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平成２８年度 第１回徳島県放課後子ども総合プラン推進委員会

議事録

１ 日時 平成２８年７月２９日（金）午前１０時から正午まで

２ 場所 県庁１１階 １１０４会議室

３ 出席委員 委員総数１４名中１１名出席

４ 次第 １ 開会

２ 子ども・子育て支援室長，生涯学習課長挨拶

３ 議事

（１）設置要綱改正等について

（２）事業概要の説明について

ア 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ）

イ 放課後子供教室推進事業

ウ 放課後子ども総合プラン

（３）平成２８年度「放課後子ども総合プラン」研修会について

（４）その他

４ 閉会

５ 議事の概要

（会長）

それでは議長を務めさせていただきますので，どうぞよろしくお願いいたし

ます。

それではさっそく議事に移りたいと思います。

まず，事務局から，議事の（１）設置要綱改正等についての御説明をお願い

したいと思います。

＜事務局から議事（１）の説明＞

（会長）

はい，ありがとうございました。

ただ今，事務局より，設置要綱の改正等に関する説明がありまして，その中

で各委員の氏名・役職等をＨＰ上で公開したいという提案がございましたけれ

ども，いかがでしょうか。公開してもよろしいでしょうか。
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＜異議なしの声＞

（会長）

では皆さん，御承認いただけたということで，委員名簿をＨＰ上に公開させ

ていただきます。

そのほか何か先程の事務局からの説明について御質問あるいはコメントござ

いましたら御発言ください。

特にございませんか。

それでは，次の議事の（２）に移らせていただきます。

議事の（２）は「事業概要の説明について」ということになっておりますの

で，御説明をお願いしたいと思います。まず，放課後児童健全育成事業，放課

後児童クラブの事業についてお願いいたします。

＜事務局から議事（２）アの説明＞

（会長）

はい，ありがとうございました。

ただ今の御説明について何か御質問とか御意見ございましたら御発言くださ

い。

はい，それでは引き続き２件の事業について説明がありますので，その後で

御意見いただけたらと思います。

それでは，放課後子供教室推進事業について御説明をお願いします。

＜事務局から議事（２）イの説明＞

（会長）

はい，ありがとうございました。

それでは何かこの際御質問がございましたらお伺いします。よろしいでしょ

うか。

それでは引き続きまして，放課後子ども総合プランについて御説明をお願い

いたします。

＜事務局から議事（２）ウの説明＞

（会長）

はい，どうもありがとうございました。

今，御説明いただいた放課後子ども総合プランを含めまして，３つの本委員
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会が関わっている事業について，ただ今事務局から御説明があったんですけれ

ども，皆さんから御質問とか御意見を伺いたいと思いますので，どなたでも結

構ですので御発言ください。よろしくお願いします。

なかなか事業内容が複雑でして，ちょっと分かりにくいところもあると思い

ます。どんなことでも結構ですから御質問いただければと思います。

（委員）

学童のことですけど，７ページに載っている２８年度から第３子以降の無料

化のことに関しては各市町村にもう周知しているんでしょうか。

（事務局）

３月末に各市町村担当者向けに説明会を行っておりまして，４月に意向調査

を実施して，９市町が実施したいと回答しております。県がこの事業を打ち出

したのが２８年に入ってからなので，市町村の予算措置がまだのところが多い

ので，まだ意向調査の段階です。この事業についての実施要領も７月に制定い

たしまして，各市町村にお配りしております。

（委員）

このことに関しては，いつも同じことを聞きますが，市町村でこの事業を実

施しないとなったらしないのですか。

（事務局）

取り組まれる市町村を支援するものです。

（委員）

こういう施策があるということを各学童に言わない市町村もあるということ

ですね。

（事務局）

補助率が１／２ということで，市町村の方でも補助をしていくということで，

それぞれ市町村の実態がございますので，実態によってということになります。

どうしても今年度，状況によりましては，放課後児童クラブの整備の方を優先

される市町村もございますので，しない市町村については広報されない可能性

はあります。

（委員）

例えば保護者がこういう施策があるのに何故実施しないのかということを市
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に言っていっても，だからと言ってしましょということにはならないんですね。

（事務局）

大きな後押し，大きな力にはなるかと思いますけれども，やられる市町村さ

んもこれから予算措置ということがありまして，私どもは予算という形で年内

に必要な事業を行っておりますので，これからそれに向けて市町村も準備され

るということで，今後増える可能性もあるかとは思うんですけれども，やはり

そういったことを考えていただいて，状況によって事業を進めていただくとい

うことにはなります。

（委員）

いろんな補助の施策が行政からは出ても結局はそこが壁で市町村でそれをす

る気がない，学童に対して熱意もないとなったら，何にも前に進んでいかない

んですよね。そういうことを県の方で各市町村にしなさいと言う権限はないん

ですね。

（事務局）

基本的には実施主体というのは市町村になっております。我々の方も十分御

説明したり，是非使っていただきたいということはあるんですけれども，状況

によりましては，いろんなお声を聞かせていただいて，少し様子を見たいとこ

ろですとか，来年度検討したいというところもございますし，整備，例えば，

学童の建物が古くなっているので，まずは整備の方に力を入れたいところとか，

それぞれの状況に応じた進め方をしていただく，我々はそれを応援していくと

いうのが仕事と考えております。

（会長）

一定の効果があります。制度があるというのは。

（委員）

そうですね。

（会長）

よろしいですか。

（委員）

はい，ありがとうございます。
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（会長）

そのほか何かございませんでしょうか。

（委員）

２１ページの表ですけれども，児童クラブが全ての学校でできているが，子

供教室が全く無いところ，いろいろ状況によってあると思うんですけれども，

この差はどこから出てくるんでしょうか。

（事務局）

それぞれ始まった経緯が違います。地域によっては児童館から子育て支援が

ずっと進められてきたところですとか，学童という形から進められてきた，ま

た教育の方も放課後の子供の居場所を十分支援していこうだとか，歴史的な違

いですとか，あるいは，そういった進める主体が福祉部局ですとか，教育委員

会の部局ですとか，というのはあると思います。

（事務局）

放課後子供教室の始まりが平成１９年だったので，そこから周知を始めて，

放課後子供教室を各市町村でやっていただきたい，こういう制度がありますと

お願いをさせていただいています。それぞれ市町村の取組として，まず学童，

保育の方を進めていきたい市町村もありますし，学びの機会ということで児童

館のほかに公民館でやられたり，学校主体でやられたり，いろんなことがあり

ます。ここには出てきていない放課後の過ごし方というのもあろうかと思うの

ですが，それぞれの市町村の方での取組の違いはあろうかと思います。

（会長）

よろしいでしょうか。

そのほか何かないでしょうか。

（委員）

３１年度までに３０万人という国の目標ですが，小松島の状況を言いますと，

ここ５～６年間新しい放課後子供教室が開設されていないんですね。あちこち

でやりたいという希望があって，生涯学習課の方に問い合わせたみたいですけ

ど，開設までに至っていないんです。どこがネックになるんかな。

この表を見てみましたら，美馬は全小学校区にある。市は広報で放課後子供

教室を募集しているんだけれども，増えないです。
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（事務局）

放課後子供教室として申し上げますと，市町村の方の負担が経費として１／

３必要になってきます。それと，申請時期というのが，次の年度に対しての申

請ということになるので，その時点で市町村教育委員会の方で継続してやれる

見込みがあるかどうか，それから市町村の経費が負担できるかどうか，子ども

たちが集められるかどうか，地域の御理解があるかどうか，そこまでの判断が

その時点で出来ているかどうかということがございます。

市町村の方でそういう取組をしたいという声を聞いてしていただける体制に

はあると思いますので，教育委員会の方でいろいろなお声を聞きながら積極的

な取組をしていただけるように県教育委員会としても支援をしていきたいと思

っております。またそういうお声がありましたら，こちらの方にも声を掛けて

いただいたら，どういった形でやっていけるのかというのを地域の方々と相談

しながら，また市町村の方とも検討しながら進めたいと思います。やっていた

だけるというお声があるのでしたら，その体制支援ということで努めてまいり

たいと思っております。

（委員）

分かりました。

（会長）

何かほかにございませんでしょうか。

（委員）

今の質問と変わりますが，放課後子ども総合プランを進めていくに当たって

は児童クラブと放課後子供教室が一体となって，又は連携していくとなると，

放課後子供教室を開催しなければこの事業は進んでいかないのではないかと思

うのですが，まず，各市町村で必ず放課後子供教室を開催していかなければな

らないと思います。

２点目ですが，一体型であれ，連携型であれ，小学校の空き教室をしっかり

と利用するということなんですが，学校もそれぞれに活動しておりまして，な

かなか，児童数が減ってきて，余裕教室・空き教室もできてきつつはあるんで

すが，それぞれに放課後等も子どもたちが活動しているので，そのへんのとこ

ろになるなということと，小学校の中に放課後児童クラブを開設している学校，

小学校の空き教室を利用して放課後児童クラブをしている，あるいは単体で放

課後児童クラブをしている，その割合って分かりますかね。
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（事務局）

まず放課後子供教室を増やしていかなければ一体型・連携型ができないので

ないのかということでございますが，まさにそのとおりで，放課後の子どもが

過ごす場所で，保育の場と学びの場の両方を有機的にやっていくことができれ

ばということなので，私どもとしましては，市町村教育委員会に対しまして，

そういう機会を作っていただきたいということで御説明させていただいていま

す。今年度も４月に，それぞれの市町村教育委員会にお伺いし，事業の趣旨を

お話させていただきました。子どもの学びの機会を放課後子供教室として位置

づける，もともとあるものを位置づけていただいて補助金を利用して拡充して

いただくとか，いろんな活用の仕方があるかと思いますので，今後も制度を市

町村教育委員会の皆様方に御協力いただけるようにお願いをしてまいりたいと

思っています。

それと学校の利用に関しましては，それぞれ学校の事情がございまして，施

設内では利用しにくいというお声もよく聞いております。ですので，どういう

ふうに子供教室を開催していくか，それからもともと学校以外で児童クラブを

やっているところが場所を変えるというのも，なかなか困難であるというお声

も聞いていますので，そういったところで，既存の児童クラブとどのような連

携をしていけるのか，県教育委員会では放課後子供教室をどういうふうに連携

させていけるのかというのを，いろんな事例をお聞きしながら，御紹介してい

く機会も設けなければならないと思っております。今日お越しいただいている

撫養小学校は，小学校の中で児童クラブと放課後子供教室をやっていただいて，

まさに一体型で今やっていただいているところです。

（事務局）

各放課後児童クラブがどこで実施されているかということなんですけれど

も，毎年全国一斉に５月１日現在の放課後児童クラブの実施状況調査を行って

おりまして，今年度分はまだなんですけれども，２７年５月１日現在につきま

しては，一番多いのは学校敷地内専用施設３７か所で，割合としては２４．７

％，次が学校の余裕教室２９か所，割合としては１９．３％，公的施設を利用

しているのが２４か所，割合としては１６．０％，公有地の専用施設２３か所

で，１５．３％，児童館で行われているのが１１か所，７．３％となっており

ます。ほかにも民家・アパートなどいろいろありますが，このような状況にな

っております。

（会長）

小学校の中でやっているのが３７％，１９％，合わせると。
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（事務局）

２４．７％と１９．３％なので足して４４％です。

（会長）

約半分が小学校の中でやっているということですね。

よろしいでしょうか。

（委員）

はい。

（会長）

そのほか何かございませんでしょうか。

（委員）

小学校の中で放課後子供教室やっているんですが，放課後ということでこの

教室だけでしてほかのところには行かないでくださいと，学校の安全面でとい

うことで言われているんです。なので，学校内でするというのも安全面で難し

いのではないかと思います。校長先生が替わったら，教室だけでしてください

と。今は体育館を使わせてもらっているんですけど，ほかの教室に行かないよ

うに戸を閉めています。学校内でするというのも難しいと私は感じています。

夏になったら夕方暑いので，戸を開けて，網戸を付けさせて欲しいと言った

ら，安全面で駄目という御回答をいただいたので，それならともう一つ扇風機

をいただいたんですけどね。学校とか校長先生とかにもよるんですけど，難し

いのと違うのかなと実感しております。

（事務局）

確かに管理する側とすれば，校長先生のお立場や学校，教育委員会とすれば，

そういう分けてしてくださいというお願いをしているんだと思います。常時教

員が校舎内を見て回れるというのでもないので，安全面でそういうお願いをす

るんでしょうけれども，やはり放課後子ども総合プランの中では一体型・連携

型と言っておりますので，建物で区別できるようなところを使えるような仕組

み作りであるとか，そういうのは考えていかなければならないと感じておりま

す。ですので，管理上の問題でありますとか，現場の意見を私達もお伺いしな

がら，どういうふうにしていけば学校も安全に開放していくことができるのか

を考えていくのは，今後の大きな課題であると認識しております。
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（事務局）

撫養小学校は子供教室を３階の教室でやっておりますし，１階の児童クラブ

の方はきちんと施錠できるようになっておりますけれど，そのほかのことで，

もしよろしかったら御意見いただければ。どういう状況で今進めていただいて

いるか少しお話しいただいたら。

（委員）

児童クラブの方は３年程前に，近くの児童館から移転してきたので，それか

ら一体型という形式を取っているんです。学校の施設は３階にある図書室，大

教室，体育館，家庭科室を，時間割に支障のない程度に自由に使わせてもらっ

ています。なるべく子どもたちが自由に行き来できるようになっているんです

が，帰りがまちまちになるので，その安全面が私達がもう少し気をつけなけれ

ばならないというのもあります。子供教室が終わって児童クラブの方に自由に

帰って行くんです，１階の教室の方に。それを時々私達の方も見送りながら安

全は確保しているんですけれど，完全ではないので，もう少し配慮しなければ

いけないなと思っています。

今，月曜日と火曜日と木曜日と土曜日，週４日開催しているんです。学校と

児童クラブと子供教室の連携というのをなるべく周知できるように，お手紙出

したり，スケジュールを渡したりして，関係を保つようにしています。学校の

方も先生方には迷惑掛けている面もあるんだと思うんです。やかましい時もあ

るし，それからおやつとか工作教室する時に集金もしてもらったりしているし，

児童クラブの出入りがあって，児童クラブのスケジュール，学習したり，おや

つを食べたりする向こうのスケジュールをくるわせるから，児童クラブの方も

困っている時もあると思うんですけど，並行して子どもたちの関心，学習面と

かスポーツとか充実していけるようにやっていけたらいいなと思っています。

完全ではない部分もあります。

（会長）

ありがとうございました。

一体型でやっている場合は，学校と子供教室と児童クラブと，この三者の間

のある種の連絡会議みたいな，打合せみたいな仕組みが必要だというふうにお

感じになっていらっしゃるということでしょうか。

（委員）

スケジュールを調整したり，信頼関係もあるし，校長先生とも児童クラブの

先生方とも常に話が必要というのもあります。他校のお話を聞くと，あそこの
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施設は使ったらいかん，困ると言われると聞いたりします。そこは撫養小学校

では自由に使わせていただいているので，そこは満足して，活動させていただ

いています。

（会長）

各実施している学校側の対応自身が結構ばらついている。

（委員）

校長先生のお考えもあるそうです。コーディネーターの方がもう少しスケジ

ュールを増やしたいと申し出ても，少し「うーん」と言われることもあります。

（事務局）

加茂小学校は児童クラブと子供教室が両方あります。場所は両方とも学校の

中でやっているんですか。

（委員）

いえ，児童クラブ専用施設が。

（事務局）

校舎，学校の横手に。

（委員）

学校の横です。近いんですけれども，児童クラブの建物があります。放課後

子供教室は学校の中に地域の方々に来ていただいて，放課後にこういうような

ことを教えていただいたりとか例えば製作活動とかしていただいたり，それが

終わったら児童クラブへ行くという感じ。

（事務局）

放課後子供教室は，読み聞かせをするという場所は決まっているんですか。

（委員）

それは一応。空き教室であるとか，実際に教室に入ってきていただくことも

あるんですが，子供教室に地域の方々がサポートとして入っていただいて，直

接児童クラブの職員と一緒に子供教室を進めていくというわけではないです。

（事務局）

それぞれ運営されているけれども，放課後子供教室を利用した子どもが放課
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後児童クラブに行くということですね。

（委員）

はい。

（委員）

お話を聞いていたら，立地条件によってそれぞれ違うと思うんですね。児童

クラブと学校が隣接しているとか，同じ学校の中に放課後児童クラブがある場

合は，一体型はものすごくやりやすいと思うんですけれども，一体型でやって

いくには限界があるのではないかと私も感じていて，連携型も考えていけばど

うかと思います。

（会長）

さっきの２４ページの表を見ると，児童館は児童館で目的と対象児童が違い

ます。

（委員）

児童館は基本的には午前中は乳幼児が利用して昼からは小学生，中学生，高

校生まで利用できる施設です。やっぱり児童館も県内いろいろ違いまして，徳

島市は，児童館は児童館，放課後児童クラブは放課後児童クラブ，別なんです

けれど，ほかの市町村になりますと，児童館と放課後児童クラブが併設してい

るところもあります。形態はいろいろ違います。

児童館はいろいろ行事したり，放課後子ども総合プランと同じようなことを

して，教育面も考えた行事をしているところもあるので，地域によっては，御

相談してくださったら，一緒にできることがあるかなと思います。連帯型とし

て。地域によっては児童館と小学校が近いところもあるので，児童館と行き来

をして，一体型という形もあるかもしれないですね。

（会長）

そのほか何かございませんでしょうか。

（委員）

少し勉強させてください。今お話しいただいた一体型と連携型の事業の違い

というか，今簡単に御説明いただいたんですけれども，国の補助金も要件とし

て，学校区ごとの協議会等を設置するということが，要件に付されていると思

うんですけれども，こちらの学校区ごとの協議会についての具体的なイメージ

が県の方でありましたら，教えていただきたいのと，もしそういった学校区ご
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との協議会等が形として設置されていない場合で，同じ小学校内に放課後児童

クラブと放課後子供教室それぞれ両方あって，活動プログラムに参加している

という状況については，連携型として捉えて良いのかということを少し教えて

いただければと思います。

（会長）

事務局の方でいかがでしょうか。

（委員）

学校と放課後児童クラブと放課後子供教室の会議，活動段階のプログラムも

協議したりする協議会を設置できるというのと，一体型とするのであれば協議

会の設置を補助要件とするという書き方だったと思います。

（事務局）

補助要件の中に協議会を必ず作らなければならないというのはなかったと思

います。それぞれの子供教室は子供教室で，それぞれに市町村には運営委員会

というのは設置しなければならない。児童クラブは保護者の方が設置をします

ので，保護者の方が運営委員会を作らなければならない。子供教室と児童クラ

ブそれぞれにあります。

一体型・連携型というのは，ざっくり言うと，同じ敷地にある，近くにある

のは一体型，離れているのは連携型，そういう分け方をしています。場所が大

きな基準となっています。

（委員）

場所と，後は活動プログラムに参加できるかどうか。

（事務局）

例えば一つの学校の敷地内にあるのは一体型ですけれども，少し隣接するく

らい，それが全部一体型と言っています。ただ少しそれが距離が離れていると，

児童クラブはほかの施設で，放課後子供教室は学校でやっているという時は連

携型です。これを一体型にするためには工夫してもらう必要がある。そういう

分け方を今のところはしています。

今おっしゃったようにそれぞれの組織から人が出てきて，協議会を作るとい

うのは理想的なものですので，できるだけそういったものがあった方がいいと

は思います。



- 13 -

（委員）

わかりました。ありがとうございます。

（会長）

今の御質問に関連して９ページの資料の一番下のところに，名前はちょっと

違いますけれど，市町村及び都道府県の体制等として，市町村には運営委員会

を設置して，都道府県には本委員会が推進委員会ですけれども，教育委員会と

福祉部局の連携を強化するという文言がありますので，先程の御質問というの

は結局この運営委員会を作るということが補助要件になっているのかというふ

うに私は理解しておりますが，その理解でよろしいですか。

（委員）

こちらの運営委員会につきましては，市町村として全体的なこういった県の

推進委員会のようなものを作っているんですけれども，もっと小さい単位，同

一小学校区内において同じような委員会を作るのが補助要件になっているのか

という質問です。

（会長）

それは補助要件になっていないのですか。

（事務局）

小さい校区の運営委員会につきましては設置をしても良いという文言になっ

ています。必ず設置をしなさいということにはなっていません。これは放課後

子供教室の補助要綱の話です。

（委員）

わかりました。ありがとうございます。

（会長）

私もずっと，それこそ平成１６年度ぐらい。先生も同じくらい長いこと関わ

っているんじゃないですかね。

（委員）

はい。

（会長）

この議論，先程からの議論はその時点からずっと続いている議論なんですね。
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（委員）

進んでいませんね。

（会長）

放課後子供教室というのは，それくらいの時期からずっとやっていて，やっ

ぱり学校からは先程委員さんがおっしゃったような意見が出てきますし，使っ

ている方は，委員さんがおっしゃっているような意見が出ていて，それはずっ

と継続していまだに議論がここへ出てきているという状況なんです。だから，

そういう意味では，いろんなルートを通じて，学校側にもこういった事業の趣

旨であるとか，内容であるとか，そういったことを絶えず伝えていくという努

力が求められているのではないかと。それは管理職の校長先生だけではなくて，

一般の教員の方々にも，自分達が教育の対象としている子どもたちの放課後の

ことですし，子どもの育ちを見守っているという意味では，校長先生やそのほ

かの管理職の方，教員の方，その他の学校の関係の方，ＰＴＡの方に，こうい

った事業についてより深い理解を膨らませていただいて，できるだけそこに関

わっている方々が気持ち良く放課後子供教室の事業に関わっていけるように県

としても努力していただいたらと，今の議論をお伺いしていて思いました。

それでは，まだまだお話はあると思いますけれども，また後で少し時間が取

れるかもしれないので，またその時にお願いするといたしまして，議事の（３）

平成２８年度「放課後子ども総合プラン」研修会について，事務局の方から御

説明をお願いします。

＜事務局から議事（３）の説明＞

（会長）

ありがとうございました。

それでは，研修会の内容等につきまして，御意見等ございましたらお願いで

きますでしょうか。御質問でも結構です。

（委員）

ワークショップはどのようなものにされるんですか。

（事務局）

班ごとに分かれていただきまして，テーマに基づいてみなさんで話し合って

いただくというものです。
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（委員）

テーマというのはこの大きなものですか。

（事務局）

まだ一ヶ月以上先なので，当日はもう少し具体的なものになるかと思います。

（事務局）

先生の講演を聴くだけではなくて，自分のところの現状ですとか，それぞれ

の話合いを，人数を分けまして，参加型でしていただくということを考えてい

ます。

（会長）

過去の研修会の報告書など記録が残っていると思います。もし良ければ事例

をお示しいただければと思います。今お手元になければ構いませんが，もし委

員さんの方で聞いてみたいということであれば，会が終わった後で。

（事務局）

資料が今すぐに出せずすみません。

（委員）

テーマが大きくてざっくりしているので，まだ一ヶ月先ということで。

さっきから一体化・一体化と言っていたので，既に３つですね，児童館，児

童クラブ，子供教室，あるいは，児童クラブ，子供教室とできているところ，

連携でも，特に一体化しているところは，防災面，地震が起きた時，津波が来

た時，どういう連携を取っていくのか，そういうことも視野に入れて，ワーク

ショップに取り入れたらいいんじゃないかなと思います。

（事務局）

ありがとうございます。また講師の先生とお話しする時にそういった話もさ

せていただきたいと思います。

（会長）

一体型・連携型，それぞれ多様ですので，そういったところを防災という観

点から，どうやって対応していくか，又は同じ建物にあるのと，分かれている

のとでは，大分違ってくると思いますし，先程のお話にもありましたように，

移動とか，そういったところでも，防災上課題が出てくるかもしれません。そ

ういったところをどういうふうに対応していくのかというようなところが一つ
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のポイントにはなるのかなと思います。

これまでの研修会，私も全て参加しているわけではないんですけれども，私

の記憶にある限りでは，例えば，今日議論になっていた一体型・連携型という

ようなことを含めて，放課後子供教室と児童クラブがどういう形で連携をして

いくのかというようなことについてもワークショップがあったと思いますし，

それから，事故対応についてもありましたし，最近は防災関係が多くなってま

す。これはこれで，過去の東北の震災なんかを見ましても，学校だけではなく

て，子どもたちが集まって活動している場所，活動中に地震等が起こった時に

どういう対応をするかは，切実な課題になってくると思います。そういったこ

とを研修していただくのがいいんじゃないかなと思います。

（会長）

そのほか何か御意見・御質問ございませんでしょうか。

（委員）

案内状はいつくらいに発送されるのでしょうか。

（事務局）

なるべく早く発送できるように，８月上旬に発送できるように努力したいと

考えております。

（委員）

予定があると思うので，発送は早い方が参加しようと思う方に予定を空けて

いただけると思うんです。ちょっとでも早い方が。

（事務局）

はい。できるだけ早く。私どもも会議の日程と９月ということで会場の都合

でなかなか日程の調整が。もう少しこの会も早く開いていたら，委員さんに御

説明させていただいて御案内かなと思っておりましたので。できるだけ早く。

（委員）

よろしくお願いします。

（会長）

今年は台風が少ないので。いろいろありましてね。総選挙が急に始まって，

延期になったという時もありましたし，長いことやっているといろんなことが

あるもんだから。
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そのほか何かございませんでしょうか。

それでは，喫緊の課題であります，防災ということと，いろいろな事業形態

があるということとの関わりの中で，専門家の話を聴くだけではなくて，それ

ぞれの異なった運営形態で実際にやられている方々がグループの中でいろんな

自分達の状況というのをお互いに共有しながら，実際にそれぞれの状況の中で

どうやって子どもたちの命を守っていくか，あるいは支援ができるのかという

ことを，ワークショップで専門家のアドバイスを受けながら，考えていただく，

あるいは議論していただく，そういった形になっていけば，防災面だけではな

くて，先程議論になっていましたようなことも含めて，いろんな形で学びが生

まれてくるんじゃないかということを期待したいと思います。よろしくお願い

します。

それでは，議事の４番目，その他に移りたいと思うのですが，先程もいろい

ろ議論に出ておりましたけれども，この会は年２回しかありませんので，せっ

かくですので，県内で放課後子ども総合プランを進めていく上で，皆さんが日

頃それぞれに関わられている中で，いろいろ課題とか気づきとか持っていらっ

しゃると思うので，自由に御意見を出していただいて，このプランの推進に寄

与していただいたらと思います。どなたかからでも結構ですので，御意見いた

だいたらありがたいと思います。いかがでしょうか。

（委員）

素朴な疑問で，ニーズは各地で違うと思うんですよ，それぞれ。児童館は割

と自由に子どもが行き来する場所で，私もそこで働いていた人を知っています

けれども，出欠確認しないとかいろいろありましたが，児童クラブや子供教室

に対してのニーズってどんな感じなんですか。どのくらいの子どもが必要とし

ていて，どういう内容のものが求められているのか。

小松島なんですけどね，そんなに進んでいないというか，後進的なところが

あるし，公民館の方々のお話を聞いていると，子どもたちと交流したいという

のはあるんですが，来てくれるだろうかというのが一番なんですよ，やっぱり。

そういうところで，今子どもたちが習い事等で忙しい部分もあるし。地方によ

っては，お母さんがお家におって，子どもたちを習い事にせっせと連れて行っ

たりとか，逆に町，それは私の偏見ですけれども，共働きで子どもが家で１人

でおるという状態のところはこういう取組というのはものすごく必要とされて

いるだろうし，その辺りがもし分かればありがたいなと思うんですけれど。

（会長）

どうなんでしょうか。日頃，児童クラブとか放課後子供教室とか児童館とか，
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そういったことをやられている方。

（委員）

学童に関しては，正確な数字というのは今言えないですが，すごい増えてい

ます。やっぱり働くお母さんたち，社会に出たいというお母さんたちが多いの

で。一時減ってきた時があるんです。何年か前ですけど。このまま学童に預け

るということが減っていくのかなと思ったら，とんでもないことで，またどん

どん増えているんです。今助任小学校なんかは学童に預ける子どもたちが１５

０人います。前も大阪の学童のことをテレビのニュースでやっていましたけれ

ど，ニュースの中ではぎゅうぎゅう詰めなんです。みんな机も無くて，ランド

セルの上で宿題していたりしているのがテレビに映っていましたけれど。徳島

ではそんなことないですけど，多いです。南小松島は，南小松島小学校の中だ

けでも，学童を３つにしているんです。人数が増えて。どういう部屋割にして

いるか分からないけど。とにかく学童に関しては，すごい増えています。それ

も場所によるのかもしれませんけど。なかなか行政と，建物の管理と運営のこ

とが別なんですよね。だからなかなかうまくいかないという部分があるんです

けど。

さっき一体か連携かということが毎回話に出てくるんですけれど，その定義

ということに関して，ちょっと私は違うんじゃないかなと思うことがあるので，

ちょっと言わしてもらいたいんですけど，場所の問題だけではないんですよね。

学童に関しては，その子たちに対してどれだけの責任を持つかということの違

いじゃないかと私は思っているんです。だから，受け入れるというということ

は，そこで働いている者たちがその子達をどれだけ責任を持ってやっていくか

ということと，またちょっと違うやり方というのもあると思うんですよね。だ

から，今いろいろ社会で子どもたちが危険な目に遭っている場合は，責任を持

って預かってくれるということで学童の要望が多いんじゃないかなと思ったり

もしています。

（会長）

１５０人というのは，助任小学校の場合だと，学校全体の子どものどれくら

いの割合になるんですか。

（委員）

例えば１学年が４クラスあるとしますよね。１クラス分は来ます。１年生が

入学してきて４クラスになった場合，３０人以上は申し込んできます。
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（会長）

今は学年の制限がなくなったっけ。

（委員）

６年生まで受け入れるということになったんですけれど，とても受け入れき

れないから，３年生までにしているところもあるし，親の希望で，６年まで希

望してというところもあって。加茂小学校の学童は２つになりましたよね。確

か２つになったんです。人数が多くて。建物は１つの中でも，２つの学童とい

う扱いでしていると思います。１００人以上のところはいっぱいあります。

（委員）

２つとか３つって分けるというのは，どういうことなんですか。責任者が。

組織体として１つ，２つ。

（事務局）

指導の単位と言いますか，１単位４０名までということで，それぞれで配置

する職員の数なんかも決められていますので，人数が増えてくると単位を分け

て対応するような形になります。

（会長）

預けている親御さんとの協議会みたいのものを作りますよね，運営協議会。

それもまた違うんですか。

（委員）

それも違います。２つ，３つというのは，さっきもおっしゃたように４０人

を１つのというように国の施策でなったんです。よその県の話をまたしますけ

れど，そういう国からの要望が出て，学童をどんどん建てていっている県もあ

るんです。４０人ずつだからって。だけど，県の政策で全然違って，同じ建物

の中をいくつか教室みたいに分けて，そして４０人ずつにして。そうしないと

補助金がもらえないから。それで，第１学童，第２学童という形にして，補助

金がもらえるようにという形でやっています。

（委員）

人数増えて建物１つだったら，結局結果的にきゅうきゅうになってくるとい

うことですね。
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（委員）

そうですね。

（委員）

建物に対する人数というのもあるんじゃないですか。

（委員）

あります。１人１．６５㎡。

（委員）

だから単純に１つのところで２つということではない。

（委員）

たぶん登録している子が全員毎日来ているわけではないから，まあいけるで

しょうという感じで行っています。保育園の待機児童の問題がありますけど，

学童の場合は，定員をしないで，要望があったら，全員入れてあげるという形

でやっているから，やっぱり増えていっています。

（会長）

子供教室のニーズってどう捉えていますか。

（委員）

うちの子供教室では内容が変わっていっています。推進委員さんの体調とか

があって，もう継続できないということで，そろばんがあったんですけど。そ

れで硬筆の習字を入れたんです。またもう一つは川柳をやって欲しいという川

柳協会から依頼があって，そこから推進委員さんに来てもらっていましたが，

川柳は割と難しいというか，子どものニーズに合わんということで一旦中止に

なったんです。それで将棋を始めました。後は生け花と自然観察はずっと続い

ています。それから新しく手芸と茶道ができています。また川柳も再開してい

ます。

（会長）

子どもさんは来るわけでしょ。

（委員）

はい。学校に通知，案内して，募集します。
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（委員）

子供教室が本当に，今おっしゃっているように，あちこちで活発に出来てい

れば，親の方の選択肢として学童に行かさなくても，そこに行かせれば，自分

の一日の生活の中ではこの時間だけそこにいればいいと，もっとばらけると言

ったら変だけど，そういうようにして親が選べるようになったら。子供教室も

もっと盛んにいっぱいできたらいいなというように思います。

（委員）

子供教室は無料で，学童は１万円近いでしょ。

（委員）

うんうん。そっちを選択しようと思ったら選択できるのが理想ですけどね。

（委員）

無料やったら学童の児童がこっちばかりに来ないか心配だったけれども，や

っぱり別です。お父さん，お母さんが働いていて７時まで預かってくれる。子

供教室は５時までです。一体型か連携型か分からないけど，学童に行っていて，

この教室に行きたいとなれば，そこから来ています。

（委員）

そうですよね。

子供教室が始まった時に，学童の立場としたら，これで減るかな，そっちを

選択する子供も出るから。無料だし。良かったよねと思った。良かったねとい

う言い方は変ですけど。そう思った割には減らない。

（会長）

一方で無料だし，来てくれる子どもがいいんじゃないか，とか。

（委員）

無料だし，お母さんも５時には帰ってくる，仕事が終わるというお母さんも

いるだろうから，ちょうどいいな，子供教室の方がうちの生活スタイルにはい

いな，うちは放課後子供教室にしようとなっていくかなと思ったら，なかなか

そういうようにはなっていかない。

（委員）

それは，さっきおっしゃったような，どれだけの責任を持って預かってくれ

るかというところにもある。
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（委員）

安心感ということもあるんだろうし，子供教室が月から金まで毎日やってい

るわけじゃないから，なかなか難しいですね。

（委員）

公民館で子供教室をやっているところもあるんですか。

（委員）

芝田は公民館でやっています。学童も公民館の一角でやっています。

（委員）

それだったら一体化という形がとれるということですね。

（会長）

そういうことですね。

（委員）

うちの小学校，学童の問題もあるけん，ちょっと。

（会長）

児童館というのも割と利用する子どもの数はそんなにこう。

（委員）

地域によって違いますね。学童保育クラブに入れない子が利用するという部

分も多々もあるんで。助任さんなんかは地区に無いので，学童さんだけなんで

すけれども。近くにあるところは，低学年の利用が学童さん多いので，低学年

で学童がいっぱいになってしまって，第２学童作るのは敷地もないしというこ

とで，５・６年生のお子さんごめんなさいということになったので，今年は特

に入れなかったお子さんが利用されていますね。

児童館の場合は無料で利用できるんですけれども，徳島市内は９時までです。

市町村によっては５時というところもあるので，そのへんの違いがあったりす

るんですけれども，毎日もお仕事行かないけど，何かの時にちょっと利用した

いというお子さんもいらっしゃいますし，うちなんかは特にバス通学の子ども

もいてるので，直接帰ってくるのがＯＫ，学童と同じような形で，帰ってくる

のもＯＫの児童館も中にはあったりします。なので，学童があって児童館もあ

るんだけど，両方とも満杯状態。１日７，８０名くらい利用があったりするの

で，小学生ほとんど２／３くらい登録していますので。学童さんいてても今日
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はちょっと遊びたいから児童館に来てくれる子もいますし，うちは近くにある

ので学童さんが時間を決めて先生が引率して児童館に来てくれて，また時間が

来たら帰る。

（委員）

それが連携ですよね。

（委員）

はい，連携しています。そういった形のところもありますし，本当に学校と

児童館と学童さんが離れているところ，学童さんが無いところ，いろんな状況

があるので，それぞれによってニーズが違うんですけれども，子どもの安全な

居場所，放課後の安全・健全な居場所ということで児童館使ってもらっていま

す。県外の話なんですけれども，貧困対策で学習支援であるとか食事の提供と

いうのを，一応児童館は食事ができないことになっているんですけれども，そ

ういったことに行事で取り組んで，学習支援と食事提供をやっている県もあり

ます。そういうように時代のニーズに合わせて児童館の在り方というのも変わ

ってくる。

（会長）

何かそのほか御意見等ございませんでしょうか。この際言っておきたいとい

うことがあれば，どんどん言ってください。

（委員）

新しく教室をしたいという場合は，どういうステップを取れるんですか。公

民館さんなんかが中心になっているところは，行政とのつながりが。個人的に

公民館に言っていくところもあるんだろうけれど，どういうステップを取るん

ですか。

（事務局）

まずは市町村。事業主体が市町村の教育委員会なので，そちらへまず声を掛

けていただいて，それから，先程言いましたように，色んな順番が整えれば，

運営委員会を作ったりとか，という手はずになっていきます。まず，市町村

の教育委員会に連絡をいただければと思います。

（委員）

運営委員会というのは市町村で作る運営委員会ですね。
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（事務局）

市町村単位で行うのは運営委員会です。

（委員）

教育委員会に行って，市町村にその運営委員会がなければ，そこで立ち上げ

てという形ですか。

（事務局）

はい。

（事務局）

なかなかお一人ではできないと思うので，やっぱり協力していただける方の

確保であるとか，こういうことをこういう人達とやりたいというような，ある

程度具体的なものがあった方が，教育委員会の方も，その後の支援をアドバイ

スをしやすいかと思います。

（会長）

あと学校の方の協力も得ないと駄目ですね。

（事務局）

どこでやるかということは地域の方ではなかなか分からないと思うので，ど

こかできる場所の提供というのは，市の教育委員会であったり，そういうとこ

ろが，こういうところがありますと調べてくれるんではないかと思います。な

かなかここでやりたいと言っても，それは使えないとかいろいろあるかと思い

ますので。まずは教育委員会の方と御相談していただいたらありがたい。

（委員）

小松島市では生涯学習課が担当しとんだけど，必要なのは，教える方は最低

３人は必要です。推進委員さんとサポーター２人は最低必要です。それと最低

でも週１回は開けることです。小学校というのは，毎週木曜日は５時間授業で

一斉に終わりなので，毎週木曜日に開催することに決めたんだけども。

（会長）

そのほかいかがでしょうか。

特にこの際発言しておきたいことはございませんでしょうか。
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（委員）

９月の研修会って，私が申し上げることではないのかもしれないんですけど

も，講師の方にこの会の趣旨を御説明されているんですか。

（事務局）

一度御説明にあがってはおります。演題も仮ですし，まだ詰めれていないと

ころもございますので，今日の推進委員会での検討内容を踏まえまして，また

私と放課後子供教室の担当者で講師のところに打合せに行こうと考えておりま

す。

（委員）

何故質問させていただいたかというと，今日のお話を踏まえた上でワークシ

ョップをするのであれば，非常に中身のある，それぞれの立場の方にとってプ

ラスになる研修会は可能だと思うんです。たぶん三上先生ご自身はこういった

事情はご存じないのではないかと。学校教育・社会教育の融合ですとか，短時

間でこの会の深い内容の話全てをお伝えするのは難しいかもしれないですけ

ど，こういう参加者が想定される，そこで議論をできれば深めたいとお伝えし

て，それに沿ったワークショップをしていただくようにあらかじめお願いした

方が，より充実した成果が見出されるとは思います。

（事務局）

御意見ありがとうございます。

（会長）

ありがとうございました。

ほかに何かございませんでしょうか。

いろんな事業名が変わってきたり，別々にやっていたのが一緒にやったり，

いろいろ国の方も方針の変化があるんですが，基本的には子どもの安全な居場

所を確保し，かつそれを子どもの望ましい育ちへつなげていくという精神はず

っと貫かれてきたように思います。それで，その中で，ただ単に行政がトップ

ダウンでやるということだけではなくて，当然今日の会議でもいろいろお話が

出てきましたように，それぞれの地域性と言いますか，子どもとの関わりの歴

史みたいなものが，一種の多様性を生み出してきている大きな要因になってい

るのではないかと思います。

お話伺っていて，一つは，放課後子供教室にしても，学童保育にしても，児

童館でやられていることにしても，児童館の中でも放課後子供教室をやってお

られるところもありますし，児童館独自で事業をやられているところもある。
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そういう中で，理想的には，子どもたち，または子どもたちと保護者の方、そ

ういった方々のニーズに応じて，多様なメニューの中から，それぞれ毎日毎日

の暮らし方に合わせて，自分に合ったメニューを選び取っていけるような状況

が，そこに生まれてくれば，実際に子どもたちにとっても，事業を実施されて

いる方々にとっても，お互いに有益なことではないかなと思っています。要す

るに，我々が今後やっていかなければならないことは，どれだけ多様なメニュ

ーを子どもたちに提供できるかというところなんですけれど，資金の問題，人

材の問題，大人がこれやりたいと言っても子どものニーズに合わない，施設の

問題，いろいろとあって，なかなかそういう理想的な状況には行きづらいんだ

けれども，基本的にはそういう子どもたちの状況を，それから，基本方針とし

ては，子どもの安全な居場所を確保する，そして子どもの学びにつなげていく，

育ちへつなげていくとうような基本方針の中で，時代に応じた，先程も貧困対

策の話も出てきましたけれど，時代の状況に応じて事業を展開していくと。そ

して，それぞれの地域性を活かしながらできるだけ多様なメニューを提供でき

たらいいんじゃないかと。そういうところに進んでいくべきじゃないかなと思

います。

それから，もう一つ、この協議会の以前に委員をされていた方が，先程から

お話に出てきていますように，放課後子供教室は教育委員会がやるとか，学童

保育は福祉部局がやることだと，縦割りの中に放り込んでしまわないで，むし

ろ市町村全体として，町づくりとか，それから今時の言葉で言うと，地方創生

であるだとか，こういった町の将来づくり，そういった一つの見通しの中でこ

の放課後子供教室なり学童保育なり，放課後子ども総合プランですね，こうい

ったものを考えていかないと，ただ単に教育委員会の仕事だと，何かこう狭く

捉えてしまうと，教育委員会もこれだけやっているわけではないので，できる

だけ仕事は増やしたくないというようなことになってしまう。やっぱり基本方

針は子どもたちの安全な居場所を確保し，それを子どもたちの望ましい育ち，

学びへつなげていくということなので，その先に何があるかなんですけど，そ

れぞれの地域の未来があって，どういう町づくりをするんだというような，大

きな方針の中で，この事業を考えていくべきと思います。この議論もずっと続

いている議論なんですけども。そういった大きな枠組みの中でこの事業を考え

ていただきながら，子どもたちにできるだけ多様なメニューが提供されるよう

なプランになっていくことを期待しまして，後何もなければこの協議を終わら

せていただけたらと思います。

何かそのほかございませんでしょうか。

特にないようですので，進行を事務局の方へお返しいたします。どうも皆さ

ん御協力ありがとうございました。


