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平成２９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３０年２月２８日（水） １４：００～１６：４５ 

場  所 井田川公民館 

出席委員 
青木 啓道（会長），古市 博信，水野 典子，大川 紀子，松尾 健，今井 千恵美

（以上６名） 

事務局等 
文化振興課長（澤井），教育支援課（杉谷），教育総務課（川岸ＧＬ），文化振興課生涯

学習Ｇ（平井ＧＬ，田中），子ども政策課子ども福祉Ｇ（宮田） （以上６名） 

傍 聴 者  ０名 

 

文化振興課 

田中 

●平成２９年度活動報告 

①放課後子ども教室 

・平成２９年度の活動経過報告 

 平成２９年度第１回の会議で，６月の開級式までは説明済。 

夏季休業中に郡山子ども教室が２回，キッズ白子が１回，教室を開催。 

２学期，３学期と教室を実施し，平成３０年２月２８日の井田川ちびっこ隊を初め，

３月初旬に各教室で閉級式を実施し，平成２９年度の放課後子ども教室は終了。 

・各教室の概要 

平成２９年度第１回の会議から変更なし。 

・活動実績 

２学期終了時点で，用事や病気等で欠席する子どももいたが，ほぼ全員に近い子ど

もが毎回参加。 

３学期は，インフルエンザが流行したこともあり，教室によっては，子どもの人数

が少ない日もあった。 

・教室のプログラムについて 

（１）宿題 

教室によって宿題をする時間の有無，タイミングは異なるが，宿題をするときには，

教育活動サポーターや地域コーディネーターが勉強を見ている。 

（２）自由遊び 

教室では，自由遊びの時間をとることもあり，この時が，一番，子どもの性格や，

人間関係，成長が見てとれる。人に交われなかった１年生の子が，人と遊べるよう

になったというのを見るときが一番成長を感じる。 

（３）季節に合わせた活動 

各教室で，恒例になりつつある活動が多い。七夕に向け，竹を切ってくる作業，流

しそうめんにも竹を切ってきての準備や調理の下ごしらえ等，準備や当日の子ども

への指示も大変なことが多いが，なかなか家ではできない季節の風物詩を体験でき

る。 

クリスマス会では，スタッフが皆，手作りのトナカイの角をつけての放課後子ども

教室を実施。指導者の方々と，公民館の主事さんや館長の協力の上で成り立ってい

る。 

（４）工作等のものづくり 
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本物体験と称し，普段ふれることのできない文化や体験の様子を紹介。 

上記以外にも，外部講師の活用や公民館のサークル活動，教育活動サポーターの特

技や仕事等を生かしたプログラムがある。 

・各教室の特徴ある活動 

「清和のもり」 

毎月の初めに，お誕生会を実施。ホワイトボードに，その月に誕生日を迎える児童

名前を書き，みんなの前に出てもらい，みんなでハッピーバースデーの歌を歌った

あと，一人一人，好きな食べ物や好きなスポーツや好きな色を話してもらう。 

小学校と隣接していることから，運動場を使うことがあり，そこでは，リレー等の

ミニ運動会のようにスポーツを楽しむ。 

最後は，閉級式の日に，保護者の方をお招きしてのお茶会です。平成２９年度は，

３月２日に実施予定。 

「郡山子ども教室」 

館長が前に立ち，子どもたちにレクリエーションを実施。また，外部講師を招いて

全体で活動を行う日もある。全体活動を行わない日は，３つのプログラムを用意し，

子どもたちが選んで参加するという方法をとっている。 

夏には，学校をお借りして，流しそうめんを実施。この時は，学校の先生にも食べ

ていただいている。 

「キッズ白子」 

年間を通じ，和太鼓の演奏に取り組んだ。的場凜さんに御指導いただく日も何日か

あった。その成果は，平成３０年２月２５日に公民館のサークル学習発表会で発表。

保護者の方にも案内し，見に来ていただいた。 

１１月には，保護者の方に呼びかけて，親子でクリスマスリース作りを実施。 

また，鈴鹿大学短期大学部の学生さんに来ていただき，学生さんが音楽や英語やバ

ルーンアート等を教えていただいた。 

「明生クラブ」 

宿題をした後，地域コーディネーターや教育活動サポーターが混じっての自由遊び

というのが主な流れとして定着。 

宿題を仕上げることが習慣になっている。自由遊びの時間が長いため，遊びに使う

ものが豊富に準備されている。 

クリスマス会や年度最後のお楽しみ会は，大人主導ではなく，地域コーディネータ

ーと上の学年の子どもたちが相談しながら，内容を考え準備をしている。 

「井田川ちびっこ隊」 

人数が多くないこともあり，開級式では子どもたちが一人一人自己紹介をする。子

どもたちは，好きなものや将来の夢を語る。すぐに考えて喋るというのは難しいの

で，事前に考えてくるよう，地域コーディネーターから各家庭へ連絡がしている。

地域コーディネーターたっての願いで，子どもたちに飯盒でご飯を炊く体験をさせ

てあげたいと早くから計画され，夏には，河原で飯盒炊爨を行った。川で水遊びを

した後，河原でカレーライスを皆で食べた。 

９月は敬老の日に向け，おばあちゃん，おじいちゃんに手紙を書いた。その際，タ

ラヨウの葉っぱに書くということを行った。たくさんのタラヨウの葉っぱを摘んで
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いただいており，そこに釘で字を書いた。ハガキノキとも言われるタラヨウの葉っ

ぱの不思議を体験した。 

「河曲キッズクラブ（カワッキー）」 

幼稚園をお借りしていることもあり，いくつかの部屋と園庭を使用している。 

学校が大縄跳びに取り組む同じ時期に，放課後子ども教室でも，園庭で大縄跳びの

練習をする。 

畑をお借りしてのキッズ農園もある。ジャガイモやサツマイモの収穫体験をし，秋

には焼き芋をしている。 

１２月のクリスマス会では，地域コーディネーター側が用意したプログラムの他

に，子どもたちがみんなの前で発表したいものを計画し，ピアノやハンドベルの演

奏，ダンスの発表などを行っている。子どもたちが計画し，自分達で練習をしてい

ることは，自主的な活動で面白いと思う。 

文化振興課 

平井 

・一体型の放課後子ども教室について 

小学校を活用した一体型の放課後子ども教室を，井田川小学校区の「井田川ちびっ

子隊」で実施している。 

「井田川ちびっ子隊」は，井田川小学校に協力いただき，年間１６回の内，半分の

８回を井田川小学校の特別教室である「図工室」や「多目的ホール」で実施。参加

児童１８人の内，７人が放課後児童クラブ登録児童。 

・放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体型の推進に係る設備整備について 

１２月より順次，整備を進めており，ほぼ整備が完了しつつある状態。 

まだ，タブレット端末のセットアップと有害サイトへのアクセスを制限するフィル

タリングソフト等のインストールができていない状態。 

文化振興課 

田中 

・放課後子ども教室指導者研修会について 

教室を見て回る中で，集団行動や集中して何かに取り組むことが難しい子どもの対

応に苦慮しているとの声を聞いた。また，放課後子ども教室を申し込む際に提出す

る「児童調査票」の配慮希望の欄に，「発達障がい」である旨の申し出が増えてきた。

前述のことを受け，今年度の研修会は，９月に「特別な配慮を要する子どもの理解

と支援」について講義を受けたあと，講師の先生にも残っていただき，子どもへの

関わり方を中心に情報交流を行った。 

・増設に向けての説明と依頼について 

放課後子ども教室の増設に向けて，町民会議，市Ｐ連，地域協働課にお願いし，説

明と依頼の機会をいただいた。 

すぐに増設につながるという訳ではなかったが，説明に回らせていただく中で，い

ただいた質問や意見から，開設することへの難しさの生の声を聞くことができた。

・市長と話そう！鈴鹿（まち）づくりミーティング 

市民対話課の主催事業である「市長と話そう！鈴鹿（まち）づくりミーティング」

に「清和のもり」が申請し，対話が実現した。 

放課後子ども教室の活動内容や，地域の方がどれほど子どもたちのために尽くして

くださっているかということや，活動する中で出てくる悩み等を市長に知っていた

だける場になりとても有意義だった。 

文化振興課としては，放課後子ども教室を無理なく継続していくことへの課題もあ



 4 / 10 
 

らためて認識する機会となった。 

・成果と課題 

【成果】 

（１）放課後子ども教室の活動を広める活動ができたこと。 

（２）地域コーディネーターの方の御経験，コーディネーター会議での情報交流，外

部講師一覧作成等により，各教室の年度初めのプログラムの計画が建てやすく

なってきたこと。 

【課題】 

大きく２点あると考えている。 

（１）放課後子ども教室の継続及び増設の難しさの問題には，人材確保の難しさがあ

る。地域コーディネーター，教育活動サポーターや事務を担う方の確保が困難

な状況にある。 

（２）放課後子ども教室での子どもへの対応の難しさ。 

これらの問題を受け，次年度以降，取り組むべき課題 

① 放課後子ども教室の活動を広く知ってもらう活動を引き続き行う。 

② 放課後子ども教室同士の交流の場を設け，プログラムづくり，運営方法でよい

ものは取り入れてもらう。 

③ 人材の確保について，すでに放課後子ども教室がある小学校区では，教室の要

望に応じて，教育活動サポーターの募集を広報の発行に合わせて行うことを検

討。 

③は，「清和のもり」の発案で，すでに２月２０日号の広報発行に合わせて，清和小

学校区に放課後子ども教室「清和のもり」の教育活動サポーター募集のチラシを全

戸配付した。他の放課後子ども教室でも必要に応じて実施したいと思う。 

今後，近隣の大学に働きかけ，保育や教育について学んでいる学生の参加も依頼し

ていきたいと考えている。 

また，放課後子ども教室で，プログラムを立案したり，子どもたちの前に立って，

指示，指導を主に行っていただく地域コーディネーターの役を担っていただける方

の確保に向け，退職教員への働きかけが出来る機会を探し，放課後子ども教室のこ

とを知っていただき，理解と協力を求めていきたいと考えている。 

放課後子ども教室を増やしていくには，これまでの，文化振興課から公民館に出向

き，１つずつお願いして回るだけでは限界を感じている。 

公民館運営委員会に委託し，主な活動場所を公民館でというメリットはたくさんあ

る。 

しかし，文化振興課がお願いして開いていただくというよりは，地域のニーズがあ

って立ちあげていくのが，理想だと考える。 

行政から機会を捉えて，理解，協力をお願いすることと合わせて，放課後子ども教

室のことを広く知っていただき，学校運営協議会やＰＴＡ活動の中で話題になり，

それぞれの地域や学校に合った形で立ち上げへの動きが起こり，そこに文化振興課

も運営のお手伝いと補助金による支援をさせていただくというのが理想ではない

かと考えている。 

・今後の予定 
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３月８日に地域コーディネーター会議。今年度の振り返りと情報交流と来年度に向

けた協議を行う。 

現在，アンケートを実施しており，それらの内容を踏まえ，次年度以降も，すでに

ある６教室が，より負担なく運営していただけるような情報提供や支援に努めてい

くとともに，継続，増設に向けた取組を検討し１つずつ進めていきたいと考えてい

る。              

文化振興課 

平井 

●平成２９年度活動報告 

②土曜体験学習事業 

・土曜体験学習事業 

文部科学省が推し進める「学校・家庭・地域連携協力推進事業費（学校を核とした

地域力強化プラン）」に基づいて行っている事業。 

・土曜体験学習事業の趣旨 

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など，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る。 

今年度も，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

体験学習を実施。 

・経過報告 

土曜体験学習の参加者募集は，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へ出向き，昨年の実施報告と趣旨説明等を

行い，小学校と連携しながら募集。 

また，地域への周知については，「公民館だより」を活用し，各戸へ配付して周知。

開催日は，年末年始を除く６月から３月までの第１土曜日と１２月２８日。 

・教室概要 

事業の実施は，鼓ヶ浦公民館運営委員会に運営委託し，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人配置している。

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人の協力を得ている。毎回１４人程度の土曜学習推進員を配置し学習活動の

運営に当たっている。鼓ヶ浦小学校校長先生等にも参加いただいている。 

登録児童数：低学年から高学年まで２５人 

平均参加児童数：２１人 

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

ンティア等で活躍している，「おじさんセミナー」のメンバーの協力を得ている。 

・活動実績 

６月３日に開講式を開催し，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，事業を実施。 

１学期は２回，２学期は４回，３学期は３回実施。 

・教室のプログラム 

恒例となったミニ門松作りでは，制作の過程で，カッターナイフやはさみなどの使

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，物づく
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りの大変さや，完成したときの喜び，異年齢での協力や協調性を体験できたようだ

った。 

特に，子どもたちの想像力はすごく，門松の竹の長い短いというサイズや３本組み

合わせた時の見栄えも考えて，竹を選んでいた。その要求にこたえられるよう，支

援員の方がたくさんの竹を用意されていた。 

各回，子どもたちと地域の大人がわきあいあいと体験活動を楽しんでいる。 

・成果と課題 

【成果】 

全体を通して，片付けも大切な工程であることを徹底することで，回を重ねるごと

に後片付けに対する子どもたちの自主性や積極性が向上した。 

土曜学習推進員のみなさんが子どもたちに対して，過度にならない，ちょうど良い

アドバイスができた。ウッドクラフト・ペーパークラフトは，工夫と努力により驚

くほど精巧な製品ができる。土曜学習推進員の方々は，子どもたちの様子と，クラ

フト進捗状況を目安に個別指導を行い，過度にならないちょうど良いアドバイスに

努められていた。 

毎回，鼓ヶ浦小学校の校長先生に参加いただいたことで，小学校との連携が向上し

た。子どもたちの安心と共に公民館に対する意識に変化を感じた。 

【課題】 

この土曜体験学習が，鼓ヶ浦小学校だけの事業であること。放課後子ども教室同様，

なかなか増えないというのが現状で，新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

と考えている。 

子ども政策課 

宮田 

●平成２９年度活動報告 

③放課後児童クラブ 

小学校区毎に１か所以上，計４３か所の放課後児童クラブが，社会福祉法人や，NPO

法人，保護者会等により運営されている。 

平成２９年度は，長太小学校区に新たに１か所新設。 

近年，共働き世帯や核家族化によるニーズが高まっており，平成２９年５月１日現

在の全放課後児童クラブの登録児童数は１，９４５人で，これは，本市の全児童数

１１，２３２人の１７．３％にあたり，６人に１人が登録している。 

放課後児童クラブの施設について，放課後児童クラブ４３か所のうち２４か所は市

が所有する施設を使用している。中には，老朽化が顕著となっている施設もある。

また，学校施設等の有効活用等について，教育委員会事務局等と調整を図る。 

鈴鹿市放課後児童支援員研修会を９月１５日に開催。放課後児童支援員及び補助員

の方のスキルアップ等を目的に，昨年度に引き続き，研修会講師を鈴鹿大学に依頼

した。８８名の放課後児童支援員等の方が参加。 

各放課後児童クラブにおける育成支援の一定水準以上の質の確保を図り，統一した

運営につなげることを目的としまして「放課後児童健全育成事業 運営の手引き」

を作成し，各運営主体に配付いたしました。運営の手引きには，放課後児童健全育

成事業・補助金・重大事故の報告等について記載。 

 （活動報告について，意見や質問） 
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松尾 委員 
放課後児童クラブについて，重大事故の報告が必要になる範囲はどこか？ 

平成２９年度の活動において，重大事故の発生はなかったのか？ 

子ども政策課 

宮田 

報告の対象となる重大事故の範囲は死亡事故，治療に要する期間が３０日以上の負

傷や疾病を伴う重篤な事故等を含み，意識不明な事故についてはその経過に関わらず

市に報告が必要になる。 

平成２９年度（平成３０年２月末現在）は，本市から国に報告するような重大事故

はなし。 

松尾 委員 
平成２９年度は，重大事故がなかったということだが，もし事故が起きたときには

保険や保障は用意されているのか？ 

子ども政策課 

宮田 

本市の場合，各放課後児童クラブが運営主体として実施しているので，各放課後児

童クラブで保険等に加入し事故等の対応に備えるよう伝えている。 

松尾 委員 
放課後子ども教室についても，放課後児童クラブと同じように，事故が起きたとき

の保険や保障は用意されているのか？ 

文化振興課 

平井 

スポーツ安全保険をかけて対応している。重大事故の報告はないが，こける等して

擦り傷等の怪我をすることはあり，各放課後子ども教室で対応いただいている。 

青木 会長 

３つの事業の活動報告の中で，発達的な特性を持った子どもへの配慮というのがど

の事業においても悩まれたり，苦慮されたりしているところなのかと思った。 

放課後児童クラブについては，障がい児の受け入れに対する補助メニューを充実し

ていただいており体制は整いつつあるのかと感じる。 

障がいのある子どもが利用できる放課後デイサービスがあるが，周知の部分でまだ

浸透していないのか，保護者の方もあまり知らないように思うが，利用してみるとす

ごく助かると思う。場合によっては，放課後児童クラブを利用するより，放課後デイ

サービスを利用する方が，送迎のサービスがあり，中には土曜日や祝日も受け入れが

ある施設もあるようで，安心して仕事に専念できるという話を聞くこともある。直接

関係ないのかもしれないが，このようなサービスがあるということを周知していただ

くと，それぞれの家庭の状況の方々が過度な負担なく過ごしていただけるのではない

かと感じている。 

大川 委員 

放課後児童クラブについて，牧田小学校に勤務しているが，新入生の保護者の話を

聞くと，放課後児童クラブに入れず待機の３番目ということを聞いた。充足している

のか？ 

子ども政策課 

宮田 

牧田小学校区には放課後児童クラブが２か所ある。その内の１か所は，平成３０年

１月中旬頃時点では，まだ受け入れが可能と聞いている。 

すべての放課後児童クラブを把握しているわけではないが，小学校区によっては，

放課後児童クラブの利用定員を超える申込みがあるとは聞いている。 

古市 委員 

清和小学校区の放課後子ども教室に関わっており，開設して１１年，私は６年目だ

が，放課後子ども教室の「成果と課題」で挙げていただいたことが，問題になってい

ると実感している。一つは，放課後子ども教室と放課後児童クラブの違いについて少

し分かってもらってきたこと。それと１１年経っているので，放課後子ども教室を利

用していた児童の下の子が入ってくるという関わりもあり，保護者の方にも活動内容

が広まったと実感している。 
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コーディネーター会議の中で，放課後子ども教室のメニューの情報交換について，

始めは試行錯誤だった。安全・安心な居場所づくりとは何か，どうしたら良いのか，

学校との違いとは何か，低学年の子どもが多い中でどのような活動をしていくかを考

えてカリキュラムを作成することが一年間の活動の中で一番大事になる。 

放課後子ども教室の連携もできてきており，メニューも豊富になってきて安定して

きたように思う。 

教育活動サポーターの高齢化が問題である。 

放課後子ども教室の始まりは「ただ見てもらったらいい，ちょっといてもらったら

いい」からだったが，子どもの安心・安全を考えた時に，自分自身の子どもの子育て

はしたことがあっても，教育活動サポーターは教員ではないので，子どもたちの安心・

安全を確保しながら活動するためにどうしたら良いのかという不安があると思う。今

年度，研修会をしていただいたのは大変良かったと思う。実際に，子どもが活動に関

われず，別メニューの活動をしなければならない状況もあるので，子どもの対応の難

しさは各放課後子ども教室の課題になってくると思う。放課後児童クラブでも，支援

員の方が障がいのある児童にかかりきりになる状況があると思う。研修等に参加し，

みんなで壁を乗り越えていかなければならないと思う。 

なぜ放課後子ども教室が増えていかないのか考えていたが，地域のどこを中心に実

施していくかをはっきりしていないと大変だと思う。人材をどこでどのような方にと

いうことがきちんと定まらないと，増設は難しいと思う。 

水野 委員 

毎回言わせてもらうが，放課後子ども教室があるところは幸せだと思う。放課後子

ども教室がある地区でも放課後子ども教室の様子や活動が知られていないことがあ

るので，放課後子ども教室がないところは本当に知らない。先生たちも知らないと思

う。 

放課後子ども教室の増設に向け情報提供をいただく中で，実施場所が学校から離れ

てしまう場合，学校が会場になればいいとも思うが，そのためには，学校の理解が必

要になってくるので，学校や先生方に放課後子ども教室について知っていただくとい

うことが必要になってくると思う。学校運営協議会でも話をさせていただいたが，誰

が立ち上げ，どこでするのか，放課後子ども教室が良い事業であることはよく分かる

がとても大変ということで話は先に進まなかった。もう少し学校との連携をしていく

といいかと思う。 

青木 会長 

公民館への説明も大事だと思うが，現場の方々にも活動について説明し，説明の際

に，まずは単発ででも一度やってみようという気になるようなメニューを提示して，

一度やってみたら意外と面白いという流れになるかもしれない。全てをしなければい

けないと思い，尻込みされる方もいると思うので，一度みんなでやってみようという

後押しのような活動も一環として行っていただくと，より認知が進んでいくのではな

いかと感じる。 

古市 委員 

広報で教育活動サポーターの募集を掲載していただき，実際に見学にも来られた方

がいた。教育活動サポーターとして活動いただけそうな感じだった。 

大学生への働きかけについて，具体的に話は進んでいるのか？ 

文化振興課 

平井 

学官連携会議で提案し，御理解をいただければ進んでいくのではないか思ってい

る。 
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今井 委員 

放課後児童クラブについて，市が所有する施設を使用している放課後児童クラブの

中には施設の修繕を必要とする部分もあるかと思う。その場合，放課後児童クラブが

修繕する場合もあると聞いているが，現場を見た上で，何に困っているかを把握し，

修繕の必要性により，市で臨機応変に対応いただけると保護者としては安心して預け

られると思う。 

子ども政策課 

宮田 

平成２９年度は，５月に市が所有する施設を使用している放課後児童クラブに対し

て，施設の修繕等に係る要望調査を実施し，要望をあげた放課後児童クラブについて

は，現地で状況確認を行い，施設状況を把握している。修繕要望の中で，建物の躯体

に係るような修繕等，優先度の高い修繕を予算の範囲内で実施していく。次年度も引

き続き施設の修繕等に係る要望調査を実施予定。 

 

・井田川小学校区放課後児童クラブ井田川っ子視察 

・井田川小学校の放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型での実施場所視察 

・放課後子ども教室「井田川ちびっこ隊」視察 

 （意見交換） 

水野 委員 

去年も放課後子ども教室を視察したが，一年経って，成長や仲間意識のようなもの

ができていて面白いと思った。一年間活動してきたことがつながっていると思った。

地域コーディネーターや教育活動サポーターの方々が温かく見守っていただいてい

て，良い活動をされていると思った。 

青木 会長 
井田川小学校区放課後児童クラブ井田川っ子には，施設に園庭もあり，恵まれた環

境ではないかと思った。子どもたちが和気あいあいと楽しく活動されていた。 

古市 委員 
放課後児童クラブを利用している児童が，放課後子ども教室から放課後児童クラブ

に帰る時の道中は誰が付き添うのか？ 

文化振興課 

田中 

教室によって異なり，教育活動サポーターや放課後児童クラブの支援員が付き添

う。 

古市 委員 

移動の時に安全確保するのかというのがあるが，放課後子ども教室は原則，保護者

もしくは登録された方が引き受けるとなっているので，教育活動サポーターが付き添

うことはルール的に約束事で守られているということですね。 

放課後児童クラブと放課後子ども教室の交流はありますか？ 

文化振興課 

田中 

放課後児童クラブと放課後子ども教室の両方に登録している児童もいるが，放課後

児童クラブと放課後子ども教室の交流は実施していない。実施したいという声は出て

いる。 

水野 委員 
放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体型というのは，放課後児童クラブと放

課後子ども教室を一緒にするのかなと思っていたが，そこまではいっていないのか？

文化振興課長 

澤井 

国が進めているのは，学校の余裕教室等を有効活用する中で，子どもたちが放課後

を安全に過ごすということで，学校を幹として，放課後児童クラブと放課後子ども教

室を同一敷地で実施すること一体型です。 

水野 委員 

教育活動サポーターの方々を見ていても年齢的に高い方が多いので，この後続けて

いくのが大変だろうなと思った。前に別の放課後子ども教室で，保護者の方にサポー

ターになってもらったということも聞いたので，何とか保護者の方をまきこめると良
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いのではないかと思った。教育活動サポーター等の確保の問題はずっと残っていくの

ではないかと思った。 

松尾 委員 タブレットを使った活動するときには，誰が使い方を教えるのか？子 

文化振興課 

平井 

先に教育活動サポーターを対象に勉強会を行い，使い方に慣れていただいてから子

どもたちに対してサポートするようにと考えています。 

古市 委員 

広報に放課後児童クラブの支援員等の募集があったが，放課後児童支援員は研修を

受けた方ということで，そうなると支援員として働きたい気持ちはあっても働くこと

ができないというケースはないのか？職員の確保はスムーズにいっているのか？ 

子ども政策課 

宮田 

放課後児童クラブからは，職員の確保には苦慮しており，新聞の折り込み広告等で

募集をしているが，あまり雇用にはつながっていないと聞く。 

放課後児童支援員は，保育士等の資格を持っている方で、都道府県が行う研修を修

了した方になるが，放課後児童支援員の補助を行う補助員には，必要な資格はなく，

資格がなくても補助員として放課後児童クラブに従事することは可能。 

古市 委員 放課後児童クラブに従事する場合，年齢制限はあるか？ 

子ども政策課 

宮田 
条例等で年齢制限は設けていないが，放課後児童クラブで定めている場合はある。

水野 委員 放課後児童クラブの利用料はいくらか？ 

子ども政策課 

宮田 

各放課後児童クラブで運営しているため，各放課後児童クラブにより異なるが，月

１万円前後程度。長期休業中は，預かる時間が長くなるため，もう少し高くしている

ところもある。 

青木 会長 

視察していただき，いろいろな意見もいただいて，市の方にもお伝えできたかと思

う。 

 

 


