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平成２８年度第１回伊賀市放課後子どもプラン施策検討委員会 議事録 

 

日時：平成２８年１１月１６日（水）午後１時３０分～１５時１０分 

場所：ハイトピア伊賀５階 学習室１B 

 

出席委員：８名 山森委員、花本委員、上山委員、小澤委員 

中尾委員、中森委員、稲森委員、児玉委員 

事 務 局：４名 生涯学習課（前山課長、山本係長） 

こども未来課（中岡課長、堀係長） 

 

 

 

１．あいさつ（児玉委員長） 

 

２．放課後子どもプラン施策検討委員会委員の紹介 

 

３．議事 

 

（１）伊賀市放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の現状・設置状況について 

放課後子どもプラン実施状況 資料１ 

①放課後児童クラブについて（こども未来課）資料２ 

②放課後子ども教室について（生涯学習課）資料３ 

   ※平成 28年 11月 1日現在の現状、設置状況について報告。 

 

（２）「放課後子どもプラン」から「放課後子ども総合プラン」へ 

（ア）放課後子ども総合プランについて 資料４ 

    放課後子どもプランと放課後子ども総合プランの異なる点について説明 

 

（イ）今後の方向性 

（事務局）放課後子どもプラン実施状況について説明 資料１ 

放課後児童クラブについて説明       資料２ 

指定管理者制度を利用して実施。下から２番目、成和西は民家を、成和東

については田中地区公民館をそれぞれお借りして、平成 28 年４月から開

設しています。また、成和東は小学校敷地内に現在建設中で 11 月から工

事に入り、来年２月には完成の予定です。来年４月からは新しい施設での

開所となる予定です。新居は、新居小学校の新築工事のため現在利用して

いる空き教室が利用できなくなることから、当分の間小学校近くに移転し

て民家をお借りする予定です。未設置校区については、現在依那古、神戸、
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久米、玉滝、長田の５校区となっていますが、今後、小学校区の統合と進

捗状況に合わせて検討していきたいと考えています。 

      放課後子ども教室について説明 資料３ 

     現在４箇所開設。閉鎖となったのは、猪田と青山第２です。 

     各教室の実施状況（子ども登録人数・安全管理員人数・活動内容・放課 

後児童クラブとの関わり） 

（議 長）次の議題に繋がることになると思いますので、新しい委員さんもいらっ

しゃいますので児童クラブと子ども教室のちがいの部分を委員さんにわ

かりやすく説明してください。その後ご質問いただき次に進めていきた

いと思います。 

（事務局）児童福祉法の規定に基づいて、保護者が労働等の理由により昼間家庭に

いない小学校の児童やその他健全育成指導を要する児童を対象として、

保育及び指導を行い、児童の健全育成を図ることを目的としています。

児童クラブについては、専門の指導員を配置し、完全に保育というかた

ちをとっています。放課後子ども教室は、子どもを対象として安全・安

心な子どもの活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、学

習やスポーツ・文化芸術活動、地域住民との交流活動等の機会を提供す

る取り組みを推進する文部科学省の事業です。あくまでこれは地域の

方々の協力がなくてはできない、ボランティアの要素をもった事業です。 

（議 長）地域の中でも違いがあって、児童クラブがなかなかうまくできないとい

う報告でした。違いを確認していただきました。子ども教室は、地域の

方のボランティアで子どもの居場所づくりということで事業が進められ

ています。これは無償ですね。 

（事務局）はいそうです。無償に近い金額を委託料からお支払いしています。 

（議 長）児童クラブについては、保育という考え方の中で、学童で保育を行なう

ということ、有償で行なわれていると認識をいただいて、今後ご検討い

ただきたいと思います。今、現状をそれぞれ説明していただきましたが、

何かご質問等ありましたらお願いします。 

（委 員）私はこの 11 月で委員の任期が切れますので、今回が最後となります。今

年、もう少し早く会議をしてくれるのかなと思っていたのですが、とい

うのは、主任児童委員の会議がありまして、この成和の西の方か民家で

しているところ、「子どもが帰ってきて、手を洗うところがだいぶ高いと

ころらしいわ、水道の位置が。遊休の教室でしてもらったらどうか。今

度会議があった時に話をしておく」と話していたんですが、開催が今と

なってもう最後の引継ぎとして言わせていただきます。成和西は民家を

使っているということですがどうなっているんですか。 

（事務局）成和西について、４月から民家をお借りして利用しています。今言われ

たように以前に使われていた台所で手を洗ったり、段差があったりもし
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ています。指導員や運営を委託している伊賀市社会事業協会において踏

み台などを置いて少しでも使いやすいように工夫をして現在運営をして

いただいている状況です。 

（委 員）それは、あくまでかなり交通量もあると思うし、遊ぶところもなく、遊

休教室を利用することはできないのですか。その方が迎えに行きやすい

し、今後の課題として考えていただきたい。もう一つ、会社終えてから、

児童クラブでお世話になったことがあるんですが、その時の現状を言わ

せてもらいます。前の人は知ってくれていると思いますが、60人の教室、

規定では 30 人に１人になっているそうですが、とてもじゃないが 30 人

に１人、60 人に２人、現実に言ってできるはずがない。もう一つは、子

ども達もよく知っていて、学校だったら先生のことはよく聞くが、ここ

へ来たらフリーなので、１年生２年生ではっきりそう言っている。ある

程度きついことを言わないと聞かないし、ついてきません。友生の方で

すが、グラウンドを借りているんですが５時ぐらいになったら迎えに来

るし、前にも言ったがかたいボールが飛んでくるし、それは危ないです。

こんなのどうしようもないことかもしれないが事故が起こってからでは

遅いと思います。今の現状をぼくは知りませんが、似たりよったりだと

思います。 

（委 員）子どもですけれども、行ってくれている人の立場から言うと、とてもじ

ゃないが、できっこないですわ。また交渉しておいてください。 

（事務局）指導員が子ども 30 人に対して１人、風の丘ですか？ 

（委 員）ぼくが行っていた時は、福祉協議会へ行っていたんですが。 

（事務局）社会事業協会ですか。 

（委 員）福祉協議会。その当時はふれあいプラザのあそこが管轄していました。 

（事務局）今、風の丘は社会事業協会です。規定では、40 人に支援員２人。委員さ

んがおっしゃったように、今たくさんの児童になっております。風の丘

はたくさんのお子さんがお入りになっています。規定では、40 人に２人

なんですが、子どもたちを安全にみられることが大事ですので、もう少

しプラスα、３人ぐらいでみていただいている状況です。 

（委 員）実は、その時もとてもじゃないが見られませんでした。５人つけてもら

いました。５人いたらある程度は安心できるんですけど、費用の関係で

できるだけおさえよとのことでした。そこらも考えておいてください。      

（事務局）わかりました。支援員は今 40 人に２人か３人で対応しています。基本的

に 40 人を１つの単位として、60 人の定員だったら１ヶ所ではなくて２

ヶ所に分けて、最高 40 人でしっかりみるようにとご指導いただいており

ますので、定員の多いところ近年のうちに 40 人を一番多い単位として教

室も割って指導員さんの目が届くようにはしていきたいと考えています。      

（委 員）事故が起こってからでは遅いと思うので。 
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（委 員）指導員になる者が高齢者なので、市の規定では２人だったんですが、と

ても見られないので子ども５人に先生１人くらいの割合で入れようとし

ています。 

（委 員）実際されている指導者の声とかも聞いていただくようお願いします。 

（委 員）学校や保育園の先生が放課後をしてくれるところはたぶんお若いので人

数が少なくてもよいが、経験のないところもありまして。 

（委 員）実際みんなみているところは高齢者ばかりです。 

（事務局）お世話をおかけしています。 

（議 長）今ご意見いただきました、施設の問題、指導者との連携の問題かと思い

ますが、検討の事項もありますが、現場の声を確認しながら進めていた

だけたらと思います。 

（委 員）１・２年生が対象だったのが、空きによって拡大しながら５．６年生を

加入させるという方法もあるようですけれども、そのあたりの保護者の

ニーズとか子ども達の参加の意識とかどうですか。今の保護者の生活の

状況でしたら、子どもを預かってほしいような考えがあると思うのです

が、昨年度今年と比べてどうですか。 

（事務局）今ちょうど来年度の募集の申込みをしていますので、まだ状況を把握し

ていませんが、28 年度につきましては条例上６年生までをお預かりする

ことになっていますが、町なかでは、上野西小学校区・友生小学校区に

ついては、６年生までご希望いただいてもご利用いただけていないとい

う状況です。人選はやはり定員がありますので、小さなお子さんから優

先してご利用していただくことから、大きいお子さんについてはお断り

させていただきました。ただ、児童クラブによっては、定員に空きがあ

ったり余裕があったりしますので、保護者の方にご理解を得れば、特に

長期の休みをみていただきたいというお話が多いので、そういう場合は、

今回は外れましたがこういうところがありますと、空いているところを

紹介したりしています。 

（委 員）そういったケースはそんなにないですかね。  

（事務局）学校帰りに歩いて児童クラブに行くことになるので、校区外に行くとい

うことは厳しく、やはり小さいお子さんから優先させていただいて、大

きいお子さんは申し訳ないけれども家にいていただくということでさせ

ていただいております。28 年度につきましてはそういう状況でした。 

（事務局）放課後児童クラブに預けると安心、ある程度大きくなるとある程度規則

に基づいて行動しなければならないという縛りがあるので窮屈、という

考えをもった方もいらっしゃると思います。 

（委 員）分かりました。 

（議 長）先程成和西の話が出ていましたが、空き教室を使うというのもある程度

制約があると思いますので、協議も必要かと思います。それぞれの調整
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をお願いしたいと思います。私の方から、青山第２ですけれども、ここ

は廃止になったということで、子どもはどこか行くとかどこかと連携は

とれているのでしょうか。 

（事務局）青山第２については、長年お世話をいただいていたが、サポーターの高

齢化であったり、見守る地域の方のご協力が得られないことで残念なが

ら、廃止に至りました。子ども達は、学童に入ってくれたり、自宅で過

ごしたりしています。そんな中で青山の放課後子ども教室にお世話にな

りながら現在居場所づくりをしていただいているところです。 

（議 長）子ども達のことを考えたら、子どもの安全・地域の見守りを継続してや

ってもらうことが大事だと思います。その連携とか地域の協力を得ない

とできないこともありますが、そのあたりも検討していただきたいと思

います。何か他にありませんか。 

（委 員）前にも聞いたが、教育委員会と健康福祉部と兼ねているが、伊賀市では

一括して管轄するとかならないのですか。 

（議 長）次の連携の部分でご協議していただけますでしょうか。放課後子どもプ

ランから放課後子ども総合プランについて説明をお願いします。 

（事務局）資料４について説明 

（議 長）事業を一体に進めていくということのお話でした。今の現状から、地域

がかかわった事業でありますし、今後の方向性をご検討いただけたらと

思います。感想やご意見をいただきたいと思います。西柘植のところで

考え方が違うというのは、一緒にできないというようなお話だったと思

うのですが、どういう考え方が違うのでしょうか。 

（委 員）一体型にしても連携型にしても、児童クラブと放課後子ども教室とは根

本的に違います。児童クラブは保育で、親御さん１ヶ月いくらで有償で

支払ってするんですけれども子ども教室は無償です。この４月から青山

の方では３日間（火・水・木）と子どもさんに来てもらうようにしたん

ですが、本当は１日だけの方が私はすごくいいんですね。親御さんは、

ただで預かってくれる児童クラブができたという考えで来てくれる。完

全に預かり所になりつつあるので、はっきり言ってボランティアを集め

るのはすごく難しくなってきている。片や、ちゃんと有償で預かってお

金もきちんといただいて、指導員という形でやっている訳で、もちろん

こちらの教室は、ボランティアなので資格も何もないし好意でやってく

ださっている。わずかですが、私達は個人で別のところで活動している

ので活動の費用と場所の維持をするためのお金がいるのでボランティア

の人達は働いたお金は寄附してくださってボランティアをしてくれてい

る。そこへお母さん達はただで預かってくれる所ができたということで、

人数が多くてパニック状態で、ボランティアの数が少なくて困っている

状態です。それでちゃんと時間に迎えに来てくれたらいいんですが、５
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～10 分と遅くなる。そうするとボランティアの人も遅くなる。子ども達

が帰らないと帰れない状況が出てくる中で、一体型とか連携型を推進し

ていかれたら、大変なことだなあと思いました。また、それを児童クラ

ブのところへ放課後子ども教室の子がおじゃまするのならまだいいです

が、逆なんですよね。じゃあ誰が、コーディネーターが行事を企画して

誰がさらに増える子ども達の面倒をみるのか。長期休暇の時、元気クラ

ブさんとしているが、企画するのも全部こちらなんです。そこへ来てい

ただいている参加する学童さんも障がいのあるお子さんも無償で来てい

ただいている。全部費用はこちらもちなんです。もちろん委託料の中か

ら支出していますが、年間 10 万円の費用の中でそれを全部賄うのは難し

いという中でじゃあ誰がしてくれるのか、また、安全安心に見守るのも

こちらなんです。来ていただく側が提供する方になるので、安全・安心

がみんなこちらになるので、だからどうやってボランティアを募集する

のか、すごく今悩んでいます。お母さん方で働いていない方のお子さん

も預かっているのでボランティアとして来てもらったりしているが、３

日間預かってもらっているのでその間アルバイトに行っていますと言わ

れてその仕事が終わって迎えに来るという状況で、じゃあボランティア

はしてもらえない、お母さんの空いている時間に少しずつボランティア

をしていただけると助かる。多少ですけれど交通費ぐらいは出るので手

伝ってもらえませんかとお願いしていますが、出てきてくださらないと

いうような中で、この連携型とか一体型をやっていくようにと言われた

ら、これ逆にするとかすれば大いにやっていただけたら助かるんですけ

れども、何かあった時にはどういうふうに受け入れ体制をつくるのかと

いうことも全部こちらが考えなければならないとなったらこれはもう迷

惑なことですし、子ども教室は全部なくなると思います。 

（委 員）確かにそうだと思います。費用はどうするのかなと思ったりしました。

何か施策として出ていますか。 

（事務局）一体型に取り組んでいただいたら、優先的に補助金は交付しますという

ぐらいで、細かなところまで考えられていない施策です。どちらで費用

をもつのとか全く示されておりません。子どもの安全安心という面から

も具体的に示されていないため、進めていくということになれば、大変

なことになると思います。 

（委 員）委員がおっしゃっていたような声が文科省や厚労省なりに多少なりとも

声が届いているんでしょうかね。ボランティアでしていただいているこ

と自体が大変なことなのに。 

（委 員）続けば続くほど、関わってくださるボランティアは疑問に思われるので

やってもらえなくなる。子ども教室を始めてから８年目になりますので、

最初に関わった人がずっと８年年をとる、次にやってくれる人を育てな
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ければならないんですが、どうやって若いお母さんを巻き込んでボラン

ティアになっていただいてこの活動を賛同してやっていただけるかを考

えた時に、国は働け働けといっているので、ボランティアとしては働か

ない。普通こんな金額で働かないよねと言われるのでボランティアをど

うやって頼めばいいのかなと第２が辞めざるをえなくなったのも分かる

気がします。 

（議 長）本当に大きな課題だと思います。今後考えていく必要があるかと思いま

すが、地域の方々からしたら子どもの児童クラブも教室も同じような感

覚で捉えられているということで、ある議員さん方は、児童クラブはま

ず教室を作ってからでないとできないのではないかというような意識を

もってくれているような人もいます。教室を足がかりに児童クラブへも

っていこうと感覚をもった人もいますので、はっきりと知ってもらうこ

とが必要かと思います。地域理解が必要だと思いました。 

（委 員）児童クラブをしている側からいいますと、児童クラブはお金を支払って

いるから何かをしてもらわないと。メインは保育ですが、やっぱりそれ

だけでは、すんでいかない部分もありますので、子ども教室ほど毎週何

かをできないが、年間予定を組んで事業を実施しているというのも児童

クラブはあるので、児童クラブと子ども教室とどう違うのと言われたら、

根本的な部分は違うと思うんですが、やっている部分とかは一緒ですよ

ね、こっちからみますと。 

（委 員）違いを言っています。うちは預かり所ではないということ、子ども達が

好きな時に来て、帰りたくなった時は帰れる。一歩出たら一切責任は持

ちませんし、命の補償もしません。帰りたい時に帰ってもらっているの

で、どこへ行ったんですかと聞かれても、どこへ行ったんでしょうねと

答えますよときちんと言っています。来たくない時は来なくてよいし、

子ども達の遊びの通り道として利用する場所ですからと一生懸命言うん

ですが、でも親にしてみたら行く場所が分かっているからその日はここ

に行っていてねと子どもを送り出しているみたいです。そうすると、親

が迎えに来るまでは、ここから出さないようにしないとか、いろいろあ

るもんで区別がつかないということはそういうことなんですね。 

（議 長）子ども教室が増えていかないとか、次に続かないということですね。 

（委 員）本当は子ども教室はなくし、学童保育を細かく作ってきちんと職業とし

てやれるような子どもの預かり場所を地域の中にたくさんふやしていた

だけたらいいのになあと思います。子ども教室は月に１回イベントをや

るのでその時に学童さん来てくださいという方がどんなに楽かなあと思

いました。日常的に子どもが来ると思うと、その時は教室を開けなけれ

ばならないし、その時間はいなければならないし、それをきちんとやっ

てくださる人を確保しなければならないし、個人でやっているとまたそ
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ういう人を集めるのも難しくてよっぽど理解してくださる人を探してい

かなければなりません。預かり所と思われているのが一番辛いです。預

かりたいと思う人は、学童の方へ学童のニーズをもう少し広げていただ

ければと人数を増やすとか場所を少ない人数であっちにもこっちにもあ

れば学童があれば親がかえってくるまで預かってもらえる。対価を支払

ってでも市の中にいっぱい作っていただけたらと思います。市の費用で

全て各地区に作ったら、子ども教室は作る必要はないと思います。 

（委 員）自治協が 38 個あるんですから、自治協の中に学童保育があって市と連携

してするようにすれば、38 学童ができるといいのになと思いました。 

（委 員）自治協単位ですれば知っている人も多いし、ある程度みんな自制する可

能性はある。10人や 5人のために１つを作るのは市民センター（自治協）

の部屋ですれば、児童クラブの部屋にして職員を置いて、子ども教室を

増やすよりいいのではないか、働く人にとってもいいのではないでしょ

うか。 

（委 員）児童クラブの保険はどんな形で入っていますか。 

（事務局）それぞれの児童クラブで保険に入っています。加入と同時に必ず保険も

加入してもらうようにしています。 

（委 員）子ども教室はどうですか。 

（議 長）一応掛けていただいている。陽だまり文庫としても掛けている。子ども

教室としても掛けている。陽だまり文庫は子どもの居場所としているた

め、そういうお金も支払えないというお子さんもきている。居場所のな

い子どもに利用してもらっている。 

（議 長）子どもの貧困・経済的な部分だけでなく、いろんな意味で出ている問題

を抱えている部分を拾いあげていく。どちらも大事な事業です。一体型

の前にもっとやるべきことがあるのではないかというご意見でした。こ

のことについて、費用面今後のことについては、はっきりとしたことが

出ないと思うんですが、それぞれ推進をしていく中で方向としては、今 

     おっしゃっていただいたことに答えていけるよう考えていただいたらと

いうことでよろしいでしょうか。 

（委 員）児童クラブは、国の補助で作っていくという方向となっていますので校

区ごとに作っていくことになっています。事情のあるところは別として

作っていく、結果的に増えてきています。問題は、放課後子ども教室が

増えてきていないのが問題で、資料４のところで夢のようなことが書か

れています。児童クラブは今後も推進していきます。自治協のお話も出

たのですが、地域コーディネーターを社協に配置しております。そうい

う福祉の関係の中で放課後子ども教室を構築していくことができないも

のかと私は思っております。生涯学習課で地域の方と話をして教室がで

きないでしょうか。まずは必要があるのではないでしょか。そこが不足
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しているように思いました。 

     児童クラブのところの子ども教室の子が行くといったことから現実的な

ところから始めないと進めていけないでのはないかと思いました。本当

に進めていこうと思うのであれば、そういうところから進めていかない

といけないのではないかむずかしいのではないかと思いました。ハード

ルを高くするとできないのでできるところから週１回でもそのうち考え

ていただけるのかなと思いました。 

（議 長）ありがとうございました。今も話出ているように、自治協さん活動して

きていただいていますので、そういったことのご協力やら、あるいは地

域の子ども会とか、地域にかかわる部分が非常に大事になってきている

かと思います。特に子ども教室は地域のボランティアさんでどこも問題

を抱えているので、これを進めようとすると子ども教室については、費

用の問題とか責任の問題とか大きくかかわってくると思いますので考え

方をしっかりともち進めていかなければと思います。 

     そういくことを児童クラブと教室の一体型というのは難しいと思います。

啓発活動もしっかりとやっていく必要がある。 

（委 員）補助はどうなっているのですか。ボランティアの補助というのはないの

ですか。 

（委 員）子ども教室は、生涯学習課から委託事業としていただいています。活動

経費は年間 10 万円です。あとは人件費の部分は市からいただいています。 

（事務局） コーディネーターは１時間1,080円、ボランティアは１時間540円です。 

（議 長）安心して事業をすすめられるような方向性をきちんとしていく必要があ

るかと思います。 

（委 員）現場をみせてもらいながらいろいろなことが考えられた。昨年は現場を

みせていただいて現場の声を聞きながらの話でした。そういうことはど

うかと教育民生委員が実態を知っているのか、場所に踏み込んで事情聴

取したりとかしてそういうところから県・文科省なりに言っていくこと

が実態をしっかりつかむことが大事なことだと思います。市も子どもを

守る大きな業務があるので議員さんたちにそういう場を見ていただくこ

とも必要であると考えます。そういうことを始めていかないと現場に密

着したことが分からない、できることならお願いしたい。 

（委 員）昨年は３回現場を見て実施されたがやはり現場をみないと分からない。 

（事務局）１回目ふたば、２回目古山、３回目中瀬の現地を見に行きました。今年

度の１回目は遅くなりましたが、年度内にはもう１回開催したいと現場

の方へも一度行っていただきたいと考えています。 

（委 員）１回目は募集前に、2 回目は夏休み前に現場みて、3 回目は２月か決定し

てからしてほしいと、実際やってくれたし、頑張ってくれた。 

（議 長）今もこのように意見が出ていますので今後もそういう形で進めていただ
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きたいと思います。 

（事務局）そのような形で進めさせていただきたいと思います。 

（議 長）いろいろご意見をいただいている中で次のステップに進めていけるよう

今後現場を見るということでよろしくお願いしたいと思います。     

（事務局）本日は熱心にご協議いただきありがとうございました。この事業が効果

的にすすめられますよう今後ともご協力をお願いします。 

本日はお忙しい中ありがとうございました。 


