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平成３０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

１ 日時 平成３１年３月１９日（火）午後１時３０分から午後３時まで

２ 場所 県庁７階 ７０７会議室

３ 出席委員 井本 友子 大家 淳 岡田 年弘 小川 千代美

鈴木 尚子 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) 生涯学習課長挨拶
(3) 議事
ア 平成３０年度事業実績について

イ 「新・放課後子ども総合プラン」について

ウ 平成３１年度事業計画について

エ 平成３１年度「徳島県放課後子ども総合プラン」研修会について

オ 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）

質問が二つ。

一つは，平日の放課後だけでなく，土曜日の活動も放課後子供教室推進事業

の対象になるのか。

もう一つは，県内の四つの大学の講師が来て，夏休みに科学実験観察教室を

している。参加者は，広域に募っており，吉野川市・阿波市・石井町の小学生

である。これも対象になるのか。
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（事務局）

放課後子供教室推進事業は，学校で地域の方が行う学習や体験活動だけでな

く，地域の公民館等で行っている講座等も，補助対象になる。また，土曜日，

日曜日あるいは夏休みなどの講座も補助対象になるので，申請方法等について

は，市町村教育委員会に問合せてほしい。

（会長）

活動報告書の４５ページに井川中学校区の取組が掲載されており，「成果と

課題」として「担任の指導技術のスキルアップになった」とある。「参加者の

声」の中にも，「学校として特色ある教育課程が編成できた」「子供たちの学習

意欲の向上や教員側の指導力向上，開かれた学校づくりになる」とある。これ

まで，こういう学校側のメリットについて書かれているのをあまり見たことが

ない。具体的にどういうような状況なのか。

なぜ，このようなことを聞いたかというと，これは，学校側が放課後子供教

室をうまく使っている例である。今後，特に，学校の空き教室を使ってやって

いく場合に，学校側が放課後子供教室をうまく使って，子供たちだけでなく，

先生方にもかなり良い効果を出せると，この事業にとっても非常に良いことで

ある。

（事務局）

４５ページは，井川中学校区の地域学校協働本部という，学校支援の体制に

関する報告である。井川中学校区には，辻小学校や西井川小学校が含まれてお

り，各小学校や中学校に，地域の方がいろんな学習支援に来ている。

活動内容は，茶道教室や舞踊，俳句作り，書写指導など。地域の技術を極めた

人が，学習支援に参加することによって，教員のスキルアップにつながってい

く。これは，放課後子供教室でももちろんできるし，放課後の時間にこういう

指導をしてもらえると，授業は授業で教育課程が消化でき，非常にプラスにな

っていくのではないかと思う。

＜事務局から議事（２）の説明＞

（会長）

まず最初に決めなければならないのは名称。事務局としてはこだわらない。

（事務局）

はい。
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（会長）

変えるとしたら，「徳島県新・放課後子ども総合プラン推進委員会」になる

のか。

（事務局）

そのとおり。

（委員）

私としてはどちらでも構わない。事務局が心機一転変えたいなら，変えたら

いいし，国の方針が変わっただけであって，比較的，何も変わっていないので，

そのままでも構わないと思う。

（会長）

では，事務局の意向を尊重して，名称変更は行わないこととする。

そのほか何か意見・質問はないか。

（委員）

放課後児童クラブが本当に増えてきている。基準があるはずだが，あまりに

狭い場所に多くの子供がいるような感じを受ける。県は視察を行っているのか。

市町村がすることなのか。

（事務局）

平成２７年度に子ども・子育て支援新制度が始まってから，立入り調査権限

は市町村に付与された。

ただ，厚生労働省が放課後児童健全育成事業の実施状況調査を毎年行ってお

り，結果をまとめたものを県から各市町村に送って，基準を満たしていないよ

うな回答をしている所には，各市町村が定めた条例なので，遵守するようにと，

事務連絡で注意喚起はしている。

（会長）

質問にあったような話を私も時々耳にする。行かせるのをやめて，民間学童

保育へ子供さんをやったという話を私も聞いている。今後，改善を検討してい

ただきたい。

＜事務局から議事（３）の説明＞
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（委員）

人材確保がかなり厳しくなってきており，せめて県の最低賃金並みに単価を

上げてもらえないかと放課後子ども総合プラン運営委員会委員の方から言われ

た。できれば単価の見直しを検討してもらいたい。

（事務局）

県は文部科学省の実施要領等に合わせている。文部科学省の実施要領では教

育活動サポーターは７４０円と決まっているが，最低賃金がそれよりも高い自

治体においては，その最低賃金を１時間当たりの謝金の単価にして良いと解釈

できる文言がある。

今年度であれば，昨年の１０月に徳島県は最低賃金が７６６円になったが，

７６６円以内であれば，補助対象経費にできる。

（委員）

次年度の放課後子供教室推進事業，地域協働活動推進事業に係る国の補助の

状況・動向を概要で良いので知りたい。

（事務局）

文部科学省の家庭地域連携推進事業費補助金の予算は，縮小傾向にある。平

成２９年度から県の申請額より少ない額で交付決定が来ており，本年度は大幅

にカットされた。来年度も，恐らく何らかの査定を受けて，カットされるので

はないかと考えている。

（委員）

コーディネーターや教育活動推進委員，教育活動サポーターの謝金を上げた

いと常々思って，予算計上等しているが，最終的に補助金に合わせて，元に戻

さざるを得ないという状況を繰り返している。謝金を上げたくても上げられな

い状況があるので，機会があれば国に要望して欲しい。また，今後補助がなく

なる事態になった場合に，県はどう対応するのか前向きに検討して欲しい。

（会長）

放課後子供教室推進事業は，委託事業か。

（事務局）

委託というのではない。実施主体は放課後児童クラブと同じように市町村に

なる。福祉部局が担当している所もあるが，ほとんどの市町村は，市町村の教

育委員会の社会教育課，生涯学習課が担当している。市町村によっては，例え
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ば，公民館に委託をして事業を行っている所もあれば，地域の教育協議会のよ

うな所に委託をして事業を実施している所もある。

（会長）

じゃあ，補助事業でもない。

（事務局）

補助金を使った補助事業である。

（会長）

放課後児童健全育成事業も全く同じか。

（事務局）

放課後児童健全育成事業も，実施主体は市町村となっているが，市町村が適

切と認めた者に委託等行うことができるとなっている。保護者を中心として運

営委員会を結成し，そこに委託している場合が多い。その場合，国，都道府県

及び市町村以外の者が放課後児童健全育成事業を行う場合は，事前に市町村に

届出を行うことになっている。

（会長）

国への交付申請は，徳島県教育委員会が行うのか。

（事務局）

はい。

（会長）

次世代育成・青少年課も同じか。

（事務局）

平成２７年度以降は，市町村は国に直接申請するという形になっている。実

際には，県は国から事務委任を受けており，市町村は，県を通じて，国に申請

を行うことになっている。義務ではないので，国は予算の範囲内で交付するこ

とができる。

国と単価を合わせているが，県は県で要綱を定めて，市町村に対し，補助を

行っている。
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（会長）

放課後児童健全育成事業は，児童福祉法に定められており，法律的な根拠を

持っている。一方，地域学校協働活動というのは，文部科学省の教育行政施策

の一つとしての事業なので，やめることができる。だから，一体的に又は連携

してと言われても，元々の根拠が違うから，なかなか難しい。それが，教育活

動サポーターなどの謝金に直接響いてくるような状況である。最低賃金より低

い謝金は，どう考えても，納得できない人が多くて当たり前である。交付申請

する際に，文部科学省に対して，どうアピールができるのか，考えていかなけ

ればならない課題であると思う。

補助率は１／３だから，残りを県と市町村でそれぞれ何らかの形で補助して

いくわけだが，市町村に予算がないとか，県に予算がないという話になってく

ると困る。

（事務局）

補助金のスキームの話だが，文部科学省の方は，国からの補助金を県が受け，

県は市町村に補助金を出すというスキームになっている。国の交付決定額に合

わせて県も交付決定しており，県は放課後子供教室に力を入れているので，十

分な予算が付いているが，国にカットされたら，県も出せなくなり，不用が出

ている状態である。国の補助金も，市町村が支出した額に対しての補助率なの

で，もともとの市町村から上がってくる分が少なければ，当然国からも出ない

という事情もある。

また，県内の普及率も査定基準の一つで，県全体で放課後子供教室の数を増

やしていかないと，減額が大きくなるという状況が生まれているように感じる。

それから，将来的に国の補助がなくなった時に，県だけでこれをできるよう

な状態を作れるかどうかということについては，放課後子供教室だけでなくて，

地域ぐるみで学校を支えていくとか，子供を支援していくという事業に，文部

科学省の方針も変わってきており，これによって，学校支援の中身として，例

えば，教員の働き方改革につなげたりとか，地域の活性化につなげるというよ

うな，大きな流れで行っており，いろいろなものを絡ませながら，県単独の事

業としてこれが成り立っていくのか。また，ここ２，３年予算が特に減り続け

ている状況なので，国の将来的な方向を見定めていく必要がある。

（委員）

この事業を国がなくすわけがない。交付税か何かで手当てしてくるというの

は目に見えている。

元々パイが限られている中，来年もどこかが増えれば，各教室に来る割当て
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が減ることを心配している。消費税も上がるから，それを確保できれば，予算

増も考えられるが，今は難しいだろう。だから，補助が要望より割れた部分に

ついては，基本は補助事業内で実施するよう言っているが，教室に迷惑を掛け

られない部分は市が持ち出しで，負担をしている。

（会長）

完全にやめてしまうということは私はないと考えているが，予算面ではどう

いう形で推移していくのか，難しいところである。

（事務局）

数を増やさなければならないことは明確であるが，予算は増えていないとい

う状況で，将来的に，例えば，一教室当たりの上限が定められたりというふう

になってくる可能性はある。今のところは要望どおりの額で出して，一昨年度

までは，ほぼそのとおりで付いてきたような状況だったが，昨年度辺りから，

上限が見えてきており，一度大きな見直しの時期が来るのではないかと思って

いたところに，新・放課後子ども総合プランが策定され，放課後子供教室にと

っては，それを追い風にして，増やしていきたいところではある。

＜事務局から議事（４）の説明＞

（会長）

委員会の名称変更を行わないのであれば，研修会の名称は，そのままで良い

のではないか。いかがか。

〈異議の声なし〉

（会長）

では，推進委員会としては研修会の名称は変更しない。

それで，案１も案２も両方とも，前回のアンケートの自由記述等を踏まえて，

出された案だと思うが，一方は，一体・連携が，国の方針としては強く打ち出

されているなかで，お互いの活動状況に関する理解，共有を図るというのは，

非常に大事なことである。先ほどの話では，補助金確保の面から考えても，非

常に大事。もう一方は，子供が対象の事業なので，子供さんとの関わり方，特

に発達に課題のある子供への支援というものをどうするかというのは，現場で

働いている方々にとっては，最も大きな課題の一つである。対照的な内容を持

つ案が出されているが，どちらも大事なことである。平成２５年度から平成３

０年度までの流れのなかで，来年度はどういうふうにするのか，意見を伺いた
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い。

（委員）

人間，同じように参加して話を聞きたいという気持ちが強く働くので，それ

ぞれ，話を聞いて，学んで，それを取り入れていくという案２に私は賛成する。

（委員）

子供教室のことを分かってもらうという意味では案１もすごく大切とは思う

が，参加人数を多く募るという意味では，実際に私たちが困っているのは，子

供たちのことなので，より詳しく聞けそうな案２の方が，参加人数は多いので

はないかと思う。残念ながら，徳島市には放課後子供教室が２か所しかなく，

その２か所とも，放課後児童クラブはない。徳島市内だけの話になるが，徳島

市の指導員には，放課後子供教室のことを分からない人が多くいると思うので，

紹介はもちろん大切だが，全て各団体の活動報告等になると，興味を持つ指導

員は多いかと聞かれると，参加人数は案１になると減るかもしれない。

（委員）

児童館も同じである。放課後子供教室がたくさんある地域の方にとっては，

連携の話はすごく良いと思うが，放課後児童クラブや児童館職員にとっては，

目の前の問題のことの方が良い。

（委員）

富田小学校区で，放課後子供教室と放課後児童クラブを両方する方向で立ち

上がっていたが，市の方から，同じ学校の中に二つは無理と言われた。放課後

児童クラブに対する地域の要望が強かったので，放課後子供教室は今年度で閉

まることになった。徳島市内の放課後子供教室は来年度から新町だけになる。

案１の連携というのは徳島市の人にとっては全然関係がなくなってくると思

う。なので，私も案２の方が良い思う。

（会長）

圧倒的に案２を推す御意見が多いが，そのほか何か意見はないか。

（会長）

それでは，委員会としては案２でお願いしたい。
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（事務局）

講師について，もう一度木村先生に講演をしてもらい，ワークショップを長

めに設定するのか，それとも今年度とは別の講師を呼ぶのか，どちらが良いか。

（委員）

講師は替わった方が良い。

（委員）

同感。

（委員）

平成２９年度は大久保先生が講師で，受講者が多すぎるということで，ワー

クショップができなかった。大学教員も良いが，大久保先生は，現場の先生で

あり，現場に詳しいので，大久保先生に今度はワークショップも踏まえてやっ

ていただいたら，指導員の先生の役に立つのではないか。いずれにしても人は

替えた方が良い。

（会長）

では，委員会としては，講師は今年度と違う方にお願いする。

（事務局）

会場の都合で，日時が決まっており，それに合う講師の先生を探すので，必

ずしも，このとおりにはならないかもしれないことは，御了承いただきたい。

（会長）

では，研修会は案の２にする。講師は，平成３０年度とは違う先生にお願い

する。ただし，既にもう９月１１日で会場が押さえてあるので，この日程に合

う講師を探して実施することとする。

（会長）

議事の（４）その他だが，この際，ここで言っておきたいこととか，質問と

か何かあれば，挙手でお願いしたい。

（委員）

平成３０年度地域学校協働活動活動報告書を，どんな属性の人がお手伝いを

しているのかという観点で読んだ。ある所ではＰＴＡ，それから行政職員が出

てくるが，やはり子供については，その道で三十何年間勤めているので，教員
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ＯＢ・ＯＧがもっともっと出て来て欲しいと思う。

退職者に対して，退職金を説明する会があるので，その時に，４，５分でも

いいから，こういう活動があるので，退職したら是非ボランティアでお願いし

ますという一声があれば，もっと人が増えるのではないかという期待も込めて

提案する。

（事務局）

実際，教員のＯＢには，放課後子供教室推進事業で大変お世話になっている。

ボランティアを自前で募集している市町村もたくさんあり，そちらに応募いた

だいたり，コーディネーターの役割を果たしてくださっている地元出身の退職

教員がいらっしゃる。今後ともお声掛けしていきたい。

（委員）

私も同感である。地域で子供を育てるということはどういうことなのかとい

うことを理解してもらい，一番大事なのは子供の学びの場，放課後や地域の学

びの場の充実だが，働き方改革が叫ばれている時代なので，地域ぐるみの学校

支援事業というものを，もっともっと市町村教育委員会が推進していくように

県の方からも働き掛けていただきたい。退職したら役に立ちたいという思いを

個人的に持っていても，市町村の教育委員会によってすごく温度差がある。ボ

ランティアの人が子供のために何かしたいという思いを，行政が支援できるよ

うに，県からは市町村に対して，引き続き働き掛けをしていただきたい。その

ことに尽きると思う。


