
平成 24 年度第 1 回 「放課後等の遊び場づくり事業推進委員会」 

 
日時：平成 24 年 7 月 23 日(月) 14:00～ 
場所：アクロス福岡 501 会議室 

 
 

－  次  第  － 

1. 開会 

2. 議事 
(1) 平成 23 年度及び平成 24 年 6 月現在の実施状況について 

 
(2) 人材育成について 

① 平成 23 年度実施報告 
  ・・「学生プレイワーカー育成事業」 
  ・・「わいわい広場 in 天神 2012 春」 
② プレイワーカー育成事業（PLAY FUKUOKA） 

・・学生プレイワーカー養成講座 
・・遊びのサポーター養成講座 

③ 現場責任者研修 
 

 (3) わいわい広場の現状と課題について 
① 見守りサポーター登録数の減少 
② 地域からの協力 
③ 遊びの普及啓発 
 

 (4) 「放課後等の遊び場づくり事業参加登録児童保護者アンケート調査」について 
（最終報告） 

 

3. 閉会 
 

【資料】 
資料 1・・「放課後等の遊び場づくり事業推進委員会」名簿 
資料 2・・わいわい広場開設状況について 
資料 3・・人材育成について 
資料 4・・わいわい広場の現状と課題について 
資料 5-1,5-2・・子どもの「豊かな遊び」について（講演）のご案内 
資料 6・・「放課後等の遊び場づくり事業参加登録児童保護者アンケート調査」概要 



資料1

　放課後等の遊び場づくり事業推進委員会　名簿

役　職 氏　名 所　属　等

委員長 横山　正幸 福岡教育大学名誉教授

副委員長 大谷　順子 子どもNPOセンター福岡代表

委 員 古賀　彩子 PLAY FUKUOKA 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 小野　真一
こども未来局こども部放課後こども育成課
青少年育成コーディネーター



資料2

わいわい広場 開設状況 （平成24年6月末現在　48校）

区 実施校 開設年度 開設回数 雨天時 区 実施校 開設年度 開設回数 雨天時

東 香椎浜 15年度 週2回
コミュニティー

ルームB 城南 鳥飼 16年度 週3回 体育館・図書室
・家庭科室

箱崎 18年度 週3回 チャレンジ
ホール

別府 22年度 週3回 中止

香椎東 18年度 週3回 体育館 田島 23年度 週3回 中止

香陵 22年度 週3回 中止 城南 23年度 週3回 体育館・図書室
・ふれあいルーム

千早 23年度 週3回 体育館等 堤 23年度 週3回 体育館

千早西 23年度 週3回 中止 七隈 24年度 週3回 中止

香椎下原 23年度 週3回 中止 早良 百道 15年度 週3回 火・体育館
水金・中止

博多 東光 16年度 週3回 多目的室･
おはなしルーム

有田 18年度 週3回 体育館

席田 21年度 週3回 空き教室（体育館・家
庭科室・図書室） 原北 21年度 週3回 中止

三筑 22年度 週3回 体育館・図書室
・家庭科室

西新 22年度 週3回 中止

板付 23年度 週3回 中止 四箇田 23年度 週3回 中止

那珂南 23年度 週3回 中止 原 23年度 週3回 中止

春住 23年度 週3回 中止 高取 23年度 週3回 中止

東月隈 24年度 週3回 中止 西 金武 16年度 週3回 中止

中央 南当仁 15年度 週5回 体育館等 愛宕 21年度 週3回 中止

草ヶ江 21年度 週3回 教室等 壱岐南 22年度 週3回 中止

当仁 22年度 週3回 中止 姪浜 23年度 週3回 中止

平尾 23年度 週4回 体育館 西陵 23年度 週3回 中止

福浜 23年度 週3回 中止 姪北 23年度 週3回 中止

小笹 23年度 週3回 中止 今宿 23年度 週3回 中止

南 若久 17年度 週3～4回 体育館 城原 24年度 週3回 中止

弥永 21年度 週3回 知新館3Fか4F

野多目 21年度 週3回 中止 麻生教育サービス株式会社

弥永西 22年度 週3回 中止 特定非営利活動法人そだちの庭

大楠 23年度 週3回 中止 株式会社テノ．コーポレーション

老司 23年度 週3回 中止 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

長住 24年度 週3回 中止 地域型

【参加者数等統計】 平成23年3月 平成24年3月 平成24年6月
 1. 実施校数 23校 42校 48校
 2. 参加登録児童数 3,383人 5,787人 5,430人
     参加登録児童数（1校あたり） 147人 138人 113人
 3. 見守りサポーター登録数 1,641人 2,041人 1,791人
     見守りサポーター登録数（1校あたり） 71人 49人 37人
 4. 参加児童数 54,729人 78,627人 27,432人
     参加児童数（1回あたり平均） 29人 25人 30人



資料 3 

人材育成について 

1. 平成 23 年度実施報告 

(1) 「学生プレイワーカー育成事業」（共働事業相手方・・福岡プレーパークの会） 
(2) 「わいわい広場 in 天神 2012 春」 

 

2. プレイワーカー育成事業 

(1) 学生プレイワーカー養成講座 
① 昨年度の学生プレイワーカー事業を引継いで実施 
② 講習会（月 1 回）を行い、子どもとの関わり方やリスクマネジメント等について学ぶ 
③ 学生数人を一グループにして、新規開設校を中心に現場派遣を行う 
④ 学生プレイワーカーとして、1 人で活動できる学生が育っている。 

(2) 遊びのサポーター（プレイワーカー）養成講座 
① 入門編は、6 月～7 月に 3 回実施・・申込者数 79 人 修了者数 70 人 
② 実践編は、9 月～10 月に 4 回実施予定  

 

3. 現場責任者研修 

 (1) 平成 23 年度 
① 第 1 回は 7 月に実施（29 校）・・わいわい広場の趣旨について（2 時間） 
② 第 2 回は 12 月に実施（42 校）・・リスクマネジメントについて（2 時間） 
③ 第 3 回は 3 月に実施（44 校）・・わいわい広場の 1 年間の振り返り（2 時間） 

 (2) 平成 24 年度 
① 第 1 回は 7 月に実施（50 校） 

・・東区・博多区、中央区・南区・城南区、早良区・西区と分割し、3 日間実施 
・・困ったことや気づいた点、課題等についてワークショップを実施（各 4 時間） 
・・1 時間は、区毎に分かれて、青少年育成コーディネーターが同席し、連携強化

を図った。 
  ② 第 2 回以降は、順次実施予定 

 (3) 新任現場責任者研修は、随時実施 



資料 4 

わいわい広場の現状と課題について 

（現場責任者研修時に出た意見を抜粋） 

 

 

1. 見守りサポーター登録数の減少 
「登録者数が少なくて困っている。一人体制としても足りずに、保護者の負担になっている。」 
「見守りができないから、子どもの登録もしないという意見もある。」 
「活動内容が大変だと感じられている。」 

2. 地域からの協力についての現状と課題 
「補助員と相談しながら、遊びに変化を入れている。」 
「実際に活動できる補助員が少ない。」 
「補助員と校庭開放指導員を兼任される方がいるが、高齢の方で健康状態に不安を感じる。」 

3. 遊びの普及啓発についての意見 
「入学説明会のときに DVD を使ったり、現場責任者が簡単に説明したりするなどして、わいわ

い広場を PR したい。」 
「PTA が納得できるわいわい広場事業になってほしい。」 
「わいわい広場の参加児童が決まってきている。高学年にも参加して欲しい」 

   ※普及・啓発事業 
    (1) 志賀島小学校で保護者を対象に実施 
    (2) 各校区 PTA 役員等への事前説明会を 2 校で実施中 

4. その他 
 「現場責任者の名称を、変えてほしい」 
 「プレイワーカーにもっとたくさん来てほしい。」 
 「PLAY FUKUOKA に、全部のわいわい広場に来てほしい。」 
 「『わいわい広場は遊ぶところ』と話しているが、宿題をしたがる子がいる。」 
 「遊具等の購入が難しいことがある。」 
 「予算が少ない中、企画事業の案を考えなければならず大変。」 
 「参加登録していない子どもがわいわい広場で遊具を使って遊ぶことがあるので、ケガ等の対

処を考えなくてはいけない。」 
 「暑い季節になり、わいわい広場に来たときには、子どもの水筒が空になっている。」 
 「雨が降りそうなときや急な悪天候が予想されるとき、開催か中止かの判断をするのにいつも困

っている。」 
 「わいわい広場開催中に、不審者情報が出たときの対処に苦慮している。」 
 「クラブチームが利用時間前に活動を始めて、わいわい広場と重なることがあり困っている。」 
 「昼間校庭開放事業における、現場責任者の行う業務の範囲が分からない。」 



「放課後等の遊び場づくり事業（通称：わいわい広場）」が目指す　　　　　　　　　　　資料5-1

子どもの「豊かな遊び」について（講演）のご案内
平成24年4月3日

福岡市こども未来局放課後こども育成課

１．事業目的

　・　子どもの「遊び」は、体力向上はもちろん、コミュニケーションの力を育む、ストレスを解消する等、子どもの

　　成長に欠かせない要素といえます。

　・　一方で、近年は子ども達が集まって安全に遊べる場や機会は減りつつあり、これが体力低下、キレやすい

　　子どもや、無気力な子ども等の増加につながっているともいわれます。

　・　そこで福岡市では、放課後等の学校施設を利用して、自由に安心して遊びができる場や機会をつくる

　　「放課後等の遊び場づくり事業（通称：わいわい広場）」を推進しています。

　・　こういった事業目的、子どもにとっての豊かな遊びの大切さについて、より多くの保護者の方や地域の方に

　　ご理解を深めていただきたいと考えています。

２．事業概要

　・　子どもにとっての「豊かな遊びと育ち」の大切さと、大人の具体的な関わり方等について、保護者や地域の方を

　　対象に、PLAY FUKUOKAが講演を行います。

３．実施内容

　・　講演時間は60分～120分程度です。時間については、ご相談に応じます。

４．主催

　・　福岡市こども未来局放課後こども育成課

５．備考

　・　費用は福岡市が負担しますので、地域でのご負担はありません。

　・　各校との調整窓口は、福岡市こども未来局放課後こども育成課です。

　※ PLAY FUKUOKA （旧 福岡プレーパークの会） とは…
　・　「子どもが自由に遊べる環境づくり」をテーマに、イベントや地域でのセミナーを行っています。近年では福岡市、

　 　北九州市、古賀市等の福岡県内、また佐世保市等でプレーパーク（冒険遊び場）を開催しているほか、

　 　子どもが「したい遊び」を通して学ぶことの大切さを具体的に伝える講座等を多数実施しています。

　・　スタッフは平成20年度よりわいわい広場のプレイワーカーとして活動するほか、平成23年度は福岡市と共働して

　　「学生プレイワーカー事業」を実施する等、わいわい広場の現場で豊かな遊びの支援を継続的に行っています。

　・　福岡市が平成20年度から22年度まで設置した「新・放課後等の遊び場づくりモデル事業 検討・提案会議」

　　さらに、平成23年度に設置した「放課後等の遊び場づくり事業推進委員会」にも参加しています。

　・ ホームページ ： http://playfukuoka.net/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ先】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市こども未来局 放課後こども育成課　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当 ： 江藤、正田　（電話：092－711－4236）



放課後等の遊び場づくり事業 「わいわい広場」 について

３ 開設状況 （２４年４月現在）

１ 事業目的
放課後の学校施設を活用して、子どもの遊びを活性化し、心身の健やかな発達
を促し、健全育成を図る。

４

 

今後の予定
●今年度末までに開設校を６５校に増やす予定
●小学校全校区での展開を目指し、順次開設校を拡大

２

 

事業の概略
●こども未来局が、授業終了後の放課後に、校庭などの小学校施設を学校運営に

支障のない範囲で活用し、子どもの遊び場を開設。
●事業の運営は地域や事業者に委託し、こども未来局の監督・指導の下、地域・

学校の協力をいただきながら運営を行う。

★事業の効果★
実施校でのアンケート調査で、「イライラしたりむかつく」「何もしたくない」
「夜よく眠れない」といった生活や情緒に関する項目で、「よくある」「時々
ある」という回答が減少。

～参加児童の保護者の声～
「学年の違う友達ができた」「ゲームをほとんどしなくなった」「外遊びや
運動が好きになった」「学校にも楽しそうに行くようになった」「ごはんを
よく食べてくれます」「子どもの生命力が強くなった気がする」など

平成２４年４月３日
福岡市こども未来局放課後こども育成課

区 開 設 校 校数

東 区 箱崎、千早、香椎東、香椎浜、香椎下原、千早西、香陵 ７校

博多区 席田、春住、板付、那珂南、東光、三筑 ６校

中央区 当仁、草ヶ江、平尾、南当仁、小笹、福浜 ６校

南 区 大楠、若久、老司、弥永、弥永西、野多目 ６校

城南区 鳥飼、別府、堤、城南、田島 ５校

早良区 西新、原、高取、百道、原北、有田、四箇田 ７校

西 区 姪浜、今宿、金武、壱岐南、西陵、愛宕、姪北 ７校

わいわい広場は、子どもたちがいったん家に帰ることなく、学校の授わいわい広場は、子どもたちがいったん家に帰ることなく、学校の授

 

業終了後にいつもの遊び慣れた校庭で、ランドセルを置いたまま、学業終了後にいつもの遊び慣れた校庭で、ランドセルを置いたまま、学

 

校の仲間と共に、自由に安心して遊ぶことができる場です！校の仲間と共に、自由に安心して遊ぶことができる場です！

資料5-2



◆アンケート結果から見える「遊び場づくり事業」の効果の概要◆  （資料 6） 

（１）保護者が期待していることが、参加後の子どもの変化に現れている。 

「わいわい広場」に参加登録した理由           「わいわい広場」参加後の子どもの変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）一緒に遊ぶ友人の人数が増え、同年の友人と遊ぶ機会が増えている。 

何人くらいで遊ぶことが多いか                誰と遊ぶことが多いか 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「見守りサポーター」の評価と課題 

○参加者の多数が、子どもの姿を間近で見られて良かったと感じている。 

○参加者の過半数が、不安･不満は特にない。 

○活動内容がわかりにくい、子どものけがに責任を感じるという意見がある。 

良かったと思うこと                  不安・不満に思うこと 

 

 

 

 

 

その他
2.1% 無回答

1.6%

家族・親戚
3.6%

兄弟姉妹
30.8%

近所の大人
0.3%

年下の友人
1.3%

ひとり
7.7%

同年の友人
50.1%

年上の友人
2.5%

その他
2.0%

家族・親戚
1.4%

無回答
2.1%

兄弟姉妹
15.8%

近所の大人
0.2%

年下の友人
1.5%

ひとり
3.0%

同年の友人
71.0%

年上の友人
3.1%

わからない
3.3%

７人以上
1.3%

無回答
2.6%

５～６人
8.6%

ひとり
3.5%

２人
24.3%

３～４人
56.3%

わからない
2.8%

３～４人
42.8%

２人
38.3%

ひとり
10.6%

５～６人
3.5%

無回答
1.5%７人以上

0.5%

（複数回答 上位３項目）

 

（全体 n=2,449）

【参加後】 

【参加前】 

【参加後】

【参加前】

（全体 n=2,449）

86.5

49.2

29.4

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1

2

3

子どもが遊ぶ姿を 

間近で見られたこと 

他の保護者等と 

話す機会ができたこと 

子どもの意外な一面を 

発見できたこと 

51.5

20.4

18.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

1

2

3

特にない 

何をすればいいのか、 

活動内容がわかりにくい 

子どもがけがをしたとき、 

責任を感じる 

67.0

48.4

14.2

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

1

2

3

（複数回答 上位３項目） （複数回答 上位３項目）

外遊びをしてほしかったから 

子どもが入りたいと言ったから 

友人が入っていたから 

34.7

31.3

26.9

0.0% 20.0% 40.0%

1

2

3

外遊びが増えた 

友人が増えた

遊ぶことを楽しみに

するようになった

（複数回答 上位３項目）

※「その他」として、 

「友人づくりのため」 

という記入が多かった 
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