
                                 

 

 

放課後等の遊び場づくり事業推進委員会 設置要綱 

 

（目的） 

第１条 放課後等に学校施設を活用し、自由に安心して遊びや活動ができる場や機

会を提供する「放課後等の遊び場づくり事業（以下「事業」という。）」の持続

的かつ安定した運営を目指し、事業の評価及び円滑かつ効果的な推進に向けた助

言・提案を行うため、「放課後等の遊び場づくり事業推進委員会（以下「推進委

員会」という。）」を設置する。 

 

（役割） 

第２条 事業の評価、事業推進の助言・提案を行う。 

 

（組織） 

第３条 推進委員会は、学識経験者、関係団体の代表者及び事業従事者等のうちか

ら、市長が委嘱した委員をもって組織する。 

２ 委員は、必要に応じて追加することができる。 

 

（設置期間及び委員の任期） 

第４条 推進委員会の設置期間は、設置の日から平成２５年３月３１日までとする。 

委員の任期も、委嘱の日から平成２５年３月３１日までとする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 推進委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 推進委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちからこれを指名する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けた時は、その職務を代理する。 



                                 

 

 

（会議） 

第６条 委員長は、推進委員会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めるこ

とができる。 

 

（会議の公開） 

第７条 会議は、原則としてこれを公開する。ただし、委員長が、会議における審

議の内容が、福岡市情報公開条例第７条各号に掲げる情報（非公開情報）に関す

るものであると認めるとき、又は会議を公開することにより、当該会議の適正な

運営に著しい支障が生じると認めるときは、この限りでない。 

 

（事務局） 

第８条 推進委員会の事務局は、こども未来局こども育成課に置く。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委 

員長が定める。 

 

附 則 

  この要綱は、平成２３年７月２５日から施行する。 

 



資料1

役職 氏名 所属等

委員 横山　正幸 福岡教育大学名誉教授

委員 大谷　順子 子どもＮＰＯセンター福岡代表

委員 古賀　彩子 福岡プレーパークの会代表

委員 原口　勝 福岡市立平尾小学校長

委員 山浦　希生 若久小元気キッズ！若久現場責任者

委員 調　健一郎 こども未来局こども部こども育成課青少年育成コーディネーター

「放課後等の遊び場づくり事業推進委員会」名簿



資料2 

「放課後等の遊び場づくり事業推進委員会」傍聴要領（案） 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，放課後等の遊び場づくり事業推進委員会（以下「推進委員会」とい

う。）の会議の傍聴に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

（受付） 

第２条 会議の傍聴を希望する者（以下「傍聴希望者」という。）は，会議の開催２０分

前から会議の開催１０分前までに受付を行わなければならない。 

 

（定員） 

第３条 審議会の会議を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）の定員は，原則として６

人とする。  

２ 傍聴希望者は先着順とし、定員となり次第受付を終了する。 

 

（会議場に入ることができない者） 

第４条 ポスター，ビラ，拡声器その他会議若しくは傍聴を妨害するおそれがあると認め

られる物品を携帯する者又は会議を妨害し，若しくは人に迷惑を及ぼすおそれがあると

認められる者は，推進委員会の会議場（以下「会議場」という。）に入場することがで

きない。 

 

（傍聴人が守るべき事項） 

第５条 傍聴人は，会議を傍聴するにあたり，次の事項を守らなければならない。 

(1)  会議場における発言に対して，拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 

 (2)  会議場において発言しないこと。 

 (3)  みだりに席を離れないこと。 

 (4)  飲食又は喫煙をしないこと。 

 (5) 携帯電話，パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。 

 (6)  たすきを着用し，又はプラカードを掲げる等の示威的行為をしないこと。 

 (7)  他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。  

 (8)  前各号に定めるもののほか，会議場の秩序を乱し，又は会議の妨げとなるような行

為をしないこと。 

 



 

（撮影，録音等の禁止） 

第６条  会議場において撮影，録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし，委

員長が認めた場合は，この限りでない。 

 

（傍聴人の退場） 

第７条 傍聴人は，推進委員会が傍聴を認めない議題に関する審議等を行おうとするとき

は，速やかに会議場から退場しなければならない。 

 

（傍聴人への指示） 

第８条  委員長は，会議の平穏な進行を確保するため，傍聴人に対して必要な指示を行う

ことができる。 

 

（違反に対する措置） 

第９条 傍聴人が，この要領の規定に違反したときは，委員長は，傍聴人に対して必要な

措置を命ずることができる。 

２ 傍聴人が前項の規定による命令又は前条の指示に従わないときは，委員長は，その者

に対して会議場からの退場を命ずることができる。 

 

（委任） 

第10条  この要領に定めるもののほか，推進委員会の会議の傍聴に関し必要な事項は，そ

の都度委員長が定めるものとする。 

  

 

附 則 

 

１ この要領は，平成２３年８月２４日から施行する 

 

 



資料3

わいわい広場　開設状況

【開設状況】 【参加者数等統計】

区 実施校 開設年度 開設回数 雨天時
H22年度

H23年度
(7月末)東 香椎浜 １５年度 週２回 コミュニティールームB

香椎東 １８年度 週３回 体育館

実施校数 23校 29校
香陵 ２２年度 週３回 中止

箱崎 １８年度 週３回 チャレンジホール 参加登録児童数
（人）

3,383 3,830
千早 ２３年度 週３回 知育間等

博多 三筑 ２２年度 週３回 体育館 見守りサポーター
1,641 1,504

東光 １６年度 週３回 空き教室 登録数（人）

席田 ２１年度 週３回 体育館等
参加児童数（人） 54,729 21,631

板付 ２３年度 週３回 中止

中央 草ヶ江 ２１年度 週３回 教室等 １回あたり平均
29.3 31.2

当仁 ２２年度 週３回 中止 参加児童数（人）

南当仁 １５年度 週５回 体育館等

平尾 ２３年度 週３回 体育館

南 野多目 ２１年度 週３回 ～16:00図書館

弥永 ２１年度 週３回 教室等

弥永西 ２２年度 週３回 中止

若久 １７年度 週3～4回 体育館

城南 鳥飼 １６年度 週３回 体育館

別府 ２２年度 週３回 中止

田島 ２３年度 週３回 中止

早良 有田 １８年度 週３回 体育館

西新 ２２年度 週３回 中止

原北 ２１年度 週３回 中止

百道 １５年度 週３回 火・体育館

四箇田 ２３年度 週３回 中止

西 愛宕 ２１年度 週３回 中止

壱岐南 ２２年度 週３回 中止

金武 １６年度 週３回 中止

姪浜 ２３年度 週３回 中止

株式会社　テノ．コーポレーション

特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

麻生教育サービス株式会社

地域型



資料 4 

学生プレーワーカー事業 

（福岡プレーパークの会と福岡市の共働事業） 

 

【目的】 

「放課後等の遊び場づくり事業」における子どもの遊びを支援・活性化する

人材を確保するため、人材育成・供給システムを構築する。 

 

【概要】 

１．学生プレーワーカー育成・派遣 

（１）市内・近郊の大学生を対象にした講座 

毎月の月例会を実施（現在およそ 60 人） 

 

（２）学生の現場派遣・プレーワーカーの現場支援 

① １学期 

草ヶ江小・野多目小で毎週 1回実施 

（プレーワーカー２～３名、学生複数名参加） 

② ２学期 

・草ヶ江小、野多目小：継続して実施 

（学生複数名参加） 

・千早小、東光小、田島小：毎週 1回実施予定 

（プレーワーカーと学生複数名参加） 

③ ３学期 

・上記校で継続実施。 

・早良区 1校、西区 1校で新たに実施予定 

 

２．普及・啓発 

現場責任者・補助員・地域を対象とした啓発事業 

• 2 学期以降、原則として学生プレーワーカー派遣校にて実施（予定） 



資料 5 

参加登録児童保護者へのアンケート調査概要（案） 

 

【目的】 

本格実施から半年を経過したが、保護者の事業に対する意識を調査すること

により、事業内容の検証と評価を行い、新規開設の推進と既開設校の更なる活

性化を図る。 

 

【方法】 

• 上記の目的を達するための回答を得られるような質問項目の設定について

検討を行う。 

• わいわい広場実施校（29 校）の現場責任者を通じて、質問票を参加登録し

た児童（約 4,000 名）に対して配布し、保護者へ渡してもらう。 

• 返信用封筒にて回答結果の回収を行い、回答のデータ化及び分析を業者に

委託する。 

• 得られた結果を基に、独自の分析を行う。 

 

【アンケート項目骨子】 

• 本事業の評価について 

• 見守りサポーターへの参加について 

（参加にあたってのメリットと課題、参加しない理由等） 

• わいわい広場に対しての要望 

 

【スケジュール（予定）】 

平成２３年１０月～１１月  アンケート配布・回収 

     １２月～１月   集計・分析 

     ～２月      とりまとめ 



資料6

平成24年度以降の人材育成について（案）

H21～H22年度

遊びのサポーター養成講座
（福岡市レクリエーション協会へ委託）
・入門編（4日間）：受講者80名 修了者56名
・実践編（5日間）：受講者58名 修了者32名

新・放課後等の遊び場づくりモデル事業

H23年度

放課後等の遊び場づくり事業（わいわい広場）

遊びのサポーター養成講座
（福岡市レクリエーション協会へ委託）
・入門編（4日間）：受講者85名 修了者65名
・実践編（5日間）：9月末～10月末実施予定

学生プレーワーカー事業（共働事業）
①大学生プレーワーカー育成・派遣
②プロジェクトチームによる現場支援

H24年度～

　

豊かな遊び創出講座（仮称））
（新しい人材育成関連事業）

　対象者
①学生プレーワーカー
②プレイリーダー
③現場責任者
④わいわい広場関係者
⑤一般向け研修・講座

　１．スキルアップ
①学生プレーワーカー＆プレイリーダー
　・遊びの指導者
　・現場のサポート（地域とのつながり）
②現場責任者向け研修
③見守りサポーターを対象とした啓発　など

　２．新たな人材へのアプローチ
①学生プレーワーカー＆プレイリーダー
②現場責任者（新規雇用者研修）
③見守りサポーター新規登録者
④留守家庭子ども会関係者　など

放課後等の遊び場づくり事業
（わいわい広場）

平成24年度以降の新講座「豊かな遊び創出講座（仮称）」の概略（案）
1．目的は、放課後等の遊び場づくり事業に関わる人材育成を柱とする。
2．内容は、「豊かな遊び創出プロジェクト」「学生プレーワーカー事業」の成果を踏まえて実施する。
3．期間は、1年間を基本単位とする。継続受講は可とする。

---講座の目的---
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