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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 26 年 10 月 3 日（金）16:15～ 

場 所 清和公民館 会議室 

      

① 竹野の森放課後児童クラブ 
「竹野の森こども園」（15:00～15:30） 

② 放課後子ども教室「清和のもり」 
（15:45～16:15） 

                           の視察後に開催 
 

出席者  

 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 

  （欠席）鎌田 秀一委員 

 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 

 教育支援課 副参事兼学校支援ＧＬ 吉川 佳男 

（欠席） 教育総務課長 前田 靖子 

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 磯部 仁 

 

 

生涯学習課：豊田 放課後子どもプラン第 2回運営委員会の事項書に基づき意見交 

換をお願いします。本日会長が，急遽欠席ということになりましたので，進 

行役，座長の選出をお願いしたいのですがいかがでしょうか。 

   林 委員に，「座長をお願いしたい」という推薦をいただきました。 

 皆さんいかがでしょうか。では，放課後子どもプラン第 2回運営委員会の座 

長を林委員にお願いしたいと思います。 
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林 座長：ただいまから，第 2回放課後子どもプラン運営委員会を，始めさせていた 

    だきます。よろしくお願いします。 

     お手元にある事項書に基づいて，進めさせていただきます。 

     協議事項の一番目の意見交換ということで先ほど視察していただきました， 

    竹野の森放課後児童クラブ「竹野の森こども園」及び放課後子ども教室 
「清和のもり」の視察をいただきました。 
 二つの活動を視察して，それぞれの活動について思われたこと，御意見を 
いただき，今後の放課後子どもプランの運営に生かしていきたいと思います。 

 

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） 

 

林 座長：森委員いかがでしょうか。 

森 委員：放課後児童クラブ「竹野の森こども園」ですが，非常に綺麗なところで， 
広い施設でしたが，これが標準的なスペースと考えてよろしいでしょうか。 

児童保育課野島：標準的なスペースかどうかということについては，配布資料の一 

    覧表をご覧ください。市内３６の放課後児童クラブの状況になっています。 

         資料の中に，延べ面積の表示があります。さらに，児童１人当たりの面積 
を記入してございます。そちらのほうを，ご覧いただきますと，目安という 
ことで，参考になろうかと思います。         

森 委員：130 ㎡というのは，二部屋足して 130 ㎡ということでしょうか。 
児童保育課野島：最初入室いただいた，部屋は 70 ㎡と聞いています。増築した部分 

が 60 ㎡あり，合わせて 130 ㎡でございます。 
林 座長：他に，いかがでしょうか。最初に視察した放課後児童クラブ「竹野の森こ 

ども園」について，御意見いかがでしょうか。 
古市 委員：それぞれ放課後児童クラブの指導員の方が，いろいろ計画をされて進め 

られていると思います。周辺環境も静かで，校舎も綺麗でした。 
子ども達も，入室後すぐに学校の宿題から入ってどんどんやっている印象 
がありました。 
 子ども達の学年が，1年から 3年までの学年ですので，学習内容とか，あ 
るいは生活面で，トラブルとかそういうことがあったときに大変ではないか 
と推察いたします。 

林 座長：今言われたことで，異学年という事もありますし，学校が違いますよね。 

     校区が違う子ども達が参加しているということで，他の放課後児童クラブ 

    とは，違う悩みがあるのではないかと思います。いかがでしょう。 

児童保育課野島：校区外の児童といいましても，竹野の森保育園を卒園した児童で 
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すので，まったく知らない間柄ではありません。 

 トラブルがあるといったような情報は，こちらに入っていないので，指 

導員の先生のもと，保育していただいていると思っています。 

林 座長：「竹野の森こども園」ですが，建物や机や椅子等素晴らしい施設だと思い 

ます。遊具も，錆びの状況などを見ていてもきちんと整備されていました。 

岡野 委員：大変美しい施設だと思い驚きました。これだけの施設が，あるというこ 

とは，やはり施設間において差があるのかなと思いました。 

 施設とは別ですが，以前，旭が丘で勤めていたのですけれど，「ピッコ 

ロ」「あおぞら」「アサヒッ子」などがあります。 

 やはり子ども達は，「家庭に飢えている」というか，「親の愛情」に飢え 

ているので，子どもが，「行きたくないな」という日も，我慢して出したり 

していました。そういう子ども達をあずかっている，放課後児童クラブの 

職員の皆様が，すごく大変なところを沢山抱えているのだと，思っていま 

す。      
     今日視察した，放課後児童クラブ「竹野の森こども園」は，職員の方も 

休みも取られたりして，バランスが取れている施設なのかなと思いました。 
 他の「放課後児童クラブ」では，大変苦労しているのではないかなと思 
います。 
 それと，「放課後児童クラブ」を必要とするご家庭が増えてきました。 
 「放課後児童クラブにあずかっていただきたい。」だけど，自分の住みた 
い地区には，「放課後児童クラブ」が無くてということで，困ったというお 
話も聞きました。 
 それぐらい，親としては切実なものを抱えて，これから，ニーズがどん 
どん増えていく中で，親の方のニーズも様々で，職員の方も対応に大変だ 
と思います。 

林 座長：いろいろ指導員のご苦労が，あるのではないかということですが，「竹野 
の森こども園」の指導員は，皆さん若いです。保育園の先生達も若い人達が 
多いですけれど，指導員の方々が非常に若いと思いました。 
 ニーズの問題で，転校したいけれどそこに「放課後児童クラブ」が，無 
いので転校できないことが，問題になっているのではないかという質問が 

ありましたけれど，そのあたりいかがでしょうか。 

児童保育課野島：今，設立されていない「放課後児童クラブ」につきましては，設 
置に向けて準備しています。 
 今，設立されていないのでどうするかといいますと，近隣にある「放課 
後児童クラブ」に依頼をして入所していただいて，新しい，「放課後児童ク 
ラブ」が，開設するまで，そこへ行っていただくということで，調整させ 
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ていただきます。 
 直接子どもの成長に関わる指導員ですので，大変な業務だということも， 

    理解していますし，単なる経験だけで勤まらないということも聴いていま 
す。当然指導員の「苦労」，「声」というのも直接窓口の方へも入っていま 
す。そのような場合は，相談にのりますし，助言もいたします。 
また，参考になる「放課後児童クラブ」の指導員に直接アドバイスを受け 
るなどで対応いただいていると思っています。  

林 座長：去年のプランの会議でも，「指導員の質を上げたい」という事で，研修会 

    を開いているとか，ご苦労はしているけれど，それに応えるために行政も 

    いろいろ取組んでいるとお話をいただきました。 

     本日の視察の「放課後児童クラブ」では，車で送迎していましたよね。 

どのような保険を利用しているのでしょうか。 

児童保育課野島：まず，「放課後児童クラブ」全ての児童，そして指導員に対しては 

    スポーツ保険などに加入していただいています。 

林 座長：車の運転しているときの事故等についてはいかがですか。 

児童保育課野島：そちらについては，直接「竹野の森こども園」に聞かなければわ 
    かりませんが，当然事故というのも考えられますので，万が一に備え保険 
    の加入については，行政の方からも話はしていますので，入っていただい 

ていると思います。 

林 座長：自動車のことがあるので，送迎を避けているところもあります。 

     「思い切ったことをしている」と思います。 

児童保育課野島：バスで送迎していることですが，保護者から要望があって，バス 

の送迎を始めたと聴いています。  
林 座長： 他に何か御質問等ございませんでしょうか。 

森 委員： 「竹野の森こども園」については，保育料金 7,000円でしょうか。 
あの施設と送迎付で，7,000円だと，他の施設と比較してみると，コス 
トパフォーマンスが高いような気がします。 
設定価格は，各施設の設定価格みたいですが，市としては価格設定を統 
一する予定はないのでしょうか。 

児童保育課長 森川：統一予定はありません。各「放課後児童クラブ」に市の方が， 

    国の補助の中で，補助金を出しています。 

 その中で一定の受益者負担分を，保護者の方から保育料としていただい 
ています。そこで運営していただいています。 
 保育料の設定については，15,000円近くから 7,000円 6,000円というと 
ころもあり，各施設に任せています。 

森 委員：受益者負担については，いいのですが，普通の私立幼稚園などは，選ぶ権 
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    利があります。保護者としては，ここは，「綺麗だから」，「このサービスだ 

から」ということで納得します。市から補助金が，出ているサービスとい 

うのであれば，一定の価格のほうが納得しやすいと思います。 

児童保育課長 森川：「竹野の森こども園」は，私立で民間の保育所が，運営してい 
るところです。公立，公設の場合一律の方が望ましいと思いますが，ただ， 
規模などにより，あずかる学童の人数などにより，どうしても少人数であ 
れば，指導員の人件費等捻出できない，ある程度規模が大きくなれば，保 
護者の負担も軽減させていただけます。 
それが，また規模が大きくなれば，沢山の指導員が必要になり人件費が 

増えます。適切な規模というのはあるのですが，それは小学校の大きさに 

よって違いますし，お子さんの人数によっても違いますので一律の金額と 

いうことで統一は難しいかなと思います。 

林 座長：他にございませんでしょうか。  

生田委員：「竹野の森こども園」は，広い施設でとても衛生面に配慮されていて良い 
環境だと思いました。子ども達にとってもいいと思ったのは，低学年と高 
学年に分かれてそれぞれ勉強したりしているというのがいいと思います。 
今回視察したところは，民設民営の放課後児童クラブですので，「公設民

営」の「放課後児童クラブ」の視察ができれば，違いが分かっていいのか

なと思いました。今回はとても良いモデルだなと思いましたので，そうい

うところも視察させていただけたらいいと思いました。 
林 座長：毎年視察は，実施しています。施設によっては，建物がいいところもあれ 

ば，指導員の良いところもあります。いろいろな施設がありますので，お 
互いに良いところを参考にしていただければいいのかなと思いました。 
やはり料金の理想は，安くてみんな同じ方がいいと思います。 
 そういった取り組みへの努力は，急には無理かもしれませんが，少しず 
つしていっていただきたいですね。 

森 委員：所得と時間で統一してほしいかなと思います。子どもを預ける時間の延 
長は当然あるし所得負担で考えられないでしょうか。  

林 座長：公設のところはできるかもしれませんが，民設のところは，そういった 
事はなかなかできないかもしれませんがいかがでしょうか。 

森川課長：所得による負担になりますと，保育所と同じ応能負担というところにな

ると思います。応能の負担になりますと，保育所のような基準を作るのか，

それとも独自に基準を設けるのかということになるかと思います。 
     現状は，応能の負担ではなくて「均一」，お子さん 1 人でいくら，ただ場

所によっては，兄弟割引というのがございまして，兄弟の方は， 2 人目は
半額とかですね。 1 人親の家庭については，それなりの軽減措置をとると
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か，そういった事はしているのは事実ございます。なかなか応能の負担に

なりますと，複雑なことになり少し難しいと思います。 
林 座長：今視察した「清和のもり」については，皆さんいかがでしょうか。 
岡野委員：元気だったなと思います。子どもたちが本当に飛び跳ねていましたから。 
     いつもあのテンションなのかなと思います。 
林 座長：ここも環境が恵まれていますよね。すぐそばに小学校があって庭があり 

ます。 
岡野委員：サポーターが，これだけ手厚くいろんなイベントをされて，これだけ講 

師の方が，集まって見えるというのはすごいなと思います。感動しました。 
森 委員：久しぶりに，子どもたちが大声を自由にだしていました。 

すぐ「静かにしろ」とかで，叱られたりしますが，「自由に子どもたちが 
発声している」というのでしょうか，「叫べる空間」というのでしょうか， 
それを観させていただいて，子ども達が，腹の底から飛び跳ねるような空 
間があるというところに，本日視察して，「いいもの見せてもらったな」と 
思いました。 

生田委員：子ども達が楽しそうでいいなと思いました。 
コーディネーター，ボランティアの方々に，「負担はかからないのか」と 
思いました。 

     その辺のところは，皆さん楽しくやられているのであればいいのですが， 
どうでしょうか。 

古市委員：現在サポーターは，13名の方が登録していただいています。強制は一切 
ございません。都合が悪ければ，自由に休んでいただいています。 
自由ですので，活動したい時に来ていただいているというのが現状です。 
その中で，見ているだけではつまらないから，「何か関わることがあった 
ら一緒にするからね」ということで，子ども達が大好きな方が多いので， 
一緒に関わって活動いただいています。 
ただあまり，負担をかけるような事をするというのは，控えようと思っ 

ています。教室に参加いただく子どもたちも，サポーターの方々も，今日も 
来て「面白かった」って，帰っていただけたらいいと思っています。 

林 座長：サポーターの皆さんも，子どもに関わるのは大変だけれど，「子ども達の 
    顔を見たら嬉しくなって」，みたいなこともあるのではないでしょうか。 

やはりプラス面，マイナス面がありますが，きっとプラス面が多い方が続 
いていかれると思いました。 

森 委員：「放課後子ども教室」の参加児童の登録で 23 名ということですが，「突然 
参加したい」というのは駄目なのでしょうか。登録していない方が，こんな 

イベントやっているから，突然やってきて参加したいという事はいけないの 
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でしょうか。 

生涯学習課豊田：年間通じて，「放課後子ども教室」の参加者は，スポーツ安全保険 
に加入させていただいています。申し込みについては，最大限期日を確保し 
ています。 
突然の飛び込みといういうことになりますと，万が一の「事故」，「怪我」 
ということに対して補償をいたしかねるところもありますので，お断りさせ 
ていただいているのが，実情でございます。 

森委員：スポーツ安全保険は，「放課後子ども教室」に加入される方が掛けるのでし 
   ょうか。 
生涯学習課豊田：加入者の方には，全員スポーツ安全保険に加入していただきます。 

ただ当日来られて，すぐに適用されるということでもございません。 
あと，子どもの出入りが，あまりにも激しくなると，子ども達を見守って 
いただいている，コーディネーターやサポーターの方々の負担になるという 
こともあります。したがって，できるだけそのようなことがないように対応 
しています。 

森 委員：「放課後子ども教室」に入ったら，毎回きちっと参加していくというのが， 
   原則だよということですね。 
古市委員：途中で加入したいという方も中にはみえます。心情的には，「加入しても 

いいのかな」と思う事はありますが，やはり，教室ということで１年間を通 
しての活動ということが基本です。 
また，やはり保険とかそういった関係で一応募集期間の中に，収まる期間 
内に申し込まれた方については，原則加入いただいています。 

森 委員：例えば， 小学 1年生とかで，「放課後子ども教室」の活動を，最初は知ら 
   なかったけれど，見ていたら活動がいいから加入させたいという保護者の方 

   もみえると思います。 2 学期からは，定員に余裕があるのであれば，例えば， 

定員が 30 人としたら，加入者が現在 23 人なので， 7 人余裕があるので， 

2 学期に募集受付をするという対応はできないでしょうか。 

生涯学習課豊田：募集の期日を，過ぎても教室が始まるまでなら，なるべく私ども 
も多くの方に入っていただきたいものですから，加入手続きはさせていただ 
きます。また，やはり申し込み期限が，終わった後「友達が，入っているの 
で入りたい」と，いう方もみえますので， 2学期からの受付等については今 
後の検討課題にさせていただきたいと思います。ただ公民館という狭い空間 
で活動しているという関係もあり，やはり人数的なもの「安全管理」という 
ところの中で検討していたいと思いますのでよろしくお願いします。 

林 委員：今日は，急にその日では，活動に入れないけれども，途中で，加入したい 
という希望があった場合のことに関しては，前向きに検討していただけると 
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いうことで良いでしょうか。 
森 委員：あまり急だと大変だと思うので，２学期とかそういうところでお願いした 

いです。 
生涯学習課豊田：ただ，教室運営の関係上，「加入しました。」「また退会しました」， 

そういったことでは，参加していただいている子どもたちにも悪影響を与え 
たりもしますので，やはり基本的には，年間を通して参加してほしいと思い 
ます。  

林 委員：他によろしいでしょうか。なければ，本日議論された皆さんの御意見を参 
考にしていただき，「放課後子どもプラン」の運営に生かしていただけたらと 
思います。 委員の皆様も，今後またいろいろお考えがございましたら，生 
涯学習課及び児童保育課に，プラス思考の意見を言っていただけたらと思い 
ます。  
これをもちまして本日の運営委員会を終わらせていただきます。 
ありがとうございました。 

 

 

閉会挨拶  生涯学習課白塚山課長  

 

     


