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平成２８年度第１回鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委員会会議 会議録概要 

 

開催日時 平成２８年７月２５日（月） １５：３０～１７：００ 

場  所 鈴鹿市役所本館１１階 教育委員会室 

出席委員 
服部 高宣（会長），古市 博信，水野 典子，鈴木 佳子，上泉 陽子，鈴木 美生

（以上６名） 

事務局等 

子ども政策部長（渥美），子ども政策課長（古市），文化振興課長（澤井）， 

教育支援課長（橋本），教育総務課（小原ＧＬ），文化振興課生涯学習Ｇ（豊田ＧＬ，

田中主幹），子ども政策課子ども福祉Ｇ（野島ＧＬ，宮田） （以上９名） 

傍 聴 者  ０名 

 

冒頭の事項 

・事務局挨拶（司会進行） 

・委員委嘱（６名） 

・子ども政策部長挨拶 

・自己紹介 

・会長選出（服部委員で承認，決定。以降，服部会長により議事進行。） 

服部 高宣 

会長 

議事（１）につきまして，「放課後子ども総合プラン」の説明と，「鈴鹿市放課後子

ども総合プラン運営委員会」の設置目的や協議内容等についての説明を事務局からお

願いします。 

子ども政策課長 

古市 

それでは，議事の（１）放課後子ども総合プランにつきまして，説明いたします。

本市では，平成２６年７月に国が定めた「放課後子ども総合プラン」に基づき，平

成２７年４月に「鈴鹿市行動計画」を策定しました。 

国が策定した放課後子ども総合プランにおける，国全体の目標として，放課後児童

クラブについては，新たに約３０万人分を整備し，現在の約９０万人から約１２０万

人とすることと，新たに開設する放課後児童クラブの約８０％を小学校内で実施する

ことを目標としています。 

また，現在，約２万か所ある全ての小学校区で放課後児童クラブと放課後子ども教

室を一体的に又は連携して実施し，その内，１万か所以上を一体型で実施することを

目指しています。 

放課後子ども総合プランの背景には，少子化や核家族化による環境の変化により，

家庭や地域の子育て機能や教育力の低下が問題とされていることから，児童が放課後

等を安全及び安心に過ごすことができる居場所を整備することが求められています。

また，余裕教室の有効活用や，放課後における学校施設の一時的な利用の促進，全

ての小学校区において放課後児童クラブと放課後子ども教室が，一体的又は連携して

実施することを目指すことによって，共働き家庭のいわゆる「小 1の壁」を打破し，

次代を担う人材を育成することを目的としています。 

鈴鹿市行動計画では，平成３１年度までに，放課後児童クラブと放課後子ども教室

の一体型の整備を２か所することを目指し，関係部署でも協議を行っています。 

平成２８年度は，一体型の施設を１か所選定し，放課後児童クラブや放課後子ども

教室，小学校等の関係各所に説明を行い，平成２９年４月開設に向けて準備を進めて

まいります。 
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これらの事業の取組を地域の皆様方にも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います。 

委員の皆様におかれましては，それぞれの御専門をお持ちの方々でございます。実

践の中から培われた豊かな御経験を基に御協議を賜りますようお願いいたします 

服部 高宣 

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，事務局から説明がなされま

したが，何か御質問はありませんか。 

服部 高宣 

会長 

特に質問がないようですので，議事（２）「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，まとめての質疑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から説明願います。 

文化振興課 

豊田 

議事（２）①土曜体験学習事業について説明いたします。 

市内の小学校では，土曜体験学習事業以外に，土曜授業等にも取り組まれているこ

とから，土曜日に実施される学習活動について整理いたします。 

土曜日に行われる教育活動については，実態や扱う内容等により，概ね次の４つに

整理できます。 

① 「土曜授業」 

児童の代休日を設けずに，土曜日を活用して行う，教育課程内の学校教育活動。

② 「土曜の課外授業」 

学校が主体の，希望者を対象とした，教育課程外の学校教育活動。 

③ 「土曜学習（教育委員会等の管理下）」 

教育委員会等の学校以外が主体の，希望者を対象とした，学習機会の提供。 

④ 「土曜学習（ＮＰＯ等による民間活動）」 

地域等における，多様な主体（例：ＰＴＡ，おやじの会等）による教育活動。 

 

平成２７年度に引き続き，鼓ヶ浦公民館で進めています「鼓・夢工房」は，③の学

習活動に当たる，土曜体験学習事業であり，鼓ヶ浦公民館運営委員会に学習活動の運

営を委託しています。 

また地域では，「おじさんセミナー」や「カルガモ」等のボランティア団体の協力を

得て，学習活動を進めています。 

土曜体験学習事業は，文部科学省が推し進める，国の補助事業「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」を利用して取り組んでいます。 

まず，土曜体験学習事業の趣旨としまして，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・実施し，

地域の大人との交流等，子どもたちにとって，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２８年度も，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

して土曜体験学習事業を進めてまいります。事業の実施に当たっては，鼓ヶ浦公民館

運営委員会に運営委託して進めていきます。 

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地域コーディネータ

ーを１名配置しました。 
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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１７名の協力を得ながら，毎回１０名程度の土曜学習推進員を配置し学習活動の運

営に当たります。 

土曜学習地域コーディネーター及び土曜学習推進員には，鼓ヶ浦地区で学校ボラン

ティア等している「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。 

土曜体験学習事業の参加者募集に当たっては，公民館長と土曜学習地域コーディネ

ーターが小学校の児童会や学校運営協議会の会議の場に赴き，平成２７年度の実施報

告や平成２８年度の趣旨説明等を行い，小学校と連携して募集しました。また，地域

への周知については，各戸配布の「公民館だより」を活用し，平成２８年度は，低学

年から高学年まで２１名の参加を得ることができました。 

 

 

 

６月４日（土）の午前１０時３０分から，開講式を開催し，保護者及び児童に対し

て，土曜体験学習の趣旨説明，年間予定や安全対策等の説明をしました。 

毎月第１土曜日の９時３０分から１１時３０分に鼓ヶ浦公民館ホールを主会場と

して年間１１日程度，内２日は夏休み等の長期休暇に実施します。 

今年度は，「ペーパークラフト」をテーマに，年間を通じて制作を進めていきます。

ペーパークラフトは，簡単なものから複雑なものまで，非常に多くの型紙があり，小

学１年から６年まで，それぞれの技術や発達に応じて様々なものに取り組める利点が

あります。講座を進めるに当たり，カッターナイフやはさみ，定規などの使い方を学

び，子どもたち一人ひとりが，地域に住む大人との交流をはじめ，ものづくりの大変

さや完成したときの喜びや異年齢との協力や協調性を学びます。 

また，１２月からの取組として，平成２７年度にも制作して好評だったミニ門松づ

くりや，外に出る活動としては，ペーパークラフトで作った凧あげや，地域の自然を

学ぶ近隣の竹やぶの実態調査を取り入れた学習も予定しています。 

参加した児童には，１年間のふりかえりアンケートを実施し，次年度の参考にして

いきたいと考えています。 

土曜体験学習事業では，子どもたちと地域の大人が和気あいあいと体験活動を進め

ています。また，準備や後片付け等も，子どもたちが関わりながら進めています。 

土曜日の体験学習事業の説明は，以上です。 

服部 高宣 

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。 

文化振興課 

田中 

議事（２）②放課後子ども教室について説明いたします。 

鈴鹿市放課後子ども教室は，平成１９年度からスタートし，清和のもり，郡山子ど

も教室，キッズ白子の３教室が開設されました。平成２０年度には明生クラブが，そ

して平成２７年度に井田川ちびっこ隊と河曲キッズクラブが開設され，現在６教室と

なっています。 

まず初めに，平成２８年度の経過報告をいたします。 

１年：５人，２年：７人，３年：２人 

４年：５人，５年：２人，６年：０人 計２１人 
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参加募集期間中に，地域コーディネーター会議と事務担当者会を開催し，地域コー

ディネーター会議では，地域コーディネーターの役割を再確認した後，その後開催す

る保護者説明会，教育活動サポーター会の内容や子どもの安全管理等について，また，

事務担当者会では，名簿の管理や予算の執行等の事務について説明しました。 

６月の開級に向け，５月中に保護者説明会を，保護者のライフスタイルを考え，各

放課後子ども教室で昼と夜の部の２回ずつ実施し，６月１日から順次開級しました。

次に，放課後子ども教室の概要です。教室の活動場所は，公民館を主な活動場所と

していますが，活動内容によっては，小学校の体育館や家庭室をお借りしています。

平成２７年度から大きく変わったのは，河曲キッズクラブが休園中の河曲幼稚園園舎

を利用できるようになったことです。公民館と幼稚園の距離が近いため，大変活動し

やすくなりました。子どもの活動スペースも広く，保護者の方の迎えもスムーズにな

り，喜ばれています。 

教育活動サポーターについては，少し交代もありましたが，人数は大きくは増減し

ていません。 

子どもの人数については，郡山と河曲が昨年度と比べ大きく増えています。それぞ

れの教室で，教育活動サポーターの役割分担がしっかりされており，学校への迎え，

道中，受付，活動の中での役割，引渡し等，細部に渡り計画し，子どもたちを見守り，

支援していただいています。 

具体的な活動内容についてですが，それぞれの教室で，子どもたちが揃うと，整列，

挨拶，約束の確認，その日の活動内容の見通しを持たせてから，活動を開始します。

活動内容としましては，読み聞かせ，工作，レクリエーションゲーム，お誕生会とい

った活動のほかに，季節に合わせた活動もしています。例えば，夏には，ミニプラネ

タリウムで夏の星座を見る，七夕の前には，七夕の笹飾りを作り，笹をいただいて帰

っていくというような活動を実施しました。 

屋外での活動として，畑の野菜を収穫するところもありました。秋には，芋ほりを

行う予定の教室もあります。 

命を守るための活動として，キッズ白子では，地震と津波を想定し，白子中学校ま

で実際に歩いて避難する避難訓練を実施しました。他にも，交通安全教室を実施した

教室もあります。 

このように，あらかじめコーディネーターを中心に企画されたプログラムに沿った

活動も多くありますが，他にも，積み木やトランプ，けん玉等で遊んだり，屋外やホ

ールでの自由遊びも行っています。時には，子ども同士のトラブルや羽目を外す子も

いますが，教育活動サポーターが話をじっくり聞き，駄目なことは駄目と毅然と叱り

指導する場面もあります。 

教室での工夫について，受付の混雑を避けるため，教育活動サポーターが事前に学

年別で色分けして視覚に訴える工夫をしているところや，受付に並ぶことを徹底して

いるところがあります。全ての教室で，忘れ物を防ぐために，持ち物等に名前を書く

ことを，学校と同様に保護者説明会でお願いしています。また，忘れ物や持ち物の取

り間違いを防ぐために，ランドセルや水筒等の持ち物の置き場を決め，整理整頓をし

ています。靴の履きまちがいの予防のため，靴に洗濯ばさみで名前をつけ工夫してい

る教室がありました。 
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安全への配慮について，首から提げる名札を使う教室や，子どもたちの現状を見て，

首から提げる名札が危ないと考えた教室では，毎回，養生テープに名前を書いて洋服

に貼っています。 

学校から公民館までは，教育活動サポーターが引率したり，ポイントに立ったりし

て，安全を見守ります。 

現在，学校では，子どもたちに活動の見通しをもたせることを大事にしており，放

課後子ども教室でも，その日の活動の流れをホワイトボードに示しています。 

放課後子ども教室では，班を作り，班長を決め，班で活動したり，班長が整列の支

持をしたりしています。学校とよく似ており，異学年が交流する際には，学年が上の

子にリーダー的な役を与える等の配慮をしています。自由遊びの時間に，より異学年

同士の関わり，教育活動サポーターと子どもの関わりが深くなり，微笑ましい光景を

見ることが多くあります。 

最後に，保護者に確実に子どもを引き渡すための工夫について，子どもたちはホー

ルに整列して待機しており，お迎えカードを箱に入れた保護者の子どもから順番に呼

んで，引き渡している教室があります。他にも，学年別に引渡しの場所を分ける工夫

をしているところもあります。いずれの場合も，教育活動サポーターが，お迎えの受

付，呼びに行く係，駐車場の誘導と役割分担をし，スムーズな動きで，安全な引渡し

をしていただいています。 

このように連携のとれた動きをしていただいていますのは，地域コーディネーター

のコーディネートによるところです。それぞれの教室の事情に応じた工夫をしなが

ら，子どもたちが安全で楽しく過ごせる場作りをしていただいています。 

放課後子ども教室の説明は，以上です。 

服部 高宣 

会長 
続いて放課後児童クラブの説明をお願いします 

子ども政策課 

野島 

議事（２）③放課後児童クラブについて説明いたします。 

放課後児童クラブは，昭和５４年４月，市内で初めてのクラブ「金太郎学童保育所」

が民家を借用し，石薬師地区に誕生しました。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設置され，平成２７年４月には天名小学校区及び庄内小学校

区に開設されたことにより，市内３０小学校区全てに放課後児童クラブが設置されま

した。平成２８年４月には，待機児童の解消に向け，玉垣小学校区に２か所目のクラ

ブ「ゆうゆう」を，旭が丘小学校区に３か所目のクラブ「かけはし」を，牧田小学校

区に２か所目のクラブ「ひかりっ子」を，稲生小学校区に３か所目のクラブ「鈴鹿わ

かすぎこどもクラブ」を開設しました。 

放課後児童クラブの運営主体については，「公設民営」と「民設民営」に分かれ，公

設と民設の違いは，放課後児童クラブの施設が市の所有する施設であれば公設，民家

や集会所・社会福祉法人等の保育園等は民設に該当します。平成２８年度現在，公設

民営が２５か所，民設民営が１８か所あります。また，運営主体は，保護者主体の運

営委員会が２７か所，ＮＰＯ法人が２か所，民間企業が３か所，私立保育所（園）が

１１か所あります。 

開設場所については，市の所有する公共施設が１７か所，小学校の体育館会議室が
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１か所，教育集会所が１か所，公立幼稚園が６か所，私立保育所（園）が６か所，社

会福祉法人が設置した施設が４か所，民家が２か所，集会所が１か所等です。 

開設日数や開設時間については，市内の放課後児童クラブは全て民営であるため，

クラブによって異なりますが，平日は午後６時半から７時まで開設しているクラブが

多く，保護者のニーズに配慮し，各クラブで決定しています。 

保育料金については，月額５，０００円から１５，０００円と差があります。この

差は，各クラブの運営状態にもよりますが，おやつの内容，給食の配布，施設・備品

の整備等が異なるため，保育料金を統一することは難しい状況です。 

続いて放課後児童クラブの登録児童数ですが，平成２８年４月時点の登録児童数は

１，８４５人です。平成２４年度が１，３３７人，平成２５年度が１，４０１人，平

成２６年度が１，５３１人，平成２７年度が１，６４１人で，平成２７年度と比較す

ると平成２８年度は２０４人の増加しており，平成２４年度と比較すると約５００人

も登録児童数が増えており，働く保護者にとって放課後児童クラブの必要性・役割は

益々大きいものとなっています。 

そして，この児童たちの放課後や休日の生活を守るのが放課後児童支援員等です。

平成２８年度の登録指導員数は２４９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，保育士等の資格取得者で都道府県が行う研修を修了した放課後児童支援員

を配置することが義務付けられました。放課後児童支援員等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す。 

全小学校区へ放課後児童クラブを設置するという次世代育成支援行動計画上の目

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あ

ります。平成２８年度につきましては，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施設整備を行います。同施設は，施設整備費補助を

活用し，整備を行うもので，延床面積は約１１５㎡（約３５坪）あり，定員は約５０

名を想定しています。 

続きまして各放課後児童クラブの運営について，クラブは保護者からの保育料と

国・県・市からの補助金により運営されています。年間平均の登録児童数や開設日数，

開設時間，障害児童の受入れによって，補助金額が決定します。クラブが安定して運

営できるように，また指導員がやりがいをもって従事してもらえるように，放課後児

童支援員等処遇改善事業や放課後児童クラブひとり親家庭利用支援事業といった運

営費補助も実施しております。 

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ありません。今後も定

期監査やクラブへの説明会を実施するなど，相談・助言を行い，児童が安心して利用
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できるよう，またクラブが安定して運営できるように連携してまいります。 

放課後児童クラブの説明は，以上です。 

服部 高宣 

会長 

事務局から，各事業について概要説明をしていただきましたので，質疑に移りたい

と思います。何か御意見・御質問はありませんか？ 

水野 典子 

委員 

放課後児童クラブが市内全小学校区にできたというのは本当に大変なことだった

と思います。それぞれに努力していただいて開設していただいておりますが，これで

放課後児童クラブに入れないという児童はいないのでしょうか？ 

子ども政策課長 

古市 

放課後児童クラブの児童の受入れについては，流動的で捉える認識が異なります

が，平成２８年５月１日時点で待機児童は４名いると把握しています。 

服部 高宣 

会長 
他に意見や質問はありませんか？ 

古市 博信 

委員 

放課後児童クラブも放課後子ども教室も，子どもの安心・安全な居場所づくりが大

きな目的だと思います。施設も新しいものから古いもの，遊具の有無等，子どもを取

り巻く環境も様々です。放課後子ども教室は，支援員やコーディネーターが内容を計

画しますが，天候に左右されるような内容も考えます。また，放課後児童クラブは，

利用対象が１年生から６年生までと学年の差もあり，受入人数も７０人までと，中に

は非常に過密なクラブもありますので，支援員の方々が安心安全な活動の支援をどこ

までできるのかについては難しいところもあります。他にも，学校で起こるようなト

ラブルや怪我等も起こる可能性があります。そのような中で，放課後子ども教室や放

課後児童クラブのメニュー作り，子どもたちや保護者の声を聞いたりする部分を支援

員やコーディネーターに任せきりにするのではなく，市として，横の連携や情報交換

等といった手立ては考えているのでしょうか？ 

文化振興課 

豊田 

放課後子ども教室におきましても，平成２８年度は１教室当たり５０数名という非

常に参加人数が多い教室もあり，昨年度は４０数名だった参加人数が，内容等の人気

により増加したと考えています。国の指針においても，「可能な限り子どもを受け入れ

ることとするが，市町の状況によっては参加できない場合もある」とされています。

今年度人数の多い教室につきましては，カリキュラムを３つ程作り好きなところに分

かれて活動する分散会場という形にし，子どもたちの安全管理についてはコーディネ

ーターやサポーターの方々と協力して実施していただいています。 

子どもの怪我や安全管理等につきましては，コーディネーターやサポーターを対象

とした研修を計画していきたいと考えています。また，現在７名の地域コーディネー

ターの方がおられますので，コーディネーター会議という場を設け，意見交換をいた

だき改善が必要なことにつきましては，研修等の様子を見ながら行っていきたいと思

っています。 

子ども政策課 

野島 

本市の放課後児童クラブの利用登録者数は１，８４５人と多くの様々な子どもたち

が利用しています。中には，多動・発達障がい等様々な事情を抱える子どもたちも利

用しており，支援員がそれぞれ子どもたちの状況に応じた対応をするにも限界があり

ます。そのような場合は，子ども政策課と子ども家庭支援課で連携を取っていますの

で，支援員から直接子ども家庭支援課に子どもの対応について相談してみてはどうか

と助言をすることもあります。また，支援員を対象とした市主催の研修を年２回程度
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行っています。 

外国籍の方について，通訳を派遣するといった制度はありません。ただし，総会等

での説明の機会に通訳を派遣する場合があります。 

また安全管理についてですが，平成２６年度に市が作成した放課後児童クラブに関

するガイドラインで，安全管理のマニュアルを作成する等して安全に努めるよう指導

しています。 

服部 高宣 

会長 
他に質問等はありませんか？ 

水野 典子 

委員 

今後，一体型を目指した施設を１施設整備していくとのことでしたが，どういうも

のになるのでしょうか？ 

文化振興課 

豊田 

放課後子ども教室と放課後児童クラブは，現在は別々の場所で実施していますが，

文部科学省の方針としては，学校施設等を活用しながら，放課後子ども教室と放課後

児童クラブの両方を一体的に実施していくということです。放課後児童クラブは，保

護者が労働等により昼間家庭にいない児童の生活の場ですが，放課後子ども教室の開

催日に放課後児童クラブと同じ場所・敷地内で放課後子ども教室のカリキュラムを行

うことで，放課後児童クラブの児童も一般の児童もそのカリキュラムに出られます。

放課後子ども教室のカリキュラムが終わりましたら，一般の児童は帰宅し，放課後児

童クラブの児童は，生活の場に戻っていくことが一体型と言われています。また，連

携型は放課後児童クラブの児童が放課後子ども教室のカリキュラムに参加し，カリキ

ュラムが終わったら，放課後児童クラブの支援員が迎えに来る，又は放課後子ども教

室の地域コーディネーターやサポーターが送って放課後児童クラブに戻っていきま

す。このように，放課後子ども教室と放課後児童クラブが連携していることが連携型

で，同じ場所で一緒に実施する方法が一体型です。 

水野 典子 

委員 

放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体型の整備を進めていく上での問題や

課題はどのようなものがありますか？ 

子ども政策課 

野島 

現在，場所を選定するに当たり，放課後児童クラブと放課後子ども教室それぞれに

対して一体型の整備について説明を行っている段階です。 

現在は放課後児童クラブ施設として使用している廃園となった幼稚園施設の普段

は使用していない遊戯室を使って一体的な整備をするという案がありますが，雨天の

場合は放課後児童クラブの児童が使用することがあり，一体型の整備をしても，放課

後児童クラブの児童が放課後子ども教室に参加しない場合もありますので，参加しな

い児童はその間どこで保育をするかという問題や，途中参加ができるのか等，これか

ら整理をしていかなければならない課題も出てきている状態です。 

服部 高宣 

会長 

目標としては，鈴鹿市内で１か所できればよいのですか？それとも放課後子ども教

室のある６か所全てを一体的に整備していくのですか？ 

文化振興課 

豊田 

平成３１年度末までの数的な計画は，一体型を２教室と考えており，まずは来年度

から１教室を一体型にしていきたいと考えています。 

古市 博信 

委員 

ただ，その場所というのも限られてきますよね？遠方に出かけていくこともできま

せんので，だいたいの場所の見当はついているのですか？ 

文化振興課 一体型で整備するとなると，施設面での課題があります。例えば，廃園になった幼
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豊田 稚園の再活用や，小学校で再活用できる場があれば良いのですが，放課後子ども教室

と放課後児童クラブの場が距離的に遠い場合は，物理的に一体的な整備が難しくなる

のではないかと考えています。 

服部 高宣 

会長 

雨天等でも，放課後子ども教室と放課後児童クラブの児童が入れるようなスペース

が確保できる場所を１～２か所程整備していく計画とのことです。 

ある程度，候補はあるのですか？ 

子ども政策課 

野島 

候補につきましては，ある程度選定しており，地元説明を行っている段階ですので，

次回の会議では，選定場所も見学いただいた上で，会議を進めてまいりたいと考えて

います。 

古市 博信 

委員 

一体型で整備をした時，中心になるのは，放課後児童クラブの支援員等か放課後子

ども教室の地域コーディネーターのどちらになるのですか？ 

文化振興課 

豊田 

放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体型にする場合，一体型をする地域で協

議会を作るよう国の指針で示されていますので，放課後子ども教室の地域コーディネ

ーター及び放課後児童クラブの支援員等あるいは学校関係者等で組織した協議会を

作り，一体型の運営についてはその協議会で議論していくことになります。 

古市 博信 

委員 

もしその協議会ができた時には，現在組織している地域づくり協議会も関わってき

ますか？ 

文化振興課 

豊田 

現在組織している地域づくり協議会の中で，一体型の整備について議論が上がれば

その協議会の中で議論すべきものと思います。ただ，地域学校協働本部という新たな

組織があり，国からはその中で議論をするよう示されていますので，そちらで協議す

ることになるかと思います。 

水野 典子 

委員 
地域学校協働本部とはコミュニティ・スクールのことですか？ 

教育支援課長 

橋本 

鈴鹿市では，コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を全ての小中学校で

推進しておりますが，文部科学省の考え方は全ての学校がコミュニティ・スクールに

なり，なおかつ，地域学校協働本部という形で学校を核にして地域づくりの課題に取

り組みましょうと謳われていますが，地域学校協働本部につきましては，どこの市町

も取り組みはまだまだ進んでいないというのが現状です。 

服部 高宣 

会長 

そのような様々な協議会等を活用し，新たなグループを作って議論していくという

ことになるのですか？ 

教育支援課長 

橋本 

新たに組織を作るとなるとかなり大変です。また，よく似た組織が実際に地域の中，

あるいは教育活動の中で会議等をしても，他の会議と重複する人が出てくるといった

ことが非常に多くあります。ですので，既存の組織を整理し，もっと実際に子どもた

ちの教育支援につながっていくように地域人材を有効活用していこうということで，

地域学校協働本部というものが出てきているのですが，まだまだ進んでいないのが現

状です。 

服部 高宣 

会長 

国としては，放課後児童クラブと放課後子ども教室を合わせて何かできるのであれ

ば地域の振興も含め，子どもたちの安心安全もより守られて，子どもたちと大人たち

とのつながりも地域で出来るのではないかというようなことが大元にあるのかと思
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いますので，それを実現しようするとかなり大変なことになろうかと思いますが，１

か所ないし２か所でも一体型を整備いただければと思います。 

他に全般で何か質問等ありますか？ 

鈴木 美生 

委員 

放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に整備するのであれば，場所的に

は，放課後児童クラブとしての役割である学校帰りの子どもたちをメインとするとい

うことは，学校からの距離を考えると，放課後児童クラブの場所を優先的に使うとい

うイメージでよいのですか？ 

子ども政策課 

野島 

確かに，廃園となった幼稚園を使用している放課後児童クラブの遊戯室で実施する

という案も出てはいますが，放課後子ども総合プランの目的は，小学校の余裕教室等

を活用するというのが大きな目標でもあります。まだ現段階ではそのような場所を選

定できてはいませんが，今後，小学校の余裕教室の活用についても，関係機関と連携

しながら進めていきたいと考えています。ですので，放課後児童クラブの施設を優先

的に使うということではありません。 

鈴木 美生 

委員 

小学校区に私立保育所が運営している放課後児童クラブしかない場合，そこで放課

後子ども教室と一体的に整備するとなると，学校の余裕教室等を活用するという目的

に沿わなくなるかと思いますが，その場合，新たに放課後児童クラブを立ち上げる必

要あるということではないのですね？ 

子ども政策課 

野島 
新たに立ち上げる必要はありません。 

鈴木 佳子 

委員 

小学校と放課後児童クラブが連携している小学校区も多くあるかと思いますが，放

課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型を整備するに当たり，小学校はどのよう

な位置づけがあるのでしょうか？地域学校協働本部を作っていく中で協議していく

とは聞いていますが，その中での学校の動きや役割等はどのようなものなのかイメー

ジがあればお伺いしたいです。 

子ども政策課 

野島 

文部科学省と厚生労働省が連名で出した放課後子ども総合プランの通知には，放課

後子ども教室または放課後児童クラブを整備する場合は，学校施設を活用することと

し，新たに開設する放課後児童クラブの８割を小学校内で実施することを目指とあり

ます。また，放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施に当たっては各学校に使

用できる余裕教室がないかを十分に協議し，小学校の余裕教室の活用を検討しなさい

という旨の記載もあります。そのようなことも踏まえて，学校関係機関と調整しなが

ら進めていきたいと考えています。 

子ども政策部長 

渥美 

人口や子どもの数が減少してきているということもあり，学校等の公共施設を有効

活用したいという国の意向もある中で，市としても，市税による財源も少なくなって

いきますので，既存の公共施設を有効的にマネジメントしていきたいと考えていま

す。その中で，学校の余裕教室につきましては，明確になっていない部分もあり，今

後その辺りを教育委員会とも相談しながら，時間はかかるかもしれませんが，協議さ

せていただきたいという思いはございます。 

水野 典子 

委員 

教員の立場から考えると，とてもハードルが高いかと思います。教員自身があまり

放課後子ども教室や放課後児童クラブ等について理解が進んでいないということが

１つの原因になっているのではないかと思いますので，研修会の場に学校関係者も入
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るなどして学校現場へ理解を求めていかないと，かなり難しいことではないかと思い

ます。また，他にもいろいろな条件を整えなければいけませんし。 

鈴木 佳子 

委員 

私自身の子育ての時には，放課後児童クラブ等はなかったのでとても良いことだと

思っています。小学校と放課後児童クラブが近いこともあり，放課後児童クラブの様

子を伺ったり，先生方が放課後児童クラブに届け物をするついでに子どもたちの様子

を見てもらったりしています。 

子どもたちにとっての安心安全につきましても，とても真剣に考えていただいてい

るということは保護者の方々にも伝わっていることだと思います。支援員の方々と話

をすると，「私たちも研修に行っています。」ということを聞きますので，ポリシーを

もって関わっていただいているということを感じます。子どもたちが少なくなってい

る中，ハード面も含め大変なところもあるかと思いますが，未来の子どもたちを育て

ていくためにがんばっていかないといけないということをみなさんに説明して，御理

解をいただきながら進めていかないといけないと思いました。 

私自身もこの会議に参加させていただきいろいろなことを勉強させていただきま

した。今後もいろいろなことを教えていただきたく思います。 

服部 高宣 

会長 

放課後子ども教室のコーディネーターやサポーターの方々が努力していただいて

各教室でいろいろなプログラムをしていただいています。そのような良いものを放課

後児童クラブでも活用し，クラブ内だけでなく地域との関わりができることで地域が

活性化されるのではないかというアイデアの元にこういったプログラムが出てきて

いるように思いますが，実現には難しい部分もあるかと思います。放課後子ども教室

と放課後児童クラブの一体型の施設を１か所でも２か所でも整備できていくと良い

かと思います。 

古市 博信 

委員 

以前から指摘されていることで，放課後子ども教室のサポーターや放課後児童クラ

ブの支援員の人材確保についてですが，人材確保をする際，地域では正直なところ引

き抜きという形が多いかと思います。放課後児童クラブの支援員につきましても資格

所有者の配置が必要になるとのことで，支援員やサポーターの確保については放課後

児童クラブや放課後子ども教室に任せきりになっている部分もあるのかと思います

が，今十分に人材の確保はできているのでしょうか？ 

子ども政策課長 

古市 

支援員が不足している放課後児童クラブも確かにあります。放課後児童クラブの利

用児童募集と同時に支援員の募集も広報すずかで行っておりますが，申込みにつきま

しては各クラブでしていただいておりますので，どれだけの応募があったかにつきま

しては把握していません。人材確保につきましてはこれからの市の課題であると思い

ます。 

子ども政策課 

野島 

賃金を上げることが人材確保に直結する訳ではないと思いますが，指導員の処遇改

善事業にも取り組み始め，以前と比べ，指導員の賃金や処遇等が見直されて改善され

ています。長く従事していただきたいということもあり，このような補助的な支援も

含めて指導員の確保に努めていきたいと思います。今年度は，広報すずかでの募集に

加え，市のホームページに各クラブの指導員の賃金の処遇状況等を掲載し，広く見て

いただけるような方法も検討しています。また鈴鹿大学と連携し，将来保育士等を目

指す学生の方々に夏休みの期間等を利用しアルバイトに来ていただくといった連携
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も行っています。 

服部 高宣 

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。今後も継

続してこのような話し合いや協議が必要になってくると思いますので，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ます。 

 


