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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 26 年 6 月 19 日（木）13:30～15:00 

  場 所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室  

 

出席者  

 委 員 

鎌田 秀一委員 生田 栄美委員 林 佳代子委員  

  森 雅之委員    古市 博信委員 岡野 優子委員 

 関係部局 

  児童保育課長 森川 洋行，児童保育課主幹兼児童福祉 G L 野島 慎人， 

 教育総務課長 前田 靖子， 

 教育支援課長 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 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 

生涯学習課豊田：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，させていただき 

ましょうか。 

林委員：事務局案があればお願いします。 

生涯学習課豊田：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 

生涯学習課豊田：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 

生涯学習課豊田：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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生涯学習課豊田：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。 

鎌田会長：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。 

生涯学習課豊田：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 

につきましては，発言者について本市の市民委員会として，透明性確保の 

観点から委員のお名前を記載しています。 

           このことから，当放課後子どもプラン運営委員会についても同様の扱い 

とさせていただくとともに，議事録は，要点筆記の概要版といった形式で 

ホームページ等で公開いたしたいと存じますが，鎌田会長，委員の皆様に 

おはかりいただきますようお願いいたします。 

鎌田会長：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 

鎌田会長：それでは，議事録は委員のお名前を記載し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 

鎌田会長：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。 

生涯学習課豊田：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，放課後児童クラブに係る「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。
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「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

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２８小学校区に３６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

きたいと考えています。 

また，平成 26 年度からは，土曜日の教育活動推進プラン「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等構築事業」の一環として 

「土曜日の体験学習」に取り組みます。 

これにつきましても，併せて御審議いただきたいと思います。 

     土曜日の体験学習は，学校、家庭、地域が連携し、役割分担しながら、 

土曜日の教育環境を豊かなものにしていくもので，地域の多様な経験や 

技能を持つ方々の協力により,土曜日に体系的・継続的な学習プログラム 

を計画，実施することにより，子どもたちにとって，より豊かで有意義 

な土曜日を実現することを目的とした事業です。 

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。 

鎌田会長：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，土曜の体験学習事業及び放課後児童クラブについて活動プログ

ラムへの意見，また放課後子ども教室と放課後児童クラブの連携，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。 

各委員：（意見なし） 

鎌田会長：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 

課後子ども教室につきまして事務局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 
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生涯学習課磯部：平成２６年度，鈴鹿市における「放課後子ども教室」への取り 

   組みについて説明いたします。「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公民館を中心に実施していま 

す。 

     平成２６年度は，昨年度に引き続き４か所で開級しており，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か所になり 

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。 

「キッズ白子」は第１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。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の協力によ 

り成り立っています。 

開級に向けての準備として，「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確認や，活動，運営について協議しました。 

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

ました。 

      ５月に各教室で保護者会と教育活動サポーター会を行い，教育活動サポ 

         ーター会では，放課後子ども教室の目的「放課後の子どもたちの安全な居 

場所づくり」の確認や安全管理マニュアル及び危機管理マニュアルを使い 

内容を確認しました。 

コーディネーターからは年間計画や活動についての説明がありました。 

教室活動サポーターたちは，顔なじみで，仲のいい方たちの集団なので， 

活動の工夫や運営について活発な意見交換をしました。今後もコーディネ 

ーターが中心となりサポーター会議をおこなっていきます。 

保護者会でも，安全安心の教室運営，目的，ルールの説明を行いました。 

コーディネーター，公民館長，教育活動サポーターと保護者が直接顔を 

あわせ，コーディネーターから詳しい教室運営の説明がありました。 

各教室の活動内容は，コーディネーターが立案し，教室ごとに特色ある 

活動が行われています。実施曜日や募集の学年も各教室で考えており，活 

動も対象学年にあわせた企画が計画されています。 

①  清和のもり 

      清和小学校の１，２年生対象で古市さんにコーディネーターをしていた 

だいています。ルールを守った活動を大切にしています。体験活動が多い 

こと。学校に隣接していることで，学校の施設が使えるというメリットが 

あります。今年は，公民館の近くの畑を借りてさつま芋を栽培し，芋ほり 
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体験とそれを使ったお菓子作りをする予定です。 

② 郡山子ども教室 

      １回の教室で３コースを開いています。教室に到着して，子どもたち 

は自分の希望する活動を選んで過ごします。体験あり，ゲームあり，工 

作ありの活動となっています。中西さんとサポーターのアイデアで毎年 

新しい企画を考えています。昨年キッズ白子で実施したプラネタリウム 

を計画しています。 

③  キッズ白子 

白子公民館で実施されている「キッズ白子」はものづくりの活動が多 

いことが特徴です。材料もサポーターが持ち寄ったりすることもありま 

す。体験活動もありますし，宿題をすることもあります。「キッズ白子」 

では地震の際，津波が心配されるので避難場所や避難経路についての確 

認を行い，６月２０日（金）の教室活動で，避難訓練を実施することに 

なっています。 

④  明生クラブ 

           住吉公民館の明生クラブは「学習」と「遊び」を中心として活動して 

います。水曜日は集団下校が基本なので，学校では校庭にプラカードを 

もった上級生が下級生を集めて並ばせ，サポーターと共に公民館に向か 

います。公民館に入ったら，子どもたちは大きな声で「あいさつ」をし

ます。「しつけ」も目標にあげています。ファミリー的な雰囲気がありま

す。この事業も９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」が浸透してきているように思われます。 

             最後に放課後子ども教室の今後の課題について申し上げます。 

まず，一番の課題は補助金の問題です。今年度，国からの補助金が大 

幅に減額となり，活動について見直しをしなければならない状況になり 

ました。もうひとつの課題は，ボランティアの確保です。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協力いただく 

ことで成り立っている事業であります。どの教室もボランティアの高齢 

化がすすみ，若いボランティアの確保が難しいという課題があります。 

今後も，国，県の動向を注視しながら，現在行っている４教室の充実 

に努めると共に放課後子ども教室の公民館運営委員会への委託，新規教 

室の開設も視野にいれながら進めていきたいと思います。 

  鎌田会長：放課後子ども教室について説明がありましたが，何かご質問等ござ 

いませんでしょうか。 

  林委員：昨年度とかの会議でも，いろいろ反省がでています。6月は教室が，始 
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まったばかりですので，過去の反省を生かして今年度何か変わったとこ

ろ，変えた所があれば教えてください。 

 また，何年か前の資料を見たときに，放課後児童クラブと放課後子ど 

も教室の違いは，どなたでも放課後子ども教室に入れるというのが，最 

初の売りだったと思います。しかし，実際は送迎ができないと入れない 

とか制限等もあると思います。 

  最初の売りと，実際少しずつずれてきているようですが，そういった  

ことについて，どういうふうに考えているのか教えてください。 

  生涯学習課長白塚山：最初に，昨年度から改革したところから説明いたします。 

まず，国・県の動向も今後変わるかもしれませんが，現在予算減額に 

なったという形になっています。 

今運営している，4教室については極力，現状維持をしたいという思い 

がありいろいろ努力いたしました。しかし，各教室とも１回から２回程 

度回数が減っています。例えば，夏休みの事業を１つ減らすなどして， 

そういった形でいろいろ工夫しています。 

内容については，４教室の間で情報交換を行っています。 

例えば，プラネタリウム，非常に面白い行事などがあれば，新しいメ

ニューという事で情報交換をする。そういった取り組みを進めています。 

 放課後子ども教室は，「どなたでも入れると」言うところが売りであっ 

たという事ですが，今も基本的には，変わってないのですが，全部受け 

入れるというのが，一番の理想だと思います。しかし，それを目標に定 

め推し進める為には，それなりの体制と，予算が必要になってきます。 

ただ，「これだから，できない」ということではなく，「こうすればで 

きるのではないか」という姿勢で，あきらめずに模索していきたいと思 

います。 

  林委員：以前，募集のチラシを変えてみたら，「子どもが集まるのではないか」 

     というような意見がでていたので，そのあたりはいかがでしょうか。  

  生涯学習課磯部：来年度は，募集チラシも大幅に変えていこうかと考えている 

ところでございます。 

  鎌田会長：他いかがでしょうか。 

  森委員：国の予算が減額されたと言うことですが，これは，国が，放課後子ど 

も教室の必要性がないと考えているのか，あるいは，放課後児童クラブ 

へ力を入れていきたいと考えているのかいかがでしょうか。また，鈴鹿 

市は，現在４教室ということですが，市内の放課後子ども教室の無い 

ところの小学校区に対してどのような考えなのか質問します。 

  生涯学習課長白塚山：現在の国の方針ですが，二週間ぐらい前の新聞では，全 
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国の放課後子ども教室数は，現在約１万教室あるのですが，それを５年 

以内に２万教室に増やしていくという考えです。 

政府の方針では，昨年予算減額されたのにも関わらず，今後放課後子 

ども教室数を増やしていくという方向にシフト変更されています。 

 そのような中で，現在運営している４つの放課後子ども教室の充実は， 

当然図っていきます。それとともに，新しい地域においても，国の方針 

に沿って放課後子ども教室を増やしていきたいと思います。 

 そのためには，ボランティアの確保と，各小学校に放課後子ども教室 

のニーズがあるかというのが，必要になってくると思います。 

これについては，各公民館等を中心に調査していきたいと考えていま 

す。それを基に，ニーズのあるところについては，次は，「シーズ」人材 

確保，ボランティアの確保になります。この二段構えで進めて行きたい 

と考えています。できれば，今後１教室増やして行きたいと考えていま

す。 

  森委員：物事を起こす上で目標となる数字などは，重要になると思いますが，

どこかの計画に出しているとか，何年までに何教室開設するだとかそう

いうのを示していくような予定はありますか。 

  生涯学習課長白塚山：本市の事務事業評価には，現状維持という形であげてい

ます。それは，昨年の予算が減額された時点での判断でございます。 

  今後，国の動きに沿って来年以降シフトチェンジしていくのであれば， 

事務事業評価の中で目標を変えていく必要があると思います。 

  鎌田会長：ほかいかがでしょうか。 

  生田委員：ボランティアの方というのは，無償でやっているのでしょうか。 

  生涯学習課磯部：コーディネーターについては，謝金という形で，１時間当た 

     り 1,480 円，教育活動サポートについては，１回あたり２時間程度にな 

りますが，1,000 円という形で謝金を支払っています。 

  生田委員：子ども達は，無料で参加しているのでしょうか。 

  生涯学習課磯部：子ども達に係る保険に関しましては，スポーツ安全保険 800 

円分と，食べたりするもの，あるいは家に持ち帰るものに関しては，そ

れぞれの教室で負担金を決めて徴収しています。 

 多いところで年間 2,000 円となっており，800 円の保険代と 1,200 円の 

教材費という形になっています。多い教室は，2,000 円程度で，少ないと 

ころでは，1,500 円となっています。 

  鎌田会長：ほかいかがでしょうか。 

  古市委員：今，実際放課後子ども教室に関わっています。教育活動サポーター 

の皆さんは，地域の方を含めて，意識的に「子どもの見守り」であると 
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か，「何かを，してあげよう」という意識は非常に高くて，教室に協力い 

ただいているボランティアの中には，無償のボランティアでも良いとい 

う声もいただきます。 

しかし，怪我や災害時の補償など，いろいろな面で，ある程度縛りが 

かかるのかなという思いがします。やはり，ボランティアの確保という 

のは，どこの教室でも非常に難しいです。年齢が，60 代後半 70 代の方も 

多くみえます。しかも，民生委員，自治会長あるいは，地域でいろいろ 

な役職をしていて，地域にネットワークを持った方が関わっています。 

 現在協力いただいていますが，何時までも出来るということでなく， 

高齢といっても限度があります。若い方が入って来るためにも何らかの 

方法等いろいろな部分で，ボランティアの募集・確保に関しても市から 

アドバイスいただけたらと思います。 

  いろいろなメニューを計画していますが，例年同じメニューを実施し 

ていくことも必要ですが，先ほどメニューの交換という話もありました。 

そういう意味では，コーディネーターの交流はありますが，教育活動

サポーターの交流会は，現在実施していないので，そういうそれぞれの

教室の方との，交流会等何らかの形で実施できればいいと思っています。 

可能であれば交流会という形もできればいいと思います。 

  鎌田会長：今の意見に対して事務局いかがでしょうか。 

  生涯学習課長白塚山：実際の教室に関わっていらっしゃるので，非常に具体的 

で且つ，的をつくような御質問，御意見をいただきました。 

 運営については，ボランティアの人数及び高齢化といった課題がある 

ことは認識しています。現在，この教室は，生涯学習課直営で進めてい 

る状況でございますが，地域のボランティア，コーディネーター，教育 

活動サポーターの協力をいただいて進めているという中で，1つの方法と 

して，「公民館運営委員会の中の 1つの事業」であるといったような委託 

事業としての位置づけをして運営をしていけば，バックボーンが，しっ 

かりしてくるのではないかなと思います。 

予算につきましては，不透明な面もあるのですが，国からそういった 

     方針変換があった以上，県，国に働きかけて予算獲得に努めていきたい 

     と思います。 

 教育活動サポーターの交流会については，いい意見だと思いますので 

今後，なんらかの形で機会を作り情報交換という形を，可能な限り持っ 

て行きたいと思います。 

  鎌田会長：その他どうでしょうか。 

  森委員：放課後子ども教室を，公民館事業の一つとして展開していくというこ 
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とですが，公民館で実施している，いろいろな事業と同じように，その 

中に組み込んでいく形で，全学校区で展開していきたいということでい 

いのでしょうか。 

  生涯学習課長白塚山：それも 1つの方法だと思います。 

公民館事業として位置づけ，教室運営を進めていく方が，より地域に 

根付いた活動が出来るのではないかと思います。 

今ある４つの教室では，それぞれの公民館と，上手に連携して運営し

ていただいています。その形を崩さずに，もう少し公民館が関わってい

けば，もう少し根付いてくるのではないかと思います。 

       ただ，生涯学習課も，全て任せるということではなく，アドバイザー 

という形で，運営には関わっていきたいと思います。 

  林委員：ボランティア，コーディネーターで，しっかり携われる人，例えば，

以前教師をしていていろいろなことが，全部分かっているというような

人材に，教室に関わっていただき地域の人たちの協力を通して，教室の

運営をお任せして，地域に自立して進めてほしいということを願ってい

るということですよね。 

  生涯学習課長白塚山：そういった意味もあります。 

  古市委員：先ほどの説明の中で「安心」という言葉がでてきたと思います。 

今年度は，安全対策の一環で，メール配信の取り組みを始めましたが， 

その後の，加入者等の進捗状況はいかがでしょうか。 

  生涯学習課磯部：ほとんど，保護者からメールの登録をいただいています。 

      何故，メール登録，配信を取り入れたかといいますと，昨年大雪があ 

りました。安全を考慮し急遽教室を休みにいたしました。 

 安全面を考慮して急遽教室を休む場合は，コーディネーターから各保 

護者に対して，電話連絡を入れるわけです。30 人，40 人の教室で，一件 

ずつ電話連絡をするということに多くの時間を必要としました。 

緊急連絡に時間がかかったと言う事で，今年度は，一斉に送れるメー 

     ル配信を行うとともに，メールが届かない保護者には，直接電話をさせ 

     ていただくということで，2重 3重の対応で保護者に連絡をさせていただ 

     けたらと思い実施することになりました。 

  鎌田会長：昨年度から，はじめたのでしょうか。 

  生涯学習課磯部：26 年度からの実施になります。 

  鎌田会長：不審者にも対応するのでしょうか。 

  生涯学習課磯部：基本的には，災害時を想定しています。 

  鎌田会長：他によろしいでしょうか。後で，総合的にお聞きしますので，それ 

では，本年度事業についての第２番。土曜日の体験学習事業について資 
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料２という事で，事務局お願いします。 

 

② 土曜日の体験学習事業について 

 

生涯学習課豊田：土曜日に行われる教育活動については，その実態や扱う内容 

等により，概ね次の三つに整理できます。 

      まず，「土曜授業」といわれるもので，土曜日を活用して教育課程内の 

     学校教育活動を行うものをいいます。 

      次に，「土曜の課外授業」です。これは，学校が主体となった，教育活 

動ではあるものの希望者を対象とするなど，教育課程外の学校教育を行 

う課外授業と呼ぶべき形態になります。   

    最後に，教育委員会等の管理のもとにおいて実施する取組みがありま 

す。教育委員会など学校以外の者が主体となり，希望者に対して学習の 

機会を提供する「土曜学習」と呼ぶべき形態になります。 

これが，本年度進める土曜日の体験学習になります。  

      本事業でございますが，文部科学省が推し進める「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等構築事業」という，国の補助制 

度を利用して「土曜日の体験学習」として取組むものです。 

    体験学習の趣旨といたしまして小学校区単位で，学校・家庭・地域が 

連携し役割分担しながら土曜日に継続的・体系的な学習プログラムを計 

画・実施することにより，子ども達にとって，より豊かで有意義な土曜 

日を実現することを目的とします。 

    平成 26 年度は，まず事業の開始年度ということもあり 1 教室ですが，

鼓ヶ浦小学校区の児童を対象に鼓ヶ浦公民館を学習の主会場にして体験

学習を進めます。 

事業の実施にあたっては，鼓ヶ浦公民館運営委員会に運営委託し進め 

ていきます。    

    運営については，プログラムを実施するための計画を企画・提案し、 

地域社会・学校・保護者等の関係者と実施に向けた調整を図るためにコ 

ーディネーターを 1名配置しました。  

また，土曜日等における学習活動の支援を中心的に担う人材として， 

土曜教育推進員 16 名を任命し毎回 10 名程度配置し学習活動の運営に当 

たります。 

コーディネーター及び土曜教育推進員についても地域の皆さんのボラ 

ンティアとして協力いただきます。 

募集にあたっては，新しい事業でもございますので児童会・学校運営 
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協議会などへ直接公民館長やコーディネーターが赴き趣旨説明等を行い， 

小学校と連携しながら募集しました。 

低学年から高学年まで 24 名の参加を得ることができ，6月 7日土曜日 

に開講式を終えました。 

事業の内容ですが，毎月第 1土曜日の午前９時３０分から 11 時 30 分 

に開催し，年間 14 日程度，内 4日は夏休みなどの長期休暇において実施 

いたします。 

本年度は「竹」をテーマに取り上げ生育実態・特徴を調べるとともに 

竹を材料とした物づくりを年間通して実施していきます。 

   竹材の物づくりについては，低学年から高学年までそれぞれが，実施 

できるよう工夫し案山子のボディつくり・竹玩具・竹トンボ・水デッポ 

ウ竹楽器など，複数の種類の製作を目指します。 

   また，年度末には，環境保全の観点から里山の実態調査などを踏まえ 

た学習を実施し，公民館での作品展示を行い，地域住民に広く成果を披 

露する予定です。 

   土曜日の体験学習事業ついては，以上でございます。 

 

  鎌田会長：他何か御気づきの点ありませんでしょうか。今年度始まった新しい 

事業ですね。まだ，なじみのないところですから，いろいろ聴きたいこ 

とが，あると思うのですがいかがでしょう。 

  林委員：これは，まだ始まっていないのでしょうか。 

  生涯学習課長白塚山：6月 7日に，一回目開講式はおわりました。 

森委員：今年度，１年間「土曜日の体験学習」を実施され，来年度からの取組 

みはどのように考えているのでしょうか。 

  生涯学習課長白塚山：今後，増やしていきたいと思っています。 

子ども達の土曜日の活動の選択肢が，広がる事業でございます。現在 

スポーツ少年団をはじめ，土曜日は様々な活動が行われています。 

また，今後，第三土曜日については，土曜授業も本格化となります。 

それらの中で，土曜日の体験学習は，子ども達の豊かな土曜日という 

ひとつの選択肢として，鼓ヶ浦公民館以外の場所にも，目標を掲げなが

ら進めていきたいと思っています。 

  森委員：土曜日の体験学習事業ついては，第３土曜日の土曜授業と違い，第１ 

土曜日に実施するということですか。  

  生涯学習課長白塚山：第３土曜日については，学校の土曜授業がございますの 

     でそこについては，重ならないように，それ以外のところで，社会教育 

     の場面で，やっていこうと考えています。 
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  森委員：第３土曜日の土曜授業については，まだアンケート段階と理解してい 

ますが，実施すると決まったのでしょうか。 

  生涯学習課長白塚山：今聞いているのは，平成２７年度から第３土曜日の午前 

中といったような形で計画されているとのことです。あえて，土曜日の 

体験学習を第三土曜の午前中に持っていくということは，避けていこう 

という考え方でございます。 

 今後とも，教育委員会事務局，地域の小学校と十分連携を図りながら， 

日程調整をしていきたいと思っています。 

  鎌田会長：それに関して教育委員会の方から何かありますか。 

  教育支援課長木村：土曜事業に対する，県からの通達によりますと，第 3土曜 

日を原則として実施するということです。 

この背景については，様々な対外的な活動の中で，地域をまたいで子 

ども達が参画していかなければならない，諸事情があり，どこかの土曜 

日を土曜授業の原則としていくことが望ましいであろうということで， 

通知がだされていると考えています。 

 本年度は，スタートラインに立ったところで，現在アンケートを取り 

ながら，二学期以降に思考を重ねてどのような形で進めていくのが望ま 

しいのかということを，学校・家庭・地域の中で協議をして，来年度以 

降各学校区で子ども達にとって少しでも教育環境が充実すればという観 

点で，検討し何らかの形で取組みが進められていくものと考えています。 

  鎌田会長：これから，第三土曜日を基本にしながら，皆さんで検討して決めて 

いくということですね。 

  教育支援課長木村：授業の回数等，授業の方法などについては，地域で子ども 

達をどのように育むのか学校と地域が考えて，それぞれの優良な資源を 

活用しながら，それぞれの学校で特色ある活動を展開していきたいとい 

う段階でございます。 

  鎌田会長：それに合わせて，土曜学習の日程みたいなものも決めていくという 

ことですか。 

  生涯学習課長白塚山：もちろん，そういうところと連携を図って進めていきた 

いと考えています。 

 林委員：例えば，ある団体では，既に「里山事業」を実施しています。 

ゆとり教育の時に，「土曜日等の，子ども達の過ごす場所作りに，地域の 

人にお願いします」といってきました。 

しかし，ある時に違うことをどんどん進めていくと，「私たちが，協力 

     してきたのは，何だったの」と思ってしまうところもあります。 

そういったところで，競合しないように，上手にやっていただけたら 
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と思います。以前に「お願いします。協力してください。」といわれて， 

それこそボランティアで始めた様々な活動があります。 

国，県の方針が変わった，市の担当者が，変わったといって，方向が 

横向くようなことでは，地域の人は困ってしまいますので，そういった 

あたりの配慮等，周りのこと見ながら進めていただきたいなと切に思い 

ます。 

  生涯学習課長白塚山：まさに，その通りでございまして，先ほど申しました， 

土曜日には，いろんなメニューがあり，「里山事業」などは，非常にすば 

らしい内容の濃いものであると，私どもも認識しています。 

そういうところにつきましても，いわゆる「子どもの取り合い」のよ 

          うなことが，ないように連携していきたいと思います。 

古市委員：学校運営協議会の中で，この土曜日の教育活動についての議題はで 

ていると思うのですが，その中で議論されている中身については，ここ 

まで，まだ踏み込んでないような気がします。スポーツ少年団の大会等， 

いろいろな活動もあります。学校は，教育課程のことが入ってくるし， 

いろいろな所で様々な立場の方が，今議論している中で最終的に連携と 

いわれる部分は，どこで最終調整されるのでしょうか。 

  生涯学習課長白塚山：まだ試行段階ですので，メニューが，あって無いような 

状態だと思います。一番うまくいくためには，学校，家庭，地域，そし 

て教育委員会事務局の中でも，私どものような文化振興部もあります。 

行政内部の連携というのも，もちろん必要になってくるかと思います。 

そのあたりは，しっかり連絡調整を図りながらいいメニューが作れる

ように進めていきたいと思います。 

  鎌田会長：どこが最終的な窓口になり，まとめながら進めていくのかというこ 

となのですが，そういうとこについては，如何でしょうか。 

 教育支援課長木村：学校運営協議会については，県内では，全部の小中学校に 

学校運営協議会を設置しているのは，鈴鹿市だけでございます。 

 地域と一体なった教育環境があるというのが，強みでございますので， 

他市と違って，そこでどういうふうに三者が一体となって考えていくの 

かということで，現在スタートしたところでございます。 

 教育委員会内におきましては，次長をトップといたしまして，各課長 

でプロジェクト会議を構成しておりますので，そこが中心となって，各 

学校の課題を受け止めながら，必要な関係団体との調整等については， 

今後も取り組んでいきたいと考えています。  

  岡野委員：今学校で運営協議会を進めている最中で，もうすぐ２回目がありま 

す。土曜授業についてですが，一回目の会議に出したところ，スポーツ 
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関係の団体から，「そんな急にいわれても」ということが，やはり出まし 

た。その辺の調整を早くしてほしいということで，今年度，試行という 

ことで始まります。 

 二回程度，土曜授業の具体的な話があり予定しています。それについ 

ても，早く進めないといけないということで，各スポーツ団体とも連携 

を諮りながら進めていこうとしているところです。 

  林委員：県から言われた第３土曜日というのは，外せないわけですよね。   

 教育支援課長木村：県の通達の中では，原則第３土曜日となっていると申し上 

げました。スポーツ少年団の大会などで，大きな大会になりますと，再 

来年まで日程が組まれているという現状があります。 

そうなると，急に第三土曜日と言われてもという地域もあります。 

中学校でも，中体連なり，専門部の競技団体，ブラスバンドのコンク 

ールのエントリの関係もありますので，まだまだ関係団体の声も聞いて 

いく中で，調整していかなければいけないかなと思います。 

  鎌田会長：今の段階で，土曜教育，土曜授業，並びに土曜日の体験学習に関し 

     ても，具体的な形もなかなか見えてこないですし，まわりを取り囲む状 

況も含めて，なかなか定まってきていないという状況ではありますが， 

子ども達の為に，上手くいくように皆さんで何かアドバイスができてい 

ければいいなと思っています。では，議事の三番目放課後児童クラブに 

ついて，資料３事務局から説明お願いします。 

 

③ 放課後児童クラブについて（資料３） 

 

  児童保育課野島：それでは，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 

より誕生しました。現在は，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大切な施設となっています。鈴鹿市内の放課後児童 

クラブは 30 の小学校区中，28 の小学校区で計 36 箇所に設置されていま 

す。 

      この 4月には，教育委員会の協力を得て，合川小学校の屋内ミーティ 

ングルーム（体育館）の会議室を借りて，放課後児童クラブ「ハーモニ 

ー」が誕生しました。児童数は 11 人と小規模でありますが，子どもたち 

は毎日元気に放課後児童クラブへ通っているとの報告を受けております。 

それでは，各放課後児童クラブの運営状況について説明します。 
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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 21 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放課後児 

童クラブが 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放課後児童クラブが 8箇所ございます。 

開設日数や開設時間についても各放課後児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，ほとんどの放課後児童クラブが， 

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 

各放課後児童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 26 年 4 月 1 日現在の登録児童数は 1531 人 

です。21 年度が 1186 人，22 年度が 1234 人，23 年度が 1347 人，24 年度 

が 1337 人，平成 25 年度が 1401 人と昨年度と比較すると 130 人の増加で 

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 26 年度 

の登録指導員数は 188 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，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考えています。 

 

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放課後児 

童クラブが複数ございます。今年度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地区放課後児童クラブかわたろうの新設工事を 

予定しており，河曲小学校西側の教育委員会所有の土地を借用し，建設し 

ます。 

他には古くなった集会所を借用している栄小学校区放課後児童クラブ栄 

っ子の新設を行うための設計を今年度実施します。 

更に学童未設置区である庄内・天名地区についてでございますが，まず 

庄内地区は，廃園となりました幼稚園施設を私立保育園が借用し，この夏 

から試行的に開始します。ある程度の利用数を確保して平成 27 年 4 月か 

ら正式に認可を受けた放課後児童クラブとしてスタートする予定でござい 
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ます。天名地区については，6月 25 日に天名小学校で保護者説明会を実施 

し，放課後児童クラブ設置の有無について最終確認を行う予定です。 

その他の予定として，例年実施している，全放課後児童クラブの定期 

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，放課後児童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。  

          今年度の一番大きな動きとして，子ども・子育て支援法が制定されたこ 

とにより，法律が施行される平成 27 年 4 月までに，放課後児童クラブの 

設置・運営基準を条例で定めることになりました。 

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います。 

6 月 2 日には，条例の骨子ができましたので，全放課後児童クラブの役 

員や指導員を呼んで，説明会を実施し，熱心に議論を行いました。よりよ 

い学童保育が継続的に運営されるよう，放課後児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。 

 
  鎌田会長：放課後児童クラブに関しても，いろいろ大きな動きがあるみたいで 

すが，皆さんいかがでしょうか。何か御質問，御意見等ございましたらよ 

ろしくお願いします。本年度新しい放課後児童クラブも１教室設立したと 

いうことですし，それ以降も２教室ほどすでに具体的な予定も組まれてい 

るところです。又，一番大きな問題として２７年度からの放課後児童クラ 

ブの設置基準が決まっていくということです。如何でしょうか。 

  森委員：設置基準等は，今後いろいろ決まっていくと思います。 

今後老朽化等で施設整備など，進めなければいけないことなど言われて 

います。河曲小学校の近くの土地に建設されるということですが，今後の 

施設整備において，小学校内に放課後児童クラブを作っていくとか，空き 

教室を利用していくなどについて考えられているのでしょうか。 

  鎌田会長：事務局の方よろしいでしょうか。 

  教育総務課長前田：先ほども，保健福祉部のほうから説明があったように，放 

課後児童クラブにおいて一部教育の施設が使われています。 

学校の教室というお話でしたが，教育施設の利用について保健福祉部か 

ら相談があると，一つ一つで検証しながら最適な場所を選定しています。 

現状としては，教室を利用したところはありませんが，過去の経緯の中 

では，教室の利用という話も出たこともあります。 

 教室の利用ということで一番大きな問題は，管理上の問題があります。 
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先進地施設への視察も行っていますが，そういうところでは，必ず利用 

場所をきちんと区切っています。利用が，放課後になるので，外部からの 

進入が無いように，安全対策など，そういった部分に一番気を使いながら 

進めていかなければならないと思います。 

そういう事も考え併せながら，今後も保健福祉部から話がありましたら， 

その都度検討させていただきたいと考えています。 

  鎌田会長：よろしいでしょうか。他いかがでしょうか。 

林委員：放課後児童クラブの設置・運営基準を条例で作られていく過程におい 

て，その基準が，子ども達，保護者の為によくなっていきそうな規準なの 

かどうか，今後，基準のどこが変わって，どのように変わっていくのかと 

いうようなことが，具体的にわからないので，教えていただきたいと思い 

ます。 

  児童保育課野島：条例の規準において，大きく変わる部分は三つほどあり，ま 

ず指導員の資格でございます。今まで放課後児童クラブの指導員といいま 

すと，「子ども好きの方」であれば年齢要件等も無く指導員になることがで 

きました。 

 今回の条例によりますと，今まで「指導員」といっていた名称が，「放課 

後児童支援員」に代わり，必ず複数以上配置してくださいということにな 

ります。放課後児童支援員は，「保育士」，「幼稚園教諭」，「教員資格」及び 

「高等学校卒業の方で，二年以上放課後児童クラブに在籍して且つ 2,000 

時間以上勤務した方で，県の実施する研修受講された方」が，放課後児童 

支援員になれるということです。 

指導員の質を上げていこうという国の狙いもございます。 

放課後児童支援員の質が上がれば，子ども達によりよい保育が出来るの 

ではないのかなと考えています。 

 今回の条例により全部の放課後児童クラブに対して，放課後児童支援員 

を必ず配置しなければならないということになり，必然的に，放課後児童 

クラブの質・レベルは向上するのではないかと感じています。 

  林委員：高卒で二年以上ということであれば，現在の指導員の方は，県の研修 

を受ければ殆んどクリアできるということですか。 

  児童保育課野島：全員を放課後児童支援員として配置ということではなく，各 

放課後児童クラブに二人以上配置することになっています。 

但し条件としては，二人以上放課後児童支援員を置くか，若しくは，放 

課後児童支援員を一人以上及び補助員を配置するということです。 

補助員につきましては，資格がなくても，今まで在籍の方であれば，そ 

のままなれるということです。そのような規準になります。 



18 
 

  林委員：今のままで，概ね大丈夫ということでしょうか。 

  児童保育課野島：各放課後児童クラブでも，指導員の不足という声もいただき 

ます。放課後児童支援員が不足しないように，経過措置期間を設けていま 

す。放課後児童支援員の配置に当たり，平成 32 年まで猶予期間を設けてい

るので大丈夫だと考えています。 

  生田委員：鈴鹿市学童保育連絡協議会としても，いろいろ要望を出しているの 

ですが，県からの明確な回答が無いということで，不明確な点が多々あり 

ます。指導員，役員，保護者も，「今後どうすればいいのか」困っていると 

いう現実もありますので，国，県の明確な回答を早めにいただきたいとい 

うのをこの場でお願いしたいと思います。 

  児童保育課野島：鈴鹿市学童保育連絡協議会から，要望をいただいています。 

6 月 2 日の説明会においても，沢山の御意見をいただきました。 

 説明会が，始まる前に県に対し質問を投げかけています。   

 県は，国に対してその質問を訊いているという状況です。条例の案も国 

から一ヶ月遅く情報が入りました。今国の方も，全国からそういった質問 

を受けその整理で大変であると聞いています。 

鈴鹿市から投げかけた，鈴鹿市学童保育連絡協議会からいただいた質問 

等に対しての回答はまだ出ていません。これからも引き続き県に対して， 

明確な回答が得られるように，連絡と連携をとっていきたいと考えていま 

す。 

  森委員：先ほどいわれた，大きく変わる三つの内の一つの指導員の規準という 

のは，判ったのですが後二つは何ですか。 

  児童保育課野島：指導員の資格がについてが，1つと，後大きく変わるのは，児 

童の集団規模になります。国の基準では，概ね 40 人と定められています。 

 ただ，概ね 40 人といいますと，鈴鹿市の放課後児童クラブの場合，３６ 

教室の放課後児童クラブの内１８教室の放課後児童クラブにおいて，児童 

数が 40 人を超えています。もし，こういった規準を定めた場合，半数の放 

課後児童クラブが，定員オーバーとなり待機児童がでるということになる 

ので，鈴鹿市の場合は，概ね 40 人は，定めるのですが特例として児童を 70 

人までとするという内容を考えています。 

 「指導員の資格の事」，「放課後指導員の配置数」及び，「規模」の三つが 

大きく変わるところです。 

  林委員：児童数により，補助額が変わるということを聞いたことがありますが， 

    補助金の基準については，どうようになるのでしょうか。     

  児童保育課野島：国は概ね 40 人という中で，補助金基準の具体的な話は，まだ 

出ていません。ただし，これまでは，児童数が 70 人を越えた場合，補助金 
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交付されないというのがございました。 

現状，70 人以上でも補助金はでています。しかし，40 人枠の補助金は非 

常に手厚いです。10 人規模は，少なくなっており 40 人規模の補助金が一番 

多くてなっています。 

40 人を超え，子どもの人数は増えるだけ補助額が，段階的に下がってい 

く基準になっています。今の情報としては，児童数が 60 人 70 人になって 

も，補助がすぐになくなるということは無いと聞いています。 

これについても，国・県からの明確な回答がないので，現段階そういっ 

た情報しかございません。 

  森委員：資料を見ると高学年で設定していない，放課後児童クラブがあります。 

4 年生から 6 年生まで設定されてない，放課後児童クラブについては，子

どもを預けたいという要望もあると思いますので，その当たりどうなので

しょうか。 

放課後児童クラブへ，入れたい方は殆んど入れているのかどうかを教え 

         てください。 

  鎌田会長：事務局いかがでしょうか。 

  児童保育課野島：平成 24 年 8 月に児童福祉法が変わりました。今まで概ね 10 

歳未満であった基準が，小学生まで，つまり 1年生から 6年生までを対象 

とすると変更になりました。当然ニーズがあれば全部の放課後児童クラブ 

に対して 6年生まで受け入れるように指導しています。 

 ただし，施設の広さなどについても限りがあるので，6年生までの希望者 

全員を受け入れることが難しいという放課後児童クラブもあります。 

そのような場合は，低学年を優先にしている放課後児童クラブもあり結 

果として高学年である，4年生から 6年生までは入っていないという放課後 

児童クラブもあります。ニーズがあれば 6年生まで出来る限り受け入れる 

ように指導もしています。 

     本年度については，一部の放課後児童クラブで待機児童がでました。   

     そういった場合は，近隣の放課後児童クラブ等に声をかけ調整を図り， 

なるべく待機児童が出ないように調整しています。 

  鎌田会長：よろしいでしょうか。 

  森委員：ちなみに何人ほど待機児童がでましたか。 

  児童保育課野島：7人ほど待機児童がでましたが，調整等の結果今現在は，二人 

となっています。 

  鎌田会長：他いかがでしょうか。 

  古市委員：未設置の放課後児童クラブというので，庄内地区と天名地区があり 

ますが，幼稚園が廃園になった関係で，園舎を活用してということだと思 
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います。この二地区放課後児童クラブの設置で，鈴鹿市全ての小学校区に 

設置となるのでしょうか。 

今ある放課後児童クラブを，公設民営へ切り替えていくということです 

が，管理，運営の部分でやはり設置場所というのは大切だと思います。 

小学校と隣接している場所は，学校との連絡調整的な部分，子ども達に 

とっても，送迎など保護者にとっても，利用しやすく便利なところもあり 

ます。現在，設置されている放課後児童クラブにおいて，今後，建替え，移 

転という中で，小学校に近い場所，保護者のニーズに対応しながら，移転を 

していく計画などはあるのでしょうか。 

 

鎌田委員長：よろしいですか。事務局 

児童保育課長森川：天名地区と庄内地区の二地区の設置により，30 小学校区すべて 

に設置となります。 

 「今後，学校に近い場所の移転計画などはないか」，というような御質 

問だと思いますが，それつきましては，計画的なものは現時点では持って 

いません。各放課後児童クラブが，建屋の老朽化等で建て替え等が必要に 

なった時に，学校に近い場所が確保できれば当然そちらへの設置を考えて 

います。できるだけ，利便性が良く、安全性の高い場所を確保したいと思 

いますが，計画的なものとしては，現在は持っていません。 

以上でございます。 

鎌田委員長：時間が，せまって参りました。 

最終的に皆さん、何か御意見等ございましたら，お聞きしたいとと思い 

ますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

      では，本日は、活発な御意見を交わしていただき、ありがとうござい 

    ました。事務局の方にも，皆さんの気持ち並びに考え方など伝わったので 

ないかと思います。今後の鈴鹿市の放課後子どもプランへ，生かしていた 

だきたいと思います。本日はどうもありがとござました。 

 

５ 事務連絡 

 

６ 閉会あいさつ（生涯学習課長） 


