
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 

 

日時：平成 27年 3月 6日(金)14:00～ 
場所：福岡市役所 15階 第 5会議室  

  
－  次 第  － 

 

1. 開会 

 

 

2. 議事 

(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 

 
 
3. 閉会 

 
 
【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 



（資料１）
■わいわい広場 開設状況 （平成27年1月末現在　82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

香椎浜 15年度 週3回 コミュニティー
ルームB 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 中止 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 長尾 25年度 週2回 中止

香椎 24年度 週3回 2階会議室等 南片江 25年度 週3回 中止

和白 24年度 週3回 中止 片江 26年度 週2回 中止

三苫 24年度 週3回 中止 百道 15年度 週3回 火・体育館
水金・中止

松島 25年度 週3回 中止 有田 18年度 週3回 体育館

香住丘 25年度 週3回 中止 原北 21年度 週3回 中止

八田 25年度 週3回 中止 西新 22年度 週3回 中止

東光 16年度 週3回 多目的室･
おはなしルーム外

四箇田 23年度 週3回 中止(※途中から雨
→体育館正面入口

席田 21年度 週3回 空き教室（体育
館・家庭科室・図

原 23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

高取 23年度 週3回 中止

板付 23年度 週3回
中止(※途中から
雨→わいわい事務

室にて実施）
室見 24年度 週3回 中止

那珂南 23年度 週3回 中止 百道浜 24年度 週3回 中止

春住 23年度 週3回 中止 田隈 24年度 週3回 中止

東月隈 24年度 週3回 中止 賀茂 24年度 週3回 中止

東吉塚 24年度 週3回 中止 小田部 24年度 週3回 中止

東住吉 25年度 週3回 中止 野芥 25年度 週3回 中止

那珂 26年度 週3回 中止 原西 25年度 週3回 中止

南当仁 15年度 週3回 体育館等 有住 26年度 週3回 中止

草ヶ江 21年度 週3回 教室等 大原 26年度 週3回 中止

当仁 22年度 週3回 中止 飯原 26年度 週3回 中止

平尾 23年度 週3回 体育館・図書室・
教室

金武 16年度 週3回 中止

福浜 23年度 週3回 体育館等 愛宕 21年度 週3回 中止

小笹 23年度 週3回 中止 壱岐南 22年度 週3回 中止

警固 24年度 週3回 中止 姪浜 23年度 週3回 中止

高宮 26年度 週2回 中止 西陵 23年度 週3回 中止

若久 17年度 週3～4回 体育館 姪北 23年度 週3回 中止

弥永 21年度 週3回 知新館3Fか4F 今宿 23年度 週3回 中止

野多目 21年度 週3回 中止 城原 24年度 週3回 中止

弥永西 22年度 週3回 中止 下山門 24年度 週3回 火→体育館
月金→中止

大楠 23年度 週3回 中止 福重 24年度 週4回 南校舎1F 地域交流室

老司 23年度 週3回 中止 玄洋 25年度 週3回 中止

長住 24年度 週3回 中止 石丸 26年度 週3回 中止

柏原 24年度 週4回 中止

玉川 25年度 週3回 中止 30校 麻生教育サービス株式会社

東若久 25年度 週3回 中止 5校 特定非営利活動法人そだちの庭

西長住 25年度 週3回 中止 24校 株式会社テノ．コーポレーション

日佐 25年度 週3回 中止 21校 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

花畑 26年度 週3回 中止 2校 地域型

82校

【参加者数等統計】 平成26年度
（平成27年1月末現在）

 1. 実施校数 82校
 2. 参加登録児童数 9,639人
     参加登録児童数（1校あたり平均） 118人
 3. 見守りサポーター登録数 2,594人
     見守りサポーター登録数（1校あたり平均） 32人
 4. 参加児童数 147,013人
     参加児童数（1回あたり平均） 28人

※南片江の開設日は平成26年4月であるが，平成25年度実施校数に含む

114,689人 132,222人
25人 23人

126人 115人
2,324人 2,418人

38人 33人

平成24年度 平成25年度

61校 74校
7,679人 8,373人

東

城
南

早
良博

多

中
央

西

南



（資料２） 

第４次福岡市子ども総合計画について 

 

１ 策定の趣旨及びこれまでの経緯 

【趣旨】 

近年、少子高齢化、都市化、核家族化の進行や共働き家庭の増加など、子どもと子育て家庭を取

り巻く環境は大きく変化している。そうした中、子どもたちが健やかに成長していくためには、子

どもや子育て家庭を社会全体で見守り、支援していくことがこれまで以上に重要になってきている。 

「第４次福岡市子ども総合計画」については、子どもや子育てをめぐるさまざまな課題を踏まえ、

より市民のニーズに即した子ども施策を総合的・計画的に推進するため、策定するもの。 

  

【経緯】 

・平成12年「福岡市子ども総合計画」策定 

・平成17年 「福岡市子ども総合計画」（次世代育成支援行動計画・前期計画）として見直し 

・平成22年 「新･福岡市子ども総合計画」（次世代育成支援行動計画･後期計画）として見直し 

・平成27年「第４次福岡市子ども総合計画」策定（予定） 

 

２ 計画の位置づけ 

○ 「福岡市総合計画」を上位計画とし、子どもに関する施策を総合的・計画的に推進 

○ 次の計画として位置付け 

・子ども・子育て支援法に基づく「福岡市子ども・子育て支援事業計画」（策定必須） 

・子ども・若者育成支援推進法に基づく「福岡市子ども・若者計画」 

・次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援福岡市行動計画」 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「福岡市ひとり親家庭等自立促進計画」 

○ 「新しいふくおかの教育計画」や「福岡市保健福祉総合計画」、その他の関連計画と整合・連携 

 

３ 計画期間   

平成27年度から平成31年度まで 

 

４ 計画各論 ※放課後等の遊び場づくり事業関連のみ抜粋 

  計画各論において，下記のとおり目標を３つ掲げている。 

・目標１ 子どもの権利を尊重する社会づくり 

・目標２ 安心して生み育てられる環境づくり 

・目標３ 地域における子育ての支援と健やかな成長を支える環境づくり 

  放課後等の遊び場づくり事業については，目標３に記載している。 

   

   前計画と方向性は基本的に同じではあるが，前計画での成果や，地域における子育ての支援と健

やかな成長を支える環境づくりとして，学校施設などを活用した遊びや活動の場づくりの重要性が

増していることから，施策の方向性欄に，留守家庭子ども会や関係部署などと効果的な連携や調整

を図りながら、「放課後等の遊び場づくり事業」の拡充を図る旨の記載を追加している。 

また，計画期間の最終年度である平成３１年度までに１４３校（全校区）を開設することとして

数値目標を記載している。 
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＜参考＞目標３ 地域における子育ての支援と健やかな成長を支える環境づくり（抜粋） 

■前計画での取組と成果                                

乳幼児親子が気軽に訪れ利用できる「子どもプラザ」を14か所に設置したほか、小学生が放課

後に学校の校庭などで遊びや活動を行う「放課後等の遊び場づくり事業」を86校まで拡大しました。 

 

■現状と課題                                     

・都市化の進展や核家族化などを背景に、地域のつながりが希薄化し、地域や社会から孤立しが

ちな子育て家庭が増えています。そうした状況に伴い、子育てに不安や負担を感じる家庭が増

加しています。 

・共働き家庭の増加などにより、放課後に保護者が不在の家庭が年々増加しています。また、地

域の活動に参画・協力する保護者や、子どもの育成に携わる指導者などが少なくなっています。 

 ～ 略 ～ 

・子どもが、さまざまな体験を通して人とふれあい、自己を形成していく機会が少なくなってい

ます。コミュニケーション能力や自立心、主体性、協調性など、子ども・若者の生きる力の低

下が問題となっています。 

 ～ 略 ～ 

 

■施策の方向                                    

子どもが、安全に、そして健やかに成長していくためには、隣近所の住民やコミュニティなど、

さまざまな人たちが、子どもと子育て家庭に関わり、支え、見守っていくことが重要です。地域

全体で子どもを育む環境づくりを進めるとともに、家庭の子育て力の向上や、子どもの遊びや活

動の場づくりなどに取り組みます。 

また、子ども・若者が、多様な経験を通して豊かな人間性を育み、自立した大人へと成長して

いけるよう、子ども・若者の自己形成や社会的自立に向けた取組を推進します。 

 

【成果指標】 

成果指標 
現状値 

26年度末 
目標値 

31年度末 

地域の遊び場や体験学習の場への評価 

（地域の小中学生はさまざまな遊びや体験学習をする場や機会に恵まれていると感

じる、高校生以下の子をもつ保護者の割合） 

59.7％ 

(25年度) 

65％ 

(34年度) 

 
 
【事業目標】福岡市が独自に設定する項目 

事業名 指数 
現状値 

H26年度末 
目標値 

H31年度末 

放課後等の遊び場づくり事業 設置数 86  143 

※ ただし、事業の実施は、毎年度の予算編成過程で決定する。 

 

【項目３ 子どもの遊びや活動の場づくりについて】                         

  (2) 公民館や学校施設などを活用した遊びや活動の場づくり 

○ 地域のボランティアやＮＰＯなどの参画を得て、留守家庭子ども会や関係部署などと効果

的な連携や調整を図りながら、放課後に、小学校の校庭などを活用し、自由に安心して遊

びや活動を行うこと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」の拡充

を図ります。 
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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） 

 

１．わいわい先生について 

（１）良い取組等 

 （遊具関係） 

○遊具を手作りしているわいわい先生がおり，その作り方を書いた「手作り遊具一覧表」

を作成し、他のわいわい先生にも配布している。 

○日常の遊びに活かすため、自作の毛糸あみの用具などを作成したり補助員と遊びの道

具を作成したりして、子どもたちの活動に組み入れている事例がある。 

○男子，女子，それぞれが興味を示しそうな遊具や制作コーナーを準備しているわいわ

い先生がいる。 

 

 （事業者，留守家庭指導員，他のわいわい先生との連携） 

○留守家庭子ども会指導員と日常から情報交換を行い、留守家庭子ども会との連携がで

きているわいわい広場もある。 

○日頃の「わいわい広場」や企画事業における，事業者による応援体制が整ってきた。 

○事務日などを利用し、他校のわいわい広場・イベント・企画事業等の応援に入り、そ

の学校の活動内容や運営面での良さを学び、自分の学校に取り入れていこうとする姿

勢が見受けられるわいわい先生がいる。 

○困っていること・悩み・相談がある場合、委託会社の垣根を越えてわいわい先生同士

がお互いに情報交換し合いながら対応に努めている。 

○同じ区内のわいわい先生同士が結びつきを深めるため、ざっくばらんに情報交換し合

える場（懇親会等）が区毎に設定されてきている。 

○わいわい先生から積極的に学校の先生方に挨拶や声かけを行いながら、好ましい人間

関係を深めていこうと努力しているわいわい先生がいる。 

 

 （子どもとの関わり） 

○子どもの名前を覚えて，受付の時に「○○君，久しぶり」「○○ちゃん，今日は４時帰

りだね」など声掛けができている。 

○「わいわい広場」に積極的に関わる先生が増えたように感じる。子ども達との関係も

良くなってきていると感じる。 

 

 （帰りの会） 

  ○終わりの様子を見ると、帰りの会が形式的な事にもならず，スムーズに終わる学校が

増えたように感じる。 
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（２）課題及び課題解決に向けての意見 

 （わいわい先生の対応） 

○一部のわいわい先生に，安全面での管理やルールに目がいきすぎるため、指示が多す

ぎたりして、子ども達ののびのびとした活動が制限されるケースがある。 

→わいわい先生への研修等を充実させるとともに，わいわい先生の採用にあたっても気

をつけるよう，事業者に対して指導する必要があるのではないか。 

 

○積極的にコミュニケーションを取ることが苦手なわいわい先生がいる。 

→研修，業者からの指導を行い，意識付けを徹底していく。 

 

 （わいわい先生への支援） 

○わいわい先生は現場に一人で配置されるため、運営面で不安を持つっている方も多い。 

→各受託事業者で意見交換の場を設定している。いろいろと参考になっているようなの

で，継続して実施してもらう。 

 

 （補助員） 

○補助員とわいわい先生との連携がうまくいかないケースがある。 

→補助員を推薦する際、その仕事内容やわいわい先生の補助の中味を具体的に知らせる

パンフレットを作成し了解を得るように努める。 

 

 （見守りサポーターの減） 

○見守りサポーターの登録が少なくて苦労をしているわいわい先生がいる。 

→見守りサポーターの増員で、学校のご協力もありポスター等の掲示を長期間したこ

とで増えた学校もあったため，取り組み事例を周知していく。 

 

○見守りサポーターへの登録者数が少なく、保護者の協力が十分得られていない学校

が多い。安全面からも心配である。 

→わいわい広場に登録する際、最低学期に１回～２回は見守りサポーターに入っていた

だくことを登録の条件（見守り登録者数が少ない学校）としてみてはどうだろうか。 

 

（留守家庭子ども会との連係） 

○わいわい広場と留守家庭子ども会が、遊びを別々にしているところもある。 

→わいわい広場と留守家庭子ども会が遊びを別々にしているところは、それぞれ事情が

あり、この課題を解決し、一緒に遊んだり遊具を共有して使用したりするには、お互

いの話し合いを深める必要がある。留守家庭子ども会指導員は、けがのことを一番心

配している。次に、心配しているのは遊びのルールに関することで、わいわい広場と

留守家庭子ども会の違いを心配されている。 

 

 （企画事業の実施日） 

○参観・懇談日に，「企画事業」を全校に呼びかけ実施しているが，お預かりではないの

だがその様な感じが出てしまう。 

→参観日の企画事業は，大人への啓発の意味合いも薄く、狙いからはずれるように感じ

るので，実施しない方がよいのではないか。 
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２．学校・地域・保護者等との連携について 

（１）良い取組等 

 （学校との連携） 

○参観懇談がある日に、わいわい広場を実施している。保護者の評判がよく、校長先生

が「雨天時は教室でわいわい広場をしてください。」と言われたとのこと。 

○学校長がコミュニケーションの育成や体力向上など自校の教育目標をわいわい広場の

活動の中に見いだした場合、活動の様子を見に行ったり声をかけたりして運営に協力

的である。 

○学校との連携がしっかりできていると、「わいわい広場」も充実している。 

 

 （地域との連携） 

○わいわい先生が，公民館行事において、地域の方々にわいわい広場について説明を行

っている。 

○補助員がわいわい広場の意義を理解し、地域の民生委員などに働きかけて見守りサポ

ーターを増やし活性化しているケースがある。 

○毎月「わいわい便り」を，協議会のメンバーに配布している。 

  ○運営協議会や見守りサポーターの方から、「わいわい広場」はとてもいい事業ですと言

われる。子ども達が「わいわい広場」で楽しく遊ぶことや友達が増えたとの声もあっ

た。 

○見守りサポーターとして、地域の方（公民館関係者）がボランティアとして入り、運

営スタッフの方々をサポートしながら子どもに関わっている学校がある。 

 

 （その他） 

○わいわい先生が，見守りサポーターを増やすため，見学会を開催している学校がある。 

 

 

（２）課題及び課題解決に向けての意見 

 （ＰＲ不足） 

○わいわい広場のことをもっと地域全体にＰＲする必要がある。 

→わいわい先生が，公民館行事において、地域の方々に説明を行う。 

 

○運営協議会において、「わいわい広場はとてもいい事業であるが、地域の方は知らな

い方も多いと思いますので、啓発が必要ではないのか」との意見あり。 

→「わいわい広場」を地域の方に知っていただくために要望等があれば説明会等を行う。 

 

○わいわい広場の事業が、一般保護者や地域の方にあまり理解されておらず，事業その

ものを知らない方もいる。 

→一般保護者や地域を対象に、わいわい広場の広報活動を計画的に積極的に行っていく

必要があるのではないか。 
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 （補助員の確保） 

○補助員の中には、高齢化のため受付のみの活動となったり、用具の貸し出しのみに終

始したりするケースが出てくる。 

→補助員の仕事内容をＰＴＡのＯＢや青少年育成に関わっている人にピーアールして、

実働できる人を増やす。 

 

 （登録児童数及び見守りサポーターの減） 

○登録児童数や見守りサポーターが少ない学校もある。 

→登録児童数や見守りサポーターを増やすために、他校での取り組みを参考にするなど，

地域や保護者に対して啓発をする必要があるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（資料３） 

 

３．わいわい広場の人材育成について 

（１）わいわい広場関係者（わいわい先生・補助員・PW）の研修について 

①効果 

○講師による講演やわいわい先生同士の意見交換などで、わいわい広場の運営について

の共通理解が全市的に得られるようになった。 

○全体研修では、講師の先生を招いての講話は大変良いと感じている。現在の子どもの

実態や遊びの様子などを知ることにより、「わいわい広場」にも生かされると思う。 

  ○グループに分かれて日頃の悩み等の意見交換は，参考になることが多くあると思う。 

○他校のわいわい先生の取組や悩み等を聞くことで、自校のわいわい広場の運営に生か

すことができている。 

○ここ数年で内容も充実してきており、わいわい先生にも参考となる話題や交流ができ

て，現場での実践に生かされていると思う。 

 

②意見 

（研修内容） 

○わいわい先生研修について，わいわい先生の自校での実践報告を行ってはどうか。 
○わいわい先生研修会で聞きたいことや日頃の悩みなど、事前にアンケート調査をして

はどうか。 
○わいわい先生研修について、講師による講演やわいわい先生同士の交流よりも，現場

に役立つ実技を希望する意見も多い。 
○わいわい先生研修について，全体研修やグループ研修は今後も実施して欲しい。 

  ○他校訪問研修について，効果が大きいので，希望者のみであるが，積極的に参加して

欲しい。 
○年間を通じ、見通しを持った計画的な研修が今後も絶対必要だと考える。研修内容や

回数等については、わいわい先生や補助員の声も聞きながら、関係者で検討する必要

がある。 
 

（補助員） 

○補助員については遊びを広げていく役割を果たしている人もいるが、受付のみという

ケースもあり活動に差が見られる。補助員研修の広がりが課題ではないか。 
 

（その他） 

○市Ｐ協など関係機関との連携が必要。 
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（２）PW育成事業 

 ①学生 PW育成事業について 

○学生ＰＷの定例会が「わいわい広場」訪問に生かされている。 

○学生ＰＷの定例会に参加してみると熱心に研修をしていることがよく分かる。 

○学生にとっては，遊びの理論を学ぶことと同時に、実地研修において、子ども達との 

ふれあいを通して学ぶこともたくさんあると思う。 

○現在実施されているわいわい広場での実地研修は効果的である。 

○ＰＷが来る日は、子ども達にとっても遊びが充実していると思われる。 

また、これまでに何度か来ていただいたＰＷが来ると，子ども達も楽しそうである。 

○学生ＰＷは遊びへの関わり方をよく理解しており、遊びを広げることができている。 

○みんなと関わることが苦手な子にさりげなく対応して、心をほぐし活動に参加させて 

いる。 

○学生ＰＷが来校している時は，子ども達の動きがとても活発である。子ども達で奪い 

合いになることもある。 

 

②遊びのサポーター養成講座について 

○（学生ＰＷ育成事業と同様）わいわい広場での実地研修が効果的であると思う。 

○（学生ＰＷ育成事業と同様）遊びの理論を学ぶことと同時に、実地研修において、子

ども達とのふれあいを通して学ぶこともたくさんあると思う。 

  ○養成講座の参加者が「わいわい広場」のＰＷとして活動することを期待したい。 

 
 
（３）人材確保策等について 

○公募も一方法であるが、現場を理解しているＰＴＡ関係の人材、青少年育成に携わっ

ている人材のリストアップが堅実である 
○わいわい先生の人材については，補助員やサポーター経験者をリストアップ（人材バ

ンク）しておく必要がある。 
○わいわい先生については，「わいわい広場」の目的や狙いがしっかり理解できること

や子ども達の理解ができること。また、運営スタッフとの協力や連携がしっかりでき

ることが必要である。  
   ○わいわい先生が交代される場合は、できるだけ早く配置し，しっかりとした引継ぎを

行うべきである。 
○人材確保のためには、多くの市民の方に、子どもの健全育成のため、福岡市の施策と

して「わいわい広場」が行われていることを知っていただく必要がある。そのために、

わいわい広場の広報活動が大切ではないか。市政だよりやマスコミなどの活用が必要

ではないか。 
・市政だよりにわいわい広場に関する記事を載せていただく。 

      ・各区版に、わいわい広場の記事を載せていただく。 
・テレビ局にお願いして、子どもの健全育成ための福岡市の施策の一つとして、  

「わいわい広場」を実施していることを取材してもらい、３分～５分程度の「わ

いわい広場」特集番組を作っていただき放送していただく。 
○補助員は，学校によって登録人数に偏りがある。新規開設校については，校長等に十

分補助員の役割を理解してもらい，適任者を推薦してもらう必要があるのではないか。 
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新任わいわい先生研修について 

 
１ 趣旨 

  現場責任者「わいわい先生」の人材育成については、受託者に研修の実施も含めて委託し、

児童との接し方や安全管理等に関する知識・技能の向上を図っているが，さらに、本市主催の

研修会・講演会・情報交換会などの参加機会を設けることにより，事業趣旨等への理解を徹底し

ているところである。 

特に，新任のわいわい先生については，わいわい広場を経験していない方も多く，事業趣旨

等の理解が不足していることや，今後一人で現場に配置されることに対する精神的な不安も大

きいため，事業趣旨の理解を深めることや関係者との交流の深めるため，現場に入る前に必ず，

本市主催の研修会を開催しているところである。 

 

 

２ 実施状況等（平成 26年度） 

（１）対象者 

  ①新規開設校のわいわい先生 

  ②わいわい先生の退職等により，今後配置予定のわいわい先生 

  ③わいわい先生の退職等により配置されたが，新任わいわい先生研修を受講していな

いわいわい先生 

  ④その他，受講を希望するわいわい先生 

  ⑤プレイワーカー登録者で希望する者 

 

（２）実施状況 

 
 

（３）研修内容（基本）  

 

 

（４）その他 

   上記研修に加えて，「子どもへのまなざし ～子どもにとって遊びとはなぜ大事？～

（発達障がいをどう理解するか）」をテーマに，推進委員会の山下委員長による研修を

実施している。 

   ■日  時：平成 26年 8月 29日（金） 13:30～17:30 

   ■場  所：福岡市役所 7階 災害対策本部室 

   ■参加者数：16名（①3人，②2人，③3人，④4人，⑤2人，その他 2人） 

場所
参加
者数

内訳

第１回 H26.8.21 9:30～17:30
天神ツインビル
402研修室

14人 ①2人，②2人，③4人，⑤4人，その他2人

第２回 H26.10.2 9:30～17:30
福岡市役所７階
災害対策本部室

11人 ①2人，③3人，④5人，⑤1人

第３回 H26.10.28 9:30～17:30
福岡市役所７階
災害対策本部室

10人 ①3人，②1人，③1人，⑤5人

第４回 H27.2.24 9:30～17:30
天神ツインビル
405研修室

11人 ①4人，②5人，⑤2人

日時

時間 テーマ 内容等

9:30～10:15 1限目「わいわい広場及び運営について」 説明（福岡市）

10:15～11:00 2限目「学校や地域との連携について」 講話（福岡市青少年育成コーディネーター）

11:00～12:30 3限目「子どもが育つ栄養素，遊びについて」 講師「PLAY FUKUOKA古賀氏，折居氏」

13:30～17:30 4限目「遊び場におけるリスクマネジメント」 同上（ワークショップ等）



（資料５） 

平成 26年度第 3回わいわい先生研修について 

 
１ 趣旨 

○こどもの人権について学び，わいわい先生として子どもとどの様に向き合っていくべ

きか再確認してもらうことで，わいわい広場におけるこどもの健全育成を図る。 
 
○自校の課題や取り組みについて他校のわいわい先生に話すこと，また他校のわいわい

先生の課題や取り組みについて聴くことで，お互いの現状を共有することにより，解

決策への案が導き出されることを目指す。 
 
○わいわい先生同士の横のつながりができることで，今後の業務をより円滑に進めるこ

とができるようになることを目指す。 
 
 
２ 実施状況 

（１）対象者 

   全わいわい先生（82 名） 
    ※出席者数 80 名（わいわい先生 74 名，事業者 6 名） 
 
（２）日時 

   平成 26年 12月 25日（木） 13:30～17:30 

 

（３）場所 

   交通局４階 大会議室 （福岡市中央区大名２丁目５－３１） 

 

（４）研修内容 

  13：30～13：40   あいさつ（放課後こども育成課長） 
  13：40～15：00   前田博文先生（大原小学校校長）による講演 
              ※講演内容「子どもの人権について」 
  15：00～15：10   休憩 
  15：10～17：10   グループワーク（わいわい先生による意見交換等） 
  17：10～17：30   事務連絡等 
 
（５）その他 

・参加者アンケート結果 ・・・ 別紙１のとおり 



平成26年度第３回わいわい先生研修　　アンケート

■こどもの人権についての講演について

1 0 0 7 1 0 0 未回答1

9 2 0 0 未回答2 9 1 1 0 未回答1

■グループワークについて

1 0 0 未回答11 3 5 3 未回答8

■研修全体について

4月 2
5月 1
6月 3
7月 5
8月 5
9月 4
10月 4
11月 6
秋ごろ 1
夏休み中 6
クリスマスはやめてほしい 2
今くらいの時期でよいが，学期内がよい 1
わいわい開催期間中よりも，今回のような日程がよい 1
希望なし 1
未回答 4

23 17 16 11

H26.12.25

29 26 12 35 24

別紙１

28 10

24 31 40 16

・内容は十分でしたか。
（もっと詳しく） （十分だった） （もっと簡潔に）

６ ５ ４ ３ ２ １

・講師の声の大きさ，話すスピードは。
（よい） （悪い）

６ ５ ４ ３ ２ １

・職場で活かせそうですか。
（そう思う） （そう思わない）

６ ５ ４ ３ ２ １

・わかりやすかったですか。
（わかりやすかった） （わかりにくかった）

６ ５ ４ ３ ２ １

・職場で活かせそうですか。
（そう思う） （そう思わない）

６ ５ ４ ３ ２ １

・時間はちょうどよかったですか。
（もっと長く） （ちょうどよかった） （もっと短く）

６ ５ ４ ３ ２ １

・職場で活かせそうですか。
（そう思う） （そう思わない）

６ ５ ４ ３ ２ １

・研修の時期はどうでしたか。
１ もっと早い時期がよい （ 月頃） 33
２ 今くらいの時期でよい 29
３ もっと遅い時期がよい （ 月頃） 0



平成26年度第３回わいわい先生研修　　アンケート

●今後実施してほしい研修内容があればお書きください。

○児童への対応 ○情報交換の場
・発達障害の児童 3 ・どんな遊びをしているか 2
・グレーゾーンの児童 3 ・企画事業の内容 2
・特別支援学級の児童 ・他校のおたより 2
・攻撃的な児童 ・どんな遊び道具を使っているか
・すぐきれる児童 ・参加カード
・児童全般 ・プレイワーカーについて
・大人を独り占めにする児童 ・今回のような意見交換
・大人しい子がみんなと一緒に遊ぶ方法 ・交流
・見守りと叱り

○遊びの紹介 ○こどもの発達（児童心理など） 2
・物づくり 6
・遊び 4 ○地震，災害，不審者への防犯 2
・ゲーム
・1年生から6年生まで遊べる遊び
・手品

○事故時の対応

○リスクとハザードの違いについて

○学校との連携

○イベントの研修

○市の職員が答えるQ＆A

○わいわい広場の事務研修

○昼間校庭開放事務について

○補助員，見守りサポーター，プレイワーカーと全体がうまくいく方法

○倉庫の整理のうまい方法

○今回のような内容
　
　

H26.12.25

計13 計11

計13

別紙１



平成26年度第３回わいわい先生研修　　アンケート

●その他，研修に関する感想，意見などがありましたら自由にお書きください。

＜まとめ＞

　○講演について

・講演については，わかりやすかった，参考になった等の感想が多く，好評だった。

・特に児童への接し方，言葉づかいについて，勉強になったという声が多かった。

・今回のような人権について研修は大事だと思われているわいわい先生が多かった。

　○グループワークについて

・グループワークについては，他校のわいわい先生やコーディネーターの話が聞けて良かったという内容が多かった。

・今回は途中でグループ替えを行ったが，いろいろな人の話が聞けて良かったという声が多かった。

・テーマは特に設定せずに行ったところ，いろいろな話ができてよかったという声が多かったが，

　テーマがあった方が良かったという声もあった。

　○その他

・学校のわいわい広場に対する理解度が足りないのではないかという内容の声が数件あった。

・研修日がこの日ではない方がよかった等，研修の日程に関する意見が数件あった。

H26.12.25

別紙１



平成26年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（案）
（資料6）

平成2７年度 わいわい広場関係者の研修について 

【第1回研修】 

○4月8日（水）13:00～

16:30 

○場所：あいれふ講堂 

○西日本短期大学 山下智也准

教授（推進委員会委員長）講演

「子どもへのまなざしについ

【第2回研修(実地，希望者のみ)】 

○各自にて行きたい現場へ連絡 

○現場のわいわい先生と話して活動内容を決定 

【第3回研修】（11月～12月） 

○内容未定 

○ 同じ区のわいわい先生とコミュニ

ケーションを図ることで，日頃の交流を

深めるきっかけとする。 

 

事業者協議（随時実施） 

研修（3/23（月），27（金）） 

○平成26年度PW登録者で平成27年度も継続し

て登録を希望する者を対象 

○登録のために必須 

○内容は昨年度と同様に，西日本短期大学山下准

教授（推進委員会委員長）によるグループワーク

を中心 

○4月以降，別途希望者がいれば個別対応する。 

研修 

○補助員同士の意見交換をメイン

に，「遊び場におけるﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝ

ﾄ」について講習を実施する予定 

研修（希望者のみ） 

○毎年4月に市政だより等で募集を行う

一般市民を対象とした「プレイワーカー

（遊びのサポーター）養成講座」の受講

について，PWにも呼びかける。 

 

○PWの登録者を増やすため，平成27年

度の養成講座は，例年の内容に加えて，

わいわい広場での実地研修を追加する予

定。 

研修（希望者のみ） 

○新任わいわい先生研修（わいわい

先生研修欄を参照）をプレイワー

カースキルアップ講座に位置付け。 

学生プレイワーカー育成講座（希望する学生をホームページ等で公募） 

○平成23年度から毎年実施中。 

○わいわい広場にプレイワーカーとして活動するために必要な知識等を身につけ，実地研修を経て，各現場でプレイワーカーとして活動。 

プ
レ
イ
ワ
ー
カ
ー
 

補
助
員
 

わ
い
わ
い
先
生
 

事
業
者
 

研修（実地。希望者のみ） 

○各自にて行きたい現場へ，わいわい先生を通じて連絡 

○現場のわいわい先生と話して活動内容を決定 

【新任わいわい先生研修】 

○新規校の開設時期ごとに実施（年１～４回程度）。 

○受講を希望する既存校のわいわい先生やPW等も受講は可能。 

○内容については，「わいわい広場及び運営について」，「学校や地域との連携について」， 

 「子どもが育つ栄養素，遊びについて」，「遊び場におけるリスクマネジメント」を予定。 

○山下推進委員会委員長による「子どもへのまなざし」については，年１回程度まとめて実施。 



                                 

 

（資料７） 

「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 27 年 3 月 31 日までとする。 

委員の任期も、委嘱の日から平成 27 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、こども未来局放課後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 

1 この要綱は、平成 23 年 7 月 25 日から施行する。 

 

附 則 

1 この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 



（資料８）

役職 氏名 所属等

委員長 山下　智也
きんしゃいきゃんぱす　代表
西日本短期大学　准教授

副委員長 横山　正幸 福岡教育大学名誉教授

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 守田　美知子 有田小学校わいわい広場　現場責任者

委員 宇都宮　久幸
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

「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  

 

 
（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  

 
附 則  

1 この要領は，平成25年4月1日から施行する  
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