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平成２８年度 第２回徳島県放課後子ども総合プラン推進委員会

議事録概要

１ 日時 平成２９年２月１５日（水）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 大家 淳 岡 佳代 小川 千代美 七條 美果

鈴木 尚子 田岡 茂樹 近森 憲助 内藤 尚則

中川 貴志（代）中島 善子 藤本 美恵子 増田 恭子

山本 純

計 １３名

４ 次第 １ 開会

２ 子ども・子育て支援室長挨拶

３ 議事

（１）平成２８年度事業実績について

（２）平成２９年度事業計画について

（３）推進委員会設置要綱改正について

（４）その他

４ 閉会

５ 議事の概要

（会長）

それでは全体協議に移りたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたし

ます。

まず，事務局から，議事の（１）について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＞

（委員）

５ページの表は，補助金を受けている所のみなんですよね。補助金を受けて

いない所はなぜ受けていないんですか。

（事務局）

補助金を受けなくても，お金をいろいろ工面しまして実施している所もある

というふうに伺っております。
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（委員）

９ページの子供の豊かな学び推進研修会なんですけども，これは現在放課後

子供教室などに関わっている方たちのみが対象ですか。これから興味があると

いう方たちに発信するのは難しいとは思いますが，お誘いいただいて来るとい

うことは可能ですか。

（事務局）

今のところ，関係者のみの研修会になっているんですけれども，広報活動を

通して，地域の方々に対しての発信はこれから考えていきたいと考えています。

（委員）

是非お願いします。興味のある方はきっとたくさんおいでると思います。

（会長）

利用できなかった児童数が平成２８年度に１０４人と，前年度に比べて１０

倍以上に増えているんですけれど，これは今後の対策をお考えになってらっし

ゃるんでしょうか。

（事務局）

私どもとしましては，市町村の様々な整備計画の支援をしておりまして，今

年度事業につきましても，７市町の１１クラブに対して施設の改修等も含めま

して，いろんな整備の御支援をしたところです。来年度につきましても，創設

やいろんな環境改善も含めまして，５市町８クラブの整備計画を御支援してい

く予定にしております。その結果として受入児童は増えてくるとは思うんです

けれども，どうしても我々は市町村の整備計画が上がって御相談する中で整備

事業を進めていくという形になります。

様々な状況については本日も御意見をいただけたらと思っているところでご

ざいます。

（会長）

この地域で特にがんと増えているということはあるんですか。

（事務局）

今回１０４名ということですけれども，内訳としましては，徳島市が３０名，

鳴門市が２１名，阿南市が３名，吉野川市が１９名，阿波市が４名，三好市が

２７名です。昨年の９名につきましては，阿南市８名，三好市１名ですので，

それ以外の４市につきましては今年度新たに発生したという状況になります。
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（会長）

実感として利用できなかった子供が急に増えたというのはあるんですか。

（委員）

働くお母さんたちが年々増えているということで，学童に対する要望は毎年

増えているんですね。これだけ待機児童があるっていうにもかかわらず，どこ

の学童も定員はみんなオーバーしているんですよね。だから，学童新設してい

かないと解決できないような気もするんです。それは予算の関係もあるからな

かなかそうはいかないんでしょうけど，その辺はどうなんでしょうか。

（事務局）

市町村の御要望を聞きながらというところではございますけれども，例えば

２９年度事業でも５市町８クラブと申し上げましたけれども，徳島市や鳴門市，

阿南市など待機児童が発生している所からの施設整備の御要望もいただいてお

りますので，そういうところもしっかり支援していけたらというふうに考えて

いるところでございます。

（会長）

児童館はどうなんですか。

（委員）

場所によっては，学童の代わりに来ている所もあります。今まで児童館とい

うのは，遊びの場であるという認識だったんですけれども，これからは学習支

援であるとか，貧困対策にも目を向けていかないといけないというところで，

学童と共存できるように，放課後の健全育成の場としていけるんじゃないかな

と思うので，近隣の児童館との関係というのも考えていけたらいいんじゃない

かなと思います。

（事務局）

利用者は増えていますか。

（委員）

場所によっていろいろですね。やっぱり学童に行っちゃう子が多くて，減っ

ている所もありますし，うちの地区は児童館があって，学童と学校と３点ある

んですけれども，高学年で入れなかった子供たちは児童館を利用したりという

形にもなってきています。低学年の間，夏休みとか冬休みに不安だという方は，

学童の方に行かれて，児童館は午前中乳幼児も利用しますので，基本的に昼か



- 4 -

らの利用になるんですけども，高学年になって昼からでも大丈夫という子供た

ちは児童館を利用してという形で十分対応できていますので，そういう形も考

えていかれたらどうかなと思います。

（委員）

徳島市の中で放課後児童クラブがないのが富田だけなんですけど，ないだけ

に私たちのしている放課後子供教室の方に希望が多いんですね。それで市の方

から，１日３５人以上受け入れないようにして欲しいという依頼を受けている

んですよね。私たちも１年生の子供を優先してあげようという感じで，来たい

人を希望取ったら，１年生を取って，２年生，３年生と順番に。今年度も３年

生の希望が１８人くらい来たいという子供がおるんですけれど，４，５人しか

取れんだろうというすごく迫っている感じなんですよね。何とかしてあげたい

なあとは私ら実行委員会のみんなの希望なんですけれどね。そこを何とか，早

くできてくれたら，減るかなあというとこで，待っているんですけどね。

（委員）

地域から学童が欲しいという運動というか，希望は出ないんですか。

（委員）

今は立ち上がりをしているんですけど，以前に，１０年くらい前かな，あっ

たんですけど，その時一応してもいいというところまでいったんですけれど，

する場所がなくて。学校内，ここにしたらどうですかと言ったんですけど，そ

こは駄目とかいうことで，結局，立ち消えになってしまった。放課後子供教室

というのは１０年くらいになりますよね。その時しませんかという感じで話が

あって立ち上がったと聞いております。最初のうちは定員割れだったんですけ

ど，ここ最近はもう人数が多くて，それこそ今待機児童という話が出たんです

けど，皆さん６年生までしているけど，私たちは３年生まででも受け入れるこ

とができないということで。早く頑張ってできてくれるといいなあというのが

希望なんですけどね。

（会長）

児童館できましたよね。

（委員）

昭和です。昭和の児童館も富田の子供が来たりもするんですけども，やはり

近いのは昭和小学校が近いんです。あと近いのは八万中央くらいですね。
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（委員）

今富田で子供の居場所を作ろうと計画をしている方がおいでます。最近子ど

も食堂であるとか，子どもの家であるとかというものができてきていますけれ

ども，そういうものに近いというかね，食堂というんじゃなくて，子供が誰で

も集える，子供だけじゃなく，大人も来れるような場所を作ろうとしている人

たちがいるんですけれども，こちらもやはり場所で四苦八苦しています。ボラ

ンティアも集まりつつあったり，学生さんにお願いしようかとかいう話もあっ

たりするんですが，その中で場所が一番問題になっていて，借りるよりも結局

買った方がいいんじゃないかとかね。そうするとまた資金がたくさんいるとい

う問題にぶつかってはいます。そういう人たちとの連携というのはどういうふ

うにお考えなんでしょうか。県の方で動き出されている議員さんもおいでるよ

うですけれども，その辺りはどういうふうにお考えなのかなと。サポート体制

はお考えなのでしょうか。

（事務局）

子ども食堂的な取組につきましては，我々の方も子供の貧困対策を担当する

部署でございまして，いろんな作る会とかそういった動きのある方と連携をし

てまして，私どもとしては，国の基金の方からの助成の制度の御案内ですとか，

私どものホームページに掲載したりとかして，そういう情報発信のところを御

要望いただいた中で，させてもらっているところでございます。

また，様々な，高齢者ですとか，子供とか，障がいのある方のいろんな居場

所を作るということを，県として認証していきましょうと，ユニバーサルカフ

ェという制度ができつつありまして，そちらも登録申請を受け付けています。

そういった様々な動きが出てきている中で，具体的に場所を提供するというの

は行政として難しいところがあるんですけれども，いろんな情報発信ですとか，

連携できるところなんかは，いろんなお話なんかもしているところであります。

放課後子ども総合プランにつきましても児童館と放課後子供教室，放課後児童

クラブというのは，それぞれ地域の歴史の中でいろいろと動いておりますので，

統計的にすごく出ているのが，放課後児童クラブだったとしても，それが全て

ではなくて，私どもとしていろいろな関わり、助成の制度なんか，市町村に通

知しているだけでも，放課後子供教室，放課後児童クラブ，児童館とあります

し，そういった民間の方というもの全体としてというところではあるんですけ

れども，まずは，きちんとそういった整備の計画が上がってきましたら，支援

していくという流れができているところではあります。
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（会長）

相談窓口みたいなのはあるんですか。

（事務局）

基本的には市町村が実施主体でございまして，先ほどの市町村から受入れが

ということがあったんですけれども，基準が少なくともこういった面積とか，

支援の単位があまり大きくならないように，やっぱり４０人規模くらいずつの

支援になるように，そのうちに一つの単位に支援員さんは二人はいるように，

というような国の方で指針がありまして，それを受けて市町村の方でもそれを

規定しておりますので，やはり要望がある中で，市町村によって，どういうよ

うな年齢の子供から受け入れるとか，いろいろ運営委員会の方と御相談しなが

らされているところではあるかと思います。みなさん待機児童はつくりたくな

くって，その思いは一緒なんですけれども，やはり行政としましても，一定の

面積ですとか，皆さんに目が届くように支援の単位とか，苦労しながら，苦し

いとは思うんですけど，受入れは何人まででお願いしますというところもやっ

ぱりあるのかなと考えているところです。

（委員）

今おっしゃった国の指針で，４０人体制というのを言って，何年も経つんで

すけど，それは絶対そうしないといけないということではないから，４０人の

ところを５０人いるところもあるし，それはもう徳島だけじゃなくて全国的に

みんなそうなんですよね。そこをどういうふうに解決していくのかなって。場

所によったら，お母さんたちが見学に来て，ぐじゃぐじゃ子供がいっぱいいる

という状況の印象を与えてしまっています。現場にいる指導員も，その中でど

うやって子供を守っていくのかなって。そうしたらどうしてもケガがないよう

に管理することしかできなくなってしまう状況になっていっているじゃないで

すか。本来の学童の動きじゃなくね。だから，とっても今難しいところに来て

いるなって思います。

（事務局）

先ほどの富田のアフタースクールの場合は，放課後子供教室というのは実は

放課後児童クラブのように規定はないんです。例えば面積であったりとか，何

人までとかいうのは。多分徳島市の方が，放課後児童クラブの方の基準を参考

にして，一部屋であれば大体３５人くらいということでお話をされているんだ

と思うんです。基本的にはないんですよ，放課後子供教室の場合は。ただやは

り市の方も，あまりに多くの子供たちが一部屋の中でおったんでは危険性も高
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いんだろうということで，そういう話をされたんだと思うんです。一度見学に

も行かせていただきましたけど，学校との境もあったりして，あそこの部屋を

もう一部屋くらい増やすというのはなかなか難しい状況なんですよね。

（委員）

何年も前にもそういう意見が出たんですよ。私たちは今南校舎でしているん

ですけど，北校舎が空いているので，そっちの部屋にもう一つ作ってもらった

らどうかという意見が出たんですけど，その時に結局，また新しくしたら最初

から設備とかそんなのがいる。それは出るんですかと聞いたら，市は出ません

と。最初の時だけで，後で新しく作っても出ませんと。そしたらその費用はど

こからするのかってなって無理ということで今のままになったんですよ。

（事務局）

ということは，例えば２年とか３年とか，放課後に親御さんが面倒を見れな

い子供さんはどうされているんですか。

（委員）

多分，よその，昭和とか内町に行ったり，それから放課後ナーサリーの人が

迎えに来たり，近くにリトルミーがあるんですが，そういうところに見れない

方は行っているみたいです。だから私たちの所に来ているのは，働きに来てい

るけど，おじいちゃんおばあちゃんが遠いところにおるけど迎えに来てくれる

という方が多いですね。

（事務局）

国の方も子供の居場所づくりというのは力を入れているところでございます

ので，新しい補助のメニューでありますとか，そういうのが届きましたらいち

早く，市町村の方から皆様方にお伝えできるような形にしたいと思います。

何かやりたいという意思を持っている方がどういうふうにすればいいのかと

いうところなんですが，教育委員会の方では，いろんな地域の課題を解決して

いこうと思っておられる方はたくさんいらっしゃるのに，その結びつきがない

ということで，そういうネットワークを作ろうという研修会を今年から試しに

やっております。放課後子供教室の方でありますとか，放課後児童クラブの方，

児童館の方も御出席していただいたりして，そういうネットワークづくりをし

てみようかというのをちょっと今作っておりますので，私ども生涯学習課が，

そういう中間支援的な部分になれればと思っております。次年度におきまして

も，そういう社会教育に携わる皆様の，ネットワークの研修会というのを開催

する予定にしておりますので，また広報もさせていただきたいと思いますので，
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何かやりたいんだけどと思っている方がそういう所に来て，いろんな方々とつ

ながっていただいて，事業に進めていただけるとか，そういうのを私どもが知

って各市町村に御紹介をさせていただけるとか，そういうふうな役割も担って

いきたいと思っております。ここにいらっしゃる委員の皆様方は多分そういう

のを常にされている皆さんだと思っております。そういう所とも私どもが連携

させていただいて，いろんな所と連携しながら，市町村，それから県庁の中，

縦横斜め，そういうふうな関係を作っていきながら，子供のために何か新しい

ものができていければいいかなと思っておりますので，またそういうところで

も，情報共有，情報交換させていただきたいと思っておりますので，どうぞよ

ろしくお願いいたします。

（会長）

まだまだ御意見があろうかと思いますけれども，この辺でおいておきまして，

議事の（２）に移ります。まず事務局から御説明をお願いいたします。

＜事務局から議事（２）の説明＞

（会長）

皆様にちょっと御相談をして，決めていただかなければならない事項が二つ。

一つは日程の関係ですね。それともう一つは研修内容について。御意見をお聞

きして，できればこの場で決めてしまいたいということでございます。

まず，日程の方からですけど，日曜日あるいは９月７日の木曜日，どちらに

するかというのはかなり悩ましいところではございますけれども，何か御意見

ございましたら，どうぞよろしくお願いいたします。

（委員）

日曜日とそれ以外の曜日，日曜日というと休みになるんだろうけども，普通

の日だったら支援に入らないかんでしょ。ローテーション組んで入っている所

もあれば，同じ人がずっと入らないかん所もある。そしたら，普通の日は無理

ではないかと思うんだけどね。

（委員）

まず指導員は無理です。

（委員）

いや，学童によっては勤務が早い時間帯から始まる所もあるんですけど，普

通の一般の会社みたいに朝一番からというわけではないんです。９月開催は毎
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年なんですけど，夏休みでへとへと，一日ずっと働いて，疲れてなかなか出席

できないというのもあると思うんですよ。初めての日曜なんでね。午前中がい

いとおっしゃる人もいるかもしれません。で，それから勤務に入るという方も

もちろんいると思うんで。

（事務局）

平日か日曜となると，平日の方が参加しやすい。

（委員）

もしかしたら，今言よったように認定資格研修で日曜祝日が潰れた方もいら

っしゃるんで，ちょっと厳しかったんだろうなというのもあるんかなと。

（委員）

もし日曜とか土曜だったら，お子さんたちの習い事で潰れて来れないという

人もおいでるん違いますか。支援員さんたちの働くスケジュールによっては，

確かに平日の午前中とかがやりやすい。

（委員）

集中できるのはもちろん日曜日なんですけどもね。内容にもよるとは思うん

ですよ。一日かけて学習する内容と午前中で話が収まる内容と。

（事務局）

本来でしたら，放課後児童クラブ，児童館，放課後子供教室の三つの関係者

が一堂に会するというところで，それぞれの研修会とは違ったところ，それぞ

れが時間をかけてゆっくり情報交換するとなると，午後が良いと思いますが，

参加しやすさも大事かと思いますので，そういう意味では平日の午前中が良い

と。９月よりもう少し早い方がいいですか。

（委員）

８月は無理ですね。

（委員）

９月の末くらいはどうですか。

（委員）

９月後半か１０月ですね。もうちょっとずらして。
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（委員）

学童によっては，秋祭りとか始まってくると思うんですけども。

（委員）

運動会とかは全然関係ないんですか。

（委員）

運動会も始まります。

（委員）

どうしても次々と行事があってその間を取ってというふうにはなるんでしょ

うけど。

（事務局）

皆さん都合があるので，全ての事情をくみ取るのは難しいかもしれません。

放課後児童支援員認定資格研修は日曜６日間という形になりまして，どうして

もいろんな準備がありますので，事業計画になると秋ぐらいからスタートにな

るんですけれども，それが来年度も９月１０月くらいの日曜になっても，平日

の午前中ということであれば，参加可能でしょうかね。

（委員）

どっちにしろ早いめに，日にちと場所を決めてもらわないと。

（委員）

うちも午前中の方が出やすいです。児童館の場合は昼から二人出勤します。

午前中は誰か一人出てたらいいので，午前中の方がいいんですけども。放課後

児童支援員さんとのフォローアップ研修の来年度日程が決まっておりまして，

６月２３日と１０月２０日と，１月がだいたい２０日前後ですね。合同研修の

方が１２月８日に日程を決めて会場押さえていますので，その辺の絡みで調整

していただければありがたいです。

（事務局）

会場等当たりまして，９月１０月の平日の午前中ということで改めて私ども

会場等も探しまして，来年度早いうちに御紹介させていただくようにします。

（会長）

具体的な日時とか会場につきましては，皆さんの御意見を踏まえた上で事務
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局の方に一任するという形でよろしいですか。

（委員）

会場を押さえてあるんであれば，７日でもいいんじゃないですか。３日とい

うのは厳しいですけど。３１日まで夏休みで，そこから３日だから。７日だっ

たらまだ一週間あるからね。

（委員）

ちょっと聞いた話によると場所の問題ですね。今挙げてくれたあわぎんホー

ルとか，ふれあい健康館で便はいいかと思うんですけど，２１世紀館であった

時は便は悪いなというのは過去耳にしたことはあるんで。市内寄りの方が徳島

市内に出てきやすいというのはありました。

（会長）

では，今年の９月７日木曜の午前中にあわぎんホールの小ホールでやるとい

うことでよろしいでしょうか。では，そういう形でお願いします。

（委員）

私たちは夏休みになったら休みになってしまってみんなに周知できんので

す。私は昨年も夏休み中に市の方から連絡もらって，郵便で送ったりして苦労

したんで，夏休みの前までには案内状が届くようにしていただけると，とても

嬉しいです。

（委員）

研修の内容はこの案の１か２かどちらかということですか。

（事務局）

今まで出てきている御要望としては「発達障がい等の理解について」とか「防

犯対策」ということでございましたけれども，皆さんの現場の御実感として，

こういう研修がというのがあればこれにこだわるわけではないです。

（委員）

お子さんたちに日々接している皆さんに聞きたいんですけども，学童の方と

かにも不登校のお子さんたちはおいでてるんですか。学校には行けないけど，

放課後子供教室には来ているとか，学童には来ているとか。
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（委員）

そういう話を耳にしたこともあります。学校には通ってないけど学童に来た

いということで，学校の方ともおうちの方とも話をして。それをきっかけに友

達との関係を広げていって学校にも通えるようになったという話を私も聞いた

ことはあります。

（会長）

児童館はどうですか。

（委員）

児童館は，中学生ぐらいになると来たりとかはあったりします。来ている所

と来てない所とあるとは思いますけど。あと，お母さんからの相談は児童館の

方にあったりはしますね。そこで対応しているとか専門の所につなげていくと

かはしています。

（会長）

中学校の場合は不登校の子供が通うすだち学級ってありますよね。小学校の

場合はそういうところってあるんですか。

（事務局）

市町村の方が主にそういう取組をされている所と残念ながらない所と。私は

三好市の出身なんですけども，三好市にはそういう学校に行きにくい子供たち

が通う学級というのが市の方で作られているという例もあります。

（会長）

徳島市のすだち学級はなかなかいいシステムだなと思います。行けば出席日

数にカウントしてくれるし，それから定期試験の問題も送ってくれて，ちゃん

と採点もして返してくれるんで。高校進学への不安が解消できる。

（委員）

小学校２年生ぐらいから不登校になるお子さんもおいでると聞きます。原因

はいろいろだと思うんですけれども，恐らく増えてくると思うんですよね。発

達障がい児も増えている，また６人に１人のお子さんが貧困に窮しているとい

う，困っていない者にとっては見えにくいところですが，お子さんに関わって

いらっしゃる方からしたら結構よく見えているんじゃないかなと思います。

子供を取り巻く環境が複雑化しているから，支援がしっかり連携していかな

いと対応しきれないと思うんですね。発達障がいという点では結構手厚いもの
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ができてきているかもしれないですけど，不登校に関しては，家庭と学校の連

携，あるいは家庭と支援施設の連携，カウンセラーとの連携，家庭とどこかと

いう連携はできているんですけれども，しようと思えばね，家庭側がお願いし

ていけばできる，けれども求めていかなければ難しいというところですね。学

校と支援施設，学校内カウンセラーであったりと，この三つが連携という体制

が取られてないという所がほとんどなんじゃないんかなと思います。

やっぱり学校というもの，特に担任の先生次第になってしまう，その先生の

対応次第になってしまって，子供が行きやすくなるのか，より行きにくくなる

のかということが決まってきてしまうので，そこで止まってしまうともう。聞

いた話によると母子家庭で，例えばいじめが原因だったりすると，子供が自殺

するんちゃうんかいなと思うとお母さん働きに行けない，そうするともう共倒

れになっちゃう。たまたま支援員さんが気が付いて，生活保護なり，サポート

体制が取れたから悲惨なことにはならなかったけれどもという御家庭もあると

は聞きました。

なので，非常に難しいでしょうけれども，県のこれからしようとしている，

サポートしようとする人たちのつながりを作る，すごく大切なことだと思うん

ですが，まずある支援体制をしっかりつないでいくということをしないと，今

現在できていない所が多すぎるんじゃないかなと思います。どんどんこぼれ落

ちていってしまうお子さんは増えるんじゃないかなと。不登校でも児童館には

行く，学童には行く，放課後子供教室には行きたいというお子さんがそこへ行

けるような受け皿をしっかり作っていれば，また学校に戻れる機会になる。

学校のほかに支援があって，お互いに情報を共有した上で，一人のお子さん

をサポートしていくということができてくれば，いろんな子供にとっても親に

とっても逃げ場ができてくる，頼り場ができてくるということになると思うの

で，その辺りをお願いした上で，研修内容というのは，発達障がいのお子さん，

これもすごく大事なことなんですけれども，ここから結局生きにくさを抱えて

いるお子さんが不登校になるという流れは絶対あると思うんですよ。からかわ

れるとか，いじめがあるとか。そこからいじめが生まれてくる。家庭内での虐

待があったりとか。そういうこともあるということで，お願いできたらと思い

ます。

（会長）

ただ今の御意見を確認すると，ちょっと官僚的なやり方ですけど，発達障が

い「等」という，「など」というのが付いておりますので，できればですね，

もうちょっと生きづらさを抱えている子供たちの，発達障がいも含めてですね，

例えば不登校であるとか虐待であるとか，いわゆる生きづらさを抱えている子
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供たちへの理解，それと先ほどお話のあった，そういう方に対して研修会に参

加される方がどういうふうな連携を取っていくべきか，そういうお話ができた

らいいかなと。もちろん午前中でかなり短い時間ですから，そんなに簡単に結

論の出るような問題ではもともとないわけだけど，一つの問題提起として。あ

るいは今後こういう子供たちが増えてくるし，そういう子供たちの一つの居場

所として，放課後児童クラブとか，放課後子供教室とか，児童館がそういう子

供たちの居場所になっていく可能性は十分にあると思うので。講師の方をどな

たか呼ばれるんであれば，そういったことについて，一つの気付きを促してい

きつつ，どういうふうにしていったらいいのかということをある程度お話しで

きる方を呼んでいただいて，それで参加してきた方々に，そういう問題が存在

するということと，それから，そういうことについて今後ますます考えていく

必要があるんだという意識を持っていただけるような形の研修会というのがい

いんじゃないかなと思います。

不登校の場合、本人もしんどいんでしょうけど，周りは結構いろいろ，この

子このまま学校に行かなかったらどうなるんだろうみたいな，そういう恐怖と

戦わなきゃいけないんですね。だから，そういう意味で，先ほど申し上げた徳

島市のすだち学級というのは，一つのセーフティネットとしてですね，非常に

しっかりと機能していると思います。だから，そういう意味で，そういうセー

フティネットもあるし，それから放課後児童クラブとか，放課後子供教室とか

児童館というものも一つのセーフティネットとして機能しうるんじゃないか

な。そうすると，そういったことも考えていかなきゃいけないという意識があ

る程度関係者の方々に強化されてくるというのは非常に大事なことだと思いま

す。

そういった点で適切な方が見つかるかどうかちょっと分かりませんけど，是

非発達障がいにあえて限定せずに，生きづらさを抱えている子供たち等への理

解というような形で，研修会をやっていただけたら。周囲は結構大変なんで。

そういうことで無理矢理学校に行かせて，それでますます状況を悪化していく

ようなことも考えられますんで。そういう方たちを少しでも支援するような動

きが出てくれば非常にありがたいなと思っていますので，是非そういう点を考

えていただけたらというふうに思います。

（事務局）

貴重な御意見をいただきましたので，我々もこれから日程とか講師の方との

調整に入らせていただいて，今日出た御意見を十分に講師の方にお伝えして，

そういった視点での研修が行われるように，これからちょっと頑張ってみたい

と思いますので，どうぞよろしくお願いします。
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（委員）

先ほどの連携のことなんですけど，学校の方があまりつなげたがらない傾向

にあるということをお聞きしました。学校の中だけで処理したい部分もあるの

かもしれないし，社会的・対外的・体面的にね，お子さんや家庭のことを考え

てという部分もあるかもしれないですけれども，でも逆に言ったら，それをす

ることによって，余計に支援施設へ行くことがおかしいことなんだよというの

を発信しているようなもんじゃないかと。逆に親子が訪ねて行きにくい状況に

なる。施設面であったりとかもあると思います。そこに行っていらっしゃるお

子さんたちの間に子供がやっぱり入りにくいという部分はもちろん，個々の感

じ方だから出てくる。それはしょうがないんだけど，やっぱりちゃんと支援す

る施設同士が，行政も含めて，お互いのしていることをしっかりと理解して，

お互いもサポートし合いながら，子供をサポートする，より良い体制を作って

いくということをつなげていっていただいた方がいいんじゃないかなと思いま

す。

学校という，ちょっと入りにくい部分も，続きにくい部分もあるかもしれな

いですけども，それこそ校長先生次第みたいなところもあるし。学校のことで

教育委員会に行っても，それは学校で相談してくださいみたいなことを言われ

る。それは親側としては教育委員会は何のためにあるのと思ってしまうんです

ね，どうしても。だからそういうものをしっかりとつないだ子供のサポート体

制，支援室は支援室，生涯学習は生涯学習じゃなくて，みんなつながっていか

ないと難しいんじゃないかなと思います。

（事務局）

子供さんの支援につきましては，やっぱりまず担任が気が付いて，学校でど

う対応していくか，その中で御家庭がほかの人には言わないでとか，そういう

中でどういうふうに処理していくかというのもあるんですけど，基本的に教育

委員会も今後来年度の新規事業で，スクールカウンセラーやソーシャルワーカ

ーを増やしていくとか，学校に対しての，支援が必要な人たちに支援をという

姿勢で予算も計上させていただいています。

それがどういうふうに機能していくかというのは，やっぱり学校と，それと

支援する団体でありましたり，いろいろな所とうまく連携していかなければ，

途切れてしまったりとか，一方的なものであったりとか，それではやっぱり子

供のためにも，育てていっている親御さんの不安の解消にならないと思います

ので，関係の所としっかり話をしてですね，学校に向けてもそういう情報提供

しながら，連携を進めていただけるよう話をさせていただいて，生きづらさを

抱えている子供たちが居やすい場所が学校であって欲しいと思いますので，そ
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ういうところで学校がどういう役割をしていくかというのは，教員みんな思い

ながらやっていると思います。いろんな方々の御支援をいただきながら，本当

に子供たちのために，教職員も頑張っていきたいと思いますので，皆さんの御

協力もどうぞよろしくお願いいたします。

（会長）

今お話を伺って，例えばですね，スクールソーシャルワーカーという制度が

ありますので，講師としてはそういう方でもいいのかなと。四国学院大学に，

お名前ちょっと忘れたんですけども，スクールソーシャルワーカーあるいはそ

ういう活動について，かなり実践的にいろいろと研究されている方もいらっし

ゃると思いますので。あるいは，香川県ではスクールソーシャルワーカーの活

動は結構活発にやられてます。こういう放課後児童クラブとか児童館とか放課

後子供教室とはちょっとカバーする範囲が違うのかもしれないですけども，ち

ょっと外側にいて，学校を中心に活動している方から，子供たちを学校と同じ

ように支援している施設に対して，どういった希望があるかとか，どういった

ことが可能になるかとか，そういった御意見を伺うのもいいのかもしれません。

時間も大分押してきてまいりましたので，いろいろ意見も出ましたので，そ

ういった意見をもとに研修会の準備を進めていただきたいと思います。日程と

しては９月７日木曜日の午前中であわぎんホールの小ホールということです

ね。先ほど御要望があったように，夏休みに入る前にできるだけ早く御案内を

差し上げるということはよろしくお願いしたいと思います。

それでは，事務局から議事の（３）について御説明をお願いいたします。

＜事務局から議事（３）の説明＞

（会長）

設置要綱の改正につきまして事務局から説明がありましたが，これは手続き

的な問題ですので，そのようにさせていただけたらと思いますけど，よろしい

でしょうか。

〈はいの声〉

（会長）

それでは設置要綱につきましては，原案の内容で改正させていただきます。

（事務局）

事務局から１点補足させていただきます。改正させていただきました設置要
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綱につきましては本日平成２９年２月１５日の施行とさせていただきます。よ

ろしくお願いします。

（会長）

それでは事務局の方で御準備いただいた議事については，これで審議を終了

いたしましたが，議事の（４）その他に移りたいと思います。県内で放課後子

ども総合プランを進めていく上での御意見を伺いたいと思いますので，忌憚の

ない御意見なり御要望なり聞かせていただければと思います。

（委員）

先ほどの連携の話ですけれども，児童館とかのデータ，どこに何があるとい

うのはしっかり把握されていますよね。子ども食堂とかそういうことをやって

らっしゃる方の一覧みたいなものはあるんですか。誰でもがアクセスできます

か。

（事務局）

私どもの方で，はぐくみネットといういろんな子育て情報を発信しているホ

ームページがございまして，いろいろ団体の方との確認をさせていただいて，

今後の子ども食堂の予定ですとか，そういった情報がありましたら，御了解を

得られた所からホームページに上げていっています。

（会長）

私がここに引き込まれたのはもう１０年以上前なんだけども，昔ね，県のボ

ランティア協議会に，あそこへいろいろなボランティア活動に関するデータを

蓄積していくというようなことも，生涯学習課の方でやられていた時期があっ

たんじゃないかと思うんです。平成１６年度ぐらいだったと思うんですけど。

あれ一体どうなったんだろうと時々思い出すんだけど，何かそういうデータベ

ースみたいなものがあれば，それが何らかの形でアクセスできるような形にな

っていればですね，今の御質問のようなことにある程度対応できるかなと。

（事務局）

多分社協でありますとか，マリンピアのとくしま県民活動プラザ，そういう

ところで，ＮＰＯ活動でありますとか，ボランティアの活動についてのデータ

ベースはあったかと思っております。生涯学習課といたしましては，総合教育

センターの方に「まなびひろば」というホームページがありまして，そちらは

皆さんが参加できる講習であったり，イベントであったり，データベースはし

ておりますが，ちょっとばらばらになっておりますので，分かりにくいところ
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もございますので，今後，検討したいと思います。

（事務局）

一つ子ども食堂に関しましては，皆さん今されている方が無理なく，自分た

ちのできる範囲で，それぞれのＳＮＳがあるようでございますので，我々もい

ろんな支援情報なんかも御案内して，そこで流していただいたりということも

しています。広報をしてもらえたらというような話があってそういうホームペ

ージとかも始めつつあるんですけども，不定期の方がおられるとか，定期的に

されているというような方がおられますので，確認できたところから，今後の

予定を確認させてもらって，ホームページに載せさせていただいて，充実させ

ていければいいんですけれども，いろいろぽつぽつと，個人でもされて，マス

コミから情報を得るときもありますし，今までおつきあいされている所から新

しい情報が入ったりとか，いろいろございます。さっき言いましたようなユニ

バーサルカフェとか，今まで高齢者の方を対象としていた所が子供さんにも開

放されたりというようなこともありますので，できるだけそういったところで

も充実をしていきたいなと考えております。

（委員）

待機児童がいるというお話があったんですけど，撫養小学校では放課後児童

クラブは３年生までの受入れになっているんです。話に聞くと３年生から６年

生の児童は断っていると。放課後子供教室は全学年を対象に，今は月火木土っ

てやっているんですけど，そしたら，もう少しやってくれたら４年生とか，そ

れから，４年生以上の子がお勉強見てくれたりして，預かってくれたら助かる

のになと言う父兄の方もいるんです。

そしたら，放課後児童クラブの方は費用がいるし，放課後子供教室は一応無

償で預かっている。親御さん，個別に考えたら不公平感は出てくるでしょ。放

課後子供教室に全面月曜日から土曜日まで見てくれるんだったら，ただで見て

くれる。放課後児童クラブだったら毎月結構お金払わなくちゃいけないって不

公平感はあるんだけど，行けない子供の受入れとしたら放課後子供教室を使い

たいと親御さんが言うのも分かるところもあるし，そこのギャップがあるよね

と一緒に活動している者と話しているんですけど，そこが難しいですよね。

（事務局）

放課後子供教室が放課後児童クラブの代わりになるというのはちょっと難し

いところはあると思うんです。放課後子供教室の事業のねらいとしては，子供

たちにいろんな体験活動であったりとか，日頃できないようなことを講師さん
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に来てもらってしていくという，どちらかというと学びの部分の方が大きいの

で。ただ現実県南の方では放課後児童クラブがない所が放課後子供教室がその

代わりという形でしている所も実はあるのはあるんです。ただし，そうなって

くると，今お話があったように，放課後児童クラブの場合はお金がかかるし，

放課後子供教室はお金がいらないと。それを同じように保護者の方が考えた場

合に，そりゃお金いらん方がいいという話になっていくということもあったり

して，放課後子供教室を広げようとしたときに，市町村の教育委員会の方とか

放課後児童クラブの方も，これが広がると逆に放課後児童クラブがなくなって

いくんじゃないかと思われている方もいらっしゃるんだけども，私どもの方と

しては基本別のものであるとお話はさせていただいてはおるんですけどね。今

お話があったようなことは，やはりあちらこちらで聞きます。

（委員）

保護者の方は分からないものね。説明はするんですけど，保護者の人だった

ら，同じ学校で同じ活動，子供を見る，居場所づくりをする活動してるのに，

何でと。

（事務局）

中身を保護者の方がしっかり御存じではないので，やっていることが違う，

目的が違うというところは，私どもがちゃんと説明をしていかなくてはいけな

いという部分だと思っています。放課後子供教室で放課後児童クラブのことが

できるかというと，それはまたできないことですし，放課後児童クラブさんが

しているような，資格を持たれた指導員さんが基準に応じた場所を構えてやら

れているというのと，また設備面であるとか，放課後子供教室とは違った部分

もあるかと思うので，事業が違っているということは，教育委員会の方からも

しっかりとお伝えしていくことによって，それぞれの役割がはっきりしてくる

ので，保護者の皆様にも御理解がいただけるようになるかなと思います。

いろんな皆さんにそういうところで説明をしていただいたりとか，いろんな

御負担をかけていると思いますので，そういう時には，市町村の教育委員会で

あるとか，県の教育委員会の方にお申し出いただいたら，御説明をする機会が

あったら，またさせていただきたいと思います。

（会長）

これも昔の話ですが，放課後子供教室と放課後児童クラブと一緒になったら，

連携してやりましょうという話が出たときに，随分御心配になったですよね。

さっき言った費用の面で，放課後児童クラブに子供が来ないんじゃないかとか。
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実際ずっとやってこられて，どうなんですか，結局。

（委員）

放課後子供教室がどのようにしてやられているかというのは地域によって違

うと思うけど，今おっしゃってくださったように，全然別。だから，それを言

われたときに，そういうことを説明してください。

（委員）

長期の休みとか親御さん困るしね。

（委員）

そうですね。６時半とか７時とか，お母さんたちが仕事を終わるまで放課後

子供教室は預かってくれるところではないわけだし，そこからして全然違う。

私が最初言ったのは，そういう一時的な時間だけでも行くことで解決される家

庭はそっちを選べばいいと思うんです。そしたらもっと分散するということを

前にも言ったけど。そしたら学童の方も助かるわけだし。だけど，時間的なこ

ととか費用のことだけで，不公平と言うことは違うと思うんで。学童は何をす

るということではなくて，責任を持って時間まで預かるという所なので。そこ

の違いをやっぱり親の方で認識して欲しいです。

（事務局）

利用料に関しましては，我々も問題意識を非常に持っておりまして，保育料

は大分，いろんな助成がある中で，放課後児童クラブは今年度から始めまして，

少しずつ今後も助成をしていきたいと考えております。当然役割は違いますし，

これまでできてきた歴史といいますか，それも違いますし，それぞれの地域の

実情はあるんですけれども，現実放課後の，同じように総合プランという形で

の連携というのもしなくてはいけないというのも一方ではありますので，我々

としては，放課後子供教室が無料でできているという中で，放課後児童クラブ

の利用料についても十分国としても検討してもらいたいと政策提言を始めたり

しているところではございます。

我々としては，第３子ですとかひとり親家庭の放課後児童クラブの利用料の

無料化につきまして，市町村ともお話しながら少しずつ進めてまいりたいと思

います。子育て支援に力が入っていない市町村なんてないと思うんですよね。

どことも財源も厳しいですし，一度に作りたくてもすぐにできるようなもので

もない。けど，少しでも我々としては整備ですとか，利用料のことも含めて，

選択肢を多くして，ちょっとでも選んでもらって，市町村の方で優先順位をつ

けて，優先的に作ろうかとか，利用料の無料化していこうかとか，そういうよ
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うなところをできるだけ支援していきたいと思います。

（委員）

放課後子供教室がもっと盛んに，もっといっぱいできたらいいなと思います。

そうすれば，もっとそっちに，それでいいという子供さんも当然いらっしゃる

わけだから。それは願っています。

（事務局）

日常の生活として安心できる場所も大事ですし，いろんな活動できる場所も

大事。両方とも大事ですので，それがうまく組み合わさってやっていけたらと

思います。

（会長）

家庭の状況もいろいろ多様化してくるし，保護者の働き方もまた，これから

いろんな，情報通信技術の発達とかによっても，またいろいろ多様化してくる

し，そういう中で，それぞれがそれぞれの立場で，あるいは利用者が賢く使っ

ていく。いろんな多様化した施設のメリットをうまく活かして使っていくとい

うようなことも考えていかなきゃいけないと思います。

そのほか何かございませんか。

特に何もないようでしたら，この辺りで議論を終わらせていただけたらと思

います。

闊達な御意見をいただきまして本当にありがとうございました。それでは事

務局の方にお返しいたします。


