
新・放課後等の遊び場づくりモデル事業 検討・提案会議（第５回会議） 議事録 

 
１．開催日時 平成２２年４月１９日（月）１５：００～１７：００ 

 

２．開催場所 エルガーラホール７階 会議室Ⅰ 

 

３．出席者   出席委員 1３名 

         横山委員、大谷委員、鈴木委員、戸部田委員、仲里委員、榎田委員、

山部委員、宗委員、小野委員、山浦委員、守田委員、在津委員 

出席幹事 ３名 

 河口幹事（代理者出席）、諸岡幹事、長谷川幹事 

 

４．議題    Ⅰ 事業の推進体制について 

        Ⅱ その他報告事項 

          

 

５．議事概要  別紙のとおり 

 

 

６．会議資料  別添のとおり 



冒頭挨拶 

○事務局 新幹事について紹介 

・市民局コミュニティ推進課長 河口幹事（代理者出席） 

・博多区地域振興課長 諸岡幹事 

 

Ⅰ 事業の推進体制について 

○委員長 

・これまで、４回の会議で、開設日時、実施場所、内容、留守家庭子ども会との連携など、

個別具体的部分についてご意見いただいてきたことをふまえ、今後の事業の推進体制に

ついて意見をいただきたい。 

 

○事務局 説明 

【資料１－１ 事業制度の概要について】 

【資料２－１ 効果的・効率的な事業手法の検討】 

 

○委員長 

・さまざまな深い内容がある。事業制度の概要はこれまでの議論をわかりやすくまとめた

もの。全市展開に向けてどのような形がよいのか、ここが今回の議論の中心になると思

う。地域、嘱託職員、民間委託と３つの場合があるが、いずれもメリットデメリットが

ある。ご意見をいただきたい。 

○委員  

・費用の内容をもっと詳しく教えてほしい。 

○事務局 

・大部分が現場責任者の人件費。民間の場合の経費が１２０万円、職員の場合１９０万円、

地域の場合５０～６０万円。残りは物品や、補助員の経費などにかかる。 

○委員 

・１２０万円がベースか。 

○委員 

・民間事業者で学校地域との関係で支障がないという他都市実績について詳しく知りたい。 

○事務局 

・東京では多くの放課後子ども教室で民間委託が進んでいる。また、留守家庭子ども会な

ら福岡都市圏でも実施例がある。例えば、那珂川町、宗像市、大野城市。大野城市では

１校で放課後子ども教室の民間委託が始まっている。 

 

○委員 

・子ども会の立場から見ると、本当に遊びが衰退して、子どもにも保護者にもマイナス現

象が生じている。この事業がきちんと１４６の小学校で実施され、本当に遊びを通じて



人間形成ができることが願う姿である。 

・しかし、地域になかなか専門的指導者がいない。ある程度の資格がある方が、遊びの基

本を親も子も学び継続的に進められるよう、全市的にきちんととりいれていただくこと

が望ましいと思う。地域で継続するための後継者問題は、悩みとして存在する。 

○委員長  

・確かに地域主体型は理想的。ただ継続が問題となるということ。 

○委員 

・先ほど人件費について聞いたが、地域でやっていく場合はある程度の手当が必要と思っ

ている。それがないと地域の人にお願いできない。もし、民間の場合のように１２０万

円あれば、半日くらいがんばってくれる人を頼めると思う。地域型にしても、そのくら

いの費用をかけてほしい。 

○委員 

・留守家庭子ども会の指導員をしている。直接現場でお金の動きなどを見ると、やはりお

金がかかっているのかなというのが正直な感想ではあるが、同時に、学校の敷地内で学

校の子どもたちと一緒に育ちを見守るという趣旨なので、コストだけでなくいろんな方

面から検討をする必要がある。 

○委員 

・民間委託で行く方向という動きもあると思うが、推進センター機能はどういう位置づけ

になっていくのか。民間委託の場合はあらかじめ質の高い人材が集められ、企業が別の

ところで人材育成し、地域との関係も支障ないということである。それなら、１９年度

の懇話会からずっと議論されてきた推進センター機能というものが、どういう形として

かかわってくるのかよく見えないので、もう少し詳しく説明してほしい。 

○事務局 

・推進センターは、第三者機関のような形。市が、委託仕様を定めて実施状況をチェック

していくが、手前味噌にならないよう、外から事業の進捗状況や現場の実施状況を見て

いただいて、「ずれているんじゃないか」とか、「もっとこうすればうまくいく」とか、「他

都市はこうしている」など提案を受けて、事務局が軌道修正していく形を考えている。 

○委員長 

・推進センター機能については、１９年度の懇話会の重要なポイントであった。効果的・

効率的手法がどの形をとるにしても、いい方向に進むようにアドバイスしていくという

のが推進センターの役割。市民への周知や関わって頂く方への啓発なども担う役割とな

る。 

 

○委員 

・今後民間事業委託という方向であれば、学校でやる場合、市職員であれば学校とのかか

わりはスムーズであったが、学校とのやりとりはうまくいくのか、その部分が最初の問

題になってこないか。ぱっと変わるわけじゃないだろうが、ひとつの問題として提起さ



れてくるんじゃないかと思う。 

○事務局 

・指摘のような声は現場からも上がっており、事務局としても検討した。子どもたちがお

り、個人情報もある学校施設に民間事業者が立ち入ることに関しては、学校、教育委員

会と協議を重ねてきた。学校内の立ち入りの範囲などは仕様に定め、事業者にもきちん

と研修など行ってもらうようにする。市（こども育成課）の責任で配置するので、万一

不都合があれば、責任もって対応させていただく。 

・また、校長 OB であるコーディネーターを各区に配置するので、学校と事業者の間に入

って調整するなど、円滑に働くようにしたい。 

○委員 

・後継者、コストを考えると民間受託はすばらしいアイデア。しかし、校区では主体的に

地域や PTA ががんばってこられた。こどもは地域で育てるという理念。保護者や地域が

関わることによって、子どもがわかるようになる。こうしたメリットは、これからもい

かしていかなければならない。 

○委員長 

・非常に重要なご指摘。子どもは地域で育てるという点からいうと、かかわり方としてど

うかというご意見。一方で、地域によってできるところ、できないところがあるという

点についてはどうか。全く出来ないという地域においてはどのようにすればよいだろう

か。 

○委員 

・公民館事業など、遊び場作りと地域事業と一体としてとりくむとよい。地域で行ってい

ることと連携することが大事になってくるのではないか。 

○委員 

・次第に明確になってきたことがある。何が大事な方向性かといったとき、遊び場を確保

していくことが地域の力で守られていく方向が本筋と思う。 

・そのときに、地域の力がなかなかまとまらないときもあると思うが、その地域を置き去

りにしないで、当分は民間事業者に力を借りるとしても、地域の力がついてくる方向性

を求めていくべきでないか。ここで、推進センターがどういうスタンスでかかわってい

くかという点が決定的になるのではないか。 

○委員長 

・現実的には民間委託を考えるとしても、方向性としては地域がしていただけるような方

向性を考えておく必要があるということ。 

○委員 

・民間事業者については、独自の経験・ノウハウがある、学校との関係も心配ない、コス

ト面でも地域や嘱託職員よりプラスがあるようだから、自然に方向付けられていくだろ

う。ただ、本当にそうなのか、民間委託という言葉だけ聴くと引っかかる。そこらへん

が心配しなくていいということであればよいが。 



・放課後等の遊び場づくり事業がスタートした基盤・基本原則がどういうことか、はっき

りしていないといけない。屋外での遊び、活動が鈍っていることを何とかしようとして

スタートしたもので、子どもたちの活動を見守りながら地域で育てることとの関係は、

割り切っていかないと。「遊びとは何ぞや」をいったりきたりするだけになってしまう。

行政はこれを整理できるようわかりやすく言っていただきたい。 

○委員長 

・それをまとめたのがこの資料だろうと思う。趣旨を忘れないように展開していく。中心

的役割をどういう形にしていくかが議論。 

○委員 

・自分もこれをみたとき、地域主体での運営はほとんどマイナスばかりに感じた。私たち

はコスト削減のためにやっているのかとモヤモヤしていた。「地域で育てる」と委員が言

って頂けて良かった。ここに自分たちのポリシーがある。自分も PTA から移行してきた。

ここを基本にすえたうえで、コーディネーターに手伝ってもらいながらやっていこうと

思っている。後継者問題はあるが、スタッフに新しい人を入れていくようにすれば、人

材が育っていくと考えている。 

○委員 

・私の校区も地域主体で実施している。ボランティアのお母さん方は少ないけれどがんば

ってくれている。後継者問題は心配ではある。私も元気ある限り続けたいが、何年続く

かわからない。地域と民間と同時にいい所取りができるような考えがあればよいが。活

動には地域の方も入っていたらいいと思う。子どもがスーパーなどで声掛けてくれたり

している。 

・コスト面では人件費にかなり差があってびっくりしている。 

○委員 

・私の校区は４月から民間に委託することになり、手探り状況で出発するところ。問題は

これから。今まで、地域の方でやってきたので少人数でいっぱいいっぱいで、週１回が

２回になったときは「大変だ」とブーイングがあった。今度３回になり協力も得られな

い状況。とてもいままでの話を聞いてコメントのしようがない。 

・民間事業者になると経費が削減になるといわれているが、子どもが思いっきり遊べるよ

うなシステムを作ってもらいたい。小学校のグラウンドは、空いているようでもクラブ

チームに貸しているからクラブに入ってない子どもは遊びにいけない学校も多い。私の

校区では、日曜は空けるようにして、クラブに入ってない子どもが遊べるようになって

きたところ。 

○委員長 

・理想的には地域で子どもを育てる。関わっていただけるのがよいが、難しい状況の校区

もあるということ。 

○委員長 

・事務局に質問だが、学童保育の場合、委託の会社が全面的に対応しているのか。 



○事務局 

・宗像市、那珂川町では完全に委託する形でなされている。議論の中で、民間事業者委託

という言葉が独り歩きしているような印象ではあるが、事務局としても、基本的には地

域主体で地域で子どもを育む運営が理想と考えている。 

・一方で、平成 15 年度からやってきて５年間で５校しかできなかったという結果がある。

省みると、コアとなる人材がいるかどうかが大きいということに気づいた。ある程度保

護者の協力は得られても、運営をまわしていくコア人材がいない。ここへ、嘱託職員を

おくとうまくまわりだした。現場に地域の力があり、コア人材がいれば地域で。いなけ

ればコア人材をおく。 

・東京などの全面的に委託する方法とは違い、福岡市ではいままでどおりの運営協議会に

関わっていただきながら、さらに、保護者、NPO、学生にかかわっていただきながら、

コア人材をおくというのが今回の趣旨。市職員を置く場合と比較した場合には、信用保

証の問題をきちんと整理すれば、今までと同じ形でできるのではないかというところで

ある。 

○委員長 

・決して民間に丸投げということではない。コアの人材を民間の方に委託していただくと

いうこと。 

 

○委員 

・ここはよくみんなで考えないといけない。地域主体の欄はマイナス要因ばかりではない

かという意見があった。確かにそのように書かれているが、果たしてそうだろうか。今、

ますます地域のつながりはばらばらになり、無責任になっていく、それでいいのだろう

かと考えたとき、これを取り持つ方法として、この事業の中にいれていくのはどうか。 

・子どもの遊びというのが普通には成り立たなくなった時代の流れの中で、この事業趣旨

を成り立たせようとしていることは、本当に厳しい仕事。普通だった地域のつながり等

をとりもどしていくということとセットでなければ、厳しさのあまり、委託となる流れ

は見えている。 

・しかし、現実に支える大人がいないという状況の中では、手法を持っておられる方にお

願いするという方法もあると思うが、私たちが子どもを誰かに委託するということはな

い。このことを据えて、地域のプラス面を取り戻していくという取組みにもっと知恵と

努力が必要である。そういう役割を推進センターが担うべき。いろんな可能性を駆使し

ながら貫いていくことが必要。そんな議論を私たちはやってきたのではないか。 

○委員長 

・地域の皆さんのつながりがばらばらの状況の中で、いい方向にもっていくように。全面

的にお任せになってしまっては未来がない。方向性としては、民間委託するとしても、

地域が手をつなぐ形でのやり方を考えていかなければ。これが推進センターの課題と思

う。 



○委員 

・推進センターも方向付けがあり、コーディネーターがいるということ。できる校区がや

るだけでは達成しない。どの校区もきちんとした運営が継続できることが大事。 

・私の校区ではもう６年実施しており、留守家庭や校庭開放や夜間開放など様々あるが、

親身になって支えるべき学校や自治協は他人事。校区では意識が低い。これを軌道に乗

せるのにどうしたらいいか、皆さんが各団体に持ち帰って考えるそんな時間も必要では

ないか。公民館でも事業のことを聞いたことがない。少し現場にまかせきりではないか。

後継者問題は、中核となる人がどれだけ責任もってできるか。ここにおられる方の団体

がどれだけ責任もっていけるかということ。 

○委員 

・学校の中の PTA は事務職員を持っている。それと同じ資格でやれないか。子ども会など

は完全なボランティアでやっており、先ほど地域でいくらかもらえたら継続できるとい

ったが、他の団体とのバランスなどの問題がある。校区全体からのお金のかけ方として、

子どもの遊び場作りに１人雇うとか、どうしても民間の事業者をもってこないといけな

いのかとつきつめて考えればＮＯだ。地域の中でどうかして消化していかないといけな

いのではないか。 

・活発にやっているクラブ活動も、民間から親が指導者を雇ってやってもらっている。一

方で遊びには親がお金を出さないということで、代わりに市が人材にお金を出さないと

いけないということはおかしいのでは。地域と保護者でなんとかしていかないといけな

い。 

 

○委員 

・今非常にサッカーや野球が盛ん。親も一生懸命、自主的にやっている。遊びに対してい

ろんな問題があり、活性化したいということで、行政が育てる方法がないかとはじまっ

てきたのがわいわい。 

・公民館がどれだけのことができるだろうか。スタッフもいない。職員もいない。地域諸

団体、学校 PTA と一緒にできるものは一緒にやろうとしている。公民館を活用しても

らおうとしている。 

・民間がよければそれでも結構、ただ、何かひっかかるところを、子どもの遊びの活性化

という立場から、推進センターなど、チェックするところが必要。 

○委員長 

・まさにその構想が A3 の資料。この先コアとなる方がどういう方であるか、決めていく

だろうが、一番大きな役割が推進センターであろう。ここがずれてしまうと、子どもに

とって意味を成さないものになる、揺らがないようにしなければならない。いろんな団

体が関わっていくことも推進センターがかかわってサポートしていく必要がある。 

・方向としては見えてきているのではないか。一つは、難しい状況の校区がある。これが

事実。アンケートでも、こうした場所を作った場合に参加させないという保護者の率が



高かった。第一の理由はボランティアできない、塾やお稽古事があるということ。 

・現実的な路線として、民間委託もいたし方なしという考え方と、地域の関わりを重要と

する考え方。これを調和するような形で、事務局で意をくんでまとめてもらうというの

はどうか。地域主体だけでは動かないが、丸投げで委託するのではない、地域で子ども

を育てる状況をつくるために、地域が関わることが大事。二段構えのような感じか。１

００％任せるのではなく、きっかけとしては民間があり、地域でできるところは地域で。

事務局にはこのような委員の皆さんの思いを受け止めていただき、最終的な方向性を打

ち出していただけたら。皆様よろしいでしょうか。 

 

Ⅱ その他報告事項 

○事務局説明 

【連携マニュアルについて】 

○委員 

・ルールについて、柔軟性があるのは結構であるが、できるだけ遊び場の共通ルールを

作るなど、子どもが混乱しないよう配慮していただきたい。 

・事故の問題は十分共通理解しておき、後で押しつけ合うことにならないよう。 

 

○事務局説明 

【アンケート結果について】 

○委員長 

・示唆に富んだ内容で、いろいろと読み取ることができる。 

 

○事務局説明 

【広報 DVD 完成について】 

○委員長 

・よく撮ってくれている。これは配布済みか。 

○事務局  

・活用方法については、現在検討している。 

 

○委員長 

・今後のスケジュールについて事務局から。 

○事務局 

・H20 年度から新モデル事業として取り組んできた。本年２２年度においては今までや

ってきたことをまとめて新しい事業制度を構築したい。現場のいろんな取組みを検証

いただいたが、次回第６回をまとめとさせていただきたい。これまでの内容を事務局

でまとめて報告書案として作成しお諮りする。豊かな遊び創出プロジェクトについて

も報告させていただく。合わせて、今年度から実施している民間委託方式の６校の状



況についても、次回報告させていただきたい。次回は８月下旬頃を予定しており、そ

の際には事前に報告書案をお示しし、ご意見いただきたい。 

○委員長 

・今回も本質を突く大事な意見をいただいた。次回は報告書の案をいただき、その確認と

なると思う。 

  


