
 1 

平成 24 年度第 2 回「放課後等の遊び場づくり事業推進委員会」議事録 
 
 
 

1. 開催日時 
平成 25 年 3 月 6 日（月） 13：15～15：00 

 
2. 開催場所  

アクロス福岡 2F セミナー室 1 
 
3. 出席者 

横山委員長、大谷副委員長、古賀委員、原口委員、山浦委員、小野委員 
放課後こども育成課青少年育成コーディネーター3 名、事務局 

 
4. 議題 
 (1) 平成 24 年度（平成 25 年 1 月現在）の実施状況について 
 (2) 人材育成について 

① 平成 24 年度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（プレイワーカー）養成講座 
② わいわい先生（現場責任者）研修 

 (3) わいわい広場の成果について 
 (4) 教育長との懇談について（報告） 
 (5) 平成 25 年度の推進委員会について 
 
5. 議事概要 
 別紙のとおり 
 
6. 会議資料 

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：わいわい広場の成果について 
資料 5：わいわい広場の成果（わいわい先生・保護者等の声） 
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平成 24 年度第 2 回「放課後等の遊び場づくり事業推進委員会」議事概要 
 
1. 開会 
○ 課長 
・ 冒頭挨拶 

 
2. 委員、事務局紹介 
 
3. 議事 
(1) 平成 24 年度の実施状況及び人材育成について 

（事務局より資料に沿って説明） 
○ 委員長 

・携わっている委員からも人材育成について報告を求めたい 
○ 委員 

・いくつかの講座をふまえて実習を行っている。入門編は，今までは講義形式が多いも

のだったが，今年度は遊びの体感を取り入れた。市の目指す遊び観を再確認するため

のプログラムになっている。その日に用意された材料でどれだけ遊べるかを体験し，

教え合うことができた。 
・実践編は 4 日間コースだった。遊び場でのリスクマネジメント，事故が起きたとき措

置や連絡をどうするのかといったことをワークショップ形式で話し合い，一人だけで

はなくチームで対応することを学び合うことができた。 
・学生プレイワーカー育成事業では，およそ 60 名が登録を行った。基本的に月例会での

講座を実施した後，ワークショップ形式で学生たちが関わった現場について話し合っ

た。ファシリテーターは大学生，大学院生が担い，コーディネーター的な役割を持っ

て場を作って進めていった。次第に大学生のネットワークは深まっていき，学んだこ

とが次の現場で生かされていくようになった。3 学期も依頼が増え，26 校に学生を派

遣するに至った。原則として学生は近隣の大学で調整を行い，5 人前後でチームを組ん

で現場に派遣することにしている。以前は子どもに合わせて遊んでしまうこともあっ

たが，学生同士で話し合うことで徐々に改善されていった。 
・秋には留守家庭子ども会代替，加配指導員，およそ 400 人の研修の依頼があり，学生

プレイワーカー養成講座と同様の内容で実施した。参加者は積極的に参加してくれた。

良かったという感想の声ももらうことができ，一歩踏み出すことができた様子だった。 
○ 委員長 
 ・実施状況及び人材育成について，各委員から意見を求めたい。 
○ 副委員長 
 ・留守家庭子ども会と連携ができると，とても良いと思う。 
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○ 委員 
 ・留守家庭子ども会代替，加配指導員研修を行った際に，ぜひ指導員にしてほしいとの

声もあった。今後の課題ではないだろうか。 
○ 事務局 
 ・留守家庭子ども会代替，加配指導員に対し，遊びの大切さの講師依頼を古賀委員にお

願いしたところだが，わいわい広場と留守家庭子ども会との連携ができているところ

と，できていないところがある。今後，留守家庭子ども会指導員の研修でも，要望が

あれば実施していく。 
○ 委員長 
 ・人材育成は，とても良い形で展開している。講義方式が多いが，ワークショップの活

動を取り込み，参加型としている点が良い。聞くだけだと，頭でわかっても数日する

と忘れてしまう。体験すると，色々な面でプラスになると思う。学生は色々な大学か

らきているようだが，どんな形で募集等しているのか。 
○ 委員 
 ・ほとんどは口コミで来ている。張り紙等もしているが，口コミで来る学生が多い。学

生プレイワーカーの育成に携わって 6 年になるが，大学にキーパーソンがいると，そ

こから広がって興味のある学生に伝わっていく。100 人くらい増えてしまうと運営が難

しく，全体の顔も見えにくくなるので，60 人くらいがちょうどよいと思う。 
○ 副委員長 
 ・参加する学生は，どんな分野がいるのか。 
○ 委員 
 ・臨床心理，教育，人間環境，建築，環境といった分野になる。 
○ 副委員長 
 ・学生の男女比はどのような割合になるのか。 
○ 委員 
 ・若干女性の比率が多い。 
○ 副委員長 
 ・学生は，専門分野との結び付けの意識はあるのだろうか。 
○ 委員 
 ・意識が生じないわけではないが，おもしろそうという動機が大切になる。発達障がい

の子どもとどうやって付き合っていくのか，グレーゾーンが増えている中でどう向き

合うのかといった内容について，月例会で学んでいっている。 
○ 委員長 
 ・県の予算も使用しているのか。 
○ 事務局 
 ・平成 23 年度は県の補助費と福岡市の共働事業提案制度を活用し，平成 24 年度は市の
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予算で委託している。 
○ 委員長 
 ・古賀委員が全体のコーディネートを行っているのか。 
○ 事務局 
 ・その通りだ。 
○ 委員長 
 ・市との連携を絶えずやっていくために，見通しを持つことが必要。今年はいいが来年

は大丈夫かという疑問はあるがどうか。 
○ 事務局 
 ・学生プレイワーカー育成事業は，人材育成の肝の部分だとわかった。予算をつけるの

も大変だが，来年度でも予算の範囲内で継続していきたい。 
○ 委員長 
 ・若い人が携わりながらわいわい広場が広がっていくことは良いことだ。行政は良くて

も，2～3 年で途絶えてしまうこともあり，残念に思うこともある。ぜひ継続して，頑

張ってほしい。 
○ 委員 
 ・実績を上げていかないとだめだと思う。効果がないと，予算がつかなくなる。議会の

承認を得るためにも，アピールしていかないといけない。成果を広げていくことが大

切だ。わいわい広場への成果はあるが，副次的効果はどうだろうか。例えば学生が育

っていっているといったアピールが大切だ。 
 ・大学との連携が重要だ。学校も学生サポーター制度を活用し，授業等のサポートをし

てもらっている。プレイワーカーに非常に似ている。 
 ・教職員の新規採用では，子どもと授業等を通してどう関わるかということのほか，リ

スクマネジメントといったことも学ぶ。これは教員になって初めて学ぶこと。教員に

なりたい学生はいるが，頭でわかっていてもいうことを聞かないことがある。子ども

と一緒に関われば関わるほど，子どもから親しみがわいてくる。子どものある種残虐

な一面も体験することで，親となるための基礎を学ぶ。学生が育っているという視点

が大切であり，市議会議員や教育委員会，市民に知ってもらうことが大切。 
○ 委員長 
 ・古賀さんの活動を応援することが大切。若い人を養成するとともに，子どもたちへ波

及していく流れを押えることが大切だ。 
○ 委員 
 ・現場にいると，子どもの遊びの流れができれば，すばらしいプログラムで実施されて

いる財産だと感じている。 
○ 委員 
 ・わいわい先生研修では，3 学期にわいわい先生が他校の現場を回って相互の研修を行っ
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た。こういったやり方をすることで，わいわい先生の触れ合いが体験でき，自分の現

場に持ち帰って振り返られるきっかけになっており，今後も続けてほしい。 
 ・学生プレイワーカーが現場に入ると，子どもと一緒に走り回ったり，ものづくりをし

たりする等，身近なもので取り組んでいる。 
○ 委員長 
 ・課題は何かあるか。 
○ 委員 
 ・大学生プレイワーカーが派遣されている学校は 20 校を超えるが，うまくいく現場とう

まくいかない現場がある。極端に参加人数が少ない現場もある。価値観がうまくわい

わい先生に伝わっていない様子を感ずることもある。理解が促進されるよう，また大

学生が教えられるように啓発していきたい。 
 ・わいわい広場の意義がわからないまま継続している学校もあるかもしれない。なぜ福

岡市が予算を使って事業をしているのか保護者にわかってもらう，啓発していく環境

をつくっていくのは難しいことだが，遊びがなぜ必要なのかについて力を入れて進め

ていくことが大切だ。 
○ 委員長 
 ・なぜわいわい広場なのか，理解してもらうことが大切。福岡県のアンビシャス広場も

12 年間実施されているが，わからない状況になっているところがたくさんある。成果

が期待できないこともある。なぜわいわい広場なのか，なぜ遊びなのか，市民に啓発

していくことが大切だ。 
○ 委員 
 ・現場によって違うが，参加者の主流は 1 年生で，3 年生以上はあまり来ないということ

もある。保護者の理解があれば子どもが参加するが，保育園的な扱いをされることで

中学年が参加しなくなる例もある。塾通いが多くなったり，PM2.5 関連で参加者がど

っと少なった学校もあり，多くの問題，課題がある。 
○ 青少年育成コーディネーター 
 ・学生プレイワーカーは一生懸命やってくれている。わいわい先生にも，登録している

子どもに働きかけるという啓発を行うことも必要かもしれない。わいわいだよりの全

校版をつくるなど，もう少し参加人数が増えるような取り組みを進めていくべきでは

ないだろうか。学校全体が盛り上がると，地域もわいわい先生もやる気がもっとでて

くるのではないだろうか。 
○ 委員長 
 ・参加人数が増えると，大人も元気になる。現場を知ってもらうことが大切。 
○ 委員 
 ・基本はわいわい広場を全校に広げていくことだ。子どもは増えていくが，見守りサポ

ーターの登録する負担感があれば，子どもの参加登録は減っていくかもしれない。子
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どもは，イベントだと喜んで参加している。 
○ 青少年育成コーディネーター 
 ・わいわい広場の趣旨を大人に伝える啓発を行うことが大切だ。見守りサポーターに登

録しなければならないからといって，わいわい広場に参加登録しない保護者も中には

いる。わいわい先生の中には，学校や入学式の説明会で説明する自信がない人もいる。

文章や言葉遣いなど，研修の中で支援していくことが大切なのではないか。 
 ・本来遊びから人間関係をつくることが大切。これを理解するプレイワーカーの育成研

修が大切だ。 
○ 委員長 
  ・プレイワーカーやわいわい先生を育てるチームや，PR を発信するチームが必要なので

は。実際に行政は難しいかもしれないが，そういった組織が必要ではないかと思う。

全体的な成果を捉え，わかりやすく市民に伝えることが大切だ。ホームページは現在

どうなっているのか。 
○ 事務局 
 ・わいわい広場専門のホームページはないが，ふくおか子ども情報のホームページの中

にわいわい広場のページがある。積極的に打って出る PR のための情報発信が大切だ。 
○ 委員 
  ・学校のホームページにわいわい広場を入れている。開設時にわいわい広場の趣旨を掲

載するとともに，学校経営の一つの方針にも取り入れている。ホームページは随時更

新しているが，アップした子どもの写真はとらないようにしている。 
 ・学校が責任を持って開設した。見守りサポーターの発想や子どものコメントを載せた

りすることは現場の部分で広げることができる。行政がそれを集約して進めたりする

と，さらに現場は目の前の声を集めて出していけるようなネットワークができるので

はないか。 
○ 委員 
  ・以前は学校のホームページにあったデータも，校長が異動してから更新が止まった事

例もある。学校単位で協力してもらえると助かる。 
○ 副委員長 
  ・身近なところで動きが見えることが一番大切なこと。学校経営に結び付けられるがっ

こうもあれば，そうではない学校もある。現状はどうなっているのか。 
○ 委員 
  ・当初はあったが，次第に薄れていった学校もある。 
○ 委員長 
  ・学校の良い仕組みでも，担当がいなくなると消えてしまうこともある。 
○ 副委員長 
  ・位置づけは簡単に変わるものなのか。 
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○ 委員 
  ・順位付けで学校経営を考えている。前面に出なくなると，見えにくくなるもの。学校

経営の一つに出すことで広がっていく。子どもにゆっくりにこにこしてのびのび遊ん

でほしい。同学年，異学年で遊ぶことができることが大切だ。 
○青少年育成コーディネーター 
  ・PTA と地域が一緒になって子どもを育てていくという学校もあるし，それができない

という学校もある。子どものためには広がっていくべきというもので，PTA も地域も

一緒になって見守り続けたいという趣旨のものも広げていく必要がある。 
 
(3) わいわい広場の成果について 

（事務局より資料に沿って説明） 
○ 委員長 
 ・わいわい広場の成果についてご意見はないか。 
○ 副委員長 
 ・成果は，子どもにどう表れるかということが，今回これで明らかになった。わいわい

先生からの聞き取りは，子どもを見ていたことによるものか。 
○ 委員 
 ・子どもがどう変化したという問の中で，答えがあり，その言葉そのもの。わいわい先

生の中で，きちんと評価できているという意味は大きいのではないかと思う。 
○ 委員長 
 ・かなりの数に広がっているように思えるが，参加児童数が減っている学校もある様子

だ。子どもが集まっても，元気がないようなところもあるのか。 
○ 委員 
 ・場の雰囲気は，人が育ててつくっていくもの。これはどんな事業でも共通して言える

こと。サポートしたり，踏み込んだりするのは難しい面もあり，悩ましいところがあ

る。地域がどんな風にかかわっているかを見ることもまた大切だ。 
 ・わいわい先生が交代すると，目の前のことに精一杯になってしまう。役割の重要性が

伝わり，実感するのに時間がかかることもある。ぜひわいわい先生が関わったことで，

子どもの様子が変わった，地域の関わり方が変わったということを，啓発につなげ，

良いところを伝えてほしい。まだまだ課題はあるので，支援し続けることが大切。わ

いわい広場を推進していくためにも，今後も声を拾い上げていきたい。 
○ 委員 
 ・同じ思いを持っている。わいわい先生が子どものことを考えて色々活動することで，

登録児童数や見守りサポーターの登録数が増加するところもある。老人クラブからの

支援を受け，昔の遊びを伝えてもらえるところもある。地域のボランティアの方が来

られることもある。わいわい先生の関わる姿が相乗効果として表れているのではない



 8 

だろうか。 
○ 副委員長 
 ・そういた活動も，地域にどんどん発信していってほしい。 
○ 青少年育成コーディネーター 
 ・今年度新規開設した学校の中には，見守りサポーター募集のチラシを公民館に置くと

言ってくれている学校もある。保護者の中には，わいわい広場が遊びを教えてくれな

かったとの声もある。説明が足りずないところについてもしっかり啓発していき，大

きな効果になることを伝えていく必要がある。 
○ 委員長 
 ・わいわい広場は何を目指しているのか，保護者が理解することが大切。 
○ 青少年育成コーディネーター 
 ・わいわい先生や補助員が，子どもと一緒に遊ぶこともまた大切なこと。子どもも一緒

に遊んでもらえるという思いを持った子どももいる。わいわい先生は，子ども目線で

遊びをつなげていくことが大切で，そういった遊びの研修を行っていくことが大切だ。 
○ 委員長 
 ・子どもといい関係をつくることができることは，わいわい先生にとっては大切なこと

だが一番難しいことでもある。わいわい先生も学校の中では孤独で，苦しい立場であ

ることもあるのではないか。 
○ 委員 
 ・青少年育成コーディネーターたちが現場を見まわることが，また大切なことだ。 
 
(4) 教育長との懇談について（報告） 
○ 事務局 
 ・子どもにとって遊びの大切さについて，前回の推進委員会終了時教育長との話をする

意向を受けて，事務局で調整を行い，教育長，教育次長，学校指導課長と，委員長，副

委員長による会合を行った。 
○ 委員長 
 ・短い時間の会合だったが，副委員長より感想を話してほしい。 
○ 副委員長 
 ・わいわい広場の事業がうまくいくためには，学校の支援が不可欠といった意見が先ほ

どから出ている。保護者の想いや地域の深い理解，支えが課題だ。そして一番影響の

ある学校の理解が大切だからこそ，教育委員会の理解が大切ということで今回の会談

の機会ができた。 
 ・教育長との会談で，遊びの大切さ等について話したところ，理解しているとの答えだ

った。そういった研修をしてほしいという意見を述べたところ，はっきりした答えは

出なかった。すぐに答えられることではなかったのかもしれない。何度も話し合いを
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していくことが大切なことなのかもしれない。遊びは大切だとわかっているとの思い

は伝わった。 
○ 委員長 
 ・限られた時間の中で行われた会談だった。学校に迷惑をかけないとのことで始まった

事業で，このために学校が何かをするというわけで進めたわけではない。しかし，わ

いわい広場がうまくいくためには，学校の先生の理解が大切。一緒に遊んでくれと言

いたいわけではなく，折に触れて子どもの背中を押すような，「何して遊んだ？」とい

った雰囲気づくり等，わいわい広場の遊びを理解して応援してもらえればありがたい。 
 ・また，すぐにできるものとはいかないことはわかるが，教育センターの研修の中に，

一講座でも一項目でも入れてくれればいい。子どもへの関わり方がわからない教員，

子どもが大好きと言いながら子どもがわからなくなる教員もいるのではないか。遊び

の意義を改めて理解して，どんな遊びをしたか等，外で遊ぶことでつながるコミュニ

ケーションもあるというような研修，講座をしてほしい旨を話した。 
 ・教育長もすぐに応えられるわけではないが，伝えることが大切だと考えている。研修

として全市的に行うことがだ大切だということを伝えた。今後も，何度かこういった

場をつくってほしい。 
○ 事務局 

・引き続き，会合を開くことができるよう検討していきたい。 
○ 委員長 
 ・いじめ等についても，子どもの育ちから考えていく必要がある。研修に一つのコマを

入れることはとても大変で，簡単に変わるものではない。ここに，教育行政の難しさ

がある。 
○ 委員 
 ・所管は，教育センターで違うこともあって，応えるのが難しかったのではないか。研

修科目は教育センター所長が決めること。固定しているわけではなく，内容や講座の

組み立ては毎年変わっている。児童心理について変わることもある。遊びに関わるこ

とを，情報として伝えていくことが大切ではないだろうか。 
○ 委員長 
 ・児童心理が項目として入っているものでも，実感として捉えられるものかどうか。い

じめ等については，総合的に考えていくことが大切。希望者が受講できるようにはで

きないのだろうか。 
○ 委員 
 ・突然実施するのは，大変難しい。児童理解分野の講座の理解が大切。リストアップし

て新規開設の講座が入れ込めるかどうかは難しい。時間外のセミナーもある。いじめ

関係についても，講座が求められているため，新たに組み込めるかどうかは難しいの

ではないか。 
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○ 副委員長 
 ・子どもの虐待防止でも，学童期の発見，教育委員会との連携が課題となっている。子

どもが乗り越えるためにも，予防という意味でも，連携が大切。こういう取り組みは

大きいという理解が広がってほしい。 
○ 委員 
 ・わいわい広場でよく活動する学生の声を聞くと，今まではすぐに分析思考になってい

た。しかし授業で習うこととは違ったことが現場で起きていることにとまどいながら，

時間をかけて体得していったことがあるということだ。これこそが本来の学びであり，

生きていく力につながり，成長していくと学生自身も感じているようだ。 
○ 副委員長 
 ・学生に対するアンケートでそういった声が出てくるといいのかもしれない。わいわい

先生もあり，学生も大事ということ。どう成長したのか，おこがましいかもしれない

が，どう変化したのかわかるといいのではないか。 
○ 委員長 
 ・教育委員会との連携が必要で大切なこと。学校の先生が子どもと遊ぶことが必ずしも

いいと言えるかどうかは疑問だが，むしろ遊びを応援していくことが大切なこと。機

会があれば進めていってほしい。 
(5) 平成 25 年度の推進委員会について 
○ 事務局 
 ・推進委員会は今月末までだが，平成 27 年 3 月まで設置したいがいかがか。 
○ 委員長 
 ・今しばらく設置して，取組を継続して進めていくことが大切ではないか。 
○ 副委員長 
 ・委員を増やしてほしい。 
○ 事務局 
 ・教育委員会に働きかけを行っていきたい。 
○ 副委員長 
 ・ぜひお願いしたい。 
○ 委員 
 ・福岡市 PTA 協議会の人も入ってはどうだろうか。青少年健全育成のためにも，啓発を

広げていくことが大切ではないだろうか。 
○ 委員長 
 ・事務局で検討していってほしい。 
○ 事務局 
 ・引き続き，検討していく。 
○ 委員長 
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 ・みなさまのおかげでわいわい広場は，いい意味で落ち着いてきているのではないか。

引き続き応援をお願いしていきたい。学校も含めて広報もしてほしい。マスコミにも

少しずつインパクトを広げていってほしい。発信力の強いものを生かしながら，遊び

の大切さがあるという素地を作っていきたい。 
3. 閉会 
 ○ 委員長 
・時間が来たため、平成 24 年度第 2 回「放課後等の遊び場づくり事業推進委員会」は閉

会としたい。 
 
 


