
平成２７年度 第１回鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委員会 議事録概要 

 

開催日時 平成２７年６月１８日（木） １５：００～１６：３０ 

場  所 市役所本館１２階 １２０２会議室 

出席委員 服部 高宣（会長），下岡 里美，林 佳代子，寺田 順二，古市 博信 （以上５名）

事務局等 

保健福祉部長（松井），児童保育課長（森川），教育総務課長（前田）， 

教育支援課長（薗田），生涯学習課生涯学習Ｇ（豊田ＧＬ，磯部主幹）， 

児童保育課児童福祉Ｇ（野島ＧＬ，宮田） （以上８名） 

傍 聴 者  ０名 

資  料 

事項書 

鈴鹿市市民委員会規則（別表） 

鈴鹿市行動計画 

土曜体験学習事業資料（資料１） 

放課後子ども教室資料（資料２） 

放課後児童クラブ資料（資料３） 

 

冒頭の事項 

・事務局挨拶（司会進行） 

・委員委嘱（６名） 

・部長挨拶 

・自己紹介（委員，事務局等） 

・会長選出（服部会長で承認，決定） 

・資料確認（以降，服部会長により議事進行） 

服部会長 議事運営等に関して，事務局より説明をお願いいたします。 

児童保育課 

宮田 

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，発言者については，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，当放課後子ども総合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，服部会長，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。 

服部会長 ただいまの事務局からの提案について，ご意見・ご質問等ありますか。 

各委員 異議なし 

服部会長 
それでは，議事録は概要版にて作成し，透明性を図るためにホームページ等で公開

することで進めていきたいと思います。続きまして議事に入ります。 

服部会長 

議事１につきまして，「鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委員会」は，どのような

目的で設置され，この委員会で何を協議していけば良いのか，また，「放課後子ども総

合プラン」について事務局から説明いただきたいと思います。 

児童保育課 

野島 

事務局から申しあげます。 

皆様のお手元の鈴鹿市市民委員会規則等の資料に基づいてご説明申しあげます。 



市民委員会規則の別表をご覧ください。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等に係る事業計画や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。  

委員の皆様には事業計画の策定や活動プログラムへのご意見をいただくとともに，

放課後子ども教室と放課後児童クラブの連携方策などについて，さらに安全管理の方

策や広報活動の方策等へのご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施設整備の補助申請にあたっては，当委員会へ事業

方針等が図られていることが，承認のひとつの判断材料となりますので，そういった

点でもご意見をよろしくお願いいたしたいと存じます。 

参考に今年度は栄小学校区にあります「栄っ子」という放課後児童クラブの施設整

備を控えております。 

 

次に，放課後子ども総合プランについて，概略を説明させていただきます。 

資料につきましては，「鈴鹿市行動計画」をご覧ください。この行動計画につきまし

ては，昨年度の放課後子どもプランの最終の会議で審議いただき確定した計画でござ

います。 

この「放課後子ども総合プラン」は，主に，共働き家庭等の「小１の壁」を打破す

るとともに，次代を担う人材を育成するため，全ての就学児童が，放課後等を安全・

安心に過ごし，多様な体験・活動を行うことができるよう，一体型を中心とした放課

後子ども教室及び放課後児童クラブの計画的な整備等を進めることを目的としてお

ります。 

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，実施する，総合的な放課後対策でございます。 

鈴鹿市におきましては，平成１９年度に放課後子どもプラン運営委員会を立ち上

げ，「子ども教室」を平成２７年４月１日時点で，６小学校区に６カ所開級し，「放課

後児童クラブ」につきましては３０小学校区すべての小学校区に計３９ヵ所クラブを

設置しております。 

今年度からは，「放課後子ども総合プラン運営委員会」として，引き続き，子どもた

ちの放課後対策に取り組み，これらの事業の取り組みと存在を，地域の皆様方に，広

く知っていただき，協力をいただきながら進めていくことが重要であると考えており

ます。 

更なる事業のＰＲに努めつつ，地域のニーズを把握しながらこの事業を進めていき

たいと考えております。 

 

なお，昨年度もこの計画につきましては審議をしており，この計画は確定したもの

でございます。主な内容は，「鈴鹿市行動計画」３ページの７（２）に「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年度に達成されるべき目標事業量」と

の記載がございます。一体型の整備については，民営である放課後児童クラブの運営

主体の理解を得ながら，平成３１年度までに２箇所整備を目指します。 



現在この２箇所については，どのクラブや教室を一体的に整備していくかについては

今はまだ決まっておりません。今後関係部局と連携を取りながら，この２箇所につい

ては進めてまいりたいと考えております。ただし，廃園となった幼稚園を使用してい

るところも候補として現在検討している状況でございます。 

この計画書については，委員の皆様に御一読いただき，今後はこの行動計画を中心

に，この委員会を進めてまいりますので，よろしくお願いします。 

 

全ての内容を説明いたしますと時間がありませんので，現在の放課後子ども児童ク

ラブや放課後子ども教室の状況が記載されております。大きくは平成３１年度までの

目標であります２箇所整備することについては，小学校や教育委員会や福祉部局が連

携を取りながら進めていく計画となっておりますのでよろしくお願いします。 

服部会長 
この会議の目的，放課後子ども総合プラン等について，事務局より説明がなされま

したが，何かご質問はありませんか。 

古市委員 

基本的なところで教えていただきたいことがあるのですが，「鈴鹿市行動計画」1ペ

ージの背景・趣旨の説明の中に，「共働き家庭のいわゆる「小一の壁」を打破し」とい

う部分があるのですが，具体的にその小一の壁というのは保育園から小学校に上がっ

たときの子どもの時間をどう確保するかというのが壁を意味するのですか。 

児童保育課 

森川 

一般的に小学校に入るまでは，現在，保育所等で親御さんの就労が終わるまで預か

っていただくという状況が確保されており，保育所に限らず幼稚園の方でもそのよう

な配慮をお願いしております。しかし，小学校に入りますと，特に１年生は，授業が

２時か３時までくらいと早く終わり下校することになりますが，そのような時に預か

る場所，預かる体制が確立されておらず，本市の方でも放課後児童クラブにおいて，

そのような対策はさせていただいております。先にも申し上げましたように，３０小

学校区全てに放課後児童クラブの設置はされましたが，小学校区によってはニーズに

十分応えることができない地域もございます。「小一の壁」とは，その辺りの一体的な

問題を表している言葉でございます。 

古市委員 

そうしますと，例えば，夏休み等の長期休業中は，子どもが家庭で過ごす時間帯が

できてきますよね。長期休業中も，放課後児童クラブでは子どもたちの活動を見ても

らっていますが，放課後子ども教室については基本的には長期休業中の活動はありま

せんよね。そのいわゆる小一の壁となっている，時間と場所については，放課後子ど

も教室は，多くて週１回程度，放課後の子どもたちを見守る居場所づくり，多様な体

験活動ということを行っていますが，具体的に子ども教室の方も，例えば，活動回数

を週２回とか長期休業中にも実施するといったことを，今後も含めて，小一の壁を打

破することを目的に，そのような試みのようなことは考えていますでしょうか。 

生涯学習課 

豊田 

放課後子ども教室の関係で，「夏休み等の長期休業期間あるいは，活動日を増やす事

は可能か」という質問についてですが，放課後子ども教室の活動は，地域のボランテ

ィアの協力が非常に重要な事業で，ボランティア精神で地域の子どもたちを育ててい

く中で，現在，週１回や２週間に１回という範囲でそれぞれ教室を開催しています。

それを，夏休み等の長期休業期間でもう少し実施回数を増やしたい，また週２回に増

やすことについては，是非やっていきたいと思っていますが，放課後子ども教室を運



営している地域の協力者の方々の負担，あるいは協力者の高齢化もある中で，それを

どこまで進めていけるかというところもあります。今後，放課後子ども教室のコーデ

ィネーターあるいは教育活動サポーターのボランティアの方々と相談しながら，無理

もなく，そしてなおかつ子どもたちの放課後の安全安心な居場所として，教室運営を

進めていきたいと思います。 

古市委員 

もう１点お聞きしたいことがあります。「鈴鹿市行動計画」２ページに書かれている

「これまでの取組」の中で，郡山さんだと思うのですが，放課後子ども教室に放課後

児童クラブの子が参加をしているということですよね。そうなると，場所の問題や教

室終了後の迎えについても変わってくると思います。先程の説明の中でありました，

今後，一体化の中で進めるというのは，郡山さんのようなモデル的なところが１つの

判断になりますか。 

児童保育課 

野島 

郡山には「サンキッズ」という放課後児童クラブがあります。そちらの放課後児童

クラブから公民館に行き，放課後子ども教室の体験をしています。これはいわゆる連

携型といいます。 

今回の行動計画といいますのは，連携型も当然大事ではありますが，一体型の整備

ということを強く訴える文部科学省と厚生労働省が連名で言っております。その一体

型の場所の確保につきましては，本来ならば小学校の余裕教室の活用というのが強く

言われてもおりますが，鈴鹿市には小学校敷地内の廃園となった幼稚園を，教育委員

会から児童保育課の方に所管替えをして，施設として利用している放課後児童クラブ

が４箇所あり，その廃園となった幼稚園を使って放課後児童クラブと放課後子ども教

室の一体型整備として進めていくことを考えています。廃園となった幼稚園を使用し

ての一体型整備につきましては，連携ではなく一体型の整備として良いと，三重県の

方にも事前に確認をとっております。つきましては，今後はそういった幼稚園の方を

活用しながら進めていくことを考えております。 

服部会長 

事務局から説明をいただきました。まず現状としまして，放課後子ども教室と放課

後児童クラブの場所が離れております。そのため，放課後子ども教室があるときはそ

の時だけ移動するといったことをしています。 

今，市の計画通り平成３１年までには一体型のものを２つ，放課後子ども教室と放

課後児童クラブが一緒になったものを子どもたちの移動なしに，安全にその場に行っ

て教室も行えるというような施設整備を空きの幼稚園を使用して整備していこうと

いう計画のようです。 

林委員 

費用についての話になりますが，放課後児童クラブは子どもたちを預かるにあたり

保護者から運営費を集めていると思いますが，放課後子ども教室は費用の負担はない

かと思います。その２つが連携をするということならばわかりますが，一体型となっ

た時には，費用の出所はどうなるのでしょうか。 

生涯学習課 

豊田 

一体型になった時の費用についてですが，放課後児童クラブでは，ほぼ毎日保育と

いう観点から児童を預かっていただいており，それに対して費用を負担していただい

ています。放課後子ども教室につきましては，コーディネーターがさまざまなプログ

ラムを作り，子どもたちの多様な体験活動を進めていくものです。放課後子ども教室

の運営費用につきましては，ほぼ国，県，市の補助金でまかなっていますが，子ども



たちの飲食費や保険費用などは，保護者の負担になります。一体型になりますと，放

課後子ども教室のみ参加の児童もいますし，放課後児童クラブのみ参加の児童もいま

す。また，両方に参加するという児童もいると思います。その料金等につきましては

両方参加する方は両方の費用になるかと思いますし，放課後子ども教室にのみ参加す

る方は放課後子ども教室の費用，また放課後児童クラブのみ参加の方は放課後児童ク

ラブの費用というような形になると考えています。 

服部会長 

小学校に隣接している廃園となった幼稚園を使って一体型として子供たちが安全

に移動できる場所を確保して，平成３１年度までに２箇所の整備を進めていただくと

いうような話だったと思います。 

服部会長 

それでは，議事２の「本年度事業について」に移ります。 

土曜体験学習事業，放課後子ども教室及び放課後児童クラブについて，それぞれ説

明いただき，その後，まとめて質疑ということにしたいと思います。 

それではまず土曜体験学習事業について事務局より説明願います。 

生涯学習課 

豊田 

本年度から，第３土曜日等で，学校が進める土曜授業等も始まっていることから，

土曜日に実施される学習活動等について整理します。 

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，概ね次の四

つに整理できます。 

まず，一番目は，児童生徒の代休日を設けずに，土曜日を活用して教育課程内とし

て取組む学校教育活動が「土曜授業」です。 

二番目は，「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。 

三番目は，学校以外の教育委員会等の管理のもとにおいて実施する取組みにあたり

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。 

この学習活動が，昨年に引き続き，鼓ヶ浦公民館で進める土曜体験学習になります。

他には，主体が公的でないもの，ＮＰＯ等の民間の方が活動の主体となり土曜日の

教育活動を進めるものです。 

 

土曜体験学習事業ですが，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」の，国の補助事業制度を利用して鈴鹿市が「土

曜体験学習」としてとりくむものです。 

体験学習の趣旨としては，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２７年度は，昨年度に引き続き，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土曜体験学習を進めていきます。 

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土曜学習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，土曜学習推進

員を１７名任命し毎回１０名程度，配置し学習活動の運営にあたります。 

土曜学習コーディネーター及び土曜学習推進員には，地域のボランティアの協力と

して，鼓ヶ浦地区で活躍している，「おじさんセミナー」や「かるがもクラブ」のメン

バーの協力を得ることができました。 

参加者の募集にあたっては， 公民館長，土曜学習コーディネーターが，児童会や学

校運営協議会の会議の場へ直接赴き，昨年の実施報告及び平成 27 年度の趣旨説明等

を行い，小学校と連携しながら募集しました。 

また，地域への周知については，「公民館だより」を，活用し各戸へ配付し周知しま

した。 

 

 

 

今年度につきましては，低学年から高学年まで 25 名の参加を得ることができまし

た。 

去る６月６日土曜日の午前１０時３０分から，開講式を開催しました。 

次に「土曜体験学習「鼓・夢工房」実施要綱」の資料をご覧ください。この資料に

基づき保護者及び児童参加のもと，土曜体験学習の趣旨説明，年間予定や，安全対策

など説明しました。 

毎月第１土曜日の９：３０分から１１：３０分に鼓ヶ浦公民館ホールを主会場にし

て年間１１日程度，内３日は夏休みなどの長期休暇において実施いたします。 

昨年度に引き続き，「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

夫し工具の正しい使い方を学び，年間通じて自分の作りたい作品を選びます。 

具体的には，竹細工や流しそうめん用の箸と器づくりから始まり，竹楽器について

は，学習しながら，カリンバに挑戦します。 

低学年は，竹笛に挑戦するなど，複数の種類の製作を目指します。  

また，１２月からの取組みとして，昨年度制作して好評だった，ミニ門松つくりや，

凧つくりにも挑戦します。 

また，環境保全の観点から近隣の竹やぶの観察など実態調査を踏まえた学習を行う

とともに年度末には，公民館で子ども達が作った作品展示を行い，地域住民に広く成

果を披露する予定です。 

また，参加した児童から一年間のふりかえりアンケートを採り次年度への取り組み

の参考にしていきたいと考えています。 

 

服部会長 

ありがとうございました。 

続いて放課後子ども教室の説明をお願いします。 

 

 

1年 3人 2年 4人 3年 4人 

4年 4人 5年 3人 6年 7人 計 25人 



生涯学習課 

磯部 

「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

対象にして，公民館を中心に実施しています。 

 

教室設置については，平成２７年度から２教室増え，市内６か所で開級しています。

清和小学校区の「清和のもり」，郡山小学校区の「郡山子ども教室」，白子小学校区の

「キッズ白子」，明生小学校区の「明生クラブ」，井田川小学校区の「井田川ちびっこ

隊」，河曲小学校区の「河曲キッズクラブ，通称：カワッキー」です。 

「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」，「明生

クラブ」，「井田川ちびっこ隊」，「カワッキー」は月２回開催となっております。 

それぞれの教室の運営は，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により成り立っております。 

本年度の開級に向けての準備として，４月７日に第１回「コーディネーター会議」

を開催し，開級までのスケジュールや，活動，運営について打合せしました。教育活

動サポーターとの打ち合わせにつきましても，全ての教室で実施しております。３月

のコーディネーター会議におきましては，子ども教室で実施されたメニューの情報交

換も活発に行われ，その結果，特に「プラネタリウム」と「カプラの積み木」が他の

子ども教室に広がっています。 

５月に行った教育活動サポーター会では，放課後子ども教室の目的の確認や安全管

理マニュアルと危機管理マニュアルを使って安全確認，サポーターの仕事の内容等を

確認しました。コーディネーターからは年間予定や今後の活動内容についての説明が

ありました。教室活動サポーターたちは，何年も活動されている方が多く，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が行わ

れていました。また，新しく立ち上がった２つの教室に関しましても，もともと仲が

よかった方達が数名ずつ集まっておりまして，そちらについても教室の運営に関しま

して，いろいろな意見交換が行われていました。また，今年度から公民館委託事業に

なり，公民館も積極的に関わっています。サポーター会議は今後もコーディネーター

が中心となって開催していく予定となっています。 

次に，活動内容の紹介をさせていただきます。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。 

 

平成２７年度の鈴鹿市放課後子ども教室は６月からスタートしています。資料の写

真は今年度のスタートの様子です。 

昨年度の子ども教室の様子の写真とその下にはプログラムの代表的なものが記載

されています。昨年度１年間で行われたもの以外に四角の中には過去にこのようなこ

とも行われたというものも若干入っておりますので御承知おきください。 

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。 

今年は竹を使った事業など，新しい取り組みをたくさん取り入れています。 



②郡山子ども教室 

基本は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さんのアイデアで毎年新しい企画を考えています。

昨年度好評だった鈴鹿国際大学（平成２７年４月に「鈴鹿国際大学」から「鈴鹿大学」

に名称変更。）の社会見学を今年度も計画しています。 

③キッズ白子 

白子公民館で実施されている「キッズ白子」は白子小学校から白子公民館まで歩い

てくることが非常に危険でした。今年度委託に伴い，白子公民館だけでなく，白子幼

稚園や白子小学校体育館で実施させてもらえることになりました。月２回の活動です

が，外部講師を招聘した充実した活動を数多く計画して内容の濃い活動となっていま

す。 

また，白子地区は地震の際，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，明日６月１９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，サポーターと共に徒歩で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。教

室の雰囲気としましては，ファミリー的な雰囲気があります。今年度から「カプラの

積み木」も予約し，講師を招いた活動も取り入れています。 

⑤井田川ちびっこ隊 

井田川小学校の３年生までが対象です。磯部俊秀さんにコーディネーターをしてい

ただいています。１年１０人，２年６人，３年４人の２０人で教室活動がスタートし

ました。前回は七夕かざりの作成を行いました。宿題やゲームの時間も計画されてい

ます。 

⑥河曲キッズクラブ 

河曲小学校の３年生までが対象です。松永さんにコーディネーターをしていただい

ています。１年１１人，２年９人，３年２人です。講師を招いた活動を中心に計画さ

れています。 

特に新しい２教室は学校のバックアップもいただき，順調なスタートをきりまし

た。二学期の追加募集につきましては，公民館の大きさや安全を担保できる限界とい

うのもありますので，２学期の追加募集につきましては，各教室のコーディネーター

や公民館と協議のうえで検討していく予定です。 

今年度も保護者にメールアドレスを登録していただき，緊急時には一斉送信にて連

絡する予定になっています。 

この事業の目的である，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徐々に浸透してきてい

るように思われます。 

最後に放課後子ども教室の今後について申し上げます。平成 31 年度には市内全小



学校の３割程度を目指して，子ども教室を増やしていきたいと考えております。補助

金で成り立っている事業ですので，今後も，国，県の動向を注視しながら，まずは今

年度から始まる２教室の円滑な教室運営や内容の充実，今まで実施している４教室の

さらなる充実につとめると共に，放課後子ども教室の新規教室の開催も視野にいれな

がら進めていきたいと思います。放課後子ども教室につきましては以上でございま

す。 

服部会長 ありがとうございました。続いて放課後児童クラブの説明をお願いします 

児童保育課 

野島 

それでは，配布しました資料「放課後児童クラブガイドライン」と「平成２７年度

放課後児童クラブ一覧表」をもとに説明します。 

放課後児童クラブは，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。放課後児童クラブは，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って誕

生しました。 

 平成２７年４月には，廃園となりました幼稚園を使用し，庄内地区に「たけっこク

ラブ」，天名地区に「ピース天名」を開設しました。また，児童数の増加等により桜島

地区に 3箇所目の放課後児童クラブ「まりん」を開設しました。 

それでは配布しました資料の「平成２７年度放課後児童クラブ一覧表」をご覧くだ

さい。各放課後児童クラブの運営状況を記載しています。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２３箇所，設置も運営も民営で行って

いる民設民営が１６箇所となっています。 

公設民営の開設場所の中には，公立幼稚園の空き教室や廃園となりました幼稚園を

借用しているクラブが６箇所あり，井田川っ子については，平成２７年６月に集会所

から廃園となりました旧井田川幼稚園へ移設を行ったところでございます。 

民設民営の開設場所には，集会所が２箇所，民家が２箇所，社会福祉法人の保育所

が運営するクラブが８箇所，株式会社が２箇所等でございます。 

また，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さまざまで，

一人親・兄弟割引を実施している放課後児童クラブがたくさんあります。 

続いて児童数ですが，平成２７年４月１日現在の登録児童数は１６４１人です。２

２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，平成２６年度が１５３１人で昨年度と比較すると１１０人の増であ

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２７年度の登録指導

員数は２１０人です。平成２７年度は「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」が施行され，各放課後児童クラブにおいては，保育士や教員

資格等を有する放課後児童支援員資格対象者を配置していくことが義務付けられま

した。放課後児童支援員（指導員）が一人ひとりの児童を理解し，児童も支援員に信

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

る親を励ましたり，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。児童の成長に直接関わる支援員の存在は非常に重要



であり，放課後児童クラブの質の向上には，質の高い支援員を育てることが必要でご

ざいます。今後も質を高めるための研修会の実施や人材を確保するため，鈴鹿短大等

の連携を強化していく予定でございます。 

次世代育成支援行動計画にもありました全小学校区へ放課後児童クラブを設置す

るという目標は達成することができましたが，施設の中には老朽化した民家や集会所

を借用している放課後児童クラブや幼稚園の再編計画により，将来，移転しなければ

ならないクラブや，児童数の増加などによる施設整備が必要なクラブなどハード面で

の課題がございます。今年度の施設整備の予定でございますが，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新設，これは幼稚園敷地内の一角

を借用し，夏休み期間中から工事着工する予定でございます。他には，国府幼稚園の

一室を借用している国府小学校区放課後児童クラブゆいまぁるの移設による設計を

今年度行います。同施設は，平成 28 年度施設整備費（補助）により着工する予定で，

詳細については，次回の協議で説明します。更に，児童数の増加により入所できない

児童を解消するため，牧田地区児童クラブつくしや玉垣小学校区放課後児童クラブ玉

垣レインボーについては，分設に向けて準備を進めていますが，移設場所の選定には

いたっていません。施設を確保するには，耐震・近隣の状況・小学校までの距離など，

課題は多く，簡単に選定できるものではありません。現在，児童保育課では，計画的

に施設整備を行い，児童が安全に過ごせるように施設整備計画の策定を進めていま

す。施設整備については，小学校の余裕教室や公共施設の再利用等を優先に考え，今

後も教育委員会や関係機関と調整を進めてまいります。 

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月にかけて行います。これは，適正に予算（補助金）が執行されているか，

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。 

放課後児童クラブが安定した運営ができるように，定期監査以外では，昨年度，鈴

鹿市放課後児童クラブガイドライン（資料３）を策定しました。これは，鈴鹿市の放

課後児童クラブの制度全般を網羅したものであり，本日の資料として配布させていた

だきましたので，参考にしてください。 

放課後児童クラブは，放課後の児童の安全な生活を確保し，児童の健全育成を図る

ことが目的であり，各クラブの努力だけで維持できるものではございません。今後も

各クラブとは，相談・助言・連携を図ってまいります。 

放課後児童クラブについては以上でございます。 

服部会長 

以上，概要説明をしていただきました。 

ここでそれぞれについて，質疑に移りたいと思います。 

何かご意見・ご質問はございませんか。 

林委員 

質問ではないのですが，昨年度，鼓ヶ浦の土曜体験学習を見せていただいて，コー

ディネーターの方がすごいと感じました。コーディネーターと学習推進員の方々の力

量が他とは違っていて，恵まれていると思い，すごい方々を見つけてきたなと，すご

く感心いたしました。これがこのまま終わってしまうのは，もったいないとすごく思

いますので，次の指導員の方を育てていただいて他所に行って広がっていくようなも

のになると良いと思います。 

それにしてもすごい方々を見つけてきたなと思います。本当に素晴らしくて，知識



もお持ちで多様な経験もあるからこのように出来たとも思いますが，素晴らしい力を

お持ちですので，それを活かしていただき，また，次の方に繋げていっていただきた

いとすごく思います。 

服部会長 

やはり放課後子ども教室にも言えることだと思いますが，コーディネーターの方の

御苦労が，内容やプログラムも含めて，子供たちの活動に直結するような事業にもな

っておりますので，あまりコーディネーターさんに負担がかからないような形でのサ

ポートをしていただくのが一番いいのかなとも思います。 

林委員 

昨年度，見学に行った放課後子ども教室の場合は，コーディネーターの方自身も，

苦しんでいないような感じがして，子どもと一緒に楽しんでいるように見えました。

コーディネーターの方自身に力もあるので余裕を持って子どもたちと接していて，本

当にすごいなぁと思いました。放課後子ども教室に参加している方たちはみんな楽し

んでいるような気がします。 

生涯学習課 

豊田 

鼓ヶ浦公民館で実施されている，土曜体験学習に協力いただいている，「おじさんセ

ミナー」とは，退職されて地域に戻ってきた方々が，地域に何を還元していけるかと

いうことをいろいろ検討され活動している団体になります。土曜体験学習のお話を持

っていく前から，地域の子育てや学校地域との連携の中で学校ボランティアをしてい

くということも検討されていて，たまたまマッチングしたということでもあります。

学校側の協力もあり，土曜体験学習の内容を，学校が発行する情報誌等にも掲載し

配布していただいています。 

学校・家庭・地域の連携が上手にできていると思います。 

また，コーディネーターのメンバーにつきましては，活動を見て一緒にやりたいと

いうような方は時々入ってくるというようなことは聞いています。 

服部会長 

他によろしかったでしょうか。 

国の予算を見ていると，平成２７年度から放課後児童クラブの方にはかなりのボリ

ュームの補助金がついていると思うのですが，放課後子ども教室についても予算的に

はどの程度ついているのですか？ 

生涯学習課豊田 

国としましては，平成３１年度までに今の放課後子ども教室数を倍にしていこうと

いうのが，現在の方針でございます。補助金等につきましては，申請した額が今年度

も補助される予定です。 

服部会長 

放課後児童クラブについてですが，利用児童が人数的に多い施設がかなりあるよう

に見受けられます。現状として鈴鹿市はリミット７０人で運営していると思います

が，一応基本的には国の指針では４０人をリミットとするような流れになってきてい

ると思っています。児童一人当たりの平米数を見ても，かなりばらつきがございます

ので，施設の広さに余裕がある方が当然子供たちの環境としては良い訳なので，極力

その部分も含めて，先ほどのお話の中にもありました，分設や移転も含めいろんな形

で進めていっていただければと思っております。 

平成３１年までには４０人をリミットとするところを目指して計画を進めていか

れる予定ということですね。 

児童保育課 

野島 

経過措置期間というものもございます。国の方からは，概ね４０人というのが放課

後児童クラブの１番いい目安，人数とも言われています。ただ，分設につきましても，



現在場所の選定については苦慮しているところであります。 

条例にもありますように，将来的には概ね４０人になるように現在施設整備計画を

作り進めていきたいと思っておりますので，そのためには市だけでなく地域の方そし

てクラブの保護者の方とも連携しながら，場所の確保については進めていきたいと考

えております。 

林委員 

以前にも，放課後児童クラブについて，小学校区全部には絶対にできないと散々言

っていたが，すんなりと全小学校区にできたということが，私自身役員として長いこ

ともあり，感慨深く思いました。 

私たち人間には欲もあり，これができたならもっと高みを目指してほしいという気

持ちもあるのでこれを励み，弾みにしていただいて，４０人というところを頑張って

欲しいなというふうに思います。 

児童保育課 

野島 

すんなりとと言っていただきましたが，やはり教育委員会の連携や協力が非常に大

きいところであります。資料等を見ていただきますと廃園になった幼稚園や，資料に

は出ておりませんが，河野地区学童クラブかわたろうは教育委員会が持っている土地

の一区画をお借りして施設整備することができています。連携や協力につきましては

現在も進めておりまして，それがすんなりと進んだ要因かと思っております。 

服部会長 

鈴鹿市内でも，人口が増えている地域と下降している地域があると思いますが，人

口が増えてきているところに関しては，たくさんのニーズがあると思います。我々が

聞く中でも，申し込んでもなかなか入れないというような話をちらほら聞くこともあ

り，今後まだまだ人口が増える地域もありますので，受入体制の整備も，あわせてよ

ろしくお願いしたいと思います。 

林委員 

絶対にそんなことはないと信じてはいるのですが，いろいろな施設で虐待等がある

とも聞きますが，同じメンバーで同じところでずっと閉鎖的にやっているのは良いこ

とばかりではないと思うので，指導員同士の交流等，研修の時等にもお互いのところ

の風通しが良くなるような工夫が必要かと思います。人間はそのような弱い所を持っ

ていると思うので，あるということも念頭において，風通しの良さにつきましても注

意していただくとありがたいかなと思います。 

服部会長 
指導員さんの交流や研修等，指導員さん同士の情報交換の場についても今後検討し

ていただければと思います。 

児童保育課 

野島 

研修も実施しており，また現在放課後児童クラブの横のつながりを強化するという

ことで，比較的新しい放課後児童クラブにつきましては，いろいろな放課後児童クラ

ブを見学して，その中で指導員の交流というのもしていただいております。 

林委員がおっしゃいますように，風通しというのは大事だと思いますし，悩みを抱

える指導員の方も見えます。そのようなときには，直接児童保育課に連絡をいただく

こともありますが，同じ境遇である他の放課後児童クラブに行っていろいろ話を聞く

ことが参考にもなると思いますので，良い所は良い所で吸収していただくという形で

の連携も行っております。今後も，そのような部分は大事であると思いますので，ど

んどん進めていきたいと思っております。 

服部会長 他にいかがでしょうか？ 

下岡委員 施設整備ということで，新しい放課後児童クラブもたくさん作っていただいたり，



移転という話もあるのですが，古い建物は２０年経っているというところもあり，老

朽化した施設整備の予算についても，厳しいとは聞きますが，取れるときにぜひ取っ

ていただければと思います。鈴鹿市学童保育連絡協議会の中でも施設の老朽化の話が

結構出ております。耐震につきましては何年か前に，二階以上のところは全部見てい

ただいていると思うのですが，それ以外のところでも安全を確保するということで，

老朽化についても全体的に見ていただければと思います。 

服部会長 

放課後児童クラブに関しましては，各小学校区に１つ以上はできましたので，後は

それをどのように維持をして，より拡大をするかということも含めて御検討いただけ

ればと思います。 

国もいろいろな予算をつけてきてくれていますので，放課後児童クラブはかなりの

ボリュームで国の方では予算がついていたはずですので，いろいろな形で鈴鹿市さん

としてもその予算を取りに行くような努力をしていただければと思います。 

他にいかがでしょうか。 

下岡委員 
放課後子ども教室の資料の，「平成２６年度 三重県放課後子ども教室実施状況一

覧表」から，市町によって数に差があるようなのですが。 

生涯学習課 

豊田 

「平成２６年度 三重県放課後子ども教室実施状況一覧表」は，各市町の状況を表

したものになりますが，放課後児童クラブとの関連もありまして，放課後児童クラブ

が少ないところは子ども教室の数が多いというところもありますし，逆の場合もある

かと思います。 

寺田委員 鈴鹿市は割とバランスが取れていますよね 

古市委員 

現実的に待機児童ということもよく聞きますが，旭ケ丘や白子の辺りはすごく今，

児童数が増えていて校区の見直し等も働いていますよね。待機児童と言うのは鈴鹿市

の場合は，今の段階では解消しているのですか。 

児童保育課 

森川 

放課後児童クラブの待機児童につきましては，５月末時点で２４人の待機児童がお

ります。ただ，この待機児童数につきましても，正確な数を把握できているわけでは

ございません。旭ヶ丘小学校区，桜島小学校区，玉垣小学校区，牧田小学校区などの

いわゆる大きな小学校区の放課後児童クラブにつきましては，ある程度の施設を整備

しましても，新たな入所希望等もあり，施設整備がなかなか追いつかないというよう

なこともございます。先の説明の中で申し上げましたように，公設を大原則としつつ

も，２つ目３つ目あるいは４つ目といった複数の施設整備につきましては，全ての施

設を公設でやらせていただくのが難しい状況でございます。長期的に計画をすればと

いうことも考えられますが，長期的になりますと，最初のほうに建てた施設が老朽化

しているというようなことにもなりますので，短期的な計画と中長期的な計画と２本

立てで，運営については民間の方の御協力もあおぎながら，待機児童の解消に努めさ

せていただいているというのが現状でございます。 

服部会長 他にいかがでしょうか？ 

寺田委員 
放課後児童クラブの保育料について，各放課後児童クラブの差は何なのでしょう

か。料金が倍くらい違うところもありますので。 

児童保育課 放課後児童クラブは，民営になっております。保育料の設定については各放課後児



野島 童クラブで決めていただいておりますが，開設時間・施設・おやつ・指導員のこと等

を加味いたしまして各放課後児童クラブが料金を設定しております。ただ，毎年同じ

料金ということではなく，状況によっては料金の見直しや，近隣の放課後児童クラブ

と料金を合わせるということで変更をすることもありますが，ひとり親助成や割引等

をしている放課後児童クラブもあり，料金の統一というのは難しい状況ではありま

す。 

下岡委員 

指導員の人数につきましては，最低限のルールは決まっておりますが，放課後児童

クラブによって人数・給料・待遇等の状況も違いますので，民営ということもあり，

料金は各放課後児童クラブで決めています。 

服部会長 

聞くところによると，放課後児童クラブについては，活動プログラムについても放

課後児童クラブによって差があり，遠足等のいろいろな活動をするところもあれば，

施設で過ごすことを主とするところもあるということも聞いてはおりますので。 

下岡委員 
各放課後児童クラブでの活動内容等も含め，どんどん表に出ていって，お互いに刺

激し合って良い方向にいくといいですよね。 

服部会長 
料金は高いがいろいろなサービスがついているところ，または値段で勝負するとこ

ろ等が考えられるかと思います。 

服部会長 

今回の議題かなりボリュームがありましたが，ありがとうございました。放課後子

ども総合プランという新たな名前になりましたが，今後も継続してこのような話し合

い協議が必要になってくるかと思いますので今後も委員の皆様方には会議の開催・議

事進行等に御協力いただきたいと思います。 

これで本日の議事は終了とさせていただきたいと思います。 

児童保育課 

宮田 
（事務連絡） 

児童保育課長 （閉会あいさつ） 

 


