ただし，8人以外の方でも迷っている方もみえます。保育料のこと，近所に 
祖父母がみえるなど，その状況によってだとか。仕事が見つかったら放課後 
児童クラブに入れる。といった不確定な方がみえました。人数的には 8人程 
度と思っています。迷っている方もみえますので，来年度の始めに天名地区 
で希望される保護者に対し，説明会を開催しそこで最終の確認をとりたいと 
思っています。 

委 員：合川も設置が決まって，庄内もおそらく設置されるのではないかと思います。

天名だけですので。鈴鹿市としては放課後児童クラブがない地域を，    

つくらないという方向性をもっていると思います。頑張っていただいて，天

名に設置できるようになればいいと思います。 
事務局：県の補助事業を利用するというのも一つの策でもあります。 

例えば，10人未満であっても 5人以上確保できた場合は，県の補助事業を 
活用するなども考えながら，これから，全小学校区に放課後児童クラブを設 
置するような方向で進めていきたいと思っています。 

子育て支援課長： 
天名と庄内の話が出ましたが，通年どうしても放課後児童クラブの保育を， 
利用しないと，子どもさんの放課後の居場所がないということについては， 
近隣の地域の放課後児童クラブに助けてもらい，夏休みだけ通わせていただ 
いているということも聞いています。庄内の方では，「私立保育園」が，自 
主事業として，補助金を使わずに見ていただいているということも聞いてい 
ます。 
そういうことで，天名と庄内は本当に学童保育が必要な方がみえまして，そ 
ういった方々に支えていただいています。合川も含めて３地区に放課後児童 
クラブがなかったところでしたので，今回，合川は地域の熱い要望，自治会 
長の熱いものが伝わってまいりまして，設置に結びつきました。天名と庄内 
への設置を望む声がありますので，開設に向けて前向きに進んでいきたいと 



 

 

思っているところであります。 
会 長：では，最後に全体的に「放課後子どもプラン」について，１年間を通じて感 

じたこと，どんなご意見でもかまいませんので，ございましたらひとつお願 
いします。 

委 員：放課後子どもプランの運営委員として一年活動して，放課後子ども教室は， 
    市内に 4教室開設されているとか，それぞれの教室の個性ある活動状況など 

把握することができました。当然，こういった内容の啓発活動をしていると 
思いますが，まだまだ認知度が低いと思います。 
これだけ特色が出てきたところですので，もっとＰＲをしていただきたいと 
思います。 

委 員：放課後子ども教室は，４教室ありますが近隣の市町の状況はどうでしょうか。 
事務局：今，手元に資料がないので，正確なことがお答えできないので申し訳ござい 

ません。放課後子ども教室が，設置されていない市町もありますし，多いと 
ころもあります。放課後児童クラブの保育とのかかわりもありますので，多 
少ばらつきはあります。後日，詳細な資料を配付させていただきます。 

会 長：放課後児童クラブの活動を見させていただくと，以前から言っていた「指導 
員の研修などもしっかりしていただきたい」などの，放課後子どもプラン運 
営委員の方から出されている意見も生かされています。そういったところは 
ありがたいと思います。 
今回，新しい事業の土曜体験学習事業に関して委員からさまざまな意見が出 
されたと思います。そういったところもふまえて，放課後の子どもたちの安 
全で安心して活動ができる居場所が確保できるように，楽しい生活ができる 
場を考えていっていただきたいなと思います。そういった意味で，私たちの 
意見が，一助になれば幸いだと思います。１年間，本当にありがとうござい 
ました。みなさんありがとうございました。 
これをもちまして，本日の会議を終了いたします。 

 
終了 


