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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 27 年 3 月 17 日（金）13:30～ 

場 所 鼓ケ浦公民館 会議室 

 

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ＧＬ 野島 慎人 

 教育支援課 副参事兼学校支援ＧＬ 吉川 佳男 

教育総務課 副参事兼学校施設ＧＬ 棚瀨 研一 

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 

 

１ 生涯学習課長あいさつ 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議 事 

   

（１）放課後子ども総合プラン市町村行動計画について 

 

鎌田 会長：３の（１）放課後子ども総合プラン市町村行動計画について説明をお願 

いします。 

児童保育課 野島：放課後子ども総合プランに基づく「鈴鹿市行動計画」（案）によ

り，説明します。まず，「放課後子どもプラン」と「放課後子ども総合プラ

ン」の違いを，冒頭説明します。 

平成 19 年に策定した「放課後子どもプラン」では，放課後児童クラブと

放課後子ども教室の連携を推進するものの，国として明確な目標値を定めて

いませんでした。「放課後子ども総合プラン」では，放課後児童クラブと放

課後子ども教室の一体型，連携型の定義を定め，推進を行っていくというこ
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とを明確に示しています。 

同一の小学校内などの活動場所で，放課後子ども教室の実施するプログラ

ムに放課後児童クラブの児童が参加することを明確化しており，「放課後子

ども総合プラン」では，一体型，連携型の教室の整備を，平成 31 年度まで

の目標値を明確に定め事業を推進することと定めています。 

 

それでは，「鈴鹿市行動計画」（案）について説明します。 

厚生労働省と文部科学省が，平成 26 年 5 月に放課後児童クラブと放課後

子ども教室の計画的な整備を目指すという方針をうちだしたことを受け，平

成 26 年 7 月には，「放課後子ども総合プラン」を策定しました。 

「放課後子ども総合プラン」では，市町の実情にあった「市町村行動計

画」の策定を進めるよう定めており，平成 26 年度中に策定することが望ま

しいとされています。 

 

内容は，１背景・趣旨 ２計画の位置づけ ３計画期間は，平成 27 年か

ら５か年としています。 

４は，放課後対策としての取り組み，５の鈴鹿市の現状と課題というとこ

とでは，放課後子ども教室と放課後児童クラブの現状と課題を記載していま

す。６は，関係者間の連携。７は，具体的な計画になります。 

 

７の計画については，（１）から（７）まで項目があります。 

これは，あらかじめ国から行動計画に記載すべき内容が示されているもの

です。具体的に（１）は，放課後児童クラブの整備計画になります。平成 27

年 4 月には，すべての校区に放課後児童クラブが設置されましたが，今後は

クラブの量の確保から，老朽化や大規模化している放課後児童クラブの施設

整備を進めていくことを記載しています。（２）につきましては，一体型の

放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の平成３１年度までに達成すべき目

標になります。民営であります放課後児童クラブの理解を得ながら，放課後

子ども教室の設置状況を鑑み平成３１年度までに，２箇所の整備を目指しま

す。 

（３）につきましては，放課後子ども教室の平成３１年度までの整備計画

です。内容につきましては，設置を希望する学校区を調査し，地域住民の参

画を促しながら平成３１年度までに全小学校区の３割の整備を目指すという

計画です。（４）につきましては，放課後児童クラブ及び放課後子ども教室

の一体型な，又は連携型による実施に関する具体的な方策になります。 

具体的には①で共通プログラムの企画段階から，放課後児童クラブ支援員
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と放課後子ども教室のコーディネーターが連携して，プログラムの内容・実

施日時等を検討できるよう，定期的な打合せの場を設けること。 

②は，連携型により実施する場合は，共通プログラムが終了した後，児童

が安全に移動できるよう，放課後児童クラブ支援員やボランティアなどを配

置するという内容になります。 

（５）の①につきましては，小学校の余裕教室等を放課後児童クラブ及び

放課後子ども教室への活用に関する具体的な方策になります。 

放課後児童クラブの実施にあたり，小学校の余裕教室等の活用については，

関係部署と連携し，使用許可等について定期的に協議をおこなうことになり

ます。また，②で放課後子ども教室の実施について，学校と連携を図り体育

館，校庭及び幼稚園施設などの一時利用について協議を行っていくという内

容になります。 

（６）につきましては，放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施に

係る関係部署の連携に関する方策については，関係部署が定期的に，総合的

な放課後児童対策について協議を行っていくという内容になっています。 

（７）につきましては，地域の実情に応じた放課後児童クラブの「開所時

間の延長」に関する取組になります。 

これについては，各クラブの意向を確認しながら実施の有無について今後

検討していきたいと考えています。 

 

７の（１）から（７）につきましては，この行動計画に必ず盛り込む計画

になります。（８）の「放課後子ども総合プラン」についてですが，平成２

７年度からは，「放課後子どもプラン」から「放課後子ども総合プラン」に

移行し，「行政」，「学校関係者」，「ＰＴＡ」，「社会教育関係者」，「放課後子

ども教室」，「放課後児童クラブ関係者」で構成する「鈴鹿市放課後子ども総

合プラン運営委員会」へ報告し，プランの実現に向けて検討していくという

ことが記載されています。以上が「鈴鹿市行動計画」の案になります。 

今年度中に，この計画を策定いただいて平成２７年度からこの計画を基に

協議をしていきたいと考えていますので御審議をお願いします。 

 

鎌田 会長：ありがとうございました。詳しい説明でした。ただ今の説明に対しまし

て，御意見，御質問がありましたらお願いいたします。 

 

林  委員：私からの意見は，大項目５の鈴鹿市の現状と課題のうち，（２）の放課

後児童クラブについての，下から２行目の「より専門的な知識が求められ

ることから，」の部分を「より専門的な知識や経験が」と修正したほうかい
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いのではないかということが一点，もう一点は，大項目の７の具体的な計

画について，「目標値」と言うところについては，どのような観点でこの

「目標値」を定めたということが必要になると思います。 

大項目７の（３）放課後子ども教室の平成３１年度までの整備計画の，小

学校区の３割を整備するということについては，１年で１校ずつ増やしてい

くという目標値で計画されていると考えてよろしいですか。 

 

生涯学習課 白塚山課長：御見込みのとおりです。今，放課後子ども教室が２６年度
で４教室，２７年度で新たに２教室立ち上がる予定です。それを考えると

１年で１教室ずつという考え方です。あえて３割と書きました。違和感が

あるのであれば，何年度までに何箇所という標記に変えることは可能です。 

 
林  委員：必ず根拠というか，きちんと答えられるものがあればいいと思います。 

大項目７（６）ですが，「関係部署が定期的に，総合的な放課後対策につ

いて協議します」と書いてあります。 
この項目の，関係部署については，教育委員会と福祉部局のことだと思い

ますが，国の指針などでは，市町村がつくる行動計画には，「学校施設の活

用にあたっての責任体制の明確化」という記載もあります。放課後児童クラ

ブが，学校施設を使用するにあり，「事故が発生したときの対応の取り決

め」などを明文化しておくことなどが挙がっているので，やはりそれを

（６）に，「余裕教室に関しての使用の方法」など，教育委員会と福祉部局

の両方の考え方を記載しておいたほうがいいと思います。 

 
生涯学習課 白塚山課長：林委員の言われるとおりです。 

具体策を，（６）のところに挙げるべきと思います。国からの通達にも，

ありますが，放課後児童クラブと放課後子ども教室の実施にあたっては，

「学校の余裕教室の活用方法」，「一事故が起きた場合の対応」「責任の範

疇」などを，明文化していくという意味で，「福祉部局」と「教育委員会事

務局」が，協定を結んでおくという文章を，具体的に記載させていただけた

らと考えています。 

 

鎌田 会長：ということですが，いかがでしょうか。 

 

林  委員：そのように，対応していただきたいと思います。 

   学校の余裕教室の活用などについて，責任問題というようなことも，過去に 

は，いろいろ議論もあったと思いますので，きちんと整理したうえで，具体 



 

5 
 

的に記載していただいたほうがいいと思います。 

もう一点ですが，「民設民営」の放課後児童クラブもありますし，開所時

間の延長について，理解いただくのも大変だと思いますがいかがでしょうか。 

 

児童保育課 野島：国のほうから新たな制度というのが出たので，そちらについても，

３月１９日に，すべての放課後児童クラブを集めて，説明会を実施する予

定です。「事業の補助の内容がわからない」というようなことがないように

説明会の中で知らせていきたいと考えています。 

 

森  委員：「鈴鹿市行動計画」の５年の間に一体型教室を，２箇所設置していくと

目標にあげられています。働く保護者の支援の為に，保育を含め児童を預

かる場所を，きちんとつくっていくということだと思いますが，最終的に

は，一体型教室を全地区につくるというイメージでしょうか。 

 

児童保育課 野島：国の指針では，基本的に一体型の整備を進めるようにということ

がでております。ただし，各市町の状況により，連携型で運営してもよい

という内容になっています。本市の場合は，一体型を２箇所整備するとい

う目標がありますが，「実施できる施設」とか「放課後児童クラブの理解」

ということもあり，簡単に進まないという状況があると思います。 

例えば，放課後児童クラブが活用している部屋の他に，空いている部屋

があれば，そこを放課後子ども教室の活動場所として利用していきたいと

考えています。小学校の中にある施設で，放課後児童クラブの活動時間を

妨げずに，その空いた部屋で放課後子ども教室を実施し，放課後児童クラ

ブの子どもが参加するという場合は一体型として認める可能性があります。

今後，幼稚園を使っている天名，井田川の放課後児童クラブを，候補地と

して，２箇所の設置案で記載しました。 

 

森  委員：保護者としては，放課後児童クラブが学校の中，もしくは学校の近く，

にあり，保育時間が，午後６時から延長保育で午後８時ぐらいまである施

設が３０校近くあれば理想だと思います。 

放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体活用や，連携について計画

に挙がっていますが，放課後児童クラブを実施しながら，放課後子ども教室

も展開していくという意味合いについて詳しく知りたいと思います。 

 

生涯学習課 白塚山課長：今回の国の制度改正は，「児童」というキーワードがあり
ます。現在，質的，量的に主流なのは，放課後児童クラブになります。 
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放課後子ども教室数は少ない状態です。放課後児童クラブと放課後子ど

も教室の違いは，放課後子ども教室は誰でも入ることができます。放課後児

童クラブの児童たちも加入できます。しかし，放課後子ども教室の児童は，

放課後児童クラブへは加入できません。保育だからです。 

そういうこともあり国の方策としては，全ての児童が放課後に活動でき

るというケーススタディとして一体型というのもあります。 

 

森  委員：保育園でいう認定保育園のバージョンが，放課後児童クラブと，放課後

子ども教室との一体型と言うことですね。保護者が，働いていても働いて

いなくても，両方が一体型でサービスを進めていくということですね。 

 

生涯学習課 白塚山課長：まさしく，委員の言われるとおりです。 

 
古市 委員：「幼保一元化」，「幼保連携化」と，よく言われていて，それと似ている

ようなことを進めているのかと思います。放課後子ども教室のプログラム

と放課後児童クラブが進める内容は子どもをあずかる時間的なこと，人数

など，だいぶ違いがあると思いますが，放課後の子どもの受け皿，居場所

づくりとして広くとらえ，「すべての子ども達が参加できます」というよう

にとらえるのであれば，それは一つの方向ではじめの一歩だと思います。 

 
一つ気になるのは，５の現状と課題の（２）の放課後児童クラブのとこ

ろですが，私が住んできる飯野小学校の辺りは，放課後児童クラブの入所希

望者が，どんどん増えている状態です。「放課後児童クラブへ入れない。」

「入れないから近隣の放課後児童クラブへ入所する」ようにと，指導されて

いると聴きました。こういった場合，校区をまたいで受け入れられているの

か，そのあたりはいかがでしょうか。 

 
児童保育課 森川課長：すでに，現時点で，定員いっぱいの放課後児童クラブへは，

入れません。近隣の，放課後児童クラブで，余裕のあるところに御無理を

いって入れていただいているのが実情です。 

 

古市 委員：学校と放課後児童クラブ，放課後子ども教室は，「防災」とかいろいろ
な学校行事などで連携する部分があります。遠距離だと，連携の部分で難

しい面も出てくるというところは，少し心配なところもありますが，受け

入れていただくことが大前提ですので，そこのところの解消はこれからお

願いします。もう一点，７番の具体的な対策の（４）です。放課後児童ク
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ラブ及び放課後子ども教室の一体的な，又は連携による実施に関する具体

的な方策のところの①の共通プログラムの企画段階から，放課後児童クラ

ブ支援員と放課後子ども教室のコーディネーターが連携して，のところで

教えていただきたいのですが，放課後子ども教室コーディネーターと放課

後児童クラブ支援員は同じ立場でしょうか。 

 

生涯学習課 豊田：国が出している指針の中で，放課後子ども教室と放課後児童クラ

ブを一体化にするときは，「地域の協議会」をつくり，運営などの協議をし

ていくという指導になっています。現在，放課後子ども教室の企画運営は

コーディネーターという立場の方が進めています。放課後児童クラブでは

支援員の方が運営等実施されていて，一体的な教室運営を進める場合は，

このほかに地域の学校関係者等の加入をいただき，共通のプログラムを企

画の段階から進めるようにとなっているので，こちらのほうに記載させて

いただいています。 

 

古市 委員：その下の②のところの安全に児童が移動できるよう，放課後児童クラブ
支援員やボランティアなどを配置とありますが，このあたりはいかがでし

ょうか。 

 

生涯学習課 豊田：①については一体型の放課後児童クラブと放課後子ども教室の運

営についての方策を記載しています。②の連携型につきましては，今，郡

山放課後子ども教室で，すでに実施していますが，放課後子ども教室のプ

ログラムに，放課後児童クラブの児童が参加しています。放課後子ども教

室のプログラムが終了したら，放課後児童クラブの支援員が，児童を迎え

に来て，放課後児童クラブへ行き，保育の現場へもどるという連携を今や

っております。一体型，もしくは連携型の教室運営を，充実していくとい

う国の指導もありますので，今後，連携型の教室運営が増えていくと思い

ます。その場合，放課後子ども教室から，放課後児童クラブへの児童の安

全な移動の為に，そういうことが必要になるということで記載をさせてい

ただいております。 

 

生田 委員：一体型というのを見て，これについては，都会で多いと思っていたので，

鈴鹿でも今後このように進めていくのかというのが，率直な感想です。 

放課後児童クラブの児童たちは，集団生活の中で，厳しいルールの中で

毎日過ごしています。放課後子ども教室の児童たちが入ることにより，自

由にやってしまうと風紀が乱れるというようなことが，心配されます。 
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「言うことを聞かなくなる」という問題もおきるのかなと思いました。 

支援員と連携していろいろ打ち合わせをするということですが，今，指導

員も不足している中で，忙しい状況があり，打ち合わせとかの時間をとられ

るとなると，「子どもたちの安全担保ができるのか」と，いう懸念と，学童

保育の保護者の協力なども出てきて「負担」が増えるという点も少し心配で

す。 

 

鎌田 会長：そのへんのところはどうですか。具体的に想像すると，当然考えられる

ことだと思いますが。 

 

生涯学習課 豊田：一点目の，放課後児童クラブに通っている児童についてですが， 

国のほうの指針によりますと，一体的な活動については，放課後児童クラ

ブの生活の空間はきちんと担保したうえで，違うところで，放課後子ども

教室のプログラムを進めるようにということになっています。 

例えば，空いている幼稚園施設であれば，「放課後児童クラブの生活の

空間は担保しつつ，違う場所で放課後子ども教室のプログラムをして下さ

い。」と，いう指針になっていますので，そういったことをふまえつつ，

一体化のときの地域の協議会の中で連携をしていくということになると思

います。 

 

鎌田 会長：もう一点のほうはどうですか。 

 

生涯学習課 白塚山課長：実際に進めてみると，事前の準備などで，少し負担になる
というのが，正直あると思います。ただ，国が奨励している，一体型の中

での放課後子ども教室ですが，鈴鹿市の場合は週１回程度と回数も少なく

なっています。 
したがって，放課後子ども教室が，放課後児童クラブと一体型で進める

回数は, 本当に少ないわけです。一体型になったとしても，「指導者や保護
者の負担にならないプログラム」はどうなのか，「安全面」はどうなのかと

いうことを，実施する回数なども含めて，協議していく必要があると思い

ます。 
 

鎌田 会長：よろしいでしょうか。他にどうでしょうか。 

 

岡野 委員：学校の施設を使うときの責任の所在について考えていました。事故がお

きた場合，学校が，何かの面で協力しなければいけないと思います。日々
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学校の方も，学校だけのことで精一杯で，これ以上の負担が増えると厳し

いと思いながら聞いていました。事故の責任がどこにあるか，保険の適用，

環境整備などの対策をしっかりして，行なわなければいけないと思います。 

 

鎌田 会長：最後に総合的になればということで，画期的ではありますが，非常に大

きな課題をもったスタートになってくると思います。前々から，この会議

で，特に放課後児童クラブに関しては，いろいろ課題をあげて話し合って

きました。「放課後子ども総合プラン」になると本題について，実際に事細

かいことに入り込んで，御意見をいただき，それを行政のほうで反映して

いくということが必要になると思います。事務局も，生涯学習課から児童

保育課に移るということですので，これからのスタートというのは大切に

なると思います。それでは，今年度の事業実施状況と来年度の事業方針に

ついて説明いただきたいと思います。まず始めに，放課後子ども教室の実

施状況と次年度の事業について，事務局お願いします。 

 

（２）本年度事業実施状況報告と次年度事業方針 

 

① 放課後子ども教室 

 

生涯学習課 磯部：資料２をご覧下さい。平成２６年度放課後子ども教室の概要は一
覧表とおりです。平成２７年度は，新しく井田川と河曲の２箇所が，新た

に開級する予定です。次に鈴鹿市内４カ所で開催しています「放課後子ど

も教室」につきまして，平成２６年度の活動報告をします。４教室とも，

コーディネーターにより立案された「活動計画」に基づき，教室の運営が

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，教室に参加した子どもたちは生き生き

と元気に活動しています。 

まず，「清和のもり」ですが，活動場所である清和公民館は小学校に併設

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った，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，外遊びの時間をたくさん取り入れていま

す。今年も体験重視の活動を多く行いました。保護者と一緒の活動も昨年

度から取り入れています。その他，写真にもあるように，外部から講師を

招いた音楽教室，お菓子作りや茶道サークルとの交流など，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，参加児童５０名中２１名が児童 
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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児童クラ

ブへ帰り，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いて，子どもたちは個々に好きな活動を選

んで参加します。例えば，写真にあるように，「なわとび」「プラバン」「ビ

ーズ」の３つの活動から１つ選んで参加します。それぞれのグループを教

育活動サポーターが担当し，子どもたちの安全確保と指導にあたっていま

す。今年は鈴鹿国際大学へ社会見学に行き，大学生といっしょにゲームを

楽しみました。また，「キッズ白子」で行われていたプラネタリウムも取り

入れました。 

３番目は「キッズ白子」ですが，４教室の中で唯一，海に近い場所で開

催されていますので，震災時には津波の被害が想定されます。そこで，教

室独自の避難マニュアルを作成すると共に，避難訓練も６月に行いました。

キッズ白子のサポーター，市の職員の他に，保護者や白子小学校の校長先

生，警察官も参加して，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，もの作りが盛んな白子の地域

性を受けて，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」，「ハロウィン工作」など，季節にあった活動を行

いました。その他にも，「車椅子体験」や「プラネタリウム」など外部講師

を招いての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。月に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，終了の時間まで 「ボール遊び」や「縄跳び」，「トランプ」，「折り

紙」「お絵かき」など，それぞれがやりたいことを見つけて楽しく過ごしま

す。 １年生から５年生までの児童が参加しており，上級生が下級生の面倒

を見たり，学年の違う子どもたちが仲良く遊んだりしている様子を見るこ

とができます。明生小学校との学習の連携もしっかりできていて，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。 

各教室においては，活動終了後に反省会を行うなど，内容の検討や改善 

を図っています。来年度から「放課後子ども教室事業」は公民館運営委員

会に委託を行います。公民館事業として取り組んでいくことになります。

公民館が積極的に関わることにより，さらなる充実が期待されます。それ

に伴い，新たに２つの教室を設置します。井田川小学校区で「井田川ちび

っこ隊」，河曲小学校区で「河曲キッズクラブ（通称：カワッキー）」です。

両教室とも第２，第４水曜日に実施する予定となっており，２月には小学

校の入学説明会や授業参観・保護者会に合わせて生涯学習課職員が訪問し
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直接保護者にＰＲを行いました。現在，それぞれの教室で開級に向けた準

備が進んでいます。 

今年度もアンケートを実施しました。どの教室でも，保護者からの声は，

放課後子ども教室に参加した日は，子どもたちが，その日の出来事や，作

ったものについて一生懸命に保護者に話をしており，家族の会話がとても

はずんでいるということがたくさんあるという声をいただきました。 

次に，今後の子ども教室の課題について説明いたします。子ども教室の

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

ことや，ボランティアの引き受け手が少ないこと，国の予算は増えたり減

ったりと不安定になっていることなどがあります。委託事業になりますが，

今後の各教室の運営方法や内容についても密に連絡を取り合いながら進め

ていこうと思っています。「放課後子ども教室」に関する報告は以上でござ

います。 

 

鎌田 会長：引き続き土曜体験学習の実施状況と次年度事業について事務局より説明

願います。 

 

② 土曜体験学習事業 

 

 

生涯学習課 豊田：土曜体験学習の事業報告を，資料３をもとに説明いたします。 

土曜体験学習については，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」で，国の補助制度を利用し

て平成２６年度から取組んだ事業です。土曜体験学習の趣旨として小学校区

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ています。本年度は，鼓ヶ

浦公民館運営委員会に事業委託を行い，年間を通じてプログラムを実施しま

した。 

鼓ヶ浦小学校区の児童を対象に，公民館を学習の主会場として，「鼓夢工

房」として発足し一年間学習活動に取り組みました。プログラムを進めるに

あたり，企画・提案し、地域・学校・保護者等の関係者との連携や実施に向

け調整を担うコーディネーター1 名と体験学習を進める地域の人材を，推進

員として１６名登録しました。１日当たり１４名の推進員の協力を得ながら

進めることができました。 

では，１年間の学習活動に取り組んでいただいた，鼓ヶ浦公民館岡田館長 



 

12 
 

から詳細説明を，しますのでよろしくお願いします。 

 

鼓ヶ浦公民館 岡田館長：土曜日の体験活動「鼓・夢工房」として，一年間活動しま 

    した。子どもたちに夢のある「ものづくり」を基本として「ものづくり」の， 

厳しさと楽しさを体験していただくということで「鼓・夢工房」としました。 

月１回，第１土曜日午前中ということで，６月７日の開校式から始まり３ 

月の閉校まで一年間実施しました。 

一番大切なのは，安全です。当公民館は，南海トラフの地震により，津波 

の危険があり，避難するという地域です。この「鼓・夢工房」の開催中に警 

報等が出た場合は，小学校と同様の扱いとして保護者に説明しました。 

年間を通しての題材は，「竹」にしました。「竹」は，非常に身近にあり， 

    古くから使われてきたのですが，最近は工業製品にとってかわられ,身近に 

竹の道具というものを見かけなくなりましたが，材料として優秀で又，材料 

として入手しやすいということになります。 

土曜体験学習には，２５名の参加者がありました。 

土曜体験学習に取組めたのも，コーディネーター，土曜学習推進委員にな 

る人材があったということです。鼓ヶ浦公民館では，「おじさんセミナー」 

と「かるがも広場」の指導員という，二つの団体がボランティアとして活動 

しています。 

「おじさんセミナー」は，結成６年目会員１８人，これは全員が地域の退 

職者で構成されています。 

「かるがも広場」の指導員は，１０年の実績があります。幼稚園，保育園， 

入園前の子どもを対象とした公民館事業「かるがも広場」といっています。 

この方たちの活動があったから，土曜体験学習に手がけることができまし 

た。まずは，土曜体験学習に必要な素材づくりから始めました。 

公民館へ集まり，つくったり削ったり，切ったりして自分自身が，マス 

ターして，それから子どもたちに教えるということをやりました。 

竹の基本学習では，１回目は，「竹で作ったものはこんなものがあるよ」 

と，紹介しました。２回目は竹で箸を作ってみようという学習活動です。 

この学習の中で，自分に適した箸の大きさがあるということを学びました。 

ご覧のスライドでは，竹トンボを削っていますが，このように「順番に加 

    工する」と，いう学習をした後，進めました。最初は，刃物の使用に非常に 

気をつかい進めました。いろいろ試して，削り台が必要だということになり， 

削り台を自作しました。 

ケガはもちろんありませんでした。今では，みんな上達しました。 

「昆虫」，「かかしのボディ」，「スギ鉄砲」，「水鉄砲」，などに取り組みまし 



 

13 
 

た。自分で作ったもので遊ぶというのは喜びます。こちらのスライドは， 

楽器です。いろいろ作り小学校の音楽会で使いました。それから，「竹笛」 

これも試行錯誤して，簡単に出来て，音が出るというものを見つけました。 

１年生でも笛を作ることができます。カリンバの制作は，難しかった で

す。弾いて音を出すのですが，音階がわからないということもあり苦労し

ました。凧は簡単に出来ます。このミニ門松の制作ですが，これは大変好

評で，公民館に少し展示しておいたところ，地域の方から，ミニ門松を作

る講座をやってほしいと要望もいただきました。 

ポイントは，竹を斜めに切る角度にあり，３本ともそろっていないとい 

けないことと，綺麗に見える角度です。 

それを見つけ専用の竹切り道具を作りました。 

学習の回数を重ねるごとに後片付けの大切さを，子どもたちが理解して 

きました。始めの頃は，後片付けをあまりやらなかったのですが，後半は， 

積極的に後片付けをするようになりました。後の掃除もきちんとやれるよ 

うになり，子どもたちも大きく成長しました。最終回は，フィールドワー 

クとして竹林探索をして，その後，終了証を一人ずつ渡しました。 

成果と課題についてですが，指導する側が楽しくなければならないと思 

います。その楽しさが，子どもたちに伝わり，子どもたちもどんどん興味 

を持ち取り組みました。学校との連携ですが，小学校の校長先生が毎回参 

加され，「学校だより」にも情報を掲載いただくなど協力いただきました。 

課題ですが，学習時間が短く感じるのと，専用工具も，必要だと思いま 

す。参加人数の限度は２５人程度だと思っています。 

来年は保護者に状況を報告し，学校，地域，保護者との連携も図りなが 

ら進めていきたいと思います。 

 

 

生涯学習課 豊田：来年も引き続き委託ということで，実施していきたいと考えてい

ます。 

 

鎌田 会長：続きまして，放課後児童クラブの実施状況と次年度事業について事務局

より説明願います。 

 

③ 放課後児童クラブ 

児童保育課 野島：平成２６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。本市では，これまで「放課後児童クラブ」の施設の確保に努

めました。今まで放課後児童クラブが設置されていなかった庄内地区と天
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名地区に，それぞれ廃園となった幼稚園を使用し，平成２７年４月から新

しく運営開始となりました。また，児童数の増加等による待機児童を解消

するため，桜島小学校区へ 3 か所目の放課後児童クラブ「まりん」を設置

しました。 

平成２７年４月からスタートする天名小学校区放課後児童クラブは，「ピ

ース天名」といい，４月からスタートいたします。当初は，１７人というこ

とで聞いております。また，庄内小学校区放課後児童クラブ「たけっこクラ

ブ」も平成２７年４月に開設いたします。運営主体は「私立の保育園」です。

１２人から１４人の児童が利用するという報告を受けております。 

桜島地区には，「ももたろう学童」がありますが，放課後児童クラブに入

れない待機児童が発生することから，「株式会社」が，学童保育を実施した

いという意向もあり協議の結果，平成２７年４月から放課後児童クラブとし

てスタートします。利用者数は３９人ということで，報告を受けています。

新設のクラブについては，安定した運営が実施できるよう，他の放課後児童

クラブへの施設見学や交流等を図っています。これにより，本市では，３９

箇所の民営の放課後児童クラブを設置し，公設民営が２３箇所，民設民営が

１６箇所となりました。また，運営主体の内訳は，「保護者主体」が２７箇

所，「社会福祉法人の保育園」が８箇所，「NPO 法人」が２箇所，「株式会社」

が２箇所となっています。昭和５４年に石薬師地区に放課後児童クラブが誕

生して以降，共働きや一人親世帯，女性の社会進出が増加する中で，年々，

利用者数も施設数も増加してきました。今後は，児童が安全に安心して生活

ができるために「量的な拡充」から「質の改善」に向けた取組みが必要にな

ります。そこで，本市では，平成２６年９月議会におきまして，放課後児童

クラブの質の向上を図る目的として「鈴鹿市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営の基準に関する条例」を定めました。条例では，1 施設当たりの児

童数の規模や指導員の資格や配置，運営に必要な施設などを規定し，明確化

しました。なお，条例の策定にあたっては，説明会を開催し，各クラブの意

見を聴きながら策定に努めました。また，放課後児童クラブの質の向上には，

その運営委員会が安定した運営ができることが重要です。このため，放課後

児童クラブの運営が過重になることのないよう，平成２６年度中に「鈴鹿市

放課後児童クラブガイドライン」を策定し，各放課後児童クラブへ配布する

ことを考えています。ガイドラインは，放課後児童クラブの「目的」，「対象

となる児童」，「入所の要件」，「放課後児童支援員の資格」，「安全対策」，「補

助金」など，本市の放課後児童クラブの制度全般を網羅したもので，運営に

携わる方々が活用することで，各放課後児童クラブが適切に運営され，児童

の健やかな育ちにつながることを期待しています。なお，３月１９日，市役
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所１２階で，ガイドラインの説明会を開催します。さらに，事務手続の参考

にと，「放課後児童クラブ運営に関するＱ＆Ａ」の改定や「新制度に関する

Ｑ＆Ａ」を作成するなど，代表者や役員が交代してもスムーズに運営できる

よう支援しています。また，放課後児童クラブの運営は，保育料と国・県・

市からの補助金により成り立っていることから，各放課後児童クラブに対し

て，定期監査を１０月から１１月にかけて実施しました。 

補助金の基準である児童数，開設日数，開設時間，障がい児童加算のチェ

ック，予算が適正に処理されているか帳簿等の確認，また児童や指導員の様

子など，市独自のチェックシートにより，監査を実施しました。 

続いて施設面での活動等について説明します。本市では，平成２３年度

に民家や集会所を借用している放課後児童クラブについては，建替え時は，

公的な責任で施設整備を行う公設民営化の方針を打ち出しました。年々，利

用児童数が増加し，７０人を超える大規模な放課後児童クラブもあり，近々

施設整備が必要な状況です。放課後児童クラブの施設は，児童にとって安心

でき，放課後を安全に過ごせることが重要です。平成２６年度は，河曲地区

放課後児童クラブ「かわたろう」の施設整備を行いました。現在，「かわた

ろう」は，河曲幼稚園の一室を借用し運営していますが，幼稚園の再編計画

等により，近い将来，幼稚園が使用できないことが予想されるため，教育委

員会と協議し，河曲小学校西側の教育委員会が所有する土地の一部を借用し，

国庫補助事業により整備しました。また，老朽化し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」の設計を行い，現在，平成２７年夏

ごろの着工に向け関係機関と調整しています。その他には，平成２７年４月

から，各放課後児童クラブでは，放課後児童支援員資格者の配置が必要とな

ります。 

放課後児童支援員とは，保育士資格や小・中・高等学校の教員免許を取得

した方，また教員等の資格がなくても高等学校以上を卒業し，放課後児童ク

ラブで通算 2,000 時間以上勤務した方が，放課後児童支援員資格対象者とな

り，三重県が実施する研修を受講して，放課後児童支援員に認定されること

になります。児童の成長に直接関わるため，責任ある業務でありながら，待

遇面での折合いがつかず，短期間で退職される方もおり，各放課後児童クラ

ブでは，放課後児童支援員の確保について苦慮している状況です。放課後児

童支援員の確保については，保育所等を退職される方に依頼したり，「広報

すずか」へ募集案内の記事を掲載したり，保育士や幼稚園教諭を養成する教

育機関との連携を図るなど，引き続き積極的に取り組んでいきたいと考えて

います。今後も子どもたちが放課後児童クラブを生活の場として，のびのび

と安心して生活ができるように，安全や衛生に気を配りながら生活環境を整
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え，子どもの成長段階に見合った適切な指導・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。また，放課後児童クラブの質

の向上が問われる中，安定した運営が継続できるよう，国や県に対し，補助

金の拡充について要望していきたいと考えています。 

 

鎌田 会長：放課後子ども教室，土曜体験学習，放課後児童クラブについて，御意見，

御質問がありましたらお願いします。 

 

林  委員：放課後子ども教室の資料の写真ですが，日と内容をいれてもらったので

見やすくなってよくなったと思いました。 

「保護者のみなさまへ」というチラシですが，もっと工夫して子どもが，

見てもわかるようなチラシにしていただきたいと思います。 

土曜体験学習に関しては，ちょうど２５人という人数だから，上手く教 

室運営ができたと思います。 

放課後児童クラブのガイドラインのことに関しては，放課後児童支援員

の方たちが大変だと，すごくわかってきました。また，保育料の，例えば

「兄弟割り」など，いろいろありこんなに違うのかなと思いました。でも，

市民からすると，どこの放課後児童クラブへ入っても，同じような料金で，

保育いただけると良いと思います。 

 

生涯学習課 磯部：放課後子ども教室のチラシについては，前回の運営委員会での御

指摘などを踏まえて資料を作成しました。前回の運営委員会で御指摘いた

だいた，年度途中からの参加に関しても，平成 27 年度は児童数に余裕があ

る場合は，２学期からの参加も受け付けるということに変更しましたので，

報告いたします。あと一点補足ですが，資料２の末尾です。平成２６年度

県下で実施している放課後子ども教室の数が６１教室であったことを報告

いたします。 

 

森  委員：全体を通して，一体化などいろいろございました。放課後児童支援員の

皆さんは，資格を取るのに 2,000 時間以上の勤務が必要であったりして，

仕事に対する対価とか，そういった部分についても厳しいところもあるの

かという部分があります。将来的には，全体の子どもを受け入れて，働い

ていない御家庭も全部受け入れていて，料金は，一律でサービスを提供し

ていくような形の保育園の「学童バージョン」になっていくべきなのかな

と思いました。 
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生田 委員：土曜体験学習事業ですが，普段，子どもはゲームしかしていませんので，

本当にいい体験だと改めて思いました。放課後児童クラブのことですが，

支援員の資格取得の為の，具体的なプログラムなどが，まだ決められてい

ないので，できるだけはやく示していただきたいと思います。 

指導員の先生方の，労働条件など示してあるように，「放課後児童クラブ

指導員が健康にかつ意欲を持って，仕事に取り組むことができるように労

働環境の整備に努めて下さい。」と書いてあります。本当に整備に努めたい

のですが，財政面など，厳しいところもあり，今後補助などをあげていた

だき，指導員の待遇を改善していただきたいと思いました。 

 

鎌田 会長：いかがですか。そのへんのところ。事務局として。 

 

児童保育課 野島：放課後児童支援員の資格プログラムにつきましては，まもなく県

から具体的な案が出ます。きちんと確定したものが出ましたら，速やかに，

各放課後児童クラブへ，通知させていただきます。 

放課後児童支援員のことや，放課後児童クラブの料金のことなど，御意

見いただきました。まず，放課後児童クラブの利用料金につきましては，や

はり民営であるため，各学童によって保育の内容や，指導員の状況など異な

っています。同一料金で，同じ割引制度，兄弟割引とか母子割引などを，統

一するのは難しいと考えています。放課後児童支援員の質の向上ですが，財

政的な支援が，ないかという御意見ですが，平成２７年度から，放課後児童

支援員の配置につきましては国から新たな補助制度が出てきます。 

こちらについては，既に案が出ていますが，予算措置もされていないの

で，決定していません。ただ，具体的な国の，新しい支援員の確保に向けた

補助金の内容につきましては，今後の説明会で説明いたしますが，まだ案と

いう段階での説明になるので，あらかじめ御了解いただきたいと思います。 

 

古市 委員：土曜体験学習，放課後児童クラブ，放課後子ども教室も，それぞれ目的

を持って実施をしています。とにかく，人が人を見るという形ですので，

放課後児童支援員や放課後子ども教室のサポーターの指導力などが非常に

重要になってくると思います。民生委員を経験された方，学校経験者など，

地域の中で，あるいは仕事上で培われた経験というものが，子どもたちを

見守る中で，本当に大きな部分でもあります。そういった支援をしていた

だく方の人材というものも，大切だということを，今日ここで，いろいろ

な活動を聞くなかで知りました。 

ハード面も重要ですが，やはり「人と人」という部分については，地域 
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の人材など，行政からも様々な面で働きかけていただきたいと思いました。 

 

岡野 委員：土曜体験学習事業や土曜授業など，今年から試行的に始まり，各学校で

それぞれの方法で，２回から３回実施しました。地域の協力を得ながら進

めました。やはり，今の子ども達は，ゲームがほとんどで，ゲームをして

いて，会話がありません。 

また，道具を使うということもありませんから，このような体験をする

というのは，「とても貴重なことで本当にいいな」と思います。 

人材を集められるのが大変だと思いますが，「うちの公民館でもやってみ

たい」と，思ってみえる方もたくさんみえると思います。 

鼓ヶ浦公民館のように，地域の皆さんのチームワークで，子ども達の学

習活動のために，自分たちも楽しみながら準備をすすめ，地域の子ども達の

ためにという，意気込みで学習活動を進めていく地域は貴重だと思っていて，

私の地域でも，地域の方々にそういう活動に協力していただけたらと思いま

した。子どもたちが育っていく中で貴重な時期を，地域の皆さん，行政など

が，このように支えていくことは，大切だと思います。 

 

鎌田 会長：今回の土曜学習に関しては課題も含め，人の配置なども，ひとつのモデ

ルになっているのではないかと思います。それでは，議事の最後になりま

すが，放課後児童クラブの施設整備についてお願いします。 

 

（３）放課後児童クラブの施設整備について 

 

児童保育課 野島：放課後児童クラブの施設整備に関しては国の補助を活用します。 

国の補助を活用し申請する場合は，放課後子どもプランの議事録の送付

が必要になります。本年度の該当する放課後児童クラブは，栄小学校区放

課後児童クラブ「栄っ子」の施設整備でございます。まず，平成１７年に

開設した栄小学校区放課後児童クラブ「栄っ子」については，現在，秋永

の集会所を借用し運営している民設民営の放課後児童クラブになります。 

現在借用している施設につきましては，老朽化が進んでおり，小学校か

ら歩いて１５分ほどの距離に位置し，児童が外で遊ぶスペースもありませ

ん。「栄っ子」からは，平成２５年２月に施設整備の要望書がありました。 

本市では施設整備の必要性を認識し，国の補助を申請して，平成２７年

度中の着工を計画しています。なお，移設場所につきましては栄幼稚園の

園庭の一部を借用し施設の広さは約９７平米，児童数は約４０人規模の施

設を建設する予定です。「栄っ子」の施設整備について児童の安全を確保す
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るうえで必要なことから，計画どおり平成２７年度中に着工することを， 

報告いたします。放課後子どもプランへ報告して，議事録を県へ送付する

というような位置づけでございますので，御了解いただきたいと思います。 

 

鎌田 会長：児童保育課から施設整備について報告を受けました。さて，残り時間も

少なくなってきました。全体を通して何か御意見等ありますでしょうか。 

 

林  委員：鈴鹿市青少年育成市民会議には，多くの社会教育団体が，加入していま 

す。最近の傾向として，社会教育関係団体の一員に入ってくる子どもたち

が激変して少なくなりました。親御さんたちに土曜日や日曜日の「イベン

ト」に誘うのですが，「家庭が大事」といわれ参加しません。 

 皆さん働いているから，土曜日，日曜日など，「家庭が大事」と，何をし

ているのかというと，家庭でゲームしている。お父さんやお母さんもゲー

ムをしていたりします。小学校，中学校を見てみると，入学式は夫婦で来

て，ＰＴＡ総会になると人がいなくなるような状態になったりもします。 

 国の施策もどんどん変わってくるということは，社会の環境が変わるか

ら施策も変わるのだと思います。 

今後，社会が，「どういう方向に流れていくのか」，「どういうふうになれ

ばよいのか」，なかなか読めないですし，私たちの孫の時代は，どうなるの

かと思ったりします。 

昔は，放課後の子ども達の居場所もあり，働いているお母さんたちがい

ても，隣近所同士であずかったりして，子ども達が，安全に過ごせた時期が

あると思いますが，最近は，様々な制度で子どもの居場所をつくっていても，

危ない時もあります。 

 

鎌田 会長：こういうふうに国の施策が変わってきた中で，放課後子ども教室や，土

曜体験学習など，そういう活動の中に多くのヒントがあると思います。共

通していえることは，「実際の人間同士の関わり」というものが，これから

の大きなテーマになってくると思います。「実際の人間同士の関わり」が，

薄くなってきているから，やはり，「人間どうしの関わり」が，一つの鍵に

なってくると思います。土曜体験学習などの教室運営に関わり，子どもた

ちとふれあう大人どうしの関係が新たにできてくる。そういう積み重ねの

中で，また新しい感激をもらう。そういう人間同士の繋がりが一番大切な

ことではないかと思います。国もいろいろな施策を進めてきますが，鈴鹿

市も一番大切なポイントを逃さないようにしていけば，きっと実のあるも

のができてくると思います。 
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生涯学習課 白塚山課長：公民館は，地域づくりの拠点公民館とよく言われています

が，地域づくりだけではなく，「人づくり」「コミュニティの場」，例えば，

鼓ヶ浦公民館だと，「おじさんセミナー」や，「かるがも広場」などありま

すが，もっと地域の公民館を活用していただいて，人材発掘，人材育成と

いうことも含め，生涯学習の活動をどんどん進めていきたいと思います。 

 

岡野 委員：学校としては，保護者の意識変革がほしいです。保護者自身が自分の時

間をすごく大切にしています。今，スポーツ少年団でもすごく減っている

状態です。だから，他の学校と合同でしなければいけないぐらいまで，危

機感をもっている状態なのです。そういったところまで学校でも取り組ん

でいこうと考えています。 

 

鎌田 会長：やはり，教育だと思います。小学校，中学校の学校教育だけではなく，

教育のプランを策定するのは国ですが，しっかりしたビジョンを持って進

めて，５年，１０年で変えるなんていう気持ちではなく，５０年，１００

年をかけて日本の国を変えていくという気持ちでないと，国は変わってい

かないと思うし，子どもも変わらないと思います。 

 

岡野 委員：学校では，学校運営協議会を中心に，地域の役割，学校の役割，保護者

の役割を明確にして，いっしょに子どもたちを育てていきましょうという

ふうにプランを組みましたので，どういうふうに変わっていくのか見てい

きたいと思います。 

 

古市 委員：子どもを見ていて，変わったのは環境が変わったということで，影響を

受けているのは子ども達ですが，子ども自身の行動というのはあまり変わ

らないと思います。それを禁止することが多くて，のびのびとできない。

昔は木のぼりなど，いろいろやりました。ケガをしてでもやるような，刃

物を使うとかいう経験がないです。便利さだけではなく，アナログに戻っ

たほうがいいと思います。 

 

鎌田 会長：では，長時間にわたりありがとうございました。これから「放課後子ど

もプラン」は，「放課後子ども総合プラン」に変わり，より深い議論が必要

になると思います。本年度の会議は終了するわけですが，委員の皆様には

１年間にわたりいろいろ御議論いただき，ありがとうございました。 
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閉会挨拶  生涯学習課白塚山課長 


