
平成２７年度 第２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１０月１４日（水） １６：００～１７：００ 

①河曲地区学童クラブ「かわたろう」   （１５：００～１５：３０） 

②放課後子ども教室 「河曲キッズクラブ」（１５：３０～１６：００） 

の視察後に開催。 

場  所 河曲地区市民センター 

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， 松葉 たみ子 （以上６名） 

事務局等 

児童保育課長（森川），教育支援課（神原副参事兼ＧＬ）， 

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６名） 

傍 聴 者  ０名 

資  料 

事項書 

放課後子ども教室資料 

放課後児童クラブ資料 

 

服部会長 

本日は，平成２７年度第２回鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委員会として，放

課後子ども教室と放課後児童クラブを視察していただきました。 

河曲小学校区の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の２つの活動を見ていた

だいた中で，各委員それぞれの御立場で御意見をいただき，鈴鹿市放課後子ども総合

プランの運営に役立たせていただきたいと思います。 

それでは，放課後子ども教室「河曲キッズクラブ」について，御意見がございまし

たらお願いいたします。 

服部会長 

放課後子ども教室では，子どもたちが落ち葉を使った作品づくりをしていました。

コーディネーターの方のお話から，活動で使用していた葉っぱは，去年より集めてい

ただいており，準備をしっかりした上で，今日の活動を迎えたようです。あれだけ色々

な種類の葉っぱが揃っていると，子どもたちの想像をかきたてて，素敵な作品ができ

るかと思います。他の所でも葉っぱを使った作品づくりをされているようで，手慣れ

ており，良い感じであったと思います。 

古市委員 

小学校や幼稚園でも年間計画を立てるときに春夏秋冬の特色を考えて計画を立て

ていると思います。今は秋口ですので，落ち葉といった自然のものを使っていて，講

師の方も，長い間活動されており，上手に指導されていたと思います。子どもに何を

与えるかということが非常に難しく，学年も１年生から３年生ということで年齢差も

ありますので，それをふまえて計画を立てることができれば，上手くいくような気が

します。今回の活動も計画が上手くできていたので，子どもたちが安心して取り組ん

でいたように思いました。 

林委員 

体験活動は，なかなか家ではできないと思いますので，放課後子ども教室のような

場で体験をしていくことは良いことかと思いました。ただ，落ち葉について，落ち葉

はコーディネーターの方が集めたようですので，例えば，落ち葉集めも子どもの活動

として取り組み，これは去年の子どもたちが集めた落ち葉だよといった形で，落ち葉



を拾い集めるところから体験できればいいなと思いました。 

服部会長 

今回はコーディネーターの方が落ち葉等を全部用意していましたが，その葉っぱが

実際にどのような木になっているか，いつ頃どのように落ち葉になっていくか等，今

後は色々な展開ができるかなと思います。安全に活動出来る場所も数少なくなってき

ていて，近くにそのような自然があれば良いのですが，難しいところもあると思いま

す。  

林委員 

プリント配布していた「落ち葉の名前を調べよう」といった形で，本物を見るほう

が教育的なものになり，また，実際に自分で拾ってきた葉っぱを新聞の間に置いて，

しおりになっていく様子を観察できるといいと思います。今の子どもたちは，全部お

膳立てされた，きれいな状態のものしか見ておらず，すごく残念です。小学校の周り

にも，結構色々あると思うので，他の違うものでもできたのかなと思います。 

また，今日，子どもたちが教室で静かだったのは，先生の指導が上手であったこと

もあるのかと思います。 

服部会長 

今後，サポーターやコーディネーターの方と一緒に小学校へ落ち葉を拾いに行くと

いうような活動を順次取り入れて，仮に多くの葉っぱを集められなかったとしても，

それが達成目標ではないと思いますので，色々な展開が考えられるかなと思います。

古市委員 

お膳立てをどこまでするのかということですが，放課後子ども教室は，後片付けの

時間等を考えますと，製作・活動時間が大体１時間から１時間１０分程度になります

ので，活動内容によっては，事前にどこまで準備しておくかということが１つポイン

トになってきます。今日の場合，確かに近くに自然があり，事前に子どもたちが葉っ

ぱを集めてきて，その葉っぱを今度の活動で使うという形でできると，より良いと思

いますし，今日の活動の場合はそれができたかとも思います。他にも色々と活動する

こともあり，サポーターさんたちの活動時間等もありますが，今後，活動する上では

考えていくところかと思います。 

寺田委員 

今日視察した教室は，サポーターの方が１４人と聞いており，それに対し，参加児

童が３１人とのことで，今日もそうでしたが，１４人全員が集まるわけではないと思

うので，その辺の対策はどうなっているのか。また，３年生まで参加しているとのこ

とですが，児童の安全確保のため，例えば，２年生までの参加に変えるというような

対策も必要になってくるのかなと思います。 

服部会長 サポーターさんは，他の放課後子ども教室でも，同じくらいの人数なのですか？ 

生涯学習課 

磯部 

教室によって，９人～１８人とサポーターの数は異なり，毎回全員が揃うわけでは

ありませんので，メニューの安全が担保できる人数でしていただいている教室もあり

ますし，サポーターが何らかの事情で集まらない場合には，少ない人数で安全にでき

るメニューに切り替えていただく教室もあります。それぞれの教室で，内容や規模が

違いますので，一概にサポーターを何人揃えなければいけないということはありませ

ん。 

林委員 

放課後子ども教室のサポーターさんに限ったことではないのですが，サポーターさ

んの年齢層が高いように感じたので，もっと若い方が興味を持って参加いただくこと

が課題だと思います。若い方に参加いただく良い方法は無いかとすごく思いました。

生涯学習課 ６０歳以上で一線を退かれた方のボランティアが非常に多く，サポーターやコーデ



豊田 ィネーターとして子どもたちと関わることは，その方たちの自己実現の１つでもあ

り，また，子どもたちと地域の大人たちとのつながりが希薄といわれる中で，子ども

たちと大人が触れ合うことも放課後子ども教室の大きな目的の１つでもありますの

で，６０歳以上の方々が多いのも良いかとも思います。 

教室開催日が平日ということもあり，若い方を公民館等の場所に来ていただく仕組

み作りやルール作りが難しく，公民館を回った際に探してはいるのですが，口コミと

いった形でないと広がっていかないようにも感じています。 

一概にボランティアと言いましても，環境・福祉等いろいろな分野があり，その中

で自分の思いが放課後子ども教室のサポーターに合えば良いのですが，何のボランテ

ィアをするかという本人の意思も大切だと思っています。 

生涯学習課 

磯部 

以前の運営委員会にて，途中から入れないことについて改善をとの御意見をいただ

いており，今年度から１学期が終わった段階で各放課後子ども教室に人数を確認し，

コーディネーター・サポーターと相談しながら，２つ教室が追加募集を行い，２学期

から新たに４人及び９人参加児童が増えています。こちらの運営委員会でいただいた

御意見を基に，新たに柔軟な対応ができましたので報告いたします。 

それともう１つ，台風接近等の緊急時の対応について，一昨年から電子メールを利

用し，スムーズに教室中止の連絡ができましたことを報告いたします。 

服部会長 
追加募集に対して申込みがあるということは，放課後子ども教室はかなり人気があ

るようですね。 

生涯学習課 

磯部 

放課後子ども教室は，４時半にお迎えに来ていただくことが参加基準にもなってい

ますので，４時半に迎えに行けないため諦めている方もいるかと思います。だからと

いって，児童だけで帰るとなると，安全の方が担保できなくなりますので，難しいと

ころではあります。 

服部会長 

コーディネーターさんやサポーターさんによる年間のプログラム作りも大変かと

思いますので，プログラム作りの参考のためにも，今日のように，外部の講師に年数

回入っていただくことは必要だと思います。 

放課後子ども教室同士での意見や情報の交換はしているのですか？ 

生涯学習課 

磯部 

昨年頃から，コーディネーター同士のプログラムの交換や情報共有を活発に意識的

にしていただいています。 

古市委員 

林委員がおっしゃられたサポーターさんの年齢層につきましては，放課後子ども教

室側も，若い方の参加を望んでおり，公民館でサークルをしている若い方や顔見知り

になった方に声をかけたりしています。年齢層のバランスを取れるのが１番良いとは

思いますが，御年配の方も非常に知識・経験が豊富で，コーディネーターが気づかな

いようなことも上手にフォローしていただいていますし，子どもの扱いについても慣

れていらっしゃいますので，やわらかい雰囲気ができて良いとも思います。ただ，体

を動かす競技の時には，若い元気な力が欲しいかなと思います。 

下岡委員 参加児童の親はサポーター等にはなれないのですか？ 

古市委員 
参加児童の親にも声をかけており，手が空いてきたらというような形での仮予約の

方はいます。 

林委員 御年配の方がいけないということではなく，そこでの知識や知恵，蓄積したノウハ



ウを引き継ぐ若い人がいた方が，継続して放課後子ども教室を開催していくことを考

えると，良いと思います。 

服部会長 
今後は，これらの活動をいかに継続できるかという部分も含めて，色々な形で御協

力いただけると良いかと思います。 

服部会長 

それでは続きまして，かわたろうについて御意見を頂戴したいと思います。 

新しく素晴らしい施設でいいなぁと思っていました。以前に，見学させていただい

た他の放課後児童クラブの施設より，広さに余裕があり，環境面も整備されていると

感じました。 

河曲地区学童クラブは，小学校に連絡を取って，外国籍の児童の宿題をみるときの

指導方法やどこまで宿題をするのか等を把握しており，小学校との連携をかなり密に

しているようです。 

林委員 

服部会長が言われたように，施設はとても素晴らしかったのですが，少し細かいこ

とにもなりますが，子どもたちが宿題をしているところを見学させていただいた時，

下敷きを使っていない，鞄の開け閉めといった，教育やしつけといった点を注意して

欲しいなと思ったのと，別室で静養するスペースが奥にあったのですが，大きな部屋

が１つしかなかったので，後での付け足しでも良いので，仕切り等を使って，２つの

部屋のようにできると良いのかなと思いました。年齢別で何かしたい時もあると思う

ので，もし予算があれば，パーテーションのような仕切りが１つあると，勉強してい

る子と他の事をしている子とで使えるのかなと思いました。あと，敷いたばかりだと

思うのですが絨毯に滑り止めがなかったことも，少し気になりました。私の孫がちょ

うど１年生になったので，もうちょっと気がついて色々してもらうと親等としては嬉

しいだろうなぁと思います。でも，建物はすごく広くて良いところだと思います。 

松葉委員 

私も林委員と同じ意見で，小学校では学習規律ということで，下敷きを敷く，鉛筆

の持ち方といったことの指導はしています。やはり，小学校だけでなく，家庭でも同

じような形で反復することが１番良いかと思うので，そういった，ちょっとした言葉

がけを勉強するときにしてもらえると良いと思いました。それと，トイレのことで，

男子と女子が共同のものが１つと，別にもう１つあったと思うのですが，子どもたち

はどちらを使っているのですか？ 

児童保育課 

野島 
子どもたちは通常は男女共同のトイレを使うと聞いています。 

松葉委員 

トイレが男女共同であることに凄く違和感があります。男の子が使ったらやはり女

の子が入れないと思うし，また反対に女の子が使ったら男の子が入れないと思いま

す。その辺りがどうなのかと思いました。 

児童保育課 

野島 

河曲地区学童クラブの施設整備は，国の補助金を使っています。施設を設計する段

階で，実際に使用するクラブの代表者の方と連携し，意見を伺っていますが，限られ

た予算の中でやっていますので，全ての意見が反映される訳ではなく，河曲地区学童

クラブのトイレは分かれておりません。 

寺田委員 

トイレの表示もなかったように思います。トイレだけでなく，各部屋がどのような

部屋なのかという表示もなかったように思います。まずはそこから設置が必要だと思

います。 



児童保育課 

野島 

林委員，松葉委員がおっしゃられましたように，放課後児童クラブは子どもたちに

とって，第二の家になりますので，子どもたちに対する影響力も非常に大きい先生方

には，下敷きや鉛筆の使い方といったところにも注意して対応していただくようにお

伝えしたいと思っています。また，トイレや各部屋の表示とパーテーション等を使っ

ての区分けの方法といった御意見があったということもお伝えしたいと思います。 

林委員 

表示は，立派なものでなくても，厚紙に書く程度でも良いと思います。トイレにつ

いては，もう少し考えた方が良いと思います。本当は男女別々の方が良いのではない

でしょうか。 

下岡委員 
私の知っている限りでは，少し前に建てられた放課後児童クラブのトイレは男女共

用が割と多いです。 

児童保育課 

野島 

鈴鹿市が建てた放課後児童クラブ施設の多くは男女共用になっています。今後，鈴

鹿市で新しく建てる施設で，トイレは男女別々にという御意見があった放課後児童ク

ラブにつきましては，トイレを男女別々に作る予定の施設もあります。 

下岡委員 
桜島学童保育所ももたろう２組の建物は，鈴鹿市につくっていただきましたが，ト

イレは男女には分かれていません。 

林委員 

一時，公民館やコミュニティセンターの中で，トイレが男女一緒なのはおかしいか

ら男女別々にしましょうという議論になって，男女別にしているところが多くあった

ように思います。子どもだから男女一緒でも良いと思うのかもしれませんが，考える

必要はあるのではないでしょうか。 

服部会長 
放課後児童クラブについて，国で定められた施設の基準のようなものはあるのです

か？ 

児童保育課 

野島 

専用区画の面積は，児童一人につきおおむね１．６５㎡以上でなければならない，

支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならないといった基準はありま

すが，トイレを男女分けるようにといった，そこまで詳細な基準はありません。 

林委員 
基準があってもなくても，子どもたちに関わっている周りの大人たちが，必要なも

のは，きちんと伝えていかなければならないのではないかと思います。 

服部会長 トイレの数はあれで十分なのですか？ 

児童保育課 

野島 

河曲地区学童クラブを新しく建ててから，トイレが足りず，他のトイレに借りに行

くといったことは聞いておりませんので，現状で足りていると思います。 

服部会長 

以前から運営されている放課後児童クラブは，建物の老朽化，それこそトイレや専

用区画の広さも余裕がなく厳しい状態の施設も多いと思うので，今後の施設整備計画

の中で，先に挙げられたような意見を少しでも吸い上げていただき，現実化していた

だけると少しでも放課後児童クラブの環境が良くなっていくのかなと思います。 

林委員 

河曲地区学童クラブに図書コーナーがありましたが，本の数が少なかった。例えば，

図書館で使わなくなった児童図書等があれば，公民館だけでなく，放課後児童クラブ

にも置いてもらって，子どもたちが読める本を揃えてほしいなと思います。 

児童保育課 

野島 

本の再利用につきましては，図書館と児童保育課で連携もしていますので，そのよ

うな本が出るときには，各クラブに再利用の本があると周知はしています。 

林委員 再利用の本がある時に，指導員の方が本を必要だと思わないと，取りに行かないと



思うので，指導員の方に本が大事だということを分かってもらえるような指導も必要

だと思います。 

古市委員 

今年度第１回目の会議の時に，放課後児童クラブの質の向上というところで，質の

高い支援員を育てることが必要だということと，質を高めるための研修会の実施につ

いておっしゃられています。その中の研修会というのは，指導員の方を集めての研修

会なのですか？それとも，個々の放課後児童クラブに出向き，それぞれに応じて改善

策等を伝えるものなのですか？ 

児童保育課 

野島 

鈴鹿市が実施する研修は年２回計画しています。研修会は，各放課後児童クラブの

指導員を集める形を取っています。毎年研修テーマを考え，今年度は発達障害に関す

る研修を実施しています。研修会以外にも，年１回，各放課後児童クラブの指導員や

代表者を集めての意見交換会を行っています。放課後児童クラブに関する制度の説明

や，鈴鹿市が実施する監査や放課後子ども総合プランで出た御意見を伝える場として

も考えています。 

下岡委員 
指導員が大事ということがいつも話に出るのですが，河曲地区学童クラブは指導員

７人の内，正規は１名と聞いたのですが，他の方はパートになるのですか？ 

児童保育課 

野島 
指導員の正規職員は１名，後の方はパートです。 

下岡委員 

放課後児童クラブの指導員は，すごく大変な仕事なのに，パートは法律に引っかか

らない金額を設定するところが多くて，すごく賃金が低くてもなかなか上げられな

い。賃金を上げるには，保護者やみんなの理解が必要になりますが，保護者の収入に

も差があるので，すごく難しい。また，指導員の確保についても，どこの放課後児童

クラブもすごく苦労しています。市報に載せていただいたりしてはいますけれども，

指導員の確保が難しいようです。 

児童保育課 

野島 

市報やホームページに掲載していますが，詳細な勤務条件までは掲載しておらず，

問い合わせいただければ各放課後児童クラブに案内等もしてはいますが，なかなか指

導員の確保が難しく，放課後児童クラブ全体の大きな課題かと思います。また，指導

員賃金につきましては，市の監査時に，最低賃金は上回るように指導はしています。

保護者の理解も必要になりますが，指導員の処遇改善分を補助するといった制度も出

てきていますので，そういった制度も利用する等して改善につなげていただきたく思

います。 

寺田委員 

保護者の方が運営されている放課後児童クラブも多く，指導員の賃金には疎いとい

いますか，今のままで十分だと思われる保護者の方が多いように思うのですが。やは

り，企業体が運営しているのであれば，しっかりとした給与体系があり，数年後の収

入について，ある程度見通しが立つかと思うのですが，保護者の方の運営では従来と

同じ賃金が続いていくということも考えられると思います。しかし，指導員に求めら

れる役割は多く，スキルアップしていく部分も多々あると思いますので，それに対す

る処遇というのも少し考えていくべきところかと思います。 

服部会長 

以前より補助金の額も上がってはきていますので，賃金の点では多少なりともフォ

ローにはなっているかと思いますが，指導員のレベルアップという点で，何らかの方

策が必要なのかと思います。それとあわせて，放課後子ども教室の場合はいろんなコ



ーディネーターさんが情報交換会等されているということで，放課後児童クラブも同

様に，各放課後児童クラブの日中の過ごし方があると思いますので，それらの情報を

交換し共有することで，ある程度，放課後児童クラブのラインが揃ってくるように思

いますので，そのような形のフォローや指導もあわせてお願いできればと思います。

古市委員 

私自身も学校に勤めていた時に，放課後児童クラブのことは，正直あまり知りませ

んでした。実際，自分が子どもたちの世話をさせてもらっていると，特に保護者の方

との連絡というところが大変になってきます。今日の河曲地区学童クラブでも，外国

籍の子が７人おり，中には，子どもも母親も日本語が話せない，生活言語はできても

学習言語はできない，親が宿題を見ようと思っても見られない等あるようで，保護者

の立場で考えると，小学校の助けがかなりありがたいだろうと思います。小学校との

連携の中で，子どものことだけでなく，保護者に対してもとなると，ずいぶんと連携

していかないと上手くいかないのではないかという気がしました。 

服部会長 他にいかがでしょうか？ 

松葉委員 
質問なのですが，会費が１０，０００円や８，０００円とありますが，支払ってい

ない方，未納の方はいないのですか？ 

児童保育課 

野島 

市の監査時，各放課後児童クラブに滞納者の有無を確認しています。ほとんどのク

ラブできちんと納めているとは聞いていますが，１人２人お支払できていない保護者

がいるクラブもあるようです。 

下岡委員 
クラブによっては，会則で２ヶ月滞納があった場合は退所と定めているところもあ

ります。 

児童保育課 

野島 
一定期間滞納した場合は退所いただくクラブもあるようです。 

服部会長 
生活困窮者に関しての，会費負担に係る放課後児童クラブに対してのサポートのよ

うな制度はないのですか？ 

児童保育課 

野島 

放課後児童クラブに対してはありません。しかし，それぞれのクラブで，ひとり親

や兄弟に対する会費の割引制度を設けているクラブは多くあります。 

児童保育課 

野島 

放課後児童クラブの施設整備については，計画を立てて進めています。昨年度は，

本日視察いただいた，河曲地区学童クラブの新施設を建築し，今年度は，栄小学校区

放課後児童クラブの新施設の建築をしています。また，今年度，国府小学校区放課後

児童クラブの新施設の設計をしており，来年度着工予定となっています。現在，国府

小学校区放課後児童クラブは，国府幼稚園の一室をお借りして運営していますが，幼

稚園の再編計画の中に，国府幼稚園と庄野幼稚園がひとつになるという計画がありま

す。この計画は，国府幼稚園を残し庄野幼稚園は廃園となる予定になっており，国府

幼稚園の入園希望者が増加することも考えられますので，国府小学校区放課後児童ク

ラブの移設が必要になります。移設場所は国府小学校から少し離れていますが，建設

場所も確定し，先にお伝えしましたとおり，来年度着工する予定です。国府小学校区

放課後児童クラブの新施設建築について，御意見はありませんか。 

全委員 異議なし。 

林委員 ただし，トイレは男女別々でお願いしたい。 



服部会長 

鈴鹿市内の放課後児童クラブも施設整備され，まだ過程ではございますが，以前と

比べれば格段に良くなりつつあります。今後も，よりこれを進めていただき，子ども

たちが，良い環境で良い指導員に恵まれ，すくすくと健全に育っていっていただきた

いと思いますので，皆様にも御協力をいただければと思います。 

それでは，平成２７年度第２回放課後子ども総合プラン運営委員会を終了したいと

思います。 

 


