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令和２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 令和３年３月４日（木）午前１０時から午前１１時３０分まで

２ 場所 徳島県職員会館第１・第２会議室

３ 出席委員 青山 貴幸 秋田 真宏 岡山 千賀子 小川 千代美

小田 直人 鈴木 尚子 谷口 友紀 藤本 美恵子

増田 恭子 森本 好美 山口 奈美 山本 隆司

渡邉 壽万

計 １３名

４ 次第

(1) 開会

(2) 生涯学習課長挨拶

(3) 議事

ア 令和２年度事業実績について

イ 令和３年度事業計画について

ウ その他

エ 令和３年度「徳島県放課後子ども総合プラン」研修会について

(4) 閉会

５ 議事の概要

＜事務局から議事（１）の説明＞

（会長）

ただいまの事務局からの説明に対して，委員の皆様から御質問や御意見等ありました

らお伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。

（委員）

児童厚生員・放課後児童支援員等フォローアップ研修のフォローアップ研修では午前

の部と午後の部があるんですが，子どもたちが午後から帰ってくるので，どうしても午

後の部には参加できないってことがよくあります。できたら午後の部も受けてみたい内

容があったので午前の部に回していただけるんだったら回して欲しいと思いました。研

修の日が増えると負担にもなってしまうかと思うんですが，色々学びたいと思うので御

検討いただけたらと思います。

（会長）
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はい。ありがとうございます。委員どうぞ。

（委員）

フォローアップ研修なんですが，児童館連絡協議会が県から委託を受けて実施してい

るんですが，日程的に午前ばかりというのはやはり難しい状況でして，１日２コマとい

う形でさせていただいております。先生によって内容が同じでも講義内容が違ったりす

るんですが，３年か２年半ぐらいの周期で受講できるようにしているので，午後に実施

した研修は次は午前に実施するというような配慮はできるかなと思っておりますが，長

いスパンで見ていただいてということになるかと思います。そういった形でこちらの方

で調整させていだきたいとは思います。

（会長）

事務局の方はどうでしょうか。放課後児童クラブの職員の場合，午後の部が職務に当

たってしまうということなんですが。委員からは長いスパンで考えて午後の部もそのう

ち受けれると言う形で計画しているということなんですが。

（事務局）

別で実施している資質向上研修会では，クラブの職員が基本的に月曜日から土曜日ま

で働かれているという事を考慮し，日曜や祝日に開催，参加していただいております。

先程，委員がおっしゃていただいたとおりで，広いスパンで受けていただくという形に

はなっておるんですが，今いただいたような意見も参考にして，今後より現場の職員の

方が受けられる研修について考えていきたいと思っております。

（会長）

ありがとうございます。研修も大事な要素となりますので受講者の方が受けていただ

きやすいように御配慮の方よろしくお願いします。他に何か御意見ございますか。

数的に私の方からお伺いしてよろしいでしょうか。２ページの上の表なんですが，同

一小学校内での実施が２つ減っていますが，これはどこの地域なのでしょうか。増える

のは当然いいことだと思いますが，減っているのはどういった場所に変わったのでしょ

うか。

（事務局）

この２つ減ったクラブについてですが，休止になったり廃止になったりということで

は無いと思うので，基本的には今おっしゃられたように場所が変わったということにな

ると思うのですが，昨年度と比較してどこが増えたか減ったかまでは整理できていない

状況です。

（会長）

場所の変更ということで，なくなったというわけではないということでしょうか。
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（事務局）

そうだと思います。児童クラブの実施場所については，毎年の調査でも昨年と比べて

場所が移ったりと動きがありますので，そういった影響で変わったところがあるんだと

思われます。

（会長）

ありがとうございます。４ページはどうでしょうか。待機児童が増えているというこ

とで色々心配な点もあるかと思いますが。希望者が多いということなんですかね。１２

５人というと結構大きな数字のような気がするんですが。

（事務局）

待機児童の原因の分析というのが難しく明確にはわかっていないんですが，待機児童

が今年出た市町村が徳島市，阿南市，阿波市，石井町，藍住町ですが，徳島市は去年か

ら１１人増えて４１人となっておりまして，阿南市が７人で去年が０人だったので７人

増えており，阿波市につきましては，去年から２人増えて５人，石井町が一番多くて４

７人増えて５２人，藍住町につきましては０人だったところが２０人と増えておりまし

て，去年の県内の待機児童数と比べて８７人増えた形で１２５人となっております。市

町に対して電話等で聞き取ったところですと，クラブは児童１人あたり１．６５㎡ の面

積を確保しないといけないなど，条例で定めらている規則上，そこまで受け入れられな

いといったところもありますし，そもそも施設の規模的に受け入れられないというとこ

ろもありますし，例年希望児童数が増えているということもあり，どうしても待機が出

てしまうとのことです。学童の現場では受入を多くしているといった現状もありますの

で，そこまで頑張っても溢れてしまった子どもの数が１２５人という待機児童の数にな

っているのかと思います。

（会長）

全ての児童が学童に行けたらいいと思いますが，その点についてはこれからの課題と

思います。ありがとうございます。委員の先生方どうですか。それでは後でまた何かあ

りましたらお願いします。

＜事務局から議事（２）の説明＞

（会長）

今の事務局からの説明に対して御意見，御質問はありますか。先に進めさせていただ

きますが，後で何かありましたらお申し出下さい。

＜事務局から議事（３）の説明＞

（会長）

国の令和２年度の第３次補正予算で，ＩＣＴ化とコロナ対策の予算が計上されたとい

うことですが，現場はまだ知らないのですか。
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（事務局）

現場に対しては，補助要綱等を市町村を通じてお知らせしておりますのでご存じだと思

います。

（会長）

これから申出が出てくるということでしょうか。

（事務局）

令和２年度の第３次補正予算につきましては，先程申し上げたとおり繰越可能な予算

となっておりますので，これから申請するクラブや児童館は年度内に支払等を終えなく

てはいけないといった条件の中での実施になりますので，無理にそこまでしなくても来

年度から取りかかれるというのであれば，来年度の機会に改めて申請してくださいとい

うことにはなります。ただ，今年度申請しているところもありまして，佐那河内村の放

課後児童クラブであったり，藍住町の児童館から申請が来ていたと思います。

（会長）

年度末ですからあまり期間がないですよね。

（事務局）

そうです。補助金なので年度内に完了してもらうという決まりがありますので。

（会長）

現場としてはどうでしょうか。こういう予算が組まれましたが。

（委員）

年度末が迫っているので，見つけたら買い物をしてストックを作っていったりしてる

んですが，まとめて買うにしても商品がなかなか届かなかったりして不安だったんです

が今の話を聞いて少し安心しました。

（会長）

委員どうですか。現場の声を聞かせていただこうと思いますが。

（委員）

ＩＣＴ化についてなんですが，私は本当に機械に疎くて全くわからないんですよね。

学童は徳島市内では大体ネット環境が整ってきたようになったなと思うんですが，ネッ

トがつながらない地域は恐らくまだありますよね。私の学童は丁度今，県学童保育連絡

協議会の事務局を担当している関係で県内の学童に連絡することがありますが，メール

を送りたくてもファックスしかないといったところもあります。会議や，学童の全国単

位の大きな会議についても今年度は全て流れておりまして，来年度はオンラインで実施
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しようかなどを話し合ってる段階でして，オンラインで実施する研修は可能かどうかと

いうところからスタートしてる段階です。ネット環境が整っていない地域があるので，

そういった地域に対してはどうしようかって私たち話し合ってるところです。これを是

非使っていただいて，まだ環境が整備できていない学童さんにも利用してもらいたいと

思います。そうすれば研修とかもだいぶ楽になると思うのでありがたいです。

（委員）

児童館ですが，衛生費と言いますか，コロナ対策費が付いてるのか，私の働く児童館

は徳島市の直轄なので，徳島市から消毒液であるとか，キッチンペーパータオル，ウェ

ットティッシュ，マスクをいただいたりとか，自動のディスペンサーとか，各館１つだ

けですが水道も自動のものに替えてくださったりとか，色々対策してくださってるので

すごく助かっています。これは今年で終わりなのかなと心配してたのですが，来年度も

引き続き支援がありそうな感じなのでちょっと安心しました。

（会長）

はい。ありがとうございます。どうしても先の長い付き合いになってしまいますので，

環境を整えることはとても大事で，こういう予算はありがたいことですので，十分活用

いただいたらと思います。他の委員さん何かございますか。大丈夫ですか。ではまた後

で。次に進まさせていただきます。

＜事務局から議事（４）の説明＞

（会長）

来年度の放課後子ども総合プラン研修会ということなんですが，委員の方何か御意見

ございましたらどうでしょうか。

＜委員＞

今いただいた案の中ですと，どの講演でもすごい勉強になると思うんですが，コロナ

禍において災害発生，南海トラフ巨大地震等が起こった場合にどうするかというのを美

馬市としても力を入れているところがありますので，私としては災害発生時の対応につ

いて学習したいというところがあります。

（会長）

はい，ありがとうございます。災害対策も大事なことですので。他はなにかございま

すか。

（委員）

質問なんですが，お呼びする予定の講師は徳島の方ですか。

（事務局）



- 6 -

例年は講師も県外から呼んだり自由にやってたんですが，コロナが発生してからは，

緊急事態宣言が発令されている地域から先生をお呼びするっていうのは難しい状況で，

お呼びするとしたらオンラインとかそういった方法になるかと思います。講師について

はいろんな方を探してみて，コロナが発生していない地域の講師を呼ぶとか工夫してい

きたいと思っています。

（委員）

災害の話が個人的にはどうしても気になる内容でして，先日から小さな地震が結構続

いてますよね。和歌山の方からですかね。いよいよ来たかと。怖いと思って指導員同士

で話をしたりします。数年前にも災害の研修はしてもらっているんですが，改めてコロ

ナ禍というのもありますし，学童は結構入れ替わりが激しいので，新しく入った指導員

にもそういった話を聞いてほしいと思います。この前の資質向上研修でも災害について

研修をしていただいたところなんですが，全員が研修を受けられたわけではないので，

そういう話も聞きたいと思います。聞きたい内容としては，実際に避難するに当たり，

学童として，子どもを預かる施設としてどのようにしておかなければいけないのか。徳

島は災害により避難して来た子どもを預かるという部分はないので，そういったところ

を実際の体験談を聞けたらいいなとは思ったんですが，コロナ禍では難しいかもしれま

せんね。

（事務局）

リモートでも実施は可能ですし，今後状況がまた変わるかもしれませんが，そのあた

りは検討させていただきたいと思います。

（会長）

はい，ありがとうございます。コロナ禍での災害対策も重要になってくるかもしれな

いですし，リモートという方法があるということですので，そういうことも含めて計画

の方よろしくお願いします。

せっかくの機会でありますし，今年度最後の委員会でもございますので，どうぞ委員

の皆様から総合的に見ていただいて色々と御意見を頂戴したいと思います。１年間を振

り返って，新・放課後子ども総合プランの進捗状況からどのようにお考えであるかとか，

あるいは，こういうふうな工夫が必要であるかといった御意見を伺いたいと思います。

では指名をさせていただきますが，まず子どもをお預かりしている学校現場の御意見を

伺うということで，委員お願いします。

（委員）

今年は，学校現場としては今までに無い非常に異例な年でしたので，いろんな行事で

あったり活動の１／３が実施できたというような状況でした。１学期はほとんど休校が

あったりして活動ができなかったんですが，２学期後半から少しずついろんな対策をし

ながら，学校の活動ができかけてきたかなというような状況です。今は放課後の児童の

育成についての会議でして，地域によってだいぶ違うと思いますが，本校の場合は田舎
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で過疎が進んでおりまして，子どもの数も減ってきてはおります。しかし，やはりその

ような中でも，先程，児童クラブの待機児童の話も出ましたが，規定がありますので小

学校の高学年になった段階でも子どもを預かって欲しいという保護者の方が居らしても，

面積であったり，指導員の数で無理だと言われて，どうにかならないのかという御意見

を聞くことも度々あります。こればかりはなかなか難しいんですが，なんとか教育委員

会とか市の方で話をして，受入が可能な状況にできるように学校側からも少しずつ教育

委員会の方にしていきますというような話をしたこともございました。

それから，放課後子供教室については，私の学校については６年生に学習支援という

形で放課後子供教室を行っております。大変ありがたい制度で，放課後に地域のボラン

ティア，謝金が出るんですが，お二人に来ていただいて，基礎学力的な部分を教えてい

ただいております。できればいろんな学校に広められたらと思い，校長会であったりと

か，そういうような機会にこういうような制度がありますよと，是非子どものために生

かせる部分があったら皆さんどうですかというような話はするんですが，手続だったり

とかそういうことがスッと頭に出てくるのかわからないんですが，なかなか重たいなと

いうところもあるみたいです。やはり子どもにいろんな部分で還元できることがたくさ

んあるので，できるだけこれからもいろんな方に話もして，機会のあるごとに，子ども

のためにということで，活動や話をできればと思っております。

（会長）

はい，ありがとうございます。是非進めていってください。よろしくお願いします。

では，同じく委員よろしくお願いします。

（委員）

失礼します。今日は大変勉強になりました。ありがとうございました。

コミュニティースクールとの一体化という話が出てきましたが，本校ではコミュニテ

ィースクールができていないんですが，令和４年度には全校で行うようにということで，

参加していただける地域の方などを今お願いしたりと組織作りしているんですが，是非

児童クラブの代表の方や子供教室の代表の方に入っていただきたいということでお話し

をしています。その中で，学習指導要領が新しくなりまして，学習の仕方が変わった中

で，地域に開かれた教育課程ということでより地域とつながっていこうとなっておりま

すので，是非そういうようなところでも，児童クラブや子供教室と連携できればもう少

しいろんな学びが豊かになると言いますか，特に自然体験とか体験的な活動ではいろん

なところで御協力いただいいて，授業でやっていることが放課後につながっていったり

とか。例えば，この前じゃがいもを植えたんですが，じゃがいもの世話は授業中だけで

はなかなかできないんですが，放課後児童クラブとか放課後子供教室でもしていただい

ておりまして，連携もコミュニティースクールを通じてできるのかなと今回思いました。

あと，ＩＣＴのことですが，来年度からタブレット端末が全ての学校に１人１台ずつ

入って来ますが，当面の間は学校内で利用することになると思うんですが，将来的には

宿題のような形で持って帰って使うというようなことも出てくるのかなと思っています。

そうなれば放課後児童クラブで宿題をしているときにタブレットを持って来るというよ
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うなことも出てくるのかなということで，そういったところでも連携をしていくのかな

と思いました。

（会長）

そうですね。そういうことになっていけばとても素敵なことですね。これからＩＣＴ

はどんどん進んでいくと思いますし，先程おっしゃられた学校と地域の連携を推進して

いただけたらありがたいと思います。

では次に保護者の御意見ということで，ＰＴＡの委員いかがでしょうか。

（委員）

私が住んでいる地域は子どもも少ない吉野川市なんですが，児童数も少なくて待機児

童っていうことはなかなか想像できないんですが，足りてないところもあるということ

なんですね。

（会長）

保護者の方から見て，放課後に子どもを預かっていただけるってことについてはいか

がでしょうか。

（委員）

ありがたいです。

（会長）

ありがとうございます。

では現場で実際にいろんな活動をしている公民館の委員どうですか。

（委員）

私は阿南市の方なので，先程の来年の研修会の議題についてなんですが，１点，防災

関係。阿南市は海岸に近いので非常に危機感を持っているということと，学童さんの場

所が平地で高いところがないということで，さてどうしたものかという課題があるので，

それを踏まえて，地元の講師さんで，素晴らしい人がいますので，そういう先生に講演

していただけたらありがたいと思います。

それともう１点，阿南市の学童なんですが，各学童色々と値段が違うんですよね。そ

ういう話が色々聞こえてくるんですよね。その辺を統一していただければありがたいん

じゃないかと思うし，子どもを預かる内容についても地域ごとに違うと。だから，国・

県とで統一していただければスムーズに行くんじゃないかと。私ごとなんですが思いま

す。また考えていただければと思います。

（会長）

ありがとうございます。費用については放課後子供教室は無料ですよね。
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（事務局）

放課後子供教室については利用料は原則無料なんですが，放課後児童クラブについて

は委員のおっしゃられたとおり，クラブによってバラバラだったり，市町村によって一

律に利用料を定めていたりと様々です。放課後児童クラブという事業自体が市町村が実

施主体になっておりますので，市町村が利用料を決めている場合と，各クラブに利用料

の設定も任せていたりとなっております。クラブの運営主体は保護者会だったり，運営

委員会だったり，阿波市ですと企業だっだり，藍住町ですと藍住町社協だったりとバラ

バラです。なので，運営主体が利用料を決めていたりということもあるので利用料を統

一するということは難しいのかなということもあるんですが，利用される保護者が使い

やすい料金設定も大事だと思います。県について申し上げますと，先程の令和３年度の

予算資料でもありましたが，利用料軽減事業として４千万円を予算要求させていただい

ておりまして，事業内容について申し上げますと，生活保護世帯であるとか，年収が一

定の金額以下のひとり親世帯や第三子のいる世帯等に対して，市町村が利用料を軽減し

た場合にその金額の半額を県も支援するといったこともやっておりますので，そういっ

た制度も活用していただきながら，保護者が利用しやすい放課後児童対策を実施できて

いければと思っております。

（会長）

はい，ありがとうございます。また市の方でも色々協議していただけたらいいと思い

ます。

企画とかいろんな事に携わっておられる放課後子供教室のコーディネーターの委員は

どうですか。

（委員）

失礼します。コロナ禍での放課後子供教室は色々制約があって，内容や活動等が制約

されたことで，子どもたちにも不自由な活動をさせてしまったなというのが１年間の感

想です。来年度はもう少し対策をしっかりして，内容も充実させて子どもたちと活動で

きたらいいなと思います。

先日，学校と評議委員会の中でコミュニティースクールの話が出まして，鳴門の撫養

小学校でもそういう活動を進めていくところで子供教室とか地域の人たちが一緒になっ

てこれからの活動を検討していきたいという学校側との話がありました。子供教室の立

場でなにかそういう事業に参加して協力できるようなことをこれから模索していけたら

いいなと思っています。

（委員）

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。そういうような活動の総

括をしたり，相談を受けたりということで教育委員会の方にお伺いしたいと思いますが，

委員どうでしょうか。

（委員）
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私は神山町で放課後子供教室のコーディネーターをやらしてもらっています。神山町

は小学校が２校ありまして，それぞれの学校で月１回ずつ放課後子供教室をしておりま

す。木曜日は学校が研修ということで子どもが一斉に帰るので，毎月木曜日に日が限ら

れてしまいます。それで，保護者からは木曜日と言うことで，子どもが塾に行っている

ので日を変えて欲しいという意見もあるところです。

それと，指導員はできるだけ地域の人材を活用しているんですが，神山町は小さな町

で人材が少ないのでなかなかマンネリ化してしまうので，どうにかして人材を集めない

といけないと苦労しているんですが，役場の若い人でバドミントンをしている人や，学

生時代にバスケットボールをしていた人とか，そういうような人に頼んで指導員をして

もらったりするんですが。全県的にボランティアで安く来て欲しいときに来てもらえる

ような人がわかるようなものがあったらありがたいと思います。

（会長）

はい，ありがとうございます。人材探しで困るのは子供教室の指導者ですか。

（委員）

なかなか指導者がね。地域にも何人か居るんですが毎年同じようなメンバーでしてる

と子どもも飽きてくるので。色々と体験させてあげたいと思っておりますので，色々な

特技を持っている人が来ていただけたらありがたいと思います。

（会長）

はい，ありがとうございます。指導者の確保もひとつの大きな課題になってるかなと

思います。

では続けて委員お願いします。

（委員）

今年はコロナの影響が大きくて，委員さん始め，市内のコーディネーターさんほか８

名の方，皆さん頑張って色々悩まれて実施されておりました。地元の人にこんな時に活

動していいのかっていうような意見がありながらも，１年間通じて実施してきたような

形になります。コーディネーターさん達はたくさん大変な思いをされていると思います

ので，来年度も支援してバックアップしていきたいと思っております。

また来年からコミュニティースクールが導入予定であるということで，委員からもお

話しがありましたが，放課後子供教室も少し転換期なのかなと思っておりますので，そ

ういった支援をしていきたいと思っております。

（会長）

はい，ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。

では，委員お願いします。

（委員）



- 11 -

美馬市の放課後子供教室では１年間通じて，空き教室が多くあるところだったら，い

ろんな所を貸してくれて毎年受け入れている人数分はできているんですが，空き教室が

ないところだったら小学校１年生から３年生までという制限があったので，今年は例年

に比べて縮小した実施になりました。

放課後子供教室の活動終了後に，学校の施設で使用したトイレの掃除や，会議室の消

毒を行っていたりしたので，コーディネーターやスタッフの方の負担が増えてしまった

というのもあるので，もし仮に来年コロナに対する放課後子供教室への支援等があれば，

県教育委員会を通じて情報共有していただければと思いますのでよろしくお願いします。

（会長）

はい，ありがとうございます。確かに今年は皆さん神経をすり減らして行われてたと

思います。来年，環境がどんどん整っていけたらいいかなと思います。

それでは全体を振り返って副会長の御意見伺えればと思います。

（副会長）

本日，皆様の活発な御意見を拝聴しておりまして，私自身もいろんなことを勉強させ

て頂いておりました。特にキーワード的には，「コロナ」，「災害」というものを皆様の

お言葉からよくお聴きしたような気がしました。

私個人としましては，皆様方の御関心や現場のイメージからちょっと外れてしまうか

もしれないんですが，全国的にもよく報道されておりますように，コロナのメンタル面

への影響っていうのをすごく心配しておりまして，それはもちろん大人に対してもそう

ですし，こういうような大変な状況で生きていくことに難しさを感じている方が多々い

らっしゃるんですが，子どもたちは特に。乳幼児であっても，小学生であっても，中学

生であっても，同じようにこの苦しみというか痛みみたいなものを感じながら日々暮ら

してるわけで，その辺の対応っていうのは大人が計り知れない部分で思いを抱えている

子もきっといると思うんですね。そういったところで，どんなふうに今後の未来，明る

い未来に向けて前向きに生きる力っていうのを育んでいけるのかというのも１つの大き

な課題と感じておりまして，そういったところをこういった研修の中に落としていける

と子どもたちの色々な発達につながっていけるかななんてことも個人的には考えたりし

ております。ありがとうございました。

（会長）

ありがとうございました。令和２年度はコロナに始まりコロナに終わるというような

時代であったと思いますが，教育を止めることはできませんし，子どもたちはもとより

指導者の皆様も大変な中ですが進めていくしか手がないので，私たちは一生懸命前向き

に進んでいかなければいけないのかなと思います。先程の説明にあったとおり，財政的

にも予算を組んでくれるというような見通しも出てきたので，なんとかそういうのを活

用しながらより充実した子どもたちの放課後を健全に育成できるように私たち委員も一

助していかなければならないのかなと思います。

本年度はこれで終わりになるんですが，何か御意見ございましたら委員の皆様からお
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っしゃって頂ければと思います。長時間にわたりありがとうございました。それでは事

務局の方にお渡しをいたします。


