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平成 26 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 27 年 3 月 6 日（金）14：00～16：20 

 

２．開催場所 福岡市役所 15 階 第 5 会議室 

 

３．出席者 

山下委員長，横山副委員長，古賀委員，原口委員，山浦委員，守田委員，宇都宮委員 
事務局（青少年育成コーディネーター4 名，事務局 3 名（課長，係長，係員）） 

 
４．議題 

(1) 実施状況について（資料１，２，３） 

○ わいわい広場の開設状況について（平成 27 年 1 月末現在） 

○ 第４次福岡市子ども総合計画について 

 ○ 青少年育成コーディネーターからの報告（わいわい先生及び学校・地域等の連携

関係） 

  

 (2) 人材育成について（資料３，４，５，６） 

○新任わいわい先生研修について（第 1 回～4 回） 

○平成 26 年度第 3 回わいわい先生研修について（平成 26 年 12 月） 

○青少年育成コーディネーターからの報告（人材育成関係） 

○平成 27 年わいわい関係者の研修計画（案）について 

 

 (3) 平成 27 年度の推進委員会について 

 
【参考資料】 

（資料 1）わいわい広場開設状況について（平成 27 年 1 月末現在） 
（資料 2）第 4 次福岡市子ども総合計画について 
（資料 3）わいわい広場について（青少年育成コーディネーターからの報告） 
（資料 4）新任わいわい先生研修について 
（資料 5）第 3 回わいわい先生研修について 
（資料 6）平成 27 年度わいわい広場関係者研修（案）について 
（資料 7）「放課後等の遊び場づくり事業推進委員会」設置要項 
（資料 8）「放課後等の遊び場づくり事業推進委員会」名簿 
（資料 9）「放課後等の遊び場づくり事業推進委員会」傍聴要領 
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５．議事概要 
(1) 実施状況について（資料１，２，３） 

 

① わいわい広場の開設状況について（平成 27 年 1 月末現在） 

② 第４次福岡市子ども総合計画について 

 ③ 青少年育成コーディネーターからの報告（わいわい先生及び学校・地域等の連携

関係） 

 （事務局より，資料により説明） 
 
○委員長 
  実施状況について，全体的な説明がありました。 

第 4 次福岡市子ども総合計画において，平成 31 年度までに全校区展開という具体的な目

標を掲げたことや，現場を巡回されている青少年育成コーディネーター（以下「ＣＤ」とい

う。）が現場を見て気づいたことなどが報告されました。 
人材育成の関係については，これまでも重点的に取り組んできており，後の議事において

議論するが，それ以外について，まずは議論していきたい。 
ＣＤでもあります委員，何かご意見等ありますか。 

 
○委員 

6 名のＣＤが，担当区の実施校を訪問して気づいたことなどを報告しているが，各実施校

によって状況は異なるところもあるが，私個人として気づいたことを述べたい。 
まず，わいわい先生について，各実施校 1 名のみの配置であり，わいわい広場未経験の方

が多い。そのため，様々な不安，悩み，戸惑いを持つことになる。その様な中，当然ＣＤに

も相談等はあるものの，最近のわいわい先生は，悩みなどを同じ区内のわいわい先生に相談

したり，区を飛び越えて他区のわいわい先生に相談したり，積極的に情報交換を行いながら，

運営している状況が見受けられる。また，事務日を利用して，他の実施校の企画事業やイベ

ントなどに参加し，良い取組を幅広く取り入れている状況が見受けられる。 
実施校が増えている中，今まで以上に，わいわい先生の資質が重要だと感じている。子ど

もとの関係性をうまく持てることも大事であるが，わいわい広場に関係するスタッフ（補助

員，見守りサポーターなど）や学校などとのコミュニケーション能力が，非常に重要ではな

いか。また，何よりも，子育てに対する情熱や熱意を持っていることが基本ではないかと感

じている。そのため，わいわい先生を受託事業者が採用する時点で，作文や面接などにより，

その点を十分把握し，採用することが重要ではないか。 
次に，見守りサポーターが少ない学校について，地域ボランティアの方が見守りサポータ

ーに登録して，うまくいっている学校があるため，その様な方法もいいのかもしれないが，

その前に，やはり保護者への働きかけを積極的に行うべきと感じる。保護者も積極的に関わ

ることにより，わいわい広場の目的である「地域全体で子どもを育む」ということに繋がっ

ていくのではないか。 
次にＰＲについて，わいわい広場は学校の教育活動と別事業ではあるが，学校側とコミュ

ニケーションをとり，参観日にあわせて通常のわいわい広場を実施し，保護者に見てもらっ
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たり，学校だよりに，わいわい広場の様子を盛り込んでもらったりしているところもある。

また，わいわい広場を見に来てくれる学校の先生もいる。 
次に補助員について，わいわい広場は，わいわい先生・補助員・見守りサポーターなどの

スタッフが，ひとつのチームとして，報連相を大事にし，気づいたことを情報交換しながら，

充実させていくものである。1 学期に 1 回程度はミーティング等を行い，補助員の役割等を

確認するとともに，課題や改善策についても話しながら進めることが大事であることを，伝

えていきたいと考えている。 
 

○委員長 
具体的な話をしていただき，ありがとうございました。 
わいわい先生同士が横のつながりを積極的に行うことにより，充実したわいわい広場に繋

がっているとの意見や，一方でわいわい先生の資質についての意見もありました。また，見

守りサポーター，わいわい広場のＰＲ，補助員に限らずスタッフ間のコミュニケーションに

ついても貴重な意見がありました。 
本日，事務局に 4 名のＣＤがおられますが，他に何か補足するようなことがあればお願い

します。 
 
○事務局（ＣＤ） 

担当区の実施校が増えてきたこともあり，いろいろな現場を見ることができた。最近のわ

いわい先生は，わいわい広場の意義や遊びの効用に対する理解が深まっており，積極的に取

り組む人が増えてきている。わいわい先生同士の横のつながりも多くなり，企画事業の応援，

他校の視察も積極的に行い，もっと充実した広場を目指そうとする人が増えてきている。 
例えば，帰りの会について，実施するのかしないのか，どの程度するのかなど，他校を参

考にしながら，自分の広場にあったやり方を決め，スムーズに実施している広場が増えてき

た。ギリギリまで遊んでいるのに，残り 5 分で，子どもの様子を確認するなど，必要なこと

はしながらも，帰りの会まで終了し，時間までに子ども達を帰すのを見ていると，いろいろ

と学んだ成果がでているのではないかと感じている。 
ただ，わいわい先生とスタッフの関係で，コミュニケーション不足による意見の食い違い

が出てきた広場もある。研修等を通じて，学校や地域関係者との連携が大事であることを継

続して伝えていく必要がある。 
 

○委員長 
わいわい先生の努力により，様々な課題を乗り越えていることや，関係者とのコミュニケ

ーション能力が大事であるとの話であった。 
 

○事務局（ＣＤ） 
地域・学校関係者等で構成される運営協議会が，2・3 月に開催されている。ほぼ終了した

が，特に大きな問題は出ていない。協議会に参加している PTA 会長や校長先生などからは，

「子ども達が楽しく遊んでくれており，非常に嬉しい」との言葉をいただいている。 
ただ，留守家庭子ども会との連携について，うまくいっているところと，うまくいってな
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いところがある。留守家庭子ども会指導員と話をするが，怪我の問題がどうしても気になる

との話であった。留守家庭子ども会は，子どもをお預かりする事業であり，怪我だけはさせ

たくないとの気持ちが強い。留守家庭子ども会指導員もわいわい広場に反対しているわけで

はないのだが，その様な事を言われると「一緒に遊ばせてください」とまでは言えないので，

ＣＤとしてその辺りの対応が難しいところである。 
 

○委員長 
全校区展開した場合，新規実施校において留守家庭子ども会との連携が課題となると思わ

れる。各実施校の実情に合わせた連携が必要になってくると思われる。 
 
○事務局（ＣＤ） 
  わいわい先生は一生懸命取り組んでいる。一部のわいわい先生は，参加児童数が少ない事 

に悩み，増やすために様々な努力をされている。その様な気持ちを持ち続けることが大事で 
あると感じている。 

参観懇談日に企画事業を実施することには，良い点と悪い点があると思われる。先日，担

当区の実施校で，全校生徒に呼びかけて企画事業を実施した。雨天の場合も実施することに

したが，場所の関係もあり，雨天の場合はわいわい登録者のみとし事前に告知もしていた。

当日は雨が降ったため，登録者のみで開催しようとしたが，登録者以外の子どもも参加する

気満々だったため，結局全員参加となり混乱したケースがあった。雨天実施の場合，狭い室

内での実施となり，事故等の発生の可能性が高まる。今後実施するとしても，考慮すべきこ

とや工夫できることなどを，よく検討する必要があると感じている。 
 
○委員長 
  全校児童を対象とすることは，ＰＲとしてはいいかもしれないと思っていたが，具体的に

いろいろな課題があることが分かった。 
 
○事務局（ＣＤ） 
  今後，わいわい先生の資質が問われてくると感じている。採用にあたって，論文や面接を

充実する必要があるのかもしれない。一部ではあるが，組織に慣れていないわいわい先生が

おり，受託事業者の社員であることを自覚していない人がいる。 
補助員について，昼間校庭開放指導員を長く経験している人の一部には，わいわい広場補

助員の役割が指導員とは異なることを，よく理解されていない方もいる。 
ＰＲについては，充実が必要だと思う。PTA 会長のわいわい広場に対する認識が薄い方も

いるので，更なる啓発が必要だと思う。 
 
○委員長 
  わいわい先生の資質，補助員の役割，ＰＲについて意見をいただいた。 
  補助員の具体的な役割については，ボランティアということもあり，多少難しいところも

あるとは思うが，具体的な話が聞けて良かった。 
  他の委員から意見等あればお願いします。 
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○副委員長 
  全児童施策とのことだが，対象となる児童数は何人なのか。 
 
○事務局 
  1 学年約 1 万 4 千人の児童数なので，全学年で 8 万人程度である。 
 
○事務局 
  実施校 86 校の児童数は，4 万 8 千人程度である。 
 
○副委員長 
  4 万 8 千人に対して登録児童数が 1 万人弱というのは少ないのではないか。 
 
○事務局 
  4 万 8 千人に対して 1 万人弱の登録であり，登録率としては 20%程度。 
  わいわい広場の登録が多い 1~3 年生になると，登録率が 30%程度である。留守家庭子ども

会の登録率が同じく 30%程度であり，放課後施策であるわいわい広場と留守家庭子ども会を

合せると 50~60％の登録率となる。 
 
○副委員長 
  24 年度から 26 年度にかけて，実施校数等も増えてきているが，最終的に，市としてどの

程度の登録者数や参加者数を目指すのか，目標値をはっきりさせる必要があるのではないか。 
  また，ＰＲの問題について，わいわい広場が，子どもの健全育成のために重要な取組であ

ることをＰＲすることが大事である。福岡市という大都会の中に，子ども達の遊び場をつく

る意義を周知して，参加者数の増に繋げていくべきではないか。良い取組であるが，まだま

だ認知度が低いと感じている。 
  ＰＲ用の折り畳みリーフレットなども活用しながら，「遊びがなぜ必要なのか」をもっと強

力にＰＲしていく必要があるのではないか。 
  10 年前に比べて 5 年前，5 年前に比べて現在の方が，遊べない子どもが増えていることを

もっと認識してもらうべき。 
 
○事務局 
  市としても，認知度を高めることは重要であると認識している。推進委員会からの意見も

踏まえて考えていきたい。 
 
○副委員長 
  また，この事業は，学校の先生の理解が必要であり，先生方の気持ちの後押しが必要であ

る。泥遊びなどを経験したことがない若い先生が増えており，一つの方法論としては，教育

センターの一講座として「遊びについて」を組み込んではどうか。以前，女性の若い先生に，

遊びの意義等について話したところ，「遊びって，こんなに大事なものなのですね」と言われ，
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こちらがビックリしたことがある。 
 
○委員長 
  内部関係者の研修は充実してきたが，外部（学校の先生など）への研修や発信をもっとす

べきではないかという意見をいただきました。 
 
○委員 
  ＰＲの問題とも関連するかもしれないが，留守家庭との連携について，先ほど，留守家庭

子ども会事業はわいわい広場とは別事業であり，どうしても怪我が心配になるとの話があっ

たが，怪我をしないことによるデメリットについて啓発すべきである。保護者向けの啓発が

必要ではないか。 
留守家庭子ども会指導員が遊びの効用について理解しているところで，その点を積極的に

啓発しているところもある。折り畳みリーフレット等による啓発活動などは継続していく必

要がある。 
 
○委員長 
  保護者を含めていろいろな人にＰＲすべきとの意見でした。 
  全校区展開を目指すのであれば，広報に力を入れるべきである。 
 
○副委員長 
  留守家庭子ども会の保護者だけでなく，わいわい広場の保護者も含めて，周知を図ること

が重要である。 
  以前の保護者アンケートで，わいわい広場に参加させない理由の第 1 位が「ボランティア

（見守りサポーター）に参加できないから」であった。自分の子どもの成長には，遊びが大

事であるということを理解してもらえれば，少しは参加者も増えるのではないか。 
 
○委員 
  わいわい広場の評価基準についてであるが，参加者数が多ければ評価が高いように聞こえ

てしまうが，参加者数は，わいわい先生の運営方針によって大きく変わるものである。 
  私が遊んでいる子ども達を見る際は，3 つの視点で見ている。「同学年以外の子どもとの交

流」，「低学年（1･2 年生）と中学年（3･4 年生）との交流・遊びの広がり」，そしてもうひと

つ忘れがちではあるが「遊びの中にあるルールとマナー」である。 
  間違えないでいただきたいのが，「遊びの中にあるルールとマナー」とは「遊びのルールと

マナー」のことではない。「わいわい広場に来た際に挨拶しているか」，「帰る際も挨拶してい

るのか」，「ランドセルの置き方」，「遊具の後片付けをしているのか」，「遊具の正しい使い方

ができているのか」など，遊びに伴うルールとマナー，自分の次に遊ぶ人のためのルールと

マナーのことである。 
この様に，わいわい広場を評価するにあたっては，「遊びの質」を見ることが重要なのでは

ないか。チェックはなかなか難しいとは思うが，例えば，「同学年で遊ぶ際の遊びの広がり」，

「異学年との交流」などが，年度当初の４・５月と比較してどの様な変化がでているのかを
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チェックし，結果を公表すべきではないか。また，昨年，アンケート調査を実施したと思う

が，項目をもっと砕いた方がよいのではないかと思う。 
ＰＲについてであるが，自分は HP が好きなので，わいわい広場で遊んでいる子どもの写

真をわいわい先生から提供してもらい，学校 HP に載せたりしている。保護者とお会いした

際に「うちの子が載っていましたね」と嬉しそうに言われたが，おそらくその保護者は別の

ところでも言われていると思う。地道ではあるが，この様な取り組みの効果は大きいのでは

ないかと思う。それから，台風が来た時などの緊急連絡メールを活用して，わいわい広場の

イベント情報などを流すことを検討したのだが，いろいろと課題があり，そこまでには至っ

ていない。 
私の学校で，中休みや昼休みの時間に子ども達と遊んでいる先生は２人だけである。私が

若い頃は，先生も今ほど忙しくなかったこともあり，休み時間は子どもと遊んでなんぼの時

代であった。その２人の先生の学級経営であるが，非常に安定している。なぜ安定している

かというと，遊びを通じて子ども達とつながり，信頼関係があるから。「昨日，わいわい広場

でどんな遊びをした？」などと話すだけでもいい，遊びを通して学級経営がうまくいくこと

を先生にも理解してもらいたい。 
 

○委員長 

  数値だけではなく，それ以上に遊びの質の評価が必要なのではないかとの意見でした。 

  また，学級経営にもメリットがあることが報告されました。 

 

○委員 

  私が現場責任者を務める学校は 11 年目を迎えるが，これまで， 1 番の目標に異学年交流

を掲げている。開設当初は，６年生の数人が下の子の面倒を見てくれて，その子達が卒業し

た後も高学年の３人ぐらいが見てくれていた。その 3 人は「卒業してからも遊びに来てい

い？」と言ってくれていたが，親の転勤などで来られなくなってしまった。その後は，久し

く高学年が面倒を見るという場面が少なくなり，現在は，４年生が下の子を見てくれるよう

なことがあるくらいである。異学年交流の目標を達成するためには，１年生の時から，高学

年がどの様に関わってくれるかが大きいと感じている。 

  遊びの質の評価について，確かに，最初の頃はランドセルをポンと投げたりしていた子ど

もが，「ランドセルは，ここに順番に並べるんだよ」と継続して伝えると，７割ぐらいの子ど

もはできるようになる。また，来る時のあいさつもできるようになる。ただ，最近遊具の片

づけなどができない子供も多いので，今年のテーマは，遊具の片付けをできるようにするこ

とを目標にし，先ほど言われた遊びの質を高めていきたいと考えている。 

  留守家庭子ども会との連携について，留守家庭子ども会指導員の中には，怪我するリスク

を押さえたい気持ちが強い方もおられることを，今年度特に感じている。これまで，留守家

庭指導員の方が 3 人変わられたが，最初の方は「一緒に遊びましょう」というスタンスの方

であったが，今年度来られた方は，その様なスタンスではなく，それまでの学校の流儀を持

ってこられる。この辺りは，指導員の方の意識が一定となるように，研修等で底上げを図っ

ていくしかないのかなあと感じている。 
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○委員長 

  遊びの質の評価等について，具体的なエピソードを報告していただいた。わいわい広場の

効果を説明するにあたって，具体的なエピソードを集めた事例集が必要ではないかと感じて

いる。 

 

○委員 

  私が現場責任者を務める学校は９年目を迎える。当初は，申込書を配布するだけで，100

名以上の申込があった。最近は，学期に 1 回はイベントを実施し，登録者数の増に繋げるよ

うにしている。イベント参加をきっかけに登録する子も多く，効果は大きいと思う。 

  参加する子どもには，毎日来る子どももいる。高学年の子どもで 30 分だけでも参加する子

どもがいたが，その子は中学生になっても，時間があれば顔を出してくれる。 

  受付の際に，「今日はこんな事があったよ」，「今日，これ作ったからあげる」など，話しか

けてくる子ども達が多い。 

  遊具の片付けについては，子ども達にさせるようにしている。そうしないと，ボール等は

すぐに紛失してしまう。 

  留守家庭子ども会との連携について，留守家庭子ども会の指導員とは，月 1 回意見交換を

している。同じ学校の子どもであり，一緒に見守りながら遊ばせることとしている。遊びの

ルールも一緒にしている。学校との連携も取れており，新 1 年生の登録準備などでご協力い

ただいている。 

 

○委員長 

  委員と同様に，現場のエピソードの報告があった。この様な具体的なエピソードを集めて

いくべきだと思う。 

  遊具の片付けについて，片づけさせているということだが，しつけの色合いが強くなると，

高学年が参加しなくなるケースもあると聞く。そのため，子どもが自主的に片付けるような

「伝え方」を工夫している広場もあるので，その様な事例が集まれば，家庭においても使え

る「伝え方」に繋がっていくのではないか。 

  まだ，議論することはたくさんあるかもしれないが，時間も限られているため，次の人材

育成についての議事に移りたい。 

 

 

(2) 人材育成について（資料３，４，５） 

○新任わいわい先生研修について（第 1 回～4 回） 

○平成 26 年度第 3 回わいわい先生研修について（平成 26 年 12 月） 

○青少年育成コーディネーターからの報告（人材育成関係） 

 （事務局より，資料により説明） 
 
○委員長 

今の報告について，新任わいわい先生研修などに携わった委員より補足説明・意見等あれ

ばお願いしたい。 
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○委員 

新任わいわい先生研修について，対象者のほとんどは中年以上の方である。そのため，自

分の中の遊びに対する感覚をお持ちであり，わいわい広場における遊びの価値観を理解して

もらうことを，まずは心掛けている。 
幼稚園や小学校の先生の資格をお持ちの方が多い中で，研修の前半は，わいわい広場は学

校ではないこと，わいわい広場における遊びの考え方などを，ある程度イメージできるよう

な内容で実施している。子どもは一生懸命遊ぶが，真面目に遊んでいるわけではないことを

理解してもらうようにしている。先ほど話が出ていたが，子どものしつけや挨拶の問題も，

バランスが難しいところがあるので，その点も説明している。 
後半は「遊び場におけるリスクマネジメントについて」の研修を実施している。わいわい

先生も子どもの怪我については非常に心配しており，遊び場におけるリスクとハザードの説

明に加えて，シュミレーションワークに時間をかけているところである。また，応急手当の

対応も昔と変わってきており，「赤チンを塗ってお薬を」という時代ではないことを説明して

いる。 
学生 PW 育成講座について，市役所で月例会を，毎回テーマを決めて実施している。今年

度は委員長による講義等を中心に実施している。わいわい広場以外にも，子どもと携わって

いる学生も多いため，現代社会において，遊びがどれだけ大事なのか，幅広く学んでもらう

内容としている。今年度は，学生数が若干少なく，学校の時間割とうまく合わない学生も多

かったが，来年度も工夫しながら実施していく予定である。 
 
○委員長 

人材育成については，概ね良好に進んでいるのではないかと感じているが，前半の議論の

中で，わいわい先生の資質について，採用の時点でよく見るべきではないかとの意見もＣＤ

から出ていた。人材育成について，各委員意見等あればお願いしたい。 
 
○委員 

わいわい先生の資質は高いと思っているが，各わいわい先生の運営方針がどの様なものか

は見ないといけない。私は，子ども達が遊んでいる際，わいわい先生がどこにいるのかを見

るようにしている。もし，私がわいわい先生になった場合，極端なわいわい先生になると思

う。なぜなら，私は子ども達の中に入り，中心となって一緒に遊びたいから。一方，わいわ

い先生の中には，子ども達が遊んでいる際は，何もせずに傍観者に徹している先生もおられ

る。 
この様に，わいわい先生の運営方針は，両極端に分れる。各わいわい先生が，どの様な運

営方針かを見極めながら，我々も助言等を行う必要があるのではないか。 
例えば，中心となって子ども達と一緒に遊んでいるのを見ると，わいわい広場全体が見え

ていないのではと思うし，逆に，あまりに遠くから全体ばかりを見ており，「今行って，子ど

も達とコミュニケーションを取ればいいのに」と思うこともある。 
青少年育成ＣＤの方が校長室にも来られ，いろいろと話をするが，ＣＤもどの様な運営方

針かが分れば，助言しやすいと思うので，わいわい先生の運営方針について話したりしてい
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る。 
研修について，子どもの人権や特別に支援を要する子どもへの対応などのテーマで実施し

ていただいているのは，非常にありがたい。 
わいわい広場に参加している特別に支援を要する子への対応については，守秘義務が絶対

条件ではあるが，担任の先生とわいわい先生が情報共有しないと，その子に対する適切な対

応（合理的配慮という考え方）は難しい。また，合理的配慮という考え方は，今後，わいわ

い広場にも波及してくると思う。 
例えば，○○小学校の A 君は，感情が爆発することがあるが，その場合，すぐに声をかけ

るのではなく，少し間をおいて声を掛けた方が良いといったこともある。学校現場では，実

際支援計画を立てており，わいわい先生に見せることはできないが，保護者の同意や守秘義

務が絶対条件としながら，担任とも相談しながら，ワンランク上の対応を目指すことが必要

となってくる。 
 
○委員長 
  子どもの人権について，一般論と現場における個別の具体的対応は違うところがあるとの

意見であった。また，特別に支援を要する子の情報は，自然に入ってくるわけではなく，関

係者とコミュニケーションを取り，情報を共有していくことが大事との指摘であった。 
  また，わいわい先生が，子ども達の遊びの中で，中心になるのか，傍観者になるのかとい

う話を聞いていると，学生 PW の悩みと重なるところがあると思った。学生 PW が 1 人で現

場に入った際，子ども達と一緒に遊んだほうが良いのか，少し離れて見ていた方がよいのか，

悩む学生は多い。二人で入る場合は，一人が一緒に遊び，もう一人が少し離れて見るなど，

うまく役割分担できるよね 等と，月例会で伝えている。この悩みは，補助員も同じで，複

数で入れれば，うまく役割分担できるのにと思われていると思う。予算上の制約もあるとは

思うので，現実的に複数というのは難しいのだろうから，補助員や見守りサポーターとの連

携など，チームとして現場を見ていくことが重要である。 
 
○委員 
  これまで，特別支援学級の児童は，1 人だけで，3 年生まで参加した。その子への対応に

ついては，声掛けだけはしっかり行いながら，通常学級の子どもと同じように接するのが礼

儀だと思っていた。 
  ここ数年間は，わいわい広場への登録者はおらず，特別支援学級の生徒に敬遠されている

のではと思い，担任の先生に声掛けした方がよいのかなあと感じていたところである。 
 
○委員 
  特別支援学級の児童ということであれば，支援が必要であることが明確であるが，通常学

級にも支援が必要な児童がいる。荒っぽい子，怒りっぽい子に対して，怒ったら逆効果にな

る場合もある。わいわい広場参加者で，その様なことが続く場合は，学校側に相談していた

だくとよい。守秘義務などもあり，どこまで言えるかの問題はあるが，その子に対して，学

校と同じスタンスで対応することが必要だと思う。 
平成 28 年 4 月からは合理的配慮という考え方が入ってくる。お互い共有できるものは共
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有しながら，その子の良さを伸ばしていくという考え方であるが，合理的配慮を行うという

ことは，特別な支援が必要であることが明らかになるということなので，もろ刃の剣ではあ

る。しかし，保護者の了解を得ることを大前提としながら，学校とも相談しながら対応して

いくべきものと思う。私たちが困る以上に，子ども達の方が困っているのであって，その様

な場合は，学校に相談していただきたい。 
 
○副委員長 
  わいわい広場の関係者が，学童期における「遊び」が子ども達にとって重要であることを

認識する必要がある。 
  そして，現代の子ども達は，縦集団の無い環境にあり，ただ単に「時間」や「場所」を用

意しても遊ぶわけではないため，積極的に仕掛けることも必要である。教える→任せる→見

守るの 3 段階のステップを踏んでいくことが重要である。 
  80 年代，大人たちが前面に出て，体験学習などのプログラムが組まれたが，させられ体験

となり，自分で何もできなくなる子どもが増えた。 
  わいわい広場の意義や遊びの効用などを，研修でしっかりと教えていくべきである。  
 
○委員 
  わいわい先生の立ち位置について，わいわい広場の基本的な考え方はあるものの，学校の

実態，広場の状況，参加者数，運営スタッフとの人間関係などにより，当然変わってくるも

のと思っている。いずれにしても，わいわい先生の見方や考え方が関係してくるのは間違い

なく，考え方の幅を広げるためにも，研修の充実は必要である。 
  ＣＤからの報告にもあるが，研修については，数年前と比較して，すごく充実していると

聞いている。今後，内容等の更なる充実を図ることが重要になってくる。 
  個人的な意見であるが，わいわい先生が，他校の現場を参観して，その現場について議論

するような研修はどうだろうか。学校現場でも，授業を公開して，他の先生が参観するとい

った研修を実施している。板書・資料・質問への対応などをみて，その内容について議論す

るような研修である。わいわい広場でいえば，受付の仕方，子どもへの声掛け，スタッフと

の連携など，参観したわいわい先生といろいろな意見交換ができるのではないか。 
 
○委員長 
  わいわい広場は，現場の現状にあわせて調整していくのが強みの部分である。 
  研修についても，いろいろと意見をいただいたが，平成 27 年度の研修（案）を事務局の

方で作成しているので，その説明を受けたい。 
 
 
(2) 人材育成について（資料６） 

○平成 27 年度わいわい広場関係者の研修について 

 （事務局より，資料により説明） 
 
○委員長 
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  平成 27 年度のわいわい広場関係者の研修について，全体的な方針の説明があった。本日

出たような意見も踏まえながら方針を策定しているところである。新しい取組としては，PW
登録に繋げることを目的に，遊びのサポーター養成講座受講者のうち希望者に対して，わい

わい広場の現地実習を追加する旨の報告があった。 
 
○委員 
  現在登録されている個々の PW の実際の活動回数等はどうなっているのか。 
 
○事務局 
  平成26年度のPW登録者は50名を超えている。各現場に月2回程度呼ぶようにしており，

わいわい先生が名簿から選び，連絡・日程調整を行ったうえで招聘している。 
  PW の中には，人気があってよく呼ばれる方もいれば，呼ばれるのが少ない方もいる。 
 
○委員 
  今回，遊びのサポーター養成講座に，現場実習を追加した理由は。 
 
○事務局 
  遊びのサポーター養成講座は，一般市民を対象とした講座で定員 60 名程度のものである。

これまでは，講座の中でわいわい広場の PW 登録について説明し，それだけで終わっていた。

平成 26 年度は 60 名中 5 名程度の方が PW 登録を行った。しかしながら，地域に戻り子ども

に関する活動などに活かしていただいていると思うものの，55 名の方は登録しておらず，福

岡市としては，実施校が拡大する中，もっと登録者を増やしたいとの思いがあった。 
  その様な中，今年度の新規登録者から，「登録はしたものの，実際に現場に入ったことがな

く，自分でも大丈夫なのか」との不安の声もあったため，平成 27 年度は，希望者のみでは

あるが，実地研修を組み込むことにしたものである。 
 
○委員 
  遊びのサポーター養成講座の実地研修であるが，研修先が決まっていないのであれば，手

をあげてもいいのか。 
 
○事務局 
  検討したい。 
 
○委員 
  PW について，以前は，地域の方や知人の子ども（学生）に声を掛けていたが，現在は駄

目なのか。 
 
○事務局 
  現在は，登録者名簿に載っている PW だけに限定している。 
  登録にあたっては，わいわい広場の事業趣旨や内容等の２時間程度の研修を受けてから登
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録となる。地域や周辺に，適任者がいれば登録を勧めていただきたい。以前は，遊びの上手

な地域の方等を専属の PW として呼んでいたのかもしれないが，登録して他の学校でも活躍

していただきたいと考えている。 
  また，遊びのサポーター養成講座については，日程等決まれば，各実施校に連絡するので，

周りに興味がある人がいれば，積極的に受講を勧めてもらいたい。 
 
○委員長 
  今の事務局の説明で誤解があるといけないので補足しておくが，PW 登録のための２時間

程度の研修と，遊びのサポーター養成講座は別である。 
  PW に登録したければ，2 時間程度の研修を受けていただければよい。 
 
○事務局 
  説明が分りにくかったかもしれないが，委員長が言われたように PW に登録する場合は，

2 時間程度の研修を受けていただければよく，遊びのサポーター養成講座は受けなくてもよ

い。ただ，わいわい広場の PW として活躍していただくためには，遊びのサポーター養成講

座を受講していただくと，更にいいのではないかと思っている。 
 
○委員 
  学生の PW に，よく来ていただいていたのだが，卒業のため来ることができなくなり，子

ども達がかなり悲しんだ。その様なこともあり，PW は地域の方がいいのかなあと思ってい

る。 
  本日話題にもなったが，参加人数の目標数値はあるのか。わいわい先生は頑張っているが，

地域性など様々な要因から，参加者数が伸びないところもある。 
 
○事務局 
  わいわい広場の効果を参加者数で判断していいのか，参加率や登録率でみるのか，数字で

はない効果でみるのか，様々な意見がある。市としては，参加者数だけで判断されるのは違

うと思っているため，参加者数の目標は設定していない。しかしながら，参加者数が多いこ

とによるメリットもあるのではとも思っている。現場のわいわい先生からは，「わいわい広場

で友だちができた子が，最近は近くの公園で遊ぶようになって，参加者数が減っている」な

どの悩みの声を聞く。数字の目標を設定してプレッシャーをかけるのはどうかとの思いもあ

る。 
  また，わいわい広場は，学校の規模によっても参加者数は変わってくる。全校児童数は 200

～1000 人と各学校バラツキがある。 
 
○委員 
  市側から示されている評価の基準が参加者数だけのように感じてしまう。 
 
○委員長 
  わいわい広場の評価基準として，参加者数は一基準かもしれないが，その他の評価基準が
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重要である。 
 
○委員 
  一部の学校では，参加人数が少ないところもある。そこは課題かもしれないが，わいわい

広場の効果は長いスパンで見るべきものである。「当日受付の際のリボンを自分でつけられる

ようになった」，「以前登録していた子が高学年になると登録せずに遊びに来ている」などの

効果もある。 
 
 
(3) 平成 27 年度の推進委員会について 

（事務局より説明） 

 
○委員長 

何か意見はないですか。 
この件で特に無いようならば，全体を通して何か意見等はないですか。 
 
無いのであれば，平成 26 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

といたします。 
 
 


