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令和３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 令和３年７月２９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 秋田 真宏，岡山 千賀子，阪野 博，鈴木 尚子

谷口 友紀，藤井 正人，藤本 美恵子，増田 恭子

松尾 裕子，山本 隆司，渡邉 壽万 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
ア 徳島県における各事業の現状について

(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) 新・放課後子ども総合プラン

イ 令和３年度の本県の取組について

ウ その他

(4) 閉会

５ 議事の概要

＜事務局から議事（１）の説明＞

（会長）

ありがとうございました。それではこれまでの事務局の説明について，皆様

から御意見やご質問を賜りたいと思います。

たくさんご説明があったと思いますが，先ほどご説明のあった，撫養児童ク

ラブと撫養子供教室の一体的な取組についてというので，活動についてご説明

をいただけたらと思います。このような効果があがっているというのを。

（委員）

児童クラブと子供教室というので，私たちの取組を詳しく，わかりやすく示

していただきありがとうございます。 子供教室は１５年目くらいの活動にな
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って，学校の方にもだんだん定着してきて，保護者の皆さんにも，子どもたち

にも，だんだんなじみのある居場所になってきているのかなあと思っています。

児童クラブと子供教室の一体型なので，子どもたちの移動も安全で，すごく

近い距離の移動になるし，１年生，低学年の子どもたちは，学校の先生の協力

を得まして，移動が難しいので，１年生の担任の先生が子供教室に行く人とと

いうことで希望をとって，さよならをしてから，図書室や体育館に連れてきて

くれています。それもありがたいと思っております。

あとは，保護者の皆様が１～３年生の子どもたちが，狭いところでじっとし

ているよりは，子供教室では月・火・木・土曜日と活動しているので，広い体

育館で，子どもたちがのびのびと活動ができる。お母さんが働いているので，

塾とか習い事に連れて行けないという人も，ダンスとか体操とか，子どもたち

が興味あることを開催してくれるので助かるという声ももらえています。

いろいろ問題点も多いのですが，今までは割と大きな問題はなくできてきた

のかと思います。これからも改善を加えながら，活動を続けていきたいと思っ

ております。

（委員）

少し教えて欲しいのですが，実施日数が月・火・木の３時～５時とかいてい

るのですが，私どもも学校にお願いしたのですが，３時はまだ授業中だし，放

課後はいろいろ練習とかがあって体育館は使えないといわれたのですが，撫養

は大丈夫なんですか。

（委員）

撫養小学校は２時５０分放課なので，３時は大丈夫です。木曜日は体育館を

使うのですが，低学年が使う図書室や家庭科室は６時間目の授業で使っている

ときもあるんですけど，学校と調整しながら，高学年が使わない教室を使わせ

てもらっています。 学校との連携・話し合いで，スケジュールをみながら，

日程を入れさせていただいているので，学校と少し話しをしたら大丈夫かと思

います。土曜日は地域のスポーツ少年団とか入ってきますが，年間当初に話し

合いがあるので，地域の大会とかがなければ，土曜日の午前中は貸していただ

けています。

（委員）

それと，活動プログラムでいろいろ書いてありますが，どんな人に，どうや

ってお願いしているんですか。
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（委員）

月曜日は毎週リズム体操をしています。ヒップホップを中心に今は北島のダ

ンススクールの先生とか，地域のダンススタジオの２人の先生が交代できてく

れていますので，いまどきの音楽やヒップホップとか楽しみながらやっていま

す。火曜日は英語教室をしているんですが ，高校を退職した先生にきてもら

って，一生懸命カリキュラムを組んで，頑張っていただいています。

ラグビーや卓球，おやつ作りとかニュースポーツとかは地域の人に頼んだり，

NPO のスポーツ教室をしているところから派遣してもらったり，土曜日は地
域の体操教室の先生にきてもらったり，ハンドボールの先生にきてもらったり，

長く活動をしていると，いろいろなところから，こんなことが教えられるよと

言ってくださって，好意的に，専門的な先生が来ていただいて， いい活動が

できているのではと思っています。

月曜日のダンスや英語は毎週実施しているし，土曜日も月１回ずつくらい何

種類かのスポーツを継続してやっていたりというプログラムを組んでいます。

（会長）

地域の人との協力にかなり積極的に取り組まれているようですね。いろいろ

な人とのつながりを。

（委員）

サポーターの人は，鳴門教育大学の大学生や大学院生が来てくれるので，子

どもたちも大人よりも大学生のほうが馴染みやすいので，宿題を見てもらった

り，楽しくふれあいをしているのも良いことだと思っています。

（委員）

委員にお聞きしたいんですが，撫養小学校の生徒数は何人くらいですか。

（委員）

２６０人くらいだと思います。

（委員）

小学校自体はクラブは盛んではないんですか。野球部やバレー部，ソフト部，

サッカー部とか。それで運動場は優先的に学校側が使われるんですか。

（委員）

クラブは５時からなので，大丈夫です。５時までは体育館を使わせてもらっ

て，５時からは新体操部など，色々な部活が体育館を使われています。
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（委員）

うちは阿南市の富岡なんですけど，富岡小学校もだいぶ人数が減ってはいま

すが，５００名くらいは，いるんですよ。そうしたら，サッカー部，野球部が

たくさん運動場を使ってそれ以外はなかなか使えない。それ以降の時間になる

と夏場はいいんですが，冬場は真っ暗になってしまいます。体育館もバレーと

バスケが使って，優先順位が小学校が高くなってしまっています。撫養はいい

なあと思います。また見学に行かせてください。

（委員）

やはり時間がかかりますよね，地域の人の理解もいるし，学校の先生との信

頼関係もあって，一生懸命活動して，長く続けているので，成果や子どもたち

の希望もあがっている。そうしたら，先生も仕方ないなあと思ってくれている

ところもあるのかと思っています。優先してくれている面もあるのかなと。時

間帯を上手く調整する必要がありますよね。

（委員）

もう一点。租税教室にずっと回っているんですけど，そういう外部の講師さ

んとかは頼まないのですか。

（委員）

たまにあります，市のいろいろな教室が単発で。

（委員）

子どもさんはただ行くだけでは興味をもってくれないので，行ったときは，

品物を用意して，最後の試験が１００点だったらプレゼントしますよというと，

必死に聞いてくれるんです。子どもさんって本当にすばらしいなあと思いまし

たね。

（委員）

租税教室は高学年の授業とかでも入っていますよね。

県内企業さんとかも低温体験とか，パンを焼くとか，無料できてくれたりしま

す。２，３年に１回とかお願いしています。

（会長）

ありがとうございました。やはり色々な調整が必要で，コーディネーターの

活動の役割は非常に大きいのだと思います。あとは立地状況ありますね。周辺

の施設や人材，いろいろな環境によると思います。地域性は高くなってしまう
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のかもしれませんね。

ただ，限られた資源のなかで，それをどう活用していくのか，広げていくか，

深めていくかがこれからの課題であるかもしれません。

先ほど説明でもあったように，実施できているところと，なかなか実施が難

しいところとあるようで，そこが１つの課題なのかなと思います。国が言うよ

うに全部のところで，一体か連携かどちらかができればいいのですが，難しい

点があるのかなあと。あとは人材かなあと。

まだまだ御意見があるかと思いますが，先に進ませていただいて，後ほどま

た御意見等いただければと思います。

＜事務局より議事（２）について説明＞

(会長)

今，オンライン研修についてのお話がありましたけれども，志々田先生のお

話は本当に素晴らしいので，是非聞いていただけたらと思います。とてもわか

りやすく説明をしてくれました。これからどういう風に進めていかなければな

らないのかとか，現状を踏まえてのお話もありました。進め行く上での連携の

仕方とかお話していただけたので，是非聞いていただけたらと思います。いい

お話を聞く機会も少ないと思いますので。私たちも拝聴させていただいて，心

が洗われたようなそんな気持ちがしましたので。

他に何か御意見やご質問はございますか。特になければ，次に進めさせてい

ただきます。

＜事務局より議事（３）について説明＞

（会長）

新型コロナも まだまだ終息が見えない状況でございますので，安心して仕

事ができるように取り組んでいただきたいと思います。ワクチンもなかなか若

い世代まで行き届いていないというのもあって，徳島県は大分進んでいるほう

かと思いますが。市町村によっても差があるのかもしれません。

現場では本当に気を遣って，対策をされているところだと思います。こうい

うことも含めまして，せっかくの機会ですので，何か御意見をいただきたいと

思います。順番にお願いします。

（委員）

鳴門では１３小学校があって，そのうちの９つで放課後子供教室をしている

んですが，残りのあと４つはできていない状況です。一つずつ増やしていきた

いと思っているんですが，なかなか増やすのは難しいと感じているのが現状で
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す。学校の協力は比較的得やすいと感じているんですが，なかなか人材の方が

見つけにくいというところで，なんとかいろいろな方に相談しながら，増やし

ていきたいと考えています。

（委員）

本校は児童クラブが民間の方から立ち上がった児童クラブで，建物自体も学

校から離れたところにあります。離れたといっても１０メートルはないんです

けれども，道路を挟んで，１～３年生までは放課後に並んで，児童クラブへ行

くようになります。放課後子供教室になると，１～３年生までが児童クラブに

行くので，残った４～６年生までの学習をサポートという形で，もう３年目に

なるんですが，放課後子供教室を実施しております。なかなか，児童クラブが

同じ敷地にはないのと，もう一つは本校５１人という人数で，使用できる教室

もいっぱいいっぱいです。学校も協力はしたいと思いつつ，実は時間的なもの

もあって，なかなか協力というのが難しくて，今のお話をききながら，一歩で

も二歩でも進みながら，連携できたらと思っております。

今のところは子どもたちの放課後の生活を，しっかり安全を確保するために，

とにかく児童クラブと子供教室とで，家庭のサポートという形をとっておりま

す。また，勉強させていただきたいと思っております。今後ともよろしくお願

いいたします。以上です。

（委員）

本校も校舎が手狭で，空き教室がありませんので，学校から２００メートル

くらい離れた公民館のほうで，学童と放課後子供教室の両方が行われていて，

この資料の図の中にあったように，学童に行っている子が希望をすれば，放課

後子供教室の将棋や生け花といったプログラムに参加できる。低学年を中心に

たくさん希望があります。

この総合プランを拝見したところ，一体型で，できれば小学校の校内でとい

う形になっていますが，本校では，校内での実施は難しいと思います。小松島

市の場合は，１１小学校区なんですが，新聞等に載っているとおり，かなり統

合して，小学校数を少なくしていくという方向に向かっております。そんな時

に，新しく建つ学校の中に，はじめから放課後子供教室や学童を実施する場所

を，そういう教室を，各市が構えていくのかというような部分について，各市

町村にお願いがあるのかということも私には分かりませんが。もし新しい学校

ができても，余裕教室がなければ，公的な機関を使わなければならないので，

はじめから余裕教室を作るということも大事なのかなと思いながらお話を伺っ

ておりました。以上です。
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（会長）

そうですね。そういうことも含めて計画の中にあれば，すばらしいと思いま

す。

（委員）

まず最初にワクチンについては，児童館の職員も県の大規模接種で受けさせ

ていただいて，大変ありがたく思っております。職員を代表いたしまして御礼

申し上げます。

放課後子供教室の件ですが，児童館も児童館のなかで放課後児童クラブをし

ていたり，単独の児童館もあるんですけれども，いろんな形で考えていけるん

ではないかなと思っております。特に，うちの児童館は近くに学童クラブさん

があるので，学童クラブさんがまとまって，今はコロナの影響でこれてないん

ですけど，１時間くらい遊びに来てくれるという時間があります。そういう形

で，児童館が離れていても，児童館，学童保育，放課後子供教室っていうのが

連携型で考えられるんじゃないかと思います。それぞれの児童館いろいろ事情

はあるんですが，そういう風に連携できるところもあるというのをお知りおき

いただて，何かあれば協力させていただいたらと思っております。以上です。

（委員）

神山町は小学校が２校ありまして，２校とも一体型でやっております。幼稚

園がなくなってしまったので，そこを児童クラブの教室として使っております。

もう１つの広野も，旧の校舎が近くに，同じ敷地のような感じでありますので，

そこを利用しております。子供教室のほうは，子どもたちを募集してやってい

ますが，たくさん応募してくれます。

狭い町なので，なかなか人材探しが大変で，できるだけ子どもにいろいろな

体験をさせてあげたいのですが。今 PTA の人ととか，地域の人に，特技をも
っている人はいないかとか，役場の中にも若い子，いろいろなスポーツをやっ

てきた人がいるので，そういう方にもお願いして，特技を子どもに教えてもら

っています。バスケであったりとか，子どもが好きそうなものを探しながら，

人材を集めております。鳴門の撫養のほうは，たくさん面白そうな活動ができ

ていいなあと思っております。また，これからいろいろと伺っていきたいと思

っております。

（委員）

先ほどから言っているんですけれども，阿南市は児童クラブ，教室数が本当

にないんですよ。これは行政に聞いていただけたらわかると思うんですけれど
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も。まして，富岡は大きな学校で，人数も多かったんですが，だんだんと減っ

てきたと。今，児童クラブが４つあるんですよ，１小学校のなかに。それでも

人数が多いので，できたら学校の人数が減っているので，空き教室があるので

お願いに行くんですけれども，いろいろ事情があって，管理責任等もございま

すのでといういことで，なかなか進まないんです。今後も連携して，１小学校

内でクラブも教室もというのができればと思うので，頑張っていきたいと思い

ます。以上です。

（委員）

現在，阿南市には２８の放課後児童クラブがあり，その多くが小学校の敷地

外に設置されています。放課後子ども教室等を行っていく上でも，学校の敷地

内に放課後児童クラブの施設があるのがベストとは思いますが，空き教室の不

足や施設の管理面など，様々な問題もあります。学校ともしっかりと連携を図

り，今後も継続して放課後児童対策の推進に取り組んで参りたいと考えており

ます。

（委員）

お世話になっております。まず，ワクチンの大規模接種については，うちの

スタッフも接種させていただいておりまして，大変助かっております。ありが

とうございます。

美馬市はこの１０年くらいで，ほとんどクラブ活動っていうのがなくなって

きている状況でして，特に放課後子供教室だったり，放課後児童クラブだった

り，放課後児童対策が重要になってきているというところであります。教室の

開設はすごく昔からあって，いろんな活動をするというよりかは，どちらかと

いうと伝統的にしている活動を継続していきたいという風な感じで活動を実施

していただいております。うちは一体型が昨年度９月から，岩倉小学校区で実

施しておりますが，それ以前から，実際のところは，児童クラブに参加してい

る大半の児童が，子供教室に来てたという状況だったので，他のところでも，

どんどん進めていけたらなあと思っていますが，今のところ同一敷地内で放課

後児童クラブと子供教室が実施できているのが，江原南小学校と，岩倉小学校

の２校しかないので，一体型できるように今後検討していきたいと思っていま

す。以上です。

（会長）

阿南市さんがおっしゃったように，管理の問題もあるとは思いますが，空き

教室を活用することが重要だと思います。場所が離れているということで，同
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じような条件でなかなか進まない市町村もあるかと思います。やはり学校のな

かで教室をして，そこから児童クラブの方に帰ってくる行程が危険であるとか，

そういう問題はあるかと思いますけれど，そこをなんとか改善をしていって，

進めていけたらと思います。

従来，子どものスポーツ教室みたいなのがありましたよね，ずっと。スポー

ツを本格的にやっていくという子はそこに行けばいいと思いますけど，そうで

ない子どもたちをどうやって受け入れていくかということが必要になってきま

す。スポーツ教室とか少年団みたいなところに行く子は，そこで十分に時間が

過ごせると思いますが，そうでない子どもたちを少し違う方法で受け入れてい

くという意味での子供教室の推進であったり，一体的にやっていくということ

を，これからも続けていかなければならないのかなあと，切に思います。全て

の子どもが有意義に放課後を過ごせるということに対して取り組んでいくこと

が大事かなと思います。

難しいのは，やっぱり人材確保かと思います。近くにそういう人がたくさん

いる恵まれた地域もあるかもしれませんが，大半のところは人材確保も厳しい

と思います。参考までに，シルバーの方，元気な方もたくさんいらっしゃると

思うので，シルバー人材を活用するというところ，老人会の方もいろいろな活

動をされていて，多くのスキルをお持ちなので，シルバーの方の活用もお願い

したいと思います。

それから，鳴門市さんがされているように，地元の大学生との活動というの

も，大学生は時間的にもゆとりがあるかと思いますので，進めていただければ

と思います。徳島大学・四国大学・文理大学では，ボランティアパスポート制

度というのをやっております。ボランティアという形で，学生が子どもたちに

関わっていくということを，県としても認めてくれていて，学生もボランティ

ア活動をしようとしています。なかなかコロナの関係で，活動も制約されてい

るので，子どもたちの触れあえる現場からのお誘いがあれば，おそらく喜んで

行くだろうと思いますので，ボランティアパスポート制度も活用されたらどう

かと思います。

最終的には，きちんとまとめていくためには，教育委員会さんと地域のコー

ディネーターの方，学校の３者で連携をとっていかないと，進めていくのも難

しいので，是非そういう機会を発信していくことも大切なのかなと思います。

最後になりましたが，副会長さんから御意見をいただけますか。

（副会長）

今，本当に一体型で問われているのが，学校教育と社会教育がどんな風に融

合を進めていくか，学社融合の本質が問われてきているのかと思います。そう
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いった観点から７ページの資料を拝見しますと，良い面，学生さんも参加され

ていて，県内でもどちらかというと恵まれた事例が紹介されていたかと思いま

すが，効果や工夫した点に加えて，何が課題であったかとか，もう少しケース

バイケースの現場の声も拾いながら，本日あまりお声がきけなかった，放課後

児童クラブの立場，福祉の側面から見てどういった点が課題になってくるのか，

といった視点を含めて，現場の声を丁寧に拾い上げていただいたほうか良いの

ではないでしょうか。

皆様の御意見をうかがった中でも，こういったことが問題になって来るんだ

ということや，小学校をめぐる県内の状況ですとか，実際に起きている問題へ

の対応に困難を抱えていらっしゃるかと思いますので，そういった側面をもう

少し丁寧にまとめながら，今後の課題を探ってもいいのかと思います。

（会長）

まだまた課題はあるところかと思いますので，事務局も今の御意見等を参考

に，総合プランを推進していただけらと思います。他に何かご質問等ございま

すか。

（事務局）

事務局から１点お伝えさせていただきます。人材という面について，人材バ

ンクというのを，昨年度文科省が大きく立ち上げておりまして，徳島県関係の

ものもきております。今のところ１４名で，全域対象でどこでも行きますとい

う方もいらっしゃいます。行政関係の方のところには，得意分野とか勤務可能

区域とかを書いたものを送付させていただいておりますので，参考にしていた

だけたらと思います。

（会長）

次世代育成・青少年課でも「子育ての匠」の登録がありますよね。そこも見

ていただいたら，いろいろなスキルをお持ちの方が登録されていますので，そ

ういう方の御協力をお願いするとか，シルバーの方はとくしま“あい”ランド

推進協議会にお問い合わせをするとか，お元気で素晴らしい力をお持ちの方が

おいでると思うので，そういう方をしっかりと発掘していくことも大事ですし，

子どもたちのためにも，高齢者の方のためにも必要かと思います。

他にご質問がなければ事務局にお返しします。ありがとうございました。


