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平成 23 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２月 23 日（木）午後７時～ 
 
◆開催場所：伊賀市ゆめぽりすセンター１階会議室１ 
 
◆出席委員：９名（下井委員、江木委員、杉尾委員、上山委員、中森委員、高島委員、増田委員 
         秋永委員、前田委員） 
 
◆欠席委員：２名（三木委員、仁保委員） 
 
◆事 務 局：生涯学習課（児玉課長、森林）こども家庭課（川口副参事、加藤主査）  
 
◆議 事： 
 
事務局   定刻となりましたので、ただ今から、平成 23 年度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。 

      それでは、委員委嘱状及び任命状を交付させていただきます。なお、任期は平成 23 
年８月１日から平成 25 年７月 31 日までとなります。 

      －委任状交付－ 
      続きまして事務局を紹介します。 
      －事務局紹介－ 
      続きまして条例第５条より委員長及び副委員長の選任を行いますが、選出について 
     いかが致しましょうか。 

（事務局一任） 
事務局一任の声をいただきましたので、事務局から委員長に教育委員会前田事務局

長、副委員長に社会教育委員中森様を提案しますがいかがでしょうか。 
（異議なし） 

      異議なしということで、委員長、副委員長には席の移動をお願いします。 
      それでは、委員長より挨拶をお願いします。 
 
委員長   先ほど事務局からお話があったように、皆様方には昨年の８月からのお願いをして

おきながら第１回目の開催がこの時期になったこと大変申し訳なく思います。また、

いっしょに進行を努めていただく中森様よろしくお願いします。 
      この放課後子どもプラン施策検討委員会は両事業の調整を図りつつ、お互いの事業

がスムーズに行くようにこの委員会が設置されています。この後事務局の説明がある

と思いますが、その中で普段感じていることや不満に思うことを出していただきなが

ら良い方向に進めていければと考えています。よろしくお願いします。 
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事務局   ありがとうございました。 
      まず始めに資料の説明をします。 
      －説明（資料について）－ 
      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まして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、関連もありますのでそれぞれの事業説明の後、

ご意見ご質問を賜るということでよろしいでしょうか。それでは協議事項７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）－ 
 
委員長   何かご質問ございませんか。 
      それでは、放課後児童クラブについての説明をお願います。 
 
事務局   －説明（放課後児童クラブについて）－ 
 
委員長   今現在開設している放課後子ども教室、放課後児童クラブについて説明いただきま

した。何か疑問に思ったこと等ありませんか。 
 
委員    子ども教室については現在４箇所開設されていますが、活動日がそれぞれで異なっ

ています。これは運営上の工夫なのか利用者のニーズなのか、いかがですか。また、

対象学年は決まっていますか。あと、自己負担は保険料以外に何かありますか。お聞

かせ下さい。 
 
事務局   活動日について各教室はボランティアにより運営されているので、ボランティアの

都合によって各教室で活動日が異なっています。今後利用者のニーズによって変わっ

てくることもあるかと思いますが、現在は各地域によって少し差があります。 
      対象学年については、小学１年生から６年生までとなっています。また、児童クラ

ブについては 10 歳までとなっています。 
会費については基本的に無料となります。若干のおやつ代等は教室の中でいただい

ていると聞いています。 
 
委員    対象がどうして 10 歳までとなっているのですか。 
 
事務局   子どもプランという国の制度があり、その中で 10 歳と決められています。 
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委員    安全管理費が１時間あたり 540 円となっており、コーディネーターが 1,080 円とな

っていますが、コーディネーターはどういった方がおやりになるのですか。また、こ

の 540 円という報酬はどうしてこの金額になったのですか。 
 
事務局   コーディネーターは小学校単位で教室を開く場合に、できるだけ地域に精通した方       

     をコーディネーターとして置いてはどうかということになりました。これは事業を行

っていく中で子どもたちから色々な要求があるだろうと考え、要求に対応していける

ように地域に精通した方、お顔の広い方にやっていただいています。 
 
委員    例えばこの会の代表の方等ではないということですか。 
 
事務局   代表の方ではありません。 
      次に 540 円の根拠ですが、平成 19 年に事業が開始される当初、県が非常に低い金

額を言ってきました。確か 360 円だったと思いますが、それではいくらなんでも人を

見てもらうことができないだろうと思い、当時の最低賃金の範囲までで行えばどうか

ということになりました。その時に事業自体はボランティアに見守りをお願いして進

めていくという趣旨から 360 円での協力をお願いしていました。国のではなり手が少

ないということで金額を上げていく事になりました。事業の費用負担は国県市がそれ

ぞれ３分の１ずつとなっているので、それぞれの負担金額が少しずつ上がり 540 円に

なりました。 
 
委員    実際のところ、その金額でボランティアをまかなっていけていますか。 
 
事務局   これは元々固定化した指導者ではなく、ボランティアにお願いしていますので、自

分の時間を割くというより空いている時間を利用して見守りをしていただいていま

す。またボランティアが 20 人いるから 20 人全員が入るということではなく、空いて

いる時間と内容によって調整していますので、出来ています。 
 
委員    いつも思うのは保護者の方が児童クラブと子ども教室の違いを良く分かっていな

いと感じます。よく学童保育ができたのですかと尋ねてこられる方がいますが、私た

ち子ども教室は預かるところではないということをはっきりと伝えています。ボラン

ティアの方々も保育をしに来ているのではなく、子ども達といっしょに遊ぶのが楽し

いから来ています。そういったことでこの値段でも構わないと言ってくれます。また

ボランティアで来ているのにお金を頂いていいのとも言ってくれます。ただ、教室は

預かり所ではないということをしっかりと伝えていただきたいと思います。 
 
委員長   先ほどの新聞記事のイベントのことを話してくれますか。 
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委員    ３年子ども教室の活動をしてきましたが、子どもといっしょに楽しむことをしよう

ということで、今年は週１回教室等でふれあってきました。県の子ども未来室でのサ

ポーター研修を受け、そこで子ども中心のイベントをやってみないかと誘われ、子ど

も達に話すとやってみたいということになり、今度実施することになりました。 
 
委員    子ども教室が上野にひとつしかないのは、ボランティアがいないからですか。 
 
事務局   まずは地域のボランティアに基盤作りをしていただかないと実施できないので、組

織がないとやっていけません。 
 
委員    事務局で何か活動はしていないのですか。 
 
事務局   呼掛けはしていますが、申し出はありません。 
 
委員    パッと見たときに不公平さを感じます。 
 
事務局   ボランティアが集まって申し出があれば、学校等とも協議して協力していけると思

います。 
 
委員    今の言い方では作ることは不可能だと思います。どこかから声が上がるのを待つだ

けでは不可能だと思います。 
 
委員長   今いただいたご意見は、やはり周知が足りないということで、事務局にはもう少し

内容、回数も考えて周知していただきたいと思います。 
 
事務局   もう少し啓発を考えていきたいと思います。 
 
委員    今、少子高齢化で高齢の方々の力は大きいと思うが、そういった方々の集う場所と

してお手伝いいただくという形も考えていけばいかがですか。上野ではお金を払って

も児童クラブに預けるのが楽でいいとの考えが浸透しているので、親からはなかなか

声は上がらないと思います。そこで地域から声が上がれば手伝っていただくことも考

えてはいかがですか。 
 
委員    開設する場所はどういったところになりますか。 
 
事務局   子ども教室については基本的に学校の空き教室等を使っています。人作りがあって

次に場所を探さなければなりません。 
      西柘植放課後子ども教室の開設にあたっては、地域の中で熱心に取り組んでいただ
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けるということで人は集まっていましたが、場所がなかなかありませんでしたので２

年間待っていただいたという状況です。そのような中、後で説明があると思いますが、

ようやく学校の空き教室を使って開設するに至りました。 
 
委員長   学校の空き教室を利用して放課後子ども教室を開こうという考えでした。そうする

と学校から日常の管理はどうするのか、登下校はどうするのか、緊急の場合はどうす

るのか等様々な問題が出てきて、話し合いをする中でなかなか難しいということがあ

りました。そうなると国が目標を設定してもなかなか成果が出ませんでした。そこで

出てきたのが地域の公民館や公共施設を利用してはどうかという案でした。その後に

公共施設にこだわらず個人宅でも開設していく動きが広がっていきました。そうして

伊賀市でも教室が増えてきたという状況です。 
      活動できる場所と人が居れば開設できるということを丁寧に説明していくことで

できると思います。 
 
委員    放課後児童クラブですが、最初は運営委員会形式でやっていたと思うが、今は指定

管理者制度に移行しているのかどうか。 
      また、例えば神戸、依那古、新居等、今現在開設されていない地区からは放課後児

童クラブを作ってほしいという要望はないのかどうか、お聞きします。 
 
事務局   指定管理については平成 18 年度に指定管理者制度ができましたので、伊賀市では

その時から足並みを揃えて指定管理者制度を導入しました。それまでの放課後児童ク

ラブについては委託契約として行っていました。 
      現在開設されていない地域からのまとまっての要望はありませんが、ちらほら言っ

てくれる方はいます。平日は学校の時間も長くなっていることで大丈夫であるといっ

た状況です。一方長期休暇の際には、例えば依那古小の子どもであればゆめが丘、長

田小の子どもであれば西小の児童クラブに行く等、クラブの空き状況によって色々な

ところで受け入れ、参加されています。 
 
委員長   他にございませんか。 
      それでは、次年度事業について説明願います。 
 
事務局   －説明（新規放課後子ども教室立ち上げについて）－ 
      －説明（新規放課後児童クラブ立ち上げについて）－ 
 
委員長   ひとつ言っておきますが予算はつきます。 
      児童クラブでは野外の遊びはどういった形で活動されていますか。それとも室内だ

けなのでしょうか。 
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事務局   各放課後児童クラブによりますが、例えば上野管内の第２風の丘ではゆめが丘の多

目的グラウンドを借りたり、南公園に行ったりして野外活動をしています。他の地域

でもグラウンドを借りて野外でも活動しています。 
 
委員    青山の放課後児童クラブは定員が 55 名で運営は４名で行っているので、大変であ

るということを聞きます。新規の放課後児童クラブふたばは定員 70 名ということで

すが、そのような人数で大丈夫ですか。 
 
事務局   先ほど説明したように規則では定員 70 名に対しては４名で行うことになります。

特に必要と認める場合には、その規則に関わらず配置を行いますが、そういったこと

があればまた協議する事になると思います。 
 
委員    参考までに定員に対しての指導者の人数を教えて下さい。 
 
事務局   基準としては、30 名以下の場合は２名、31 名～50 名以下で３名、51 名～70 名以

下で４名です。 
 
委員長   分かりやすく言えば 71 名以上になれば５名になるということですか。 
 
事務局   20 名に対して指導員１名ということですので、そうなります。 
 
委員    西柘植放課後子ども教室は地元からの要望が発端で始まったのですか。経緯を教え

て下さい。 
 
事務局   地域の中で子ども達を見守りたいという方が見えまして、子ども達を見守る場所を

作っていきたいという要望がありました。最初にこちらからも説明しましたがご理解

いただいたと考えています。それで地域の中でボランティアを集めるので、安全に見

守れる場所を市で考えて下さいということで始まりました。 
 
委員    地域の方とは具体的にどういった方々ですか。 
 
事務局   西柘植のまちづくり協議会になります。 
 
委員    西柘植のまちづくり協議会、自治協はすごく元気がいいところです。年齢の高い方

が中心になっておられる、そういうところでもやってみようという意見が出るという

ことはやっぱり上野の街中でもそのような方法で働きかけていっていただきたいと

思います。 
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事務局   そのように働きかけていきます。また自治協なりに声掛けをしていきます。久米地

区からお問い合わせいただいていますが、まだ実現には至っていません。今後も周知

については頑張らせていただきます。 
 
委員    開設日を増やしていただきたいという要望はありますか。 
 
事務局   直接保護者からの要望はありませんが、ボランティアからは今後増やしていきたい

との考えを聞いています。 
 
委員    青山の教室ですが、保護者からのニーズはあります。学童保育に預けたいが経済的

に負担になるという方もおり、日常的に安心して見ていただけるところを探されてい

ます。ひだまり文庫は毎日開けていますが、会員制になるので会員になっていただけ

れば毎日でも大丈夫である旨ご案内しています。 
      これから子ども教室のあり方をどのようにするかを運営委員会できちんと話し合

わなければいけないと思います。また、子ども教室は居場所作りと地域の方々とのふ

れあいが目的だと思いますので、児童クラブとの違いをはっきりとしておかなければ

放課後子ども教室はいずれ崩壊することになると思います。 
 
委員    今の説明を聞いて子ども教室と児童クラブの違いが分かりました。活動内容的には

大きな違いはないので今後合併して行く等のことが必要だと思います。 
 
委員    今後お互いがどのように連携していくかが大きな課題になると思います。児童クラ

ブ単体でも課題があり、よく言われるのは兄弟で一人は対象年齢だがもう一人は対象

にならず兄弟が別々の場所に行くことになると言われます。先ほど言われたような現

状であれば連携していくことは難しくイメージすることができません。 
      児童クラブで見ることができない子どもを子ども教室で見ていただくといったこ

とが連携ではないかと思います。趣旨、内容が違うものですので、そういった認識で

使い分けていただくことになると思います。何をもって連携していくかは今後の検討

課題であると思います。 
 
事務局   子どもの見守りという点での棲み分けは難しいと思います。子ども教室については

地域の方に非常に深く関わっていただいているので、地域の行事に参加してもらうこ

とがあります。児童クラブとはそういったことからでもつながりを持っていくことが

できればと思います。 
 
委員    子ども教室の世代間交流ですが、各地域のいきいきサロンで実際に世代間交流がな

されており、それと何ら変わりはないと思いました。それならいきいきサロンに助成

金を渡してもっと地域の方との交流の場を作っていくほうが予算もかからず良いの
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ではないでしょうか。 
 
事務局   そういった形での関わりはとても大切だと思います。子ども教室ではある程度年間

計画を立てて活動を行うことが条件のひとつになっていますので、そのあたりも今後

協力いただける部分があればともに進めていける部分についてはお願いしていかな

ければならないと考えています。 
 
委員長   元々子ども教室を始めるときに児童クラブを立ち上げてほしいというニーズがあ

りましたが、実施する基準に達していませんでした。子どもを見てほしいけどお金が

かかるとなると、といった状況でした。ちょうどその時に子ども教室の話があり、や

りますというグループもあったので活動が開始されました。 
      先ほどのサロンですが校区全体で活動する範囲にはまだいたっていないので、子ど

も教室を使っていただければ学校を通じてＰＲすることもできるし、児童クラブとの

調整もお互いに不満が出ないように進めてきました。色々なパターンで子ども教室が

成り立っていますので、どういった形で連携が取れるのか、連携が取れる部分はきっ

とあると思うので今日出た意見を事務局がお互いに検討していかなければならない

と思います。 
 
委員    柘植放課後子ども教室では小林区ふれあいサロンが中心となって活動しており、そ

こに柘植小学校に通っている子ども達も来ていいよというふうに感じ取れます。 
      放課後児童クラブを立ち上げてほしいが、お金も必要、人も集まらないといった中

で、今は田舎も都会も子ども達は安全でないので、児童クラブのニーズはあると思い

ます。また昔学童保育をしていたときは定員との勝負でした。 
 
事務局   子ども教室に定員はありませんので、先ほど言われた小林区では地域と子どもとの

接点を深く作ってくれていると思います。 
 
委員    児童クラブは定員がいっぱいで人数調整をして何とか入れるようにしている状態

です。これは上野管内の状況で旧町村部は余裕があります。 
 
委員長   ありがとうございます。それでは他に何かございますか。 
      今回 23 年度委員会の開催が２月になりましたが、今後時期的にどのように進めて

いきますか。 
 
事務局   もっと早い時期に開催しなければと思います。次回は夏ぐらいに開催したいと思い

ますのでよろしくお願いします。 
 
委員長   次回は今日いただいたご意見に基づいての回答や状況を提示しながら進めていき
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たいと思います。 
最後に副委員長に挨拶いただきます。お願いします。 

 
副委員長  私だけかもしれませんが、特に放課後子ども教室の中身を知らないまま委員を受け

ることになりましたが、今日は大変良い勉強をさせていただきました。皆さん活発に

意見交換をしていただき今日の会議は実り多いものであったのではないかと思って

います。今後も皆さんと論議しながら子ども達が安全安心で社会の変化とともに保護

者も子ども達に安全安心をどう担保していくかということも大きな課題になると思

います。今後も色々な意見を出していただきますようお願いしまして閉会の挨拶にさ

せて頂きます。本日はありがとうございました。 


