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平成２８年度第２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２９年２月８日（水） １４：００～１６：４５ 

場  所 井田川公民館 ホール 

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 

文化振興課長（澤井），教育総務課長（森川），子ども政策課長（古市），教育支援課長

（橋本），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８名） 

傍 聴 者  ０名 

 

服部 高宣 

会長 

第２回鈴鹿市放課後子ども総合プラン運営委員会会議を始めます。 

事項書１状況報告の平成２８年度の活動について報告していただきます。 

それでは，①放課後子ども教室についてお願いします。 

文化振興課 

田中 

鈴鹿市放課後子ども教室は，平成１９年度からスタートし， 初，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，そして昨年度，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。 

 

○経過報告 

４月に募集し，５月に地域コーディネーター会議，事務担当者会，教育活動サポー

ター会，保護者説明会を開催し，それぞれの教室で事前の準備を進め，６月１日から

順次開級しました。 

通常，小学校の通学期間に合わせて実施し，長期休業中は実施していませんが，郡

山子ども教室が夏休みに１度実施しています。 

 

○教室概要及び活動実績（２学期終了時点） 

 清和のも

り 

郡山子ど

も教室 

キッズ白

子 

明生クラ

ブ 

井田川ち

びっ子隊 

河曲キッ

ズクラブ 

小学校区 清和 郡山 白子 明生 井田川 河曲 

活動場所 公民館 公民館 公民館 

幼稚園 

公民館 公民館 公民館 

幼稚園 

その他の

活動場所 

小学校校

庭・家庭

室 

小学校体

育館 

小学校体

育館 

- 河川敷運

動場 

小学校体

育館 

キッズ農

園 

対象学年 １・２年 １～３年 １～３年 １～６年 １～３年 １～３年 

年間活動

回数 

２７回 ３２回 １７回 １５回 １６回 ２０回 

１学期実

施回数 

６回 ８回 ５回 ４回 ３回 ５回 
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２学期実

施回数 

１３回 １５回 ８回 ７回 ８回 １０回 

参加児童

平均人数 

３０人 ５４人 ３０人 ２９人 １９人 ４７人 

教育活動

サポータ

ー出席平

均人数 

９．５人 ９．２人 １１人 ９．４人 ８．３人 １１人 

地域コー

ディネー

ター総活

動時間 

※準備等

も含む 

７４時間 ９２時間 ３４時間

×２人 

２９時間 ４８時間 ３２時間 

地域コーディネーター総活動時間以外にも，ここには含まれない，家などでの事前

準備や保護者向けのお便りの作成など，ボランティアで活動いただいている時間も実

際にはあります。教育活動サポーターにつきましても同様で，活動時間外で工作など

の事前準備や材料集めをしていただくことがあります。 

市の担当職員も，可能な限り教室の様子を見に行っており，そうすると，表には見

えてこないところに気付かされることが多々あります。 

 

○活動内容 

・宿題 

教室によってルールは異なりますが，教室に到着したらすぐ宿題をする教室もあり

ますし，活動内容によって，宿題の時間を取ったり，取らなかったりする教室もあり

ます。子どもたちは，教室に到着後の 初の集まりで，その日の流れを確認するので，

初に活動の見通しを持てるようになっています。 

・集団遊び・友達との協力を要する活動 

自由遊びの中でも交流はありますが，他に大縄跳びやちぎり絵の制作，積み木など，

友達と相談しながら進める活動があります。低学年が多いですが，教育活動サポータ

ーも横についており，小さい子なり考えて作業を進める姿が見られます。 

・異学年交流・異年齢交流 

教室の中で，より上の年齢の子がリーダーシップを発揮できる場面があったり，教

室によっては，大学生に来ていただいて，一緒に遊んだりする活動がありました。ま

た，公民館で職場体験学習中の中学生が入ってくれたこともありました。 

・教育活動サポーターとのふれあい 

教室活動中，常にあることですが，核家族でお住まいの子どもにとっては貴重な時

間ではないかと思います。 

・ものづくりの活動 

手作り工作，自然素材を使った工作，科学工作などがあり，外部講師を招いて教え

ていただくこともあります。季節に合わせた工作は，事前準備の材料集めが大変なの
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ですが，普段なかなか目にすることのないような木の実などを使い，良いものが出来

上がりました。 

・季節を楽しむ活動 

季節に合わせたものづくりの他に，流しそうめんや餅つき大会といった大イベント

や冬ならではの凧揚げをした教室もありました。 

・絵本の読み聞かせ 

教室にハイテンションでやってきた子どもたちも，静かに落ち着く時間です。 

・収穫体験・食育・調理体験 

じゃがいもやサツマイモを収穫した教室がありました。また，焼き芋や鬼饅頭づく

りをした教室がありました。また，今年度初めて，民間企業の出前講座を活用し，お

やつの食べ方の話をしてもらった教室があります。一日に食べても良いポテトチップ

スの量についてグループで相談して，実際にポテトチップスをはかりに載せて考えま

した。 

・伝統にふれる体験 

外部講師を招いて体験する場合もありますし，教室には，だるま落とし，カルタ，

おはじき，お手玉，けん玉，こまといった昔ながらの遊び道具をたくさん準備してい

ただいていますので，それらを使って遊ぶこともあります。 

・音楽活動・体育的活動・英語活動・芸術活動及び環境教育・防災教育・福祉教育 

教育的な活動，さまざまな文化にふれる活動を外部講師のお力をお借りして行って

います。 

・公民館の講座を活用した活動 

公民館で開設されている講座やサークルの講師の先生や受講生をお招きして，発表

を見たり，聞いたり，体験させていただいたりということもありました。 

 

○今後について 

３月に地域コーディネーター会議を開催します。今年度の活動を振り返り，来年度

に向けて，それぞれの教室のよりよい活動につながる情報交流をしたいと考えていま

す。 

 

○来年度に向けて 

・アンケートの実施 

２月から３月にかけて，教室に参加する児童及び保護者，地域コーディネーター，

教育活動サポーターを対象にアンケートを実施し，来年度の教室の運営に生かしてい

きたいと考えています。 

・井田川ちびっこ隊の一体型放課後子ども教室への移行 

・小学校施設の有効利用の推進 

放課後子ども教室における，小学校施設の有効利用を推進したいと考えています。

これについては，国が強く推進しようとしているところであります。鈴鹿市でも，す

でに部分的に，小学校施設をお借りして活動をしていますが，今後も小学校の校長先

生をはじめ，職員の皆さまの御理解をいただきながら進めていきたいと考えていま

す。 
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・地域コーディネーター，教育活動サポーターのニーズに応じた研修会の開催 

昨年度は救急法についての研修会を開催しています。子どもの安全・安心が一番で

あることから，そのような内容で開催しましたが，来年度，研修会を開催するにあた

り，どのような内容をお知りになりたいか，アンケートを実施し，その回答を踏まえ，

計画したいと思っています。 

・活動の情報共有 

それぞれの教室で，素敵な外部講師や団体を見つけて，充実した内容の活動を行っ

ていただいていますが，それらの情報を共有することで，企画・運営への負担が軽減

し，また，子どもにとっても良いプログラムになると思いますので，そのような情報

のリスト化を行いたいと考え，順次，地域コーディネーターに情報の記入をアンケー

トと合わせてお願いをしているところです。 

 

放課後子ども教室については，以上です。 

服部 高宣 

会長 

ありがとうございました。 

続きまして，②土曜体験学習事業についてお願いします。 

文化振興課 

豊田 

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

で３年目の事業になります。 

土曜体験学習の趣旨としまして，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・実施することによ

り，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てい

ます。 

鼓ヶ浦公民館運営委員会に事業委託を行い，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実施しました。教室名は「鼓・夢工房」で３年目の活動とな

っています。 

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，連

携や実施に向ける調整を図るために地域コーディネーター１名，体験学習を進め担う

地域の人材を，土曜学習推進員として 1７名配置し学習活動の運営にあたりました。

地域には，多様な経験と技能を持ち，ボランティア活動への意欲の高い退職者の

方々が住んでおり，公民館活動に協力していただいています。「おじさんセミナー」や

「かるがも広場」等で活動しているボランティアの方々から，昨年に引き続き，全面

協力を得ることができました。 

 

○参加児童数 

１学年：５人，２学年：７人，３学年：２人， 

４学年：５人，５学年：２人，６学年：０人 合計２１人 

 

○主な取組み 

「テーマ」でもあるペーパークラフトの作成，流しそうめん用箸の制作，門松づく

りや竹やぶ探検（ 終回）などに取り組みました。 
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○活動日及び活動時間 

毎月第１土曜日 ９：３０から１１：３０ 

夏休み及び冬休みの期間にも，それぞれ１回実施しました。 

 

ペーパークラフトは，工夫と努力により精巧な作品ができ，また簡単なものから複

雑なものまで様々な素材が用意されているので，子どもたちの発達や技量に応じた作

品をつくることができます。 

指導員は子どもの様子と進捗状況を目安に個別指導を行い，アドバイスが過度にな

らないよう努めています。 

また，準備や後片付けも大切な工程であるということを徹底した結果，子どもたち

の自主性や積極性などが育ちました。 

活動毎に広報誌を作成し，保護者に配布するとともに，公民館内の掲示板へ掲示し

ました。さらに，公民館文化祭で，子どもたちの作品を展示し広く学習の内容を保護

者や地域住民の方々に啓発する予定です。 

後に，本事業は，学校・家庭・地域の理解と連携協力が必要であり，特に全校集

会での説明会の開催や，教職員の協力，鼓ヶ浦小学校長の毎回の参加により，児童が

安心して活動することができました。 

来年度に向けても，鼓ヶ浦地区の土曜体験学習事業を実施するとともに，他の小学

校区でも開催できないか，啓発に努めていきたいと考えています。 

 

土曜体験学習事業については，以上です。 

服部 高宣 

会長 

ありがとうございました。 

続きまして，③放課後児童クラブについてお願いします。 

子ども政策課 

野島 

現在，本市では３０の小学校区で４３箇所の放課後児童クラブが民営により運営さ

れています。平成２８年５月時点の登録児童数は１８４５人で，５年前と比較して約

５００人増加しています。増加の要因としては，近年の経済情勢，女性の社会進出に

よる共働き家庭の増加，児童福祉法改正による放課後児童クラブの対象年齢が拡大さ

れた等が考えられます。近年の放課後児童クラブの利用を必要とする方々の増加か

ら，利用希望者が利用定員を上回ってしまい，待機児童が発生している小学校区もあ

ります。今年度は玉垣・旭ヶ丘・牧田・稲生の４つの小学校区に各１箇所ずつ放課後

児童クラブが新設されました。来年度入所においては，玉垣や飯野小学校区で，利用

定員を上回る利用希望者がいるとの報告を受けており，将来的な児童数も考慮し，放

課後児童クラブの充足に向け検討しています。 

今年度は，幼稚園の一室を借用し運営している放課後児童クラブが，公立幼稚園の

再編計画等を受け，幼稚園の借用が難しくなったことから，利用定員の拡充も目的に，

国・県・市の補助金を活用し放課後児童クラブ専用施設を新設しました。 

また，平成２７年４月に施行した「鈴鹿市放課後健全育成事業の設備および運営に

関する基準を定める条例」により，放課後児童クラブの設備や運営についての基準が

定められ，その中で，放課後児童クラブに従事する職員についても定められており，

都道府県知事が行う研修を修了した放課後児童支援員の配置や職員の知識及び技能

の修得，維持及び向上等が謳われています。本市においても，放課後児童クラブの支
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援員向けの研修を実施しています。 

放課後児童クラブの支援員が継続的に従事していくためには，労働や雇用の条件も

重要です。本市では，支援員の賃金改善を目的に，平成２７年度から鈴鹿市放課後児

童健全育成事業補助金に放課後児童支援員等処遇改善等分の補助加算メニューを新

たに追加しました。 

また，今年度から，放課後児童クラブひとり親家庭利用料支援事業補助金を始めま

した。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

ている放課後児童クラブに対し，減額いただいた一部又は全部を補助する制度であ

り，３０の放課後児童クラブから申請がありました。 

今後も，放課後児童クラブの質の向上，そして子どもたちが放課後等を安全に過ご

すことができるよう行政として関わっていきたいと思っています。 

 

放課後児童クラブについては，以上です。 

服部 高宣 

会長 

ありがとうございました。 

続きまして，平成２９年度放課後子ども総合プランについてお願いします。 

子ども政策課 

野島 

平成２６年５月に，厚生労働省と文部科学省が放課後子ども教室と放課後児童クラ

ブの計画的な整備を目指す方針を打ち出しましたことを受け，本市では行動計画を策

定し，平成３１年度までに小学校等の余裕教室を活用した放課後子ども教室と放課後

児童クラブの一体型の２箇所整備を目指すことを計画しています。平成２９年度に，

井田川小学校での放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体型整備に向け，現在，

小学校，教育委員会，放課後子ども教室・放課後児童クラブ関係者と協議を重ねてい

る状況です。 

今後の予定としましては，平成２９年度は井田川小学校で一体型を実施することを

進め，平成３０年度は２ヵ所目の一体型整備の場所の検討及び決定，平成３１年度に

は２ヵ所目の一体型の実施する計画で担当部署と協議をして進めていきたいと考え

ています。 

平成２９年度放課後子ども総合プランについては，以上です。 

服部 高宣 

会長 

ありがとうございました。 

事項の１状況報告をしていただきました。 

これらについて，御意見や御質問がございましたらお願いします。 

 

当初，平成１９年度に放課後子どもプランが立ち上がったときには，小学校で放課

後子ども教室と放課後児童クラブが一体になったものができれば良いということだ

ったかと思います。総論ではそう思われますが，実施に向け，それぞれ小学校と調整

をしていく中で，たくさんのハードルがあったため，一体型の整備に向けなかなか進

まなかったのが実情だったかと思いますが，平成２９年度に，井田川小学校で放課後

子ども教室と放課後児童クラブの一体的な整備に向け進めていただいているという

ことで，関係の部署の方々には努力していただいたと思います。 

数年後には２箇所目の整備も視野に入れているとのことで，放課後子ども教室も放

課後児童クラブも学校から実施場所までの移動が必要になり，移動距離が長いところ

もあれば短いところもあります。安全確保や普段の活動の中で使い慣れている小学校
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で実施は，安全面からはベストだと思います。 

放課後児童クラブは，保育所と同じように，利用希望者が定員を超えており，待機

児童が出ると全国的に言われています。 

就労している保護者が増加しており，共働き家庭が多く，その子どもが小学生にな

ったからといって，仕事を辞めるというものも難しいかと思います。 

小学１年生になっても長時間となると，預かりや見守りが必要になる。今後もより

必要になってくると思われます。 

放課後児童クラブも地域的には不足しているので，整備していく必然があると思い

ます。 

全国的に，保育士の処遇改善も言われている中で，放課後児童クラブについても処

遇改善の話がありましたが，支援員が入れ替わるのは，子どもたちにとっても，環境

的にも良くないと思います。国はある程度の補助を出しながら進めてはいますが，運

営も潤沢ではないので厳しい部分もあると思います。 

鈴鹿市は放課後子ども教室も放課後児童クラブも他市と比べても充実していると

は思いますが，市内で考えると，市民サービスも含め，子どもたちの安全確保の部分

では完全には追いついていないのが現状であると思います 

鈴木 美生 

委員 

放課後児童クラブについて，定員を上回る利用希望者がいた場合，入所の優先順位

の基準は市が定めているものなのですか？それとも，各放課後児童クラブで定めてい

るのですか？ 

子ども政策課 

野島 

入所の優先順位等につきましては，各放課後児童クラブで決めていただいていま

す。 

服部 高宣 

会長 

潜在的な利用希望者など細かく把握していけば，定員を上回る放課後児童クラブを

必要としている方いるとは思います。 

支援の単位あたりの定員は，国では４０名が望ましいとされているが，鈴鹿市が定

員４０名を上限にしてしまうと，放課後児童クラブを利用できなくなる児童がでてく

るため７０名を上限としているようです。 

放課後児童クラブは，入りたい人が入れるものではなく，保護者等が労働等により

昼間家庭にいない家庭の子どもを支援することを目的としている場所ですので，放課

後児童クラブを必要とする人が利用できるよう，精査や優先順位を付けているとは思

いますが，全ての人が希望する放課後児童クラブに入れるといる状況ではありませ

ん。 

鈴鹿市としては，将来的な児童数を見込んだ上で，放課後児童クラブを整備してい

かないといけないと思います。小学校区毎に見たときのバランスの取り方が難しいと

ころもあるのかもしれませんが，補助金等も活用していただき，その中で上手く放課

後児童クラブを必要としている方々の受入れをしていただきたいと思います。 

また，施設の広さ的にはまだ受入可能だが，支援員の数等の理由で，状況によって

は断らざるをえない場合や，その他やむなくの場合もあるかとは思いますが，必要な

方が利用できるようにしていただくようお願いしたいと思います。 

 

旭が丘小学校区は，団地も出来ており，住民が増えているように思いますが充足し

ているのでしょうか？ 
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子ども政策課 

野島 

旭が丘小学校区には，今年度から１箇所新設したため，放課後児童クラブが３箇所

あり，定員を上回る利用希望があったとの報告はありません。 

服部 高宣 

会長 

他にいかがでしょうか？ 

 

放課後子ども教室について，明生クラブは６年生までを対象学年としていますが，

他の教室は低学年までとなっています。今後，他の教室でも対象学年を高学年まで拡

大する可能性や計画等はあるのでしょうか？ 

文化振興課 

豊田 

明生クラブは，１年生から６年生までを対象学年として募集していますが，今年度，

人数が定員を超えたこともあり，また，教育活動サポーターと子どもの人数のバラン

スが取れないと，子どもの安全性が担保できないということもあり，来年度からは対

象学年を検討する予定です。他の教室については，人数が多い場合は人数減らすなど，

適正な教室運営ができるよう，各教室のコーディネーターの判断に基づいて行ってい

ます。 

服部 高宣 

会長 

放課後子ども教室には，多くの子どもが参加しているようで，地域コーディネータ

ーや教育活動サポーターがたくさんいないと，子どもたちのパワーに負ける部分があ

るかと思います。ただ，地域コーディネーターや教育活動サポーター等の見守る大人

は，若い世代は働いており，出てきにくくなっているため，一線を退いた方にお願い

することになるので，その辺りのフォローが難しいと思います。 

放課後児童クラブも，賃金給与の面から，若い支援員の雇用や確保が難しくなって

いると聞きます。今後，放課後児童支援員の資格を持っている支援員の確保が必要に

なってくるとのことですが，保育園や幼稚園でも職員の確保が難しい中，放課後児童

クラブでの支援員の充足はなかなか難しく，クリアしないといけないハードルが高い

ようにも思います。 

水野 典子 

委員 

放課後児童クラブの支援員を見つけるのが大変だと聞いていますが，支援員が足り

なくなった場合は，放課後児童クラブが見つけるのですか？市が見つけてくれるので

しょうか？ 

子ども政策課 

野島 

放課後児童クラブは民営のため，各放課後児童クラブで支援員を探すことになりま

す。織り込みチラシやハローワークで募集している放課後児童クラブもあります。市

では，広報すずかに支援員等を募集しているクラブの一覧を掲載することもありま

す。市としても，放課後児童クラブの質を高めていきたいと考えている中で，放課後

児童支援員資格を持っている支援員の確保が課題となっています。 

服部 高宣 

会長 

保育園でも，新聞広告や有料広告に何万円と払って掲載しても，まず応募は来ない

です。放課後児童クラブで，放課後児童支援員資格を持っている方の配置というのは

かなりハードルが高いと思っています。退職した保育士資格等を持っている方の雇用

というのは難しいのですか？ 

子ども政策課 

野島 

退職した保育士資格等を持っている方の雇用につきましては，実績として数名，放

課後児童クラブで雇用されています。 

夏季長期休業中は，大学生がアルバイトにきている放課後児童クラブもあると聞い

ています。 

服部 高宣 三重県内の保育士等の養成校と話をしたことがありますが，夏季長期休業中の学生



 9 / 14 
 

会長 の従事について，ボランティアではなく対価ありなら可能とする学校と，対価なしで

ボランティアとして経験して欲しいと考えている学校があるようです。長期休業中は

そのような方の力を借りるとしても，平日の支援員をどのように充足させていくかを

考えないといけないのかなと思っています。 

子ども政策課長 

古市 

補足ですが，鈴鹿大学が平成２９年度から，新たに人材育成のための学部を立ち上

げ，県の補助金を受け子育てイノベーションセンターという名称で新たな取り組みを

していただく予定になっています。それについては市の学官連携の中で，保育士等の

養成に関して，色々な施設の受入等をする形は今取り組んでいるところでもありま

す。 

服部 高宣 

会長 

市内にも養成校があるので，不足している部分を補うのも良いかと思います。鈴鹿

市の放課後児童クラブは民営ではありますが，学生にとっても良い経験になると思う

ので，そこも含めて市と大学で話をしていただくこともお願いしたいと思います。 

鈴木 佳子委員にお伺いしたいのですが，小学校内での放課後子ども教室と放課後

児童クラブの一体的に整備は，子どもが増加している小学校区には空いている教室は

ないとかと思いますが，子どもが減っている小学校区について，放課後に学校での子

どもたちの受入れの可能性というのはあるのでしょうか？ 

鈴木 佳子 

委員 

条件整理ができた上でないと難しいかと思います。本校の場合は，本小学校区の放

課後児童クラブが地域と連携しており，放課後児童クラブも学校の近くにあるので，

情報の共有もしながら運営いただいているように思います。本校での一体的な整備や

受入れについては考えていませんが，今の放課後児童クラブと学校との連携はとても

良い状況だと思っています。 

服部 高宣 

会長 

私が聞いた話では，放課後児童クラブは，学校にも協力をいただいており，学校行

事や早帰り等の連絡を学校から放課後児童クラブにしていただいている小学校区も

あるようです。時には，放課後児童クラブと学校で行き違いがあり，バタつくことも

あるようですが，放課後児童クラブが立ち上がった当初と比べると，学校側にも協力

いただき，上手く運営していただいていると思います。 

水野 典子 

委員 

本来，放課後児童クラブは学校にあるのが一番望ましいと思います。もしくは，学

校の近くでも良いと思います。どうしても場所がなく，小学校から距離が離れてしま

うと，送迎が大変になると思いますし，もし場所が変わってしまうと，新しい場所の

近くの子は行けると思いますが，行けなくなる子も出てくる等の問題も出てくるかと

思いますので，なるべく学校の近くにあるのが望ましいと思います。 

放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体型の整備を，井田川小学校で進めるこ

とができているのは，小学校側の管理がしやすいという面があるのかなとも思います

ので，井田川小学校も含め，２箇所目の一体型の整備に向けては，小学校とも十分に

話し合って，管理が出来る体制を作らないと難しいと思います。校舎内の一室を使っ

ての実施というのはなかなか難しく，他に校舎内に残って活動している子どももいる

と思うので，放課後の教室の状況を含め，学校との話し合いも必要になるのかと思い

ます。放課後子ども教室も同じだと思います。小学校に対する呼びかけや説明をして

いかなければならないと思います。学校側に理解を求め，何とかできないかと考えて

いただくことが必要な時期なってきているのではないかと思います。 
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服部 高宣 

会長 

一番のハードルは，小学校側としては，学校の管理責任の所在や，教室使用後の後

片づけ等が気になるのではないかと思います。保護者としては，放課後そのまま小学

校で預かるのが安全だと思うかもしれませんが，その辺りの折り合いをどのような形

でつけていくのかが難しいところだと思います。 

他にいかがでしょうか？ 

鈴木 佳子 

委員 

放課後子ども教室について，活動時間は何時間くらいと決まっているのですか？そ

れぞれの教室で活動時間は異なるのでしょうか？ 

文化振興課 

豊田 

現在，各教室，１４：３０から１６：３０までの２時間の単位で実施しています。

文部科学省からは，１日４時間までの活動にするようにという方針が出されており，

準備や片付け，保護者への引渡しも含めて２時間と考えていますので，実質的な活動

時間は１時間半程度になります。 

服部 高宣 

会長 

平成２９年度や平成３０年度に向けて，放課後児童クラブの整備について具体的な

計画的はあるのでしょうか？ 

子ども政策課長 

古市 
平成２９年度に放課後児童クラブについての計画はありません。 

服部 高宣 

会長 

それではこの後，視察が２ヵ所入っています。 

一体型を検討している，井田川小学校区の放課後児童クラブと放課後子ども教室の

視察に移ります。視察後，また御意見をいただきたいと思います。 

（視察） 
放課後児童クラブ視察 

・井田川小学校区放課後児童クラブ井田川っ子 

（視察） 
放課後子ども教室視察 

・井田川ちびっこ隊 

服部 高宣 

会長 

視察お疲れさまでした。子どもたちの元気な姿を見せていただきました。 

視察していただき，放課後子ども教室，土曜体験学習事業，放課後児童クラブも含

め総括的な意見でも結構ですので，御意見等をお願いします。 

井田川地区は地域的にゆったりとしており，支援員の方も含め，雰囲気の良い地区

だと感じました。ただ，車が少なからず走っていますので，小学校の近くで移動が少

なく，安全なところで子どもたちが過ごせるのが一番かと思っています。 

水野 典子 

委員 

井田川小学校区の放課後児童クラブは，施設が広くて明るくて程よい空間もあり，

そこで過ごせる子どもたちは幸せだと思います。放課後児童クラブの中には，間に合

わせのような施設もあるので，井田川小学校区の放課後児童クラブのような施設があ

ちこちに建つといいなと思います。 

また，放課後子ども教室について，子どもたちは仲良く伸び伸びとしていて元気な

ので，放課後子ども教室で，あたたかく地域の方に見守ってもらえるというのも良い

ことだと思っています。子どもたちが安全に安心して過ごせることも大事ですが，こ

のように地域の方に見守られ，地域との繋がりができることも，とても良いことだと

思います。これが，放課後子ども教室の特徴でもあるのかなと思って見させていただ

きました。いいおじいちゃんおばあちゃんたちに囲まれて，核家族であってもこのよ

うな場所で，御年配の方と接することができるということは，羨ましく思うとともに，

教育活動サポーターの方も子どもから元気をもらっているとおっしゃってみえたの
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で，双方にとって良いことだと思いました。 

鈴木 美生 

委員 

放課後子ども教室について，話には聞いていましたが，実際にどのような活動をし

ているのか想像がついていませんでした。今日，実際に活動の様子を見せていただい

て，放課後子ども教室について知ることができたような気がします。地域コーディネ

ーターの方も言っていましたが，教育活動サポーターの方の負担にならないように，

また，子どもたちが来たくならないように心がけているとのことで，学校やクラブ以

外の場所を作る際に，一番大事な考え方なのかと思いました。 

服部 高宣 

会長 

今日の放課後子ども教室で，一年間を振り返っての作文を書くという活動を行って

いました。子どもたちが一年を思い返して，記憶に残っているもの，楽しかったこと

等の振り返りは必要なことですので，良い企画の活動をしていただいていると思いま

す。活動中，子どもたちが自由に動いていたのが印象的でした。 

 人に何かを教えるとなると，上からの発言になりがちですが，放課後子ども教室で

は，大人がしっかりと子どもの目線まで下げて，親しく接していただいておりました

ので，子どもたちも伸び伸びと健全に育っているのだなと感じましたが，その分，大

人は大変なのだろうとも思います。 

古市 博信 

委員 

私も放課後子ども教室に関わって６年目になりますが，地域毎に特色がありまし

て，各地域の方が持っている特技等を放課後子ども教室で披露していただくこともあ

ります。放課後子ども教室は，基本的には，子どもが安心・安全に色々な体験し，地

域の方々と交流する等の趣旨はありますが，今日の井田川小学校区での活動の作文を

拝見すると，井田川小学校区の放課後子ども教室は２年目とのことで，「２年間お世話

になりました，この経験をいかしてがんばります」といった内容の作文を，３年生の

子どもが書いていました。地域コーディネーターや教育活動サポーターの方々も色々

と悩むことはあるかと思いますが，２年間受けた色々な思いが，子ども中にきちんと

残っているのだと思いました。 

地域コーディネーターや教育活動サポーターは，色々な活動を通して，子どもたち

に体験をさせる，何か得て欲しいという思いから，大人目線で活動してしまうことも

ありますが，子どもたちは，学校の休み時間のような，伸び伸びと自由な時間を求め

ていますので，大人の思いと子どもの願いを上手く合わせていかないと，大人が上か

ら押し付けるような形になってしまうので，気をつけないといけないと思っていま

す。色々な活動を通して，子どもたちが，楽しかった，やってよかったという思いを

一つでも持って欲しいと思っています。 

服部 高宣 

会長 

活動の企画は，当然大人がしますので，大人の思いが先行してしまうと，少し命令

的な口調に変わってしまう部分もありますので，そこは，古市委員がおっしゃられた

ように，休み時間のような，子どもたちが自由に息を抜ける，友達や大人と共に過ご

せる場であることも良いのかと思います。 

鈴木 佳子 

委員 

私も放課後子ども教室の様子を見せていただいて，放課後子ども教室の説明の中

で，学校や家庭では出来ないことを子どもたちに体験させてあげたいとおっしゃって

おられ，とてもよい言葉だと思いました。子どもたちが学校という集団の中で頑張っ

てきた後に，放課後子ども教室も集団ではありますが，子どもたちがリラックスでき

る形で，地域の方々に見ていただいていることは，とても素敵だと思いました。学校
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以外に，そのような居場所があるというのは良いと思います。 

古市 博信 

委員 

子どもたちが伸び伸びと活動して過ごすというのは理想だとは思いますが，気をつ

けないといけないこともあるかと思います。放課後ということで，子どもたちには意

識的に縛られないという気持ちがどこかにあって，放課後子ども教室に来るときから

気持ちがハイになっています。活動場所に入ったときに走ったり，ふざけたりするこ

ともあり，度が過ぎてしまうときもあります。あたたかい目で見てはいますが，普段

の学校生活の中で，人に迷惑をかけない，怪我をさせないということを，きちんと大

人が叱るということも見守りの中の必要になることもあると思います。何をしても叱

らずいると，伸び伸びと過ごしているように見えても，秩序がなくなってしまいます。

ルールがあっての活動だと思いますので，その部分も大人の方には協力いただくよう

な形で活動しています。 

服部 高宣 

会長 

今は，怒られるということも少なく，放課後児童クラブでも，１８：３０に保護者

の方が迎えに来るとなると，家に帰る頃には食事の準備に取り掛かるかと思います。

すると，その間子どもはテレビを見ているというような風景が想像できます。やはり

家庭での親と子の交流がかなり薄くなっていると感じます。 

なぜ叱られているのかということを子どもに認識させないといけないし，そこが分

かれば，子どもはルールや約束事を守れる大人になっていくのだと思います。どこま

でが良くてどこまでが悪いのかという，その辺りのバランスの取り方が，子どもたち

によって違うと思いますので，子どもたちへの関わり方もそれぞれで，大人は苦慮す

ると思いますが，あくまでも集団の場での活動ですので，約束事はしっかりと守らせ

るということが基本になるのだと思います。 

上泉 陽子 

委員 

私も放課後子ども教室がどのような場所なのか把握できていませんでした。以前，

放課後児童クラブに行った後に，放課後子ども教室の様子を見たときに，同じような

ことをしていたので，何が違うのかと思っていましたが，放課後子ども教室も放課後

児童クラブも目的をもって活動しているというのが，今回の視察で知ることができて

良かったと思いました。あと，放課後児童クラブについて，井田川小学校区の放課後

児童クラブの施設は，雨の日でも室内で遊べるような広い場所があり，床もしっかり

していて，放課後児童クラブによっては床が波打っている施設もあるので，とても羨

ましく思いましたし，外には広い園庭があり，フェンスで囲われているため，ボール

遊び等もできると感じました。 

服部 高宣 

会長 

放課後児童クラブの施設は，放課後児童クラブによってかなり差があり，古い施設

やプレハブの施設もあれば，井田川小学校区の放課後児童クラブのように遊戯室や園

庭があるような施設もありますので， 低の施設整備という部分で統一できるようで

あれば一番良いかと思います。プレハブ施設だと，夏場はエアコンがあってもかなり

暑いと思われますが，そのような施設に限ってたくさん子どもを預かっているという

状況になっていますので，今日視察した井田川小学校区の放課後児童クラブは環境的

に整っていると思います。 

古市 博信 

委員 

横の交流という意味で，放課後子ども教室は６教室あり，今日の視察でもカラーキ

ャンドルをしたという話がありましたが，去年の会議で紹介していただいており，面

白そうだったので取り入れたりもしました。新しい活動を取り入れたいと考えたとき
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に，他の放課後子ども教室の活動を参考にするのは結構良いと思います。年間の活動

は，計画をする段階で決まってしまい，活動内容もバラエティに富んだ活動をしてい

るので，色々な情報が大事になってきます。情報共有という意味でも，横の連携がで

きてきたと感じており，放課後子ども教室を実施する側としては，非常にありがたく

思っています。 

服部 高宣 

会長 

放課後子ども教室の視察で，子どもたちの作文を読ませていただいて，カラーキャ

ンドルのことを書いている子どももたくさんいましたので，放課後子ども教室６教室

が横の連携を強め，活動プログラムの立て方や面白い活動等の情報を共有すること

で，より内容の濃い活動ができるのではないかと思います。 

古市委員も井田川小学校区の放課後子ども教室で，スライム作りの講師として来て

いただいているようですね。 

古市 博信 

委員 

そうですね。人材確保の部分で，地域コーディネーターを含め教育活動サポーター

の皆さんには，協力的にしていただいており，非常にありがたいのですが，年齢が６

０代以上の方がほとんどで，７０代の方もいるような状況ですので，元気に活動して

いただいており，本人の力になっているとも思いますが，先のことを考えますと，途

切れなく事業を継続していくためには，どこでも同じだとは思いますが，スタッフに

恵まれるととても活動しやすく，そのような方をどのように他からつ繋げていくかと

いうことが，どの教室での課題になっていると思います。 

服部 高宣 

会長 

放課後児童クラブの支援員についても，継続性をもたせていかないと，放課後児童

クラブも放課後子ども教室も存続が危うくなると思いますし，今までやってきたこと

の継続性も必要になってきますので，人材確保というところがかなり重要な部分であ

ると思っています。 

小学校との部分で良い案はありませんか？ 

教育総務課長 

森川 

鈴鹿市の放課後児童クラブは，現在４３箇所あり，子どもにとっても保護者にとっ

ても恵まれた環境だと思います。しかし，子どもは放課後に放課後児童クラブに行き，

家に帰っても保護者と接する時間が昔に比べると，少なくなっているように思いま

す。昔と比べ，服装等の外見は変わったかも知れませんが，中身は大きく変わってな

いと思います。家庭の中で親と子が向き合う時間を毎日とるという気持ちを持ってい

ただくことが必要なのではないかと思います。ただ，その状況を補うという側面から，

保育所や学校，放課後児童クラブは限られた活動ではありますが，そのような児童福

祉を充実していかなければいけないという部分もあるとは思います。 

服部 高宣 

会長 

家庭力といいますか，家庭での子どもの育成力が落ちてきているようには感じま

す。大人と子どもとの関わりというものが地域でもかなり希薄になっていると感じま

すので，放課後子ども教室のような場がないと，なかなか年配の方と接する機会もな

い時代に入ってきていると思います。放課後児童クラブや放課後子ども教室等を活用

していただいて，地域の子どもたちのためになるような施策を進めていっていただけ

ればと思います。 

古市 博信 

委員 

放課後子ども教室につきまして，今まで４月募集のみだったのですが，事情によっ

ては２学期からでも入れるよう窓口を広げていただき，このような柔軟な対応をとっ

ていただいたのは良かったと思います。 
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また，放課後子ども教室を続ける中で，卒業した保護者の方から，私がこういうこ

とが出来るからと，子どもたちの前に立っていただけることがあります。このような

ことがあると，とても嬉しく，大人同士の繋がりもできてありがたく思います。 

水野 典子 

委員 

今日の視察で，放課後子ども教室に来ていた子の中で，知っている子がいましたが，

学校では自分を出せないような子たちが，放課後子ども教室で，しっかり伸び伸びと

しており，それがちょっと嬉しく思いました。やはり，色々な事情を抱えている子が

いますので，学校や家庭で伸び伸び出来る子もいますし，放課後子ども教室でしか伸

び伸び出来ない子もいると思いますので，色々な場所があるというのが子どもたちに

とっては大事なことだと思いました。 

それから，学校側としては，割と放課後子ども教室や放課後児童クラブのことを知

らないというところがあるかと思いますので，学校側に知っていただくためのアピー

ルも必要なのかなと思います。学校側としても放課後児童クラブ等での子どもたちの

様子を知ることは大事だと思いますし，放課後児童クラブ等にとっても学校からの情

報は大事だと思います。学校側としては大変になるかとも思いますが，その辺りの連

携があると良いと思います。関わるというところまでではなく，知るだけでも変わっ

てくるのではないかと思いますので，知るということが一番大事だと思いました。 

服部 高宣 

会長 

学校以外の場所で，少しでも先生の顔を見られると，子どもたちも学校とは違う反

応を見せてくれるような気もしますので，先生方もお忙しいとは思いますが，連携等

の方向に向かっていくと一番いいのかなと思います。そうすることで，放課後子ども

教室等に来ていただいている，地域コーディネーターや地域の方とのふれあいという

部分で，学校側にも色々なメリットが生まれるのではないかとも思いますので，今後

の課題としてお願いしたいと思います。 

 

熱心に御協議いただきありがとうございました。 

これにて，平成２８年度の放課後子ども総合プラン運営委員会会議は終了となりま

す。運営委員の皆様には，１年間にわたり御議論いただきありがとうございました。

今後も，皆様それぞれのお立場で，子どもたちの健全育成にお力添えいただきます

よう，よろしくお願い申し上げます。 

それでは，これで本日の会議を終了いたします。 

 


