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平成２９年度 第１回徳島県放課後子ども総合プラン推進委員会

議事録概要

１ 日時 平成２９年７月５日（水）午前１０時から正午まで

２ 場所 県庁８階 ８０４会議室

３ 出席委員 井本 友子 岡 佳代 岡田 年弘 小川 千代美

七條 美果 近森 憲助 中島 善子 西野 陽一

西野 佳久 藤本 美恵子 増田 恭子

計 １１名

４ 次第 １ 開会

２ 次世代育成・青少年課長挨拶

３ 議事

（１）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

（２）平成２９年度「徳島県放課後子ども総合プラン」研修会につ

いて

（３）その他

４ 閉会

５ 議事の概要

＜事務局から議事（１）の説明＞

（委員）

放課後子供教室は特に，人材の確保が難しい。ますます難しくなっています。

その対策というのはされているんでしょうか。

（事務局）

体制づくりとして，地域学校協働本部という体制を作って，地域の団体，老

人会でありますとか青年団体，地域代表者の方に地域学校協働本部に入ってい

ただいて，学校を支援する体制というのを市町村に作っていただきたいという

ことで話を進めている状況です。
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ただ，現状として市町村が抱えている問題は人材の確保，コーディネータ

ー等の高齢化による後継者がいないというのが現状です。

（事務局）

昨年の会議の中でもボランティア等いろんなネットワークを活用するという

御提案がございました。生涯学習課は社会教育の推進のために，いろんな社会

教育に御協力いただいている方々をつなげようと，社会教育研修大会を開催し

て，いろんな活動をしている方の事例をお伺いしたり，その発表を聞いて横と

のつながりを持っていただこうということをしております。市町村の教育委員

会の社会教育の担当者，地域で御活躍していただいている団体や組織の方々が

一堂に会して，意見交換をしたり，ワークショップをしたりという場を設けて

います。そうしたところから地域の人材の発掘をはじめ，学校に協力をしたい

んだけれどもきっかけがなかったというような方々をつなげていこうというこ

とで取組を始めております。皆さんの御意見を聞くと，学校に入りづらいとい

う御意見もあるので，教育委員会の方々に，地域で頑張っている方々を知って

いただいて，つないでいっていただけるというような体制づくりと人材の発掘

を目的として，企画や実施をしております。

（委員）

いろいろ考えられる人はいるんですけど，小学校の先生とかまだまだ力を持

っている先生が退職されていまして，でも自分からという人は，なかなかいな

いので，何かきっかけというか，新しい組織を作っていただいて，単純に子供

のために何かしてあげようかという人はいると思うので，その人たちが放課後

子供教室あるなしにかかわらず，学童の方に出向いてでも，子供といろんな活

動をしていただけるといいのかなと思っています。

それともう一つ，教員だけじゃなく，たくさんいろんな人材がいるんです。

企業とかね。企業からの連携というものをもっとやってもらって，将来の社会

に対応する力を育てようと思えば，プログラミング学習のような取組もできる

のかなと。学校の中ではなかなかできにくいことが放課後子供教室と学童の方

でできるといいと思うので，そういうふうな提案も出して，形にしていかない

と，なかなか進まないと思うんです。市町村がするべきことではあるんですけ

ど，市町村がやりやすいようにどう働きかけていくかということも県の役割と

思うので，期待しているところです。
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（委員）

先ほどの説明で一体型でやっているところが１１か所あるとお聞きしました

けど，もうちょっと具体的に一体型というのをどういうふうにしてやっている

のか教えていただければと思います。

（事務局）

一体型で今年度取り組んでいただいているところが，鳴門市・佐那河内村・

神山町・つるぎ町とあるんですけども，鳴門市の方で盛んに取り組んでいただ

いております。

（委員）

学童と子供教室が同じところでしているんですか。

（事務局）

児童クラブが学校の１階部分のスペースを活用して，放課後子供教室は，そ

の実施場所は教室であったり，体育館であったり，いろんなところですが，そ

の放課後子供教室の活動に児童クラブから一緒に参加しています。

児童クラブは児童クラブで保育という目的があります。だから子供教室に来

たくないという子は児童クラブでずっといるんですが，希望を取って，教室の

方でいろんな活動をしたい，一緒にみんなと何かやりたいという子供がいらっ

しゃれば参加します。

（委員）

子供教室と児童クラブを一体型でしているんですけど，ちょうど３年目ぐら

いになります。その前は子供の足で１２，３分離れたところに児童クラブがあ

りました。その時は子供教室に参加するのは結構難しく，一旦行ってしまうと，

子供教室に参加するのは交通の面で危ないということで，親と先生との相談で，

初めから児童クラブを休んで，子供教室だけ参加するようにしていたので連携

はうまくいかなかったんですけど，引っ越ししてきて一体型になると，校舎内

なので，子供の行き来は一応安全です。そのシステムとしては，学校は一応関

係なく，保護者が児童クラブの先生に，この日は子供教室に参加させますと連

絡します。で，子供たちは子供教室の方に参加します。

さっき人材の確保についておっしゃられたんですけど，地域の体操教室の先

生やダンス教室の先生の協力があります。鳴門教育大学の学生さんも子供たち

と触れ合う機会を持ちたいと言ってくれる人もいるし，それからＮＰＯからも

指導者を派遣したいと言ってくれているので，やっぱりネットワークというの

がすごく大切で，いろんな人に声掛けしていくと，そういうスタッフっていう



- 4 -

のは寄ってきてくれるんだなと最近はすごく思います。

（委員）

参加する子供たちの，学童から来る子供の人数と，学童に入っていない子が

参加する人数の比率はどんな感じですか。

（委員）

最近は児童クラブの子の方が多いです。

児童クラブは４月はぎゅっと入っているけど，その部屋でずっといるのは飽

きてくるので，運動プログラムだったら，男の子たちはやっぱり発散したいの

で，体育館の方にがさっと来たりします。児童クラブも結構いろいろ行事等し

ていますけど，やっぱり子供たちは友達と広いところで遊びたいという気持ち

があるのかなと感じています。

（委員）

放課後子供教室なんですけど，学童の先生というのは教室に送っていったら，

学童の方に帰られる形なんでしょうか。学童の子がたくさん行って何十人にも

なったら，放課後子供教室で見てくれている方は何人でしょうか。

（委員）

おやつ教室をしているときには７０人とか結構来るんですけど，その時は６

つテーブルがあるので，サポーターの人に６人は来てもらってしています。平

日は安全管理員２人とかで見ていて，指導者の先生が１人，でボランティアの

人が２人とか入ってくれるときもあります。やっぱり人数が７０人を超すとす

ごく大変なので，人数は確保しています。

（委員）

秋田の事例は，放課後子供教室と両事業のスタッフが一緒に企画・運営と書

かれていますが，学童保育の指導員も，放課後子供教室の方に企画まで入って

いくのを目指しているんですか。今の時点では，放課後子供教室だけで運営さ

れているみたいなんですけれど，ゆくゆくはこういう形を目指しているんでし

ょうか。

（委員）

プログラムは１か月に１回渡すんです。少し行事がかぶるときとか，今日は

お誕生会木曜日にするからとかいう感じで，少し連絡等は取ります。
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（事務局）

どういう形にしていくかというのは，これからまたいい事例を拝見させてい

ただいてからなんですけど，ただ，どういう体験活動をさせたいかとか，どう

いう学びをさせたいかというのは，やっぱり主体的に放課後子供教室の方のメ

ンバーが，どういうスタッフがいるかとか，どういう協力者がいるかというこ

とで，形を作らないと，なかなか難しいと思います。子供を移動させるという

のは，大変な負担があると思うんです。今のところ，県としては，放課後児童

クラブと放課後子供教室をそれぞれやっている皆様方が，子供たちがどういう

ふうな形で参加できるかというところから，まず話していただいて，ゆくゆく

は一体型を目指すのであれば，余裕教室に放課後児童クラブが入れるようにし

ないと，なかなかうまくはいかないような気もしますので，そこは今後の検討

課題という気はしております。

（事務局）

放課後児童クラブについては，当然一体的な運営というのも目指す方向には

なってくるんですけれども，まず受け皿を増やしていくというのも必要かと思

います。

（委員）

放課後児童クラブ，学童は預かりの場として，そしてまた，放課後子供教室

は学びの場として，より充実させようと思えば，両方あった方がいいし，そし

て，連携の在り方というのは組織を作るか作らないかは，また別の問題で，２

つのものが両方あれば当然連携するんですよ。せざるを得なくなっていくので。

そういう意味では両方充実して欲しいなと思います。

ということで，阿南市は，国の事業を使って，放課後の学びの場をしていな

いだけで，阿南市単独で，阿南市人権ふれあい子ども会という，学びの場とし

て，放課後子供が参加できる活動をやっている学校もありますし，また公民館

主事を置いていますので，公民館が非常に活発なんですよ。公民館で放課後に

教室がたくさん実施されています。

私たちはこういった形にこだわらずに，子供が安心していられるような居場

所を作る，まずこれが基本だと思うんです。まず安心して居られる場，その次

に地域とつながりを持つためにも，学びの場，体験の場というのを入れていっ

ていただいたらと。両方ともが増えていただいたらと常々願っているところで

す。

＜事務局から議事（２）の説明＞
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（委員）

発達障がいの子については理解が進んでいると思っていますけれども，実際

関わり方というのは難しいと思うんです。クラブの先生が苦労されていること

をよく聞きます。ぜひたくさんの方が参加できるように配慮してあげたらいい

かなと思います。

（事務局）

最近子供が変わってきたであったり，発達障がいと思われるお子さんで対応

に困っている事例とかあったら教えていただければと思うんですけども，いか

がでしょうか。

（委員）

発達障がいではないんですけど，日本人ではない，フィリピン人とかそうい

う子供さんが来ますが，日本語が理解できないので困るところはあります。教

えるにも，漢字が読めないというのがあって，それはちょっと苦労しています。

（委員）

やはり自分の気持ちがコントロールできにくいお子さんが増えています。で

すので，どういうふうに子供が，子供自身がどういうふうなことを気を付けた

らいいか，ちょっとカッとしてきたなと思ったら，どういうふうにして自分の

気持ちを抑えるかみたいなことを教えていただけたらなというのと，すぐ思っ

たことを口にしてしまう，やっぱり同じなんですけども，そういうお子さんも

多くて，対人関係のトラブルがすごく増えているので，そのへんの対処方法み

たいなのを。また指導者として入っていくときに，どういうことに気を付けれ

ばいいかということを教えてもらえたらなと思います。

（会長）

次に議事の３番目，その他について。「その他」となっておりますけど，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皆さんからお伺いし

たいということでございます。特に事務局の方から依頼がありましたのは，場

所がちょっと離れている場合に，どういうふうに移動の安全を確保していくか

というところも含めて，連携というテーマでお話ししていただければなと思っ

ています。先ほど指摘もあったように，連携の深さというのもあると思うんで

すよね。ただ単に同じ場所でやっているということだけではなくて，かなり企

画とか運営とかいうところまで，両者が，関係者集まってお話をするという，

そういった形もあるでしょうし，いろいろ議論はあったんですけど，そういう

ところも含めて，連携ということについて，皆さんの御意見あるいはお考えと
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いうのをお伺いしたいと思いますが，いかがでしょうか。

（委員）

児童館と学童が道を挟んで向かい側なんです。小学校もすぐあって，３点あ

るんですけれども。児童館の方に学童さんが遊びに来てくれたり，行事に参加

してくれたりということがあるんです。言ってみれば，連携型ですかね。基本

的に児童館の行事は児童館が企画・運営します。昔は参加したい子は学童を休

んで児童館に来てたんですけれども，今は学童と連携しまして，こういう行事

があるけれども，参加どうですかと言ったら，参加者を募ってくれて，先生が

送ってきてくれます。人数が少なかったら，そこで先生は帰られるんですけれ

ども，人数が多かったりする場合は学童の先生も一緒に手伝ってくれるという

形を取っています。

一度避難訓練を一緒にしようということで，それは一緒に企画・運営をして，

両方で行事をして，両方の子供たちが参加するという形を取ったんですけれど

も，そういう形も何回かはしたりということもしています。主導は児童館なん

ですけれども。

送り迎えなんですけれども，必ず先生が付いて来られます。そして気になる，

支援の必要なお子さんも学童の方におられるので，その子が来るときはプラス

アルファの先生が付いて来られて，帰りも必ず人数確認して帰られるという形

を取っています。

（委員）

今のお話をお聞きして感じたのは，一体型という言葉にずっとこだわってき

たために話がややこしくなる。一体ということは何かということになって。場

所が同じところにあれば一体で，離れてたら連携という，それもちょっと変だ

なと思ったんだけど。だからあくまで連携でいいんじゃないかなって。やっぱ

り場所が離れていたら，児童クラブの指導員は送り迎えに責任があるし，連れ

ていかなきゃいけないということに，責任問題が生じてきて，結局敬遠してし

まうことになるから。同じ小学校の中に，両方があって，やっていければ，本

当にいいなと思います。それは私は連携であって，一体ではないと思います。

だから一体という言葉にこだわらないで，連携取ってやっていけば，それが本

当にいいなと思います。だから，放課後子供教室がもっといっぱいできたらい

いのになっていうふうに思います。学童の方も，行きたくない子は行かなかっ

たらいいし，強制ではないわけだから，行きたいと思っている子が行けるよう

なシステムがもっとできていければいいなというふうに，あくまで連携でいい

んじゃないかなと思います。
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（委員）

いいことだけじゃなくてね，引っ越しする前は，児童クラブは，庭もあるし，

一軒家で，結構広いところで，のびのびしてたから，それもそれでいいなとい

う保護者の意見もあったんです。

でも，一体型で学校の方に引っ越してきて，子供教室と連携してやっている

んですけど，児童クラブの先生は，先に帰ってきて宿題をするんですよと多分

やっているのに，初めから来ている子が児童クラブで宿題をして休憩し始めた

頃に，子供教室からばらばらと帰ってきて，早くおやつ食べて宿題しなさいと

先生が言うことになる。多分２つのパターンの子供たちのテンションに差があ

るから，こっちは騒ぐ，こっちは静かにして集中して宿題させなきゃいけない

ということになって，葛藤はあるみたいです。行くのはいいけど，帰ってきた

ら大変なのよというのは。

やっぱり帰ってきたときに一括して，さあ宿題しましょう，おやつですよと

言えたらいいけど，ばらばら帰ってきたら，広いところだったら，こっちで宿

題しましょうとか分けれるけど，狭いところでは，なかなか集中させるのも難

しいんだろうなあと思います。

（会長）

そういう問題点は，何らかの形で児童クラブと放課後子供教室の方が調整す

るみたいなことは可能なんですかね。

（委員）

話をしましょうと言って時間を取って話をすることはないんですけど，仲が

いいので，話はよくします。でも，やっぱり時間的に難しいですよね。子供教

室で３時前から４時半まで活動することが多いんです。その１時間半の間に児

童クラブで先におやつ食べたり宿題をして休憩している子供たちの中に子供教

室でテンションが上がった子がなだれ込んでくるわけです。先生が時々大きな

声を出しているのが聞こえてくるので，色々あるんだなというのは横で見てて

分かります。

（委員）

やっぱり学童はある意味家庭と一緒で，生活の流れがあって，そこを指導員

は重視しているから，習い事は，どちらかというと，したくないみたいという

のがあるのかなと思います。でも今はそんなこと言っている時代じゃないから，

親がいろんなことさせたいと思っているんだったら，そういうのもありだと思

うし，だから話し合ってうまくやっていければいいですよね。
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何年も何十年も前ですけど，そういうことに行かせる場合や，それから習い

事に行く日，そういう日は休んでくださいと指導員の方から言わせてもらって

いました。だけどもう時代の流れでそんなこと通る時代じゃないし，認めてい

ってあげなきゃいけないんで，本当にうまく話合いができて，やっていけたら

いいですよね。

（事務局）

さっきの話ではないけど，例え５分といえ，１０分といえ，一般道を子供た

ちを連れて動くということはすごく怖いですよね。

（委員）

そういうことになったらまずアウトです。

（事務局）

同じ敷地の中，例えば学校の敷地の中を移動する場合と，少し離れたところ，

道路を歩いて動くという場合とでは全然違いますよね。

（委員）

安全と安心を親に保障するというのが学童の立ち位置だから，やっぱりそこ

からちょっとでも外れることは敬遠してしまいますよね。

（事務局）

放課後子供教室については学校の空き教室を使って行うという大前提で行っ

ています。児童クラブの場合は以前にできている場合には，少し離れた場所に

一軒家的な施設をきちんと構えてしているところが多いですよね。学校のすぐ

横の施設であるとか。ですから一体型をするためには，学校の敷地のところに

来ていただく必要があるわけですよね。ただ，施設を動かすというのは非常に

難しいとは思うんです。もし耐震の問題などでそこが使えなくなった場合は空

き教室を使うという形になるかもしれないけど，わざわざ一体型を作るために

施設移動しなさいという話にはなりませんよね。位置の問題というのは，一体

型を増やしていく上で，非常に大きいかなと思います。

（会長）

今お話ありましたように,それぞれの歴史的経緯というものがありますから

ね。
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（委員）

時代の流れもあるし，親の希望も違う。

（委員）

もし移動という面であれば，ファミリーサポートや巡回バスがあるので，そ

れらを活用して移動に使ったらどうかと思います。学校にしても学童にしても

責任を子供の移動中まで負うとなったらしんどいと思うし，かといって親が移

動に行くわけにはいけないので，そういう連携もあったらいいかなと思います。

ただ，とにかくお金が掛かると思いました。

（会長）

放課後子供教室や放課後児童クラブでの活動，あるいはそういう場所にいる

こと自身が，子供の成長にとって，いろんな形でいいこともあるし，ひょっと

したら何かしんどい思いをしてしまうこともあるかもしれないけど，そういう

ことは，子供を通じて学校の教育活動の中にも関わってくることなので，でき

るだけ三者の情報共有が，質的にも量的にも高まって，最終的に子供を育てて

いくというところにいい効果が出てきたらいいのにということは，ずっと前か

ら思っていることなんですけどね。

（事務局）

地域学校協働本部で放課後子供教室やいろんな事業，そしてまた，そういう

ところに児童クラブの方たちも関係者も一緒に入っていただいて，そこで地

域の子供たちの状況を考えていく，学校と連携していくという形が作れてい

ければいいのかなと思っています。

（会長）

それでは，今日も活発な御意見いただきましたので，御参考にしていただい

て，放課後子供総合プランの推進に取り組んでいただいたらと思います。

ではそのほか何か御質問等ございませんでしょうか。

それでは特になければ，事務局の方へ進行をお返しいたします。どうも皆さ

ん御協力ありがとうございました。


