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平成２４年度伊賀市放課後子どもプラン施策検討委員会 

 
◆開催日時：平成 24年 11月 27日（木）午後７時 30分～ 
 
◆開催場所：ハイトピア伊賀 ５階生涯学習センター多目的小研修室 
 
◆出席委員：11名（川端委員、江木委員、杉尾委員、上山委員、中森委員、高島委員、海津委員 

増田委員、秋永委員、前田委員、岩嵜委員） 
 
◆欠席委員：０名 
 
◆傍 聴 者：１名 
 
◆事 務 局：生涯学習課（児玉、前出）こども家庭課（川口、加藤）  
 
◆議 事： 

 

事務局   定刻となりましたので、ただ今から、平成 24年度第１回伊賀市放課後子どもプラ 

ン施策検討委員会を開催します。皆様には、何かとご多忙のところご出席いただき、 

ありがとうございます。この委員会は、伊賀市放課後子どもプラン施策検討委員会条 

例に基づき運営しています。また、この会議は伊賀市情報公開条例第 35条に基づき、 

会議の公開を行いますことと、審議会等会議の公開に関する要綱第８条に基づく議事 

概要作成のため、録音をさせていただきますので、ご了承願います。 

      このたび、委員の選出母体である関係機関及び団体の役員等の改選により、委員の 

変更がありましたので、改めて委員の皆様を紹介します。 

      －委員紹介－ 

      続きまして事務局を紹介します。 

      －事務局紹介－ 

      それでは、開会にあたりまして、当施策検討委員会委員長から、ご挨拶申し上げま 

す。 

 －委員長挨拶－ 

ありがとうございました。それでは、条例第６条に基づき議事進行を委員長にお願

いします。 

 

委員長   それでは、早速ですが事項書に従い放課後子どもプラン推進事業について、放課後

子ども教室については生涯学習課、放課後児童健全育成事業についてはこども家庭課、

それぞれの所管より説明を聞き、事業説明の後、ご意見ご質問を賜るということでよ

ろしいでしょうか。それでは、放課後子どもプラン推進事業について生涯学習課から

説明をお願いします。 

 

事務局   －説明(放課後子どもプラン推進事業について)－ 

      －説明(放課後こども教室について)－ 
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委員長   資料３の部分ですが、ご覧くださいだけではわからないので、説明をお願いします。 

 

事務局   －説明(資料３について)－ 

 

委員長   もうひとつ確認しておきたいことは、今後、予算的には確保していくつもりですか。

それと、先ほどいろいろな形での負担とあったが、いろいろな形とはどのようなもの

ですか。 

 

事務局   スタッフの人数や子どもの安全管理、そういった負担が増えてきています。 

 

委員長   スタッフが足りないということだが、実際にどのくらい足りないのですか。 

 

事務局   人数的にはたくさん登録していただいているが、青山教室では実際に出てきてくれ

る人が、６人ぐらいです。いがまち教室では、子どもたちをしっかりと見守ろうとす

ると、当初予想していた人数よりも必要になってくるということだが、実際に必要な

人数の確認はしていません。 

 

委員長   これらについて、何かご意見ご質問ありませんか。 

 

委員    補助金と実際の子ども達の参加人数を教えてください。 

 

事務局   補助金については、国県市それぞれが３分の１ずつ負担しています。実際に事業計

画を立て、定員についても各教室で決めています。その後、計画が適正であるかどう

か私共で確認し、委託契約をする形で進めています。 

      事業内容についても実施日や内容等、各教室で異なっているので、補助金の配分に

も差があります。 

 

委員長   もっと具体的に説明していただかないとわかりません。 

 

事務局   まず子どもの利用についてですが、新居の見込みは 20 人程度、柘植は 10 人程度、

青山は 10人程度、青山第２も 10人程度、西柘植は 23人程度と聞いています。 

 

委員    青山での数字だが、333,250円いただいています。これは、安全管理員と年間経費

の 10万円を含めての数値です。その 10万円が材料費や必要経費になります。安全管

理員の人件費は年間 223,250円、時給換算で 540円になります。 

      青山では、１日ひとり３時間で３～４人の安全管理員に出てきていただいています。

登録されている安全管理員は 10 人、その中でローテーションを組んでいます。教室

は月に３回開催しており、イベント等も含めると開催回数も増えてきます。それによ
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る不足金は陽だまり文庫から出しています。 

 

委員    安全管理員は実質出た分の時給を貰うのではなく、おおまかに算出して払っている

ということですか。 

 

委員    安全管理員の方には陽だまり文庫の会員になっていただき、現状を理解していただ

いた中でボランティアであることを基本にやっていただいています。子ども達には年

間 800円の保険料をいただいているが、その他は無償で行っています。そういったこ

とからもボランティアでの活動が基本になります。 

 

事務局   青山では、非常に少ない人数で努力していただいています。ただ、国等に返金をし

ている教室があるのは、最初の計画を大きく立てすぎて実際にできなかったので返金

となっています。そうした教室もあるので、市全体としては返還金が発生しています。

国からはしっかりとした計画を立て、予算の中でしっかりと行っていくことを前提に

補助金が減額されていると聞いています。 

 

委員    安全管理員の人数はどういった基準で決めているのですか。例えば青山であれば、

教室側からの自己申告で決定されるのですか。 

 

事務局   そうなります。 

 

委員長   子ども達が安全に時間を過ごすために必要な人数にはお手伝いいただかなくては

ならないので、その分はしっかりとお支払いをします。 

 

委員    青山での定員は 50 人にしているが、イベント等開催時には、それ以上に集まるの

で、そのときのために多くの方に安全管理員の登録をいただいています。その中には、

イベント時のみであったり、継続して毎週来ていただく人であったりするが、予算的

には毎週来てくれる人の人数で出しています。 

 

委員    腑に落ちないのは、返金がある教室もある中、青山では予算が足りないということ

だが、調整はされないのですか。 

 

事務局   教室の運営側に年２回話しを聞かせていただき、その上で調整しています。過去に

は、契約変更をして金額に合わせていたこともあります。 

 

委員長   計画は前もって組むので、実際の活動にかかった金額と計画段階の金額とでは違っ

てくるということでよろしいですね。 
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委員    例えば、青山がたくさんの人数で計画を挙げておけば、困ることはないということ

ですか。 

 

委員長   計画としては、週何回で何人参加ということで挙げているので、その分に対しての

手当てはしていくことになります。一方、教室の都合で臨時的に実施される場合には、

計画には挙がっていないので、除外しています。 

 

事務局   あと、前年度の実績についても問われるので、実績と計画があまりにもかけ離れて

いれば、計画を認めてもらえないことになります。 

 

委員長   他に何かご意見ご質問ございませんか。 

      それでは、放課後児童クラブの現状についてこども家庭課から説明をお願います。 

 

事務局   －説明(放課後児童クラブについて)－ 

 

委員長   放課後児童クラブの現状ということで説明いただきました。先ほど資料３で三重県

下の状況をご覧いただいたので省略します。 

それでは、ご意見ご質問ありませんか。 

 

委員    県下の四日市市や津市では児童クラブの要求があるみたいで、伊賀市の状況を聞か

せてもらうと、ここ何年かでそういった方向に移行していくと考えてよろしいでしょ

うか。 

      それと各児童クラブで小学１,２年生だけでなく、もう少し大きな学年までといった

要望のことを聞かせてください。 

 

事務局   低学年優先という形ですが、それぞれの放課後児童クラブの空き状況によっては、

大きい学年でも利用していただいています。 

 

委員    保護者のニーズで、高学年になっても安全安心に放課後を過ごさせたいということ

で、だんだんと高学年になっても通わせたいとの要望が出てくると思います。 

 

事務局   若干低学年よりは少ないのですが、現在も利用はされている状況です。 

 

委員長   資料６で実際に希望されて入っている方の状況はどのようなものですか。 

 

事務局   去年までは小学３年生までを対象として、募集が３年生までとなっていました。今

年の広報から対象学年を広げましたが、４,５年生が少なくなっています。これは、保

護者のニーズや国の方針で、26年度から実施されます。 
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事務局   また、希望されて入っている方ですが、14クラブ全体で 100人程度になります。 

 

委員    上野東小や上野西小等の人数の多い学校でも、高学年の応募を行っていますか。 

 

事務局   具体的には、ふたばで年間３名の登録があります。東小は第２フレンズになります

が、年間 10名程度の利用があります。 

 

委員    定員が割れている児童クラブはありますか。 

 

事務局   全てのクラブがいっぱいというわけではありませんが、ほぼ定員ぐらいのご利用が

あります。また、待機児童はいません。 

 

委員長   今までだと、高学年を放課後子ども教室で預かってほしいとの声も出ていたが、今

現在そういった声はないのですか。 

 

事務局   今はありません。 

      しかし、お互いの連携は必要であり、今後進むのではないかと考え、期待していま

す。 

 

委員長   実際に運営されている側からのご意見等何かありませんか。 

 

委員    指導者についてですが、子ども教室の安全管理員は地域の方々にお願いしてやって

いただいています。子どもと接する等いろいろなことをする中で、そういった職業に

ついていた方、子どもとの関わりに経験がある方は、気安くしてくれますが、専業主

婦だった方に声をかけると、躊躇される方がいらっしゃいます。子ども教室は指導と

かではなく、子どもと地域の方が触れ合う居場所を作ることが大切であると伝えても

不安だと言われます。研修にしても津市等少し離れた場所に行かなければならないこ

ともあり、ボランティアでお金もないので、なかなか研修にも行ってもらえません。

そういったことで安全管理員としてやっていくことに対して不安があると言われま

す。委託者がこのことについてどのように考えているのか不安に思いながらやってい

ます。 

 

事務局   これまで生涯学習課では家庭教育や子育てに関する研修を開催しています。それを

子ども教室の方々の研修に充てるといった案内をしたことはないが、参加いただけれ

ばと思います。 

      また、今後、子ども教室のありようが変わってくるのではないかとの感じを受けて

います。伊賀市では５教室ですが、連絡会議的に集まっていただき、皆さんで話す機

会が持てればと考えています。 
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      その中で、安全管理員の研修やコーディネーターの交流、また、学校等との連携が

取れるならば利用していただくといったこと等ができればと考えています。 

 

委員長   集まる機会も結構ですが、自分達が不安を持たないような研修の場を設けてほしい

というのが現場の声ですので、設けていただけませんか。 

 

事務局   設けるようにします。 

 

委員    放課後子ども教室は国からの補助金が減少していく可能性もあり、自治協で実施す

るとのお話もあったが、市としてはどのように考えていますか。 

 

事務局   市としては、必要があれば受け入れをしていく、事業について支援をしていくとい

う形で進めていきたいと考えています。今後も今までどおり支援していきたいと考え

ています。 

 

委員長   安全管理員が集まりにくい状況にあるときは、その地域を包括する住民自治協議会

とも連携を取りながらだと思うが、先ほど、なぜ自治協を中心にするといった意見が

出たのですか。 

      放課後子ども教室は、やろうという人たちが集まって、人数が確保できた際に実際

にやっていくわけですが、要望はあるが人が集まりにくいといった状況があったとき

には、こちらとしては当該地域にある住民自治協に声掛けをしてお願いをしていくと

いうことですね。 

 

委員    それは市のほうでコーディネートしていただけるということですか。 

 

事務局   そういうことです。活動場所も問題になってくるだろうし、人の問題、費用の問題

等出てくると思います。 

 

委員    放課後児童クラブは校区再編に基づいて設置していきたいと考えています。校区内

の住民の方々のニーズは当然調査して、ニーズが高ければ設置、なければ設置しない

ということを基本にやっていきたいと考えています。 

      子ども教室については、今後どのようになるのか、増加していくのか、減少してい

くのか、または児童クラブへ移行していくのか、事情はよくわからないが、将来的に

も事業を推進していくということであれば、児童クラブも対象年齢を広げていく中で、

子ども教室の役割ってどうなのかなと思います。将来的に補助金も減額されていく中

でどのようにしていくのか聞かせてください。 

 

事務局   文部科学省内でも立ち上げ当時に比べるとトーンダウンしているのが現状です。今
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運営している教室も学童的な意味合いで実施しているところが半数ほどあります。 

      今後、子ども教室は地域の中での子どもと大人の接点としての機能が必要になって

くると思うので、回数は少なくても継続して行っていただける形でお願いしていきた

いと思っています。 

      形としては学童的なものではなく、子ども教室として地域の方々と自然体験教室を

行うだとか、祭りに参加するための活動であるとか、スタイルは変わってくるかと思

うが、事業は進んでいくと思います。 

      また、学童といった形への移行もニーズによってはあるかと思います。 

 

委員    放課後児童クラブはニーズもあり、増やしていく方向ですが、子ども教室は増やし

ていく方針ですか。今後も現状の５教室で行っていくのか、新居のように現場の声と

して児童クラブに移行してほしいといったことがあるのか、そういったことがあれば

いいと思いますが、実際のところどのようにしていくのですか。 

 

事務局   形としては増やしていきたい。中身については、市民の要求は学童保育的な要素が

強いと思うが、増やしていきたいと思います。 

 

委員    それは、ニーズを的確に把握しての考えですか。 

 

事務局   まだ把握していません。 

 

委員    この委員会もニーズの把握といったことがあるので、的確なニーズの把握はするべ

きではないでしょうか。 

 

事務局   そのことも今考えています。 

 

委員    ニーズも把握していないのに、教室を増やしていきたいと考えるのはいかがなもの

かと思います。 

 

事務局   ニーズは、今こちらでは、子どもを見守っていただく青少年育成市民会議というの

があるが、各地域で行われていた子ども会活動が段々と下火になってきています。そ

うした中でどのようにして子どもを見守って行くのかということで、市民会議では難

しいことを子ども教室が行い台頭してくるのではないかと考えています。 

 

委員長   育成団体等にも声掛けをしていきたいということですね。それで、減らすのではな

く、啓発をして増やしていきたいということですね。 

 

委員    教室とクラブの違いをきちんと明確にしていただかないと、親御さんは放課後子ど
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も教室と名称に放課後とついているので、子どもを預かってくれる場所であると捉え

られています。 

      地域の自治協と多く触れ合い、イベント等を一緒に楽しむといった形にもっていく

ことはとてもいいことだと思います。それが、地域の中で子どもを見守るということ

にもつながると思います。 

      学童教室的なことを求めて教室をやることは全く違ったものになってくるので、そ

こは、委託者が明確にしてくれないと、児童クラブがないから代替的に教室をやりま

すといったことになれば、非常に無理な形になると思います。 

      お手伝いくださる方々もボランティアとして半分遊び感覚で出てきていますので、

親御さんには児童クラブとは異なるものであることを理解していただかないといけ

ないと思います。 

 

委員長   平成 19 年に発足してから、具体的数値目標として各地域１教室ぐらいと考えてお

り、当時は相当啓発や説明を行ってきました。日が経ってくると PR不足になってい

ます。説明を求められたときだけでなく常に情報を発信しているのかが大切ですが、

ここ１年ぐらい、そういった活動はしていませんよね。 

 

委員    先ほどの自治協を中心に年１,２回でも行いたいと言われた件についてだが、イベン

ト的な形になるといったお話もありました。 

 

事務局   年に１,２回ではなく、年間プログラムを組んでいただき、それに基づいて行ってい

くということです。 

 

委員長   これは週に１回でも２回でも３回でもいいわけですよね。そのあたりのこともはっ

きり説明してください。 

 

事務局   年１回開催といった意味ではなく、年間プログラムを作成いただきます。実施回数

は決まっていないが、月１,２回を目処に実施していただいています。 

 

委員長   子どもを預かるのではなく、地域の方々との交流を通して学ぶものであり、実施回

数は定まっていません。具体的に何回と説明すると固定観念を持たれてしまうので、

運営主体が決めてくださいということではないのですか。 

 

委員    回数の問題は別にして、今、実際に地域で世代間交流を催したり、いきいきサロン

での交流であったり、行われていますよね。そういうこととかわりのない催しである

と受け取りました。それと青山の内容は少し違う感じがするので、地域の自治協中心

で世代間交流を行うことは、内容的にはいいと思いますが、そんなことでいいのです

か。そういったことであれば、子ども教室という名称でなくても今実際に行われてい
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る活動で対応でき、それでいいのではないかと思います。 

 

事務局   そういうふうに考えていただいても結構です。小林区では、サロンの中に子どもた

ちが入ってきて、それが教室として運営されています。その活動は、畑作りや収穫と

いった地域の活動をしています。 

      先ほど紹介しました名張の子ども教室では、子どもクラブという名前ですが、活動

内容としては子ども教室になっています。啓発不足で誤解を招いていますが、名前に

対してのこだわりもありません。 

 

委員    名張の場合も伊賀市と同じように補助金が出ているのですか。 

 

事務局   同じように出ています。 

 

委員長   他にありませんか。それでは、副委員長より閉会の挨拶をいただきます。 

 

副委員長  －閉会挨拶－ 

 

事務局   ありがとうございました。これで第１回放課後子どもプラン施策検討委員会を終了

させていただきます。長らくのご審議、ありがとうございました。 

 


