
平成２７年度 第３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２８年３月２３日（水） １３：３０～１５：００ 

場  所 鼓ヶ浦公民館 

出席委員 
服部 高宣（会長），下岡 里美 ，林 佳代子 ， 

古市 博信    ，松葉 たみ子 （以上５名） 

事務局等 

児童保育課長（森川），生涯学習課長（浅野），教育支援課（１名）， 

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７名） 

傍 聴 者  なし 

資  料 

事項書 

放課後子ども教室資料 

土曜体験学習資料 

放課後児童クラブ資料 

 

服部会長 

平成２７年度第３回鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委員会会議を開催します。

事項書に基づき進めていきます。 

それでは，議事（１）放課後子ども総合プラン鈴鹿市行動計画について事務局から

説明をお願いします。 

児童保育課 

野島 

鈴鹿市では，平成３１年度までに，一体型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教

室を２ヶ所整備することを目標としています。本年度は，教育委員会・生涯学習課・

児童保育課等の関連部局と一体型整備の場所を検討しています。次年度は場所を選定

し，対象となる放課後児童クラブと放課後子ども教室への説明を実施する予定です。

服部会長 
議事（１）について御質問や御意見等ありますか？ 

一体型の整備はどのように進めていくのでしょうか？ 

児童保育課 

野島 

場所の選定が第一になりますが，場所の選定については放課後児童クラブや放課後

子ども教室の御理解や御協力も必要となりますので，次年度はその点を中心に進めて

いく予定です。 

服部会長 

それでは議事（２）本年度事業実施状況報告と次年度の事業方針について，放課後

子ども教室・土曜体験学習・放課後児童クラブそれぞれの説明をいただきます。 

まず①放課後子ども教室について生涯学習課からよろしくお願いします。 

生涯学習課 

磯部 

放課後子ども教室について，本年度の事業説明をいたします。 

本年度から２教室が開級し，放課後子ども教室は鈴鹿市内で６教室となりました。

また，本年度から公民館運営委員会の委託事業として行ってきましたが，公民館長や

職員のみなさんの御協力により，大きな混乱もなく開催することができました。 

放課後子ども教室の人数や回数，募集対象学年等は，コーディネーターが中心とな

り公民館とも調整して決定しています。 

本年度の各教室の活動の様子を紹介します。 

 

 



「清和のもり」 

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。 

コーディネーターの古市さんが中心となって，毎年新しいプログラムを企画してい

ただいています。体験，学習，外遊び，保護者と一緒の活動，公民館サークルとの交

流など多彩なプログラムが実施されました。 

「郡山子ども教室」 

多彩な活動を行っており，みんなで１つのプログラムをやる日，３つのコースに分か

れる日など，サポーターさんの参加数も考慮しながらバランスよく実施されました。

特に，３つのコースの日は，各コースをサポーターさんが仕切って実施し，コーディ

ネーターは全体の管理を行っています。 

「キッズ白子」 

以前から白子公民館までの移動について課題がありました。本年度は，活動の半分を

白子幼稚園で行いました。ブロックカーの飾り付けやクリスマス会などでは，園長先

生が講師になって楽しい企画をしていただきました。また，白子小学校の体育館でも

２回活動しました。 

白子公民館は海に近い場所ですので，震災時には津波の被害が想定されます。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。 

「明生クラブ」 

「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。教育活動サポーターさんたちは，ほとんどの方が明生小学校の学習支援ボラ

ンティアとして活動してみえることもあって，宿題の指導方法も学校と同じ教え方で

行っています。 

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。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。１２月には子どもたちが企画や運営を

するクリスマス会を行い，本年度は新たな取り組みとして「カプラの積み木」と「プ

ラネタリウム」を実施しました。 

「井田川ちびっこ隊」 

手さぐりで始まりましたが，毎回，教室が終わると反省会をもち，情報交換や次回の

教室運営に向けた細かな調整を繰り返していました。その甲斐もあって，９月以後は

スムーズな教室運営ができるようになりました。また，公民館長をはじめ公民館職員

全員で子どもたちの活動を支援しています。 

「河曲キッズクラブ」 

本年度，放課後子ども総合プラン運営委員の方々に視察していただきました。公民館

に到着すると，子どもたちは，まず和室で宿題をし，その後ホールで体験活動という

流れが定着してきました。本年度は，「清和のもり」の古市さんを講師とした「スライ

ム」も実施しました。 

 



 以上が各教室の内容となります。各教室の交流は３月８日にコーディネーター会議

で活発に行われ，コーディネーター同士の情報交換が以前より活性化されてきまし

た。 

教室が増えたこと，生涯学習Ｇ職員が減ったこともあり，張り付くことはできませ

んでしたが，教室活動日にはできるだけ顔を出すようにしてきました。来年度も引き

続き，各教室と連絡を密に取り合いながら進めていこうと思っています。 

次に，今後の方向性です。放課後子ども教室と土曜体験学習教室の新規開級に向け

て，８月６日，７日に各公民館を訪問しました。残念ながら平成２８年度から新規教

室を開催することはできませんでした。また，学校で実施している亀山市の視察も行

いました。今後，ＰＴＡや学校への積極的なＰＲを行い，新規開級に向けた取り組み

を進めていこうと考えています。また，放課後児童クラブとの連携については，３教

室で行っています。 

平成２８年４月からの機構改革により市の組織は変わりますが，生涯学習課の放課

後子ども教室事業は引き続き文化振興課で行います。今後も各教室の自主的な活動の

下支えを行いつつ，子どもの居場所づくりとボランティア育成について支援していき

たいと考えています。「放課後子ども教室」に関する報告は以上です。 

生涯学習課 

豊田 

②土曜体験学習について説明します。 

土曜体験学習は，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

の教育支援体制等の構築事業と言うことで，国の補助事業の利用となっています。平

成２６年度から鼓ヶ浦公民館で取り組んでおり，２年目の事業になります。この土曜

日の教育活動の形態について説明しますと，子どもたちの健やかな成長のためには土

曜日の教育環境を豊かなものにしていく必要があります。教育活動には取り組みの主

体や内容等により，いくつかの形態に整理することができ，「土曜授業」とは，学校が

主体であり教育課程に入れるもの，「土曜の課外授業」とは，教育課程に含めないが学

校が主体で実施しているもの，「土曜学習」とは，教育委員会の管理下で行う事業で，

地域の方々と連携して推し進めるものになります。鼓ヶ浦公民館では地域のボランテ

ィアの方々に御協力いただき，教室を進めています。土曜体験学習の趣旨は，小学校

区単位で学校・家庭・地域が連携・役割分担し，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たちにとって，より有意義な道徳教育を実現し

ていくことを目的としています。 

それでは本年度の土曜体験学習の事業実施状況報告をします。６月から毎月第１土

曜日の９時半から１１時半まで活動しています。土曜学習推進員１７名，土曜学習コ

ーディネーター１名の計１８名の体制で，１日当たり１０名程度の土曜学習推進員に

協力をいただいています。 

 年間の学習プログラムについて，本年度も「竹」をテーマに，年間通じて竹を材料

としたものづくりを進めました。ものを作ることの難しさ，できた時の喜び，地域の

方と一緒に作業を行うということも含め，１年間子どもたちの成長に非常に寄与でき

た事業だと思っています。 

 

それでは，鼓ヶ浦公民館岡田館長から，活動内容についての説明をお願いしたいと

思います。 



鼓ヶ浦公民館 

岡田館長 

土曜体験学習は本年度で２年目を迎え，前年度に引き続き本年度も竹をテーマにし

たものづくりを行いました。いくつか心配はありましたが事故等一切なく，子どもた

ちが非常に成長したと実感しています。開催する側，また地域シニアのみなさま，支

援していただいた方たちも非常に楽しく活動しています。 

本年度より鼓ヶ浦小学校も土曜授業を取り入れ，小学校と地域の協働事業と位置づ

けし「第７回海浜で遊ぼう」を５月の第３土曜日に鼓ヶ浦小学校と合同で実施しまし

た。海岸清掃をかねて砕波帯で稚魚の観察といった自然観察会や宝探し，集めた流木

を燃料にして浜焼きパンを作る等大盛況でした。途中での出入り等もありましたが８

０名程の参加がありました。また前年度に引き続き，本年度も鼓ヶ浦中学校から５人

がボランティアで手伝いに来ていただきました。 

第１回は鼓ヶ浦公民館で，流しそうめんの器と箸を子どもたちが作りました。小さ

い子どもたちも自分の力で作っていました。自分で作った器と箸で流しそうめんを食

べるという形にしますと，みんなやる気を出して一生懸命作っていました。 

他に，笛を作ったり，籠を編んだりしました。寸法を取ったりすることで曲尺の使

い方を自然に身につけていました。後片付けも子どもたちが積極的にやってくれまし

た。 

前年度に横笛を作ったときは音が出なかったので，本年度は地域の祭囃子の名人に

来ていただき演奏を聞かせていただきました。 

夏休みは自由工作を行い，子どもたちは靴べらセットやだるま落とし，なわとびな

ど等，どのようなものを作りたいのか指導員と話し合いながら，自由にものづくりに

挑戦しました。指導員の方が熱心に教えて，それにつられて子どもたちも一生懸命行

いました。 

また，毎年年末恒例のミニ門松作りでは，立派なものができました。次年度も門松

作りを実施したいと思っています。 

凧作りにも挑戦し，凧も設計図通りに寸法をとらないと揚がらないということを子

どもたちが実際に学びました。 

最終回は近隣の竹やぶで探検をしました。持ち主の許可を得て，土曜学習推進員の

方々が事前にテープでルートを作り，安全確認をしています。子どもたちは竹の長さ

に驚いており，現地で竹の説明を受けて非常に楽しそうでした。 

 次年度はペーパークラフトの実施を考えています。参加者は，１年生から６年生ま

でいるため，同じものを制作しても差が出てしまうことから，学年にかかわらず達成

感を得るために，その子に合ったものを作ることができるペーパークラフトを行いた

いと思っています。 

以上が土曜体験学習の説明になります。 

児童保育課 

野島 

③放課後児童クラブについて説明します。 

平成２７年４月に「鈴鹿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例」を設置し，放課後児童クラブの規模や放課後児童支援員の配置，資格，

施設や安全対策等の基準を定め，質の向上を図っています。 

本日は放課後児童クラブの課題とそれに対する取り組みについて説明します。 

課題①：職員不足 

放課後児童クラブでは，平成３２年３月までに２名以上の放課後児童支援員を配置



しなければなりません。放課後児童支援員は，保育士，社会福祉士等の資格や教員免

許を持っている方や，高卒以上で２年以上児童福祉事業に従事している方等が，三重

県の実施する研修を受講することで認定されます。そのため資格を持った方は限られ

ており，各クラブで有資格者の採用に苦慮しています。また，児童の安全を考慮し保

育中は，迎え等で児童が少なくなってしまっても，１人でも児童がいる場合は，職員

を２名以上配置しなければならないとされています。以上の理由から，職員不足が大

きな課題となっており，児童保育課では「広報すずか」への職員募集の掲載や鈴鹿大

学との連携による求人案内，鈴鹿アンリミテッドＦＣと連携等を行い，いくつかのク

ラブに職員を配置しましたが，まだ職員不足は解消されていません。そこで次年度に

は，鈴鹿市のホームページを活用した各クラブの求人票の掲載を予定しています。 

課題②：増大する人件費 

資格を持った方を採用する場合，各クラブの人件費が増大します。職員がやりがい

を持ち，継続して勤務してもらえるよう，給料等の処遇改善に取り組んでいるクラブ

も増えてきています。そのような中で，各クラブが安定した運営をできるよう，平成

２７年度から放課後児童支援員等処遇改善補助を新設しました。この補助制度は，平

成２５年度の指導員賃金・賞与・手当等の金額を基準に，改善された金額が補助金と

して交付され，補助上限額は１クラブ当り１，５３９，０００円で，本年度は１３ク

ラブから申請がありました。その他，新たな補助制度として，小規模放課後児童クラ

ブ支援補助も設置し，登録児童数１９人以下の小規模のクラブに対して支給される補

助制度で，本年度は３クラブに補助を行いました。 

また平成２８年度から，ひとり親家庭利用料支援事業補助金を実施します。これは

児童扶養手当を受給しているひとり親家庭の児童に係る利用料を減額しているクラ

ブが対象であり，保護者個人に対して支給するのではなく，クラブに対して交付する

制度です。このような新たな補助メニューも加わり，放課後児童健全育成事業の補助

金は年々手厚くなっている中，各クラブが適正に運営されるよう，本年度も１１月か

ら１２月にかけ市が定期監査を実施し，平成２６年度の決算処理帳簿の確認とクラブ

の状況の聞き取り等を行いました。 

課題③：増加する利用児童数 

近年の経済情勢，女性の社会進出，放課後児童クラブの対象年齢拡大等が要因とな

り，年々児童数が増えてきました。鈴鹿市でも利用児童は増加傾向にあり，放課後児

童クラブ入所を希望しても利用できない小学校区も出てきており，中でも待機児童が

多い玉垣地区に２か所目のクラブとなる「みそら保育園内学童保育所ゆうゆう」を，

旭が丘地区に３か所目のクラブとなる「旭が丘小学校区放課後児童クラブかけはし」

を，牧田地区に２か所目のクラブとなる「牧田小学校区放課後児童クラブひかりっ子」

を設置し，平成２８年４月からスタートします。さらに，稲生地区に３か所目のクラ

ブの設置についても進めています。 

課題④：施設整備 

施設整備について，本年度は，集会場を借りて運営していた「栄小学校区放課後児

童クラブ栄っ子」を，栄幼稚園の園庭の一部を借り，そこに放課後児童クラブ専用施

設を補助事業を利用して整備しました。２月下旬には引越しも完了し約４０人の児童

が，新施設でのびのびと生活を送っています。 



また，３月末日で廃園予定となっている庄野幼稚園については，廃園後の幼稚園舎

全てを，「庄野小学校区放課後児童クラブコスモス」が使用する予定です。現在は，庄

野幼稚園の１室を借りて運営しておりますが，１室では入所希望者全員が利用できな

い状況となっており，保護者からも幼稚園施設の全室使用についての要望が上がって

います。 

そして，平成２８年度には「国府小学校区放課後児童クラブゆいまぁる」の移設を

計画しています。現在は，国府幼稚園の１室を借りて運営していますが，幼稚園の再

編計画により，近い将来幼稚園が使用できなくなる予定です。平成２７年度に新施設

の設計を行い，平成２８年度に着工し完成する予定で進めています。 

今後も，放課後児童クラブの安全や衛生，生活環境が整った，子どもたちがのびの

びと安心して生活できる場所になるよう，行政としてサポートしていきたいと思って

います。本年度も３月１７日に全クラブを対象とした説明会を実施しました。毎年放

課後児童クラブの制度改正が行われる中，各クラブが適正に運営できるよう，制度や

国・県からの情報をお伝えしたいと考えております。以上が放課後児童クラブの課題

と取り組みについての説明です。 

服部会長 

まず①放課後子ども教室について質疑，意見等お願いします。 

現状では，「明生クラブ」だけが６年生まで対象となっていますが，今後は他の教室

でも対象年齢を拡大していくのですか？ 

生涯学習課 

磯部 

対象学年については，プログラムの内容や施設の使用状況等が関係しますので，全

てコーディネーターと公民館の方で協議し決定しています。教室によっては子どもた

ちの数が増えてきたため，低学年優先にした経緯もありますので，今後の協議次第で

は対象学年を拡大する可能性はありますが，次年度も本年度と同様の対象学年で進ん

でいます。 

服部会長 
小学校高学年になると，塾や習い事等で参加できないこともあるでしょうし，低学

年の内はまだ１人で家にいるのも不安だと思います。 

林委員 

「清和のもり」は学校から近く，他の教室もそのようになると良いと思っています

が，なかなかそうはいかず，ただ「キッズ白子」は白子幼稚園を使わせてもらえるよ

うになったとのことで，少しずつですが良い方向に皆で変わっていこう，変えていこ

うといった姿勢が見えて良いと思いました。 

それから，子どもたちの周りにいる大人が縦割りではなくて，皆で１つの方向に向

いていることが自然な形ではないかと思います。市や県で，まだまだ縦割りのところ

がある中でどのようにしていくのかと思う一方，長い目で見ると自然に良い方向にい

っているのかなとも思います。「清和のもり」は学校があれだけ使えて，恵まれており

本当に良いと羨ましく思いました。 

服部会長 

「キッズ白子」と「郡山子ども教室」は，小学校から距離があるので移動に時間や

大人の手が必要となります。「キッズ白子」のように隣にある幼稚園の１室を月１・２

回でも借りることができれば，子どもたちがより安全に過ごせるのではないかと思い

ます。教育委員会が中心となって進めていただけると，１番いいのかと思います。 

古市委員 
私は「清和のもり」のコーディネーターをしております。先程，林委員がおっしゃ

ったように学校が近いということは，何かを借りるにしても子どもの様子にしてもす



ぐに学校に問い合わせができ，いろいろなことに協力いただける等のメリットが非常

に大きく，ありがたく思っています。 

その中で，私たちは居場所づくりも含め，安全安心の立場からいろいろな体験を提

供していますが，子どもたちの下校時間を考えると，中・高学年は難しいため，１・

２年生を受け入れています。４月に年間計画を立てる段階で，どのようなプログラム

を行うかいろいろ考えています。その中で，子どもたちには，やはり楽しく過ごして

もらいたいという思いから，同じようなメニューばかりではなく，新しいメニューを

取り入れていきたいと考えています。プログラムの交流ということで，生涯学習課が

行っている情報交換会は，新しいメニューを考えるにあたり大変ありがたく思ってい

ます。これからも，このような形での情報交換も含め，様々な地域での取り組みの交

流の場を設けていただきたいと思います。 

松葉委員 

清和小学校で「清和のもり」に行くと言った時に，低学年の子どもたちが本当に楽

しみにしていて，その顔を見ていると，いろいろな体験ができる機会を与えていただ

いていることは本当にありがたいと思います。その内容についても，「郡山子ども教

室」では車椅子体験等といった，家庭ではなかなかできない体験をしているというこ

とが本当にありがたいと思っています。 

服部会長 

地域の中には様々な特技や技術をお持ちの方々もお見えになるので，昔とは違い今

は地域のつながりが希薄になっているともいわれますが，地域と連携し，そのような

方々に御協力を仰ぎ，子どもたちに伝統のものを伝えたり触れさせたりできると１番

良いかと思います。 

林委員 

新しいことをしたいということであれば，こどもサポート鈴鹿のような団体の方も

いろいろなことができるので，そのような方に来ていただくと，新たな情報も交換で

きて良いのではないかと思います。 

生涯学習課 

磯部 

前年度に情報交換会で，プラネタリウムを紹介し，各放課後子ども教室に広まって

いきました。また本年度３月のコーディネーター会では，参加者が同じ写真を見て，

そのプログラムを行うにはどうしたらよいかを一緒に考えました。それぞれの地域性

を生かして取り組んでいるメニューを紹介する交流の場を持つことができ，今後もそ

のような風通しの良いコーディネーター同士の関係を構築していきたいと考えてい

ます。 

服部会長 
「明生クラブ」の，子どもたちが企画や運営をするクリスマス会は，どのように子

どもたちが参加したのですか？ 

生涯学習課 

磯部 

子どもたちとコーディネーターの方が全て企画し，子どもたちが中心になって買い

物に行き，上級生の自主性を高めることも目的に実施しました。 

服部会長 

大人の立場だと，子どもたちに与える事を考えてしまいがちですが，いかに子ども

たちの持っている能力を引き出すかということも大切だと思います。 

各放課後子ども教室のコーディネーターや教育活動サポーターの数は増えそうで

すか？ 

生涯学習課 

磯部 

各教室の事情がありますので，各教室で集めていただいている状態です。中には，

公民館に出入りしているサークルの方に声をかけている教室もあります。 

服部会長 続いて②土曜体験学習について質疑，意見等お願いします。 



林委員 
 土曜体験学習の「第７回海浜で遊ぼう」は８０人程の参加があったとのことですが，

小学校と合わせた人数なのでしょうか？ 

生涯学習課 

豊田 

小学校と合同で行っておりますので，合わせた人数になっており，土曜体験学習か

らの参加者は２６名でした。 

林委員 
わかりました。あれだけのことをするのであれば土曜体験学習の参加者だけではも

ったいないとすごく思いましたので。 

生涯学習課 

豊田 

小学校の児童数自体は減少していますが，この２年間で土曜体験学習は児童にも周

知されています。また，体験学習の中で刃物を使うこともあり，安全面も考慮した人

数で実施することを御理解いただきたいと思います。 

林委員 土曜学習推進員が１７名も配置されているのはすごいと思います。 

生涯学習課 

豊田 

土曜体験学習では，定年された６０歳以上の方が小学校のボランティアを中心に活

動している「おじさんセミナー」や，女性が中心となっている「かるがも広場」とい

うボランティア団体にも御世話になっています。 

林委員 活動がペーパークラフトだけというのも物足りない気がします。 

生涯学習課 

豊田 
次年度は，竹細工とペーパークラフトの両方を実施すると聞いています。 

服部会長 

製作活動を行うにあたり，刃物を使うこともありますが，怪我もなく安全にできて

いることは，土曜学習推進員を１７人配置していることが効果的に働いているように

思います。 

松葉委員 

土曜体験学習は第１土曜日に実施するとのことですが，土曜授業は多くが第３土曜

日に行うと聞いています。そうすると，鼓ヶ浦小学校の子どもたちは，第１土曜日も

第３土曜日も学校に行くのですか？ 

生涯学習課 

豊田 

そうですね。土曜体験学習を始める時点で，第３土曜日に土曜授業をやると聞いて

いましたので，第１土曜日に土曜体験学習を実施し，第２土曜日は休み，第３土曜日

は土曜授業という形をとっています。 

古市委員 

他の地区で，「放課後子ども教室」と「土曜体験学習」の新規開級について，良い方

向に進んでいたが結果的には開級に至らなかったとのことですが，これはどのような

理由が考えられますか？ 

生涯学習課 

豊田 

土曜日に学習することも良いと話をされていましたが，この事業を始めてしまうと

継続して行っていかなければならないことと，子どもに対する責任を持たなければな

らないことの２点が開級に至らなかった理由と考えます。ただ，今までなかなか地域

の方にお会いすることができない中，地域団体の方に事業の説明をすることができ，

今後もこのように関心のある方々に対し説明をしていきたいと思っています。 

服部会長 それでは続きまして，③の放課後児童クラブについて質疑，意見等お願いします。

古市委員 
課題①の職員不足について説明いただいた中で，有資格の支援員の確保が非常に難

しいとのことでしたが，有資格者の年齢制限はあるのですか？ 

児童保育課 

野島 

年齢制限はありません。幼稚園教諭，保育士，教員資格を持った方，もしくは放課

後児童クラブ等で計２，０００時間以上勤務された方が，県の実施する研修を受講し

放課後児童支援員に認定されます。ただし，各放課後児童クラブで指導員を採用する



にあたり，年齢制限を設けている場合があります。 

古市委員 
放課後子ども教室では７０歳代の方にも御協力いただいておりますので，生涯学習

の一環からもそのような方々から力を借りるというのも大切かと思います。 

松葉委員 
全体的な話になりますが，放課後児童クラブは，特別支援学級に通っている等の児

童の受け入れは行っているのでしょうか？ 

児童保育課 

野島 

特別支援学級等の児童も放課後児童クラブを利用しています。本年度当初，鈴鹿市

内１，６４１人の児童が利用している中で，障害児は１年生から３年生が１９名，４

年生から６年生が４名利用しており，専任の放課後児童支援員等を配置するかたちに

なっています。 

服部会長 
その専任の方が配置されている放課後児童クラブについては，特別な補助といった

ものがあるのですか？ 

児童保育課 

野島 

障害児の受入れに必要となる専門的知識等を有する放課後児童支援員等を配置し

ている放課後児童クラブに対しては，配置に係る費用について，障害児を受け入れた

場合は運営費補助金の障害児受入加算分として１，７１２，０００円，３人以上受け

入れる場合は，県単独の補助加算分として，さらに１，３６３，０００円まで補助金

を受けることが可能です。 

服部会長 

個人的に感じる部分になりますが，発達等のグレーゾーンの子どもたちも最近多く

なってきているように感じていますので，放課後児童支援員等の負担がより大きくな

っているのではないかと思っています。 

受け入れの児童数について，国からは４０人前後が望ましいとの意向があります

が，現在，鈴鹿市では状況により７０人まで受け入れ可能としていただいております

ので，数十人の児童に対し，５～６人の放課後児童支援員等の配置では大変だとも思

いますので，そのような部分での処遇改善，また子どもたちの環境改善についても進

めていただけたらと思います。 

林委員 
ひとり親家庭利用料支援事業について，「ひとり親」というのは母子のことになるの

でしょうか？ 

児童保育課 

野島 

ひとり親家庭利用料支援事業の「ひとり親」というのは，児童扶養手当を受給して

いる方になります。児童扶養手当を受給している母子や父子の児童に係る利用料減額

分等について，個人にではなく，放課後児童クラブに対して補助金として支給する制

度になっています。 

古市委員 

２点お伺いしたいのですが，１点目は，本年度の取組みである，放課後児童クラブ

と放課後子ども教室の連携について，３教室で連携しているとのことですが，放課後

子ども教室の子どもたちが放課後児童クラブの活動に参加したという内容について

もう少し詳しく説明いただけますか？ 

生涯学習課 

豊田 

放課後子ども教室に，放課後児童クラブを利用している児童も参加できるというこ

とです。放課後子ども教室は年間を通じての登録になりますので，学校が終わると放

課後子ども教室に行き，放課後子ども教室での活動後，放課後児童クラブに送り届け

る，あるいは，放課後児童クラブの放課後児童支援員等が迎えに来るという形を，連

携している３教室で取り組んでいるということになります。ただ，この連携につきま

しては，放課後こども教室と放課後児童クラブの場所が近いということが，連携を可



能にしている要因とも考えます。 

古市委員 
もう１点，三重県放課後子ども教室の実施状況について，亀山市は１１教室と鈴鹿

市に比べ，２倍近く多いのですが，これには理由があるのでしょうか？ 

生涯学習課 

豊田 

亀山市に，平成１６年から放課後の子どもの居場所づくりに取り組まれているエキ

スパートの方がおり，その方自身の教室だけでなく，他地区に対しても放課後子ども

教室を立ち上げたらどうかと活動され，亀山市ではほとんどの小学校で放課後子ども

教室が開催されています。 

古市委員 学校内で放課後子ども教室の活動をしているということですか？ 

生涯学習課 

豊田 

放課後子ども総合プランの指針にも出ている放課後の特別教室等の一時利用を，亀

山市は平成１９年当初から行っているかたちです。 

古市委員 放課後児童クラブは別ということですか？ 

生涯学習課 

豊田 
放課後児童クラブとは別というかたちです。 

服部委員 

放課後児童クラブについて，児童の受入れは小学６年生までになったと思います

が，実態としては小学６年生まで受け入れてない放課後児童クラブもあると聞きま

す。それについて同じ小学校区で，３年生までしか受け入れない放課後児童クラブと

６年生まで受け入れる放課後児童クラブがあり，問題になることもあるようなので，

６年生までなら６年生まで受け入れるよう指導していただきたく思います。 

児童保育課 

野島 

実際に，高学年を受け入れていない放課後児童クラブもあります。ただ，それに関

しましては，施設の広さも限られており，また，児童１人当たり概ね１．６５平米確

保すべきという基準もありますので，各放課後児童クラブの定員を超える場合は，優

先順位を設け，低学年を優先とする場合もあります。高学年の児童につきましても，

受け入れが可能であれば前向きに検討していただいていますが，中には３年生までし

か受け入れていない放課後児童クラブもありますので，改善いただくよう伝えていき

たいと思っています。 

服部委員 

放課後児童クラブは，第２の家庭とも言われています。１年生の時からずっと通い

慣れていった放課後児童クラブを，高学年になったことを理由に入れてもらえないと

いうのは，児童自身がそれに慣れていかないといけない部分もあるのかもしれません

が，高学年になっても引き続き利用できると良いかとも思いますので，６年生までの

利用をお願いしたいと思います。 

服部会長 

放課後児童クラブにつきましては，放課後児童クラブの数も増えてきてはいるよう

ですので，合わせて施設や環境の整備についても進めていっていただけると良いかと

思いますので，よろしくお願いします。 

運営委員の皆様には大変お世話になりました。またそれぞれのお立場で，子どもた

ちの健全育成にご尽力いただければと思います。それでは本日の会議はこれにて終了

させていただきます。 

 


