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平成 27 年度第 1 回「放課後事業推進委員会」議事録 

 
 
１．開催日時 平成 27 年 6 月 26 日（金）10：00～12：10 

 

２．開催場所 福岡市役所 5 階 第 3 会議室 

 

３．出席者 

山下委員長，宇都宮副委員長，横山委員，古賀委員，立光委員，山浦委員，守田委員 
事務局（青少年育成コーディネーター4 名，事務局 4 名（課長 1 名，係長 2 名，係員 1 名）） 

 
４．議題 

(1) 委員長・副委員長の決定 

 

(2) 傍聴要領について 

 

(3) 実施状況について 

○ わいわい広場の開設状況について（平成 27 年 3 月末現在） 

○ わいわい広場の課題等について 

 ○ 青少年育成コーディネーターからの報告 

  

 (4) 人材育成について 

○ 学生ＰＷ育成講座及びＰＷ養成講座について 

○ わいわい先生研修について（第 1 回） 

○ 補助員研修について（全 8 回） 

○ ＰＷ研修について 

 

 (5) 普及・啓発活動について 

     ○ 平成 23～26 年度の普及啓発活動について 

   ○ 平成 27 年度の普及啓発活動について 

 
【委員会資料】 

○「放課後事業推進委員会」設置要綱   ・・・・・・・・・・・・・・・ P1 
○「放課後事業推進委員会」名簿   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2 
○「放課後事業推進委員会」傍聴要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3 
○わいわい広場開設状況について（平成 27 年 4 月現在） ・・・・・・・・  P4 
○わいわい広場の課題  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5 
○人材育成について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7 
○普及・啓発活動について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P13 
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【参考資料】 

（参考資料 1）平成 27 年度わいわい広場関係者の研修について 
（参考資料 2）学生プレイワーカー育成講座平成 27 年度受講生募集チラシ 
（参考資料 3）プレイワーカー養成講座平成 27 年度受講生募集チラシ 
（参考資料 4）補助員研修資料 
（参考資料 5）放課後等の遊び場づくり事業（わいわい広場）の広報（H23～26） 
（参考資料 6）わいわい広場広報物 
（参考資料 7）関係団体等配布資料 
（参考資料 8）わいわい広場エピソード集（イメージ） 
（参考資料 9）H25 年度 アンケート調査票 
 
 
５．議事概要 

 
(1) 委員長・副委員長の決定 

   設置要綱に基づき，委員長は山下委員，副委員長は宇都宮委員に決定。 

 

(2) 傍聴要領について 

   事務局より説明。 

 

(3) 実施状況について 

① わいわい広場の開設状況について（平成 27 年 3 月末現在） 

② わいわい広場の課題等について 

  （事務局より，資料により説明） 
 
○委員長 
  わいわい広場を進めていくにあたって，平成 31 年度までに全校区展開を目標としている

ということと，元々10 校程度だったところからこれだけ増えてきたということで，いろいろ

な課題が出てきているということだが，より良くしていくために課題を整理してもらってい

ると理解している。 
  わいわい広場の現場を見ている青少年育成コーディネーター（以下「CD」という。）や委

員の方の意見を聞きたいが，まずは副委員長から何かご意見等あればお願いしたい。 
 
○副委員長 
  わいわい広場の課題について，事務局から説明があったが，実際わいわい広場が開催され

ている学校を訪問しながら，子どもたちの様子を見たり，スタッフの子どもへの対応等を見

たりしているが，挙げられている課題の中で，いくつか感じたことについて述べたい。 
まず，わいわい先生の資質の向上について，昨年から感じているが，各学校にわいわい先

生が 1 人しかいない中で，全学年を対象として，その保護者への対応をしながら，さらに運

営スタッフ，学校，地域との連携を図りながら業務を遂行していくという状況であり，とて
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も大変だと感じる。だからこそ，わいわい先生の資質や力量が問われてくる。資質の向上の

ためには，やはり研修等が大事になってくるのではないかと考えている。昨年度の意見とし

て，研修の内容がここ数年で充実してきたというものがあったと思うが，それが実際に現場

での実践に活かされているという声も出ていた。これは非常に大切な声である。 
実際に現場でトラブル等の対応が必要となったときに，CD に相談の電話をしてきたり，

事業者に相談を持ちかけたりするケースがあるが，一人でいろいろと考えて対応しているよ

うなわいわい先生もいるようだ。そういった場面で，全学年を対象としていることもあり，

わいわい先生の児童理解，児童対応・保護者対応の力，ケガや事故，子ども同士のトラブル

等も含めた危機管理の力，学校の先生方や地域の方々とコミュニケーションを上手くとって

いく力，そういった力の向上をさらに図っていく必要があるので，やはり研修は絶対に欠か

せない。研修の中身の充実について，さらに具体的に考えていく必要があると感じる。研修

の内容や，いつ，どの程度実施していくか等を具体化して年間を通して計画的に実施してい

くということが大事だと感じている。わいわい広場実施校が全体の 60％を超えてきている中

で，これからもさらに研修の充実を図っていくということは，わいわい先生の一人一人の力

量を高めていくということに結び付いていく大事なことである。 
運営協議会の中でわいわい先生から出される意見を聞いて，わいわい広場の事業の趣旨に

ついて十分に理解していないのかなと感じたこともある。そのようなことを考えると，いろ

いろな課題事例を出して，具体的にどう対応するかといったことを意見交換したり，発表し

合う場を設けたりし，さらにそれを受けて放課後こども育成課から指導をしていく等して，

課題に対する共通理解を全てのわいわい先生に広げ，深めていくような研修が良いのではな

いかと考えている。 
見守りサポーターについて，登録数・参加数の増加策の検討という課題があるが，86 校見

たときに，参加登録が非常に多く，60％～70％近くになっている学校と，非常に少ない学校

とがあるように感じる。だいたい 20％～30％くらいの学校が多いと思うが，これは，スポー

ツ安全保険の加入率とも関係しているところがあるような気がする。このあたりは，その校

区の家庭の状況や実態が表れやすいところかなと思っているが，登録数の少ない学校のわい

わい先生は，何とか登録数を増やしたいということで，登録募集のお願いをしたり，案内を

出したりしているという状況がある。しかし，なかなか十分な数が集まらず，困っているわ

いわい先生もいる。 
登録児童の保護者に働きかけていくことが最優先になると思うが，学校によっては，地域

の方々が，応援・協力ができることがあればということで，例えば公民館のシルバークラブ

の方々が地域ボランティアとして見守りに入っている学校もいくつか出てきている。このよ

うな気運が少しずつ見受けられるようになってきていることは，うれしいことではあるが，

やはり登録している児童の保護者への働きかけをさらにこれからも継続していく必要があり，

また工夫していく必要があると感じている。 
学校のわいわい広場の理解度の向上という課題が挙げられているが，新規開設に向けて学

校と話をするときに，学校の運動場はお借りするが，学校に迷惑をかけるようなことはほと

んどありませんというようなことを校長先生に伝えることはある。そこからスタートしてい

るため，わいわい広場の事業は学校教育とは別物だと思っている校長先生もおられると思う。

それで，仮に事故やケガ等がわいわい広場の中で起きても，わいわい広場のスタッフで対応
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してくださいということや，学校側に丸投げされても困りますというような意識が根底にあ

る方々もおられるのかなと感じたりもする。学校の理解度の向上の難しさがそこにあるので

はないかと感じる。 
その一方で，昨年度，校長先生が自ら学校だよりの中でわいわい広場のことを取り上げて，

登録していない児童の保護者にも，放課後の遊び場の大切さ等を呼びかける等，積極的に働

きかけを行ってくれる学校もあった。そういった学校においては，先生方とのコミュニケー

ションもとりやすくて助かっているというわいわい先生の声を聞く。逆になかなかそのあた

りが十分でない場合は，わいわい先生がずいぶん気遣って学校の先生に声をかけるなどして

いることもある。 
実施校が 60％を超えてきている中で，今後は校長先生方を対象としたわいわい広場につい

て理解していただくための研修会を年に 1 度くらいは実施していく必要がある時期にきてい

るのではないか。 
わいわい広場を実施していない学校の校長がわいわい実施校に異動してきた際に，今まで

経験がないことで，理解がすぐ得られなかったりすることもある。そのようなことも考えて，

教育委員会に働きかけをしていくことで，より多くの学校の校長先生方にわいわい広場の理

解を深めてもらうことが大事ではないか。 
留守家庭との連携について課題として挙げられているが，効果的な連携というのはまだ先

になるのかなと思うが，学校によっては留守家庭子ども会の支援員と定期的に情報交換をし

ているところもある。例えば遊びのルールの見直し，遊具や遊ぶエリアの問題等について，

基本的には学校のルールに基づいてということになるが，そういった話し合いの場を定期的

に設けている学校もある。短時間であっても学期に 1 回とか，年に何回とか決めて，わいわ

い先生と留守家庭の支援員の交流会や意見交換・情報交換の場を意図的に作り，情報のやり

取りをしていく中で，より良い効果的な連携が少しずつ目指していけるのではないかと思う。

それ以上に大事だと思うのは，わいわい先生と留守家庭の支援員が仲良くなること，これが

一番ではないかと思う。 
最後になるが，地域や保護者の協力体制について，運営協議会で時々出される意見だが，

せっかく学校で放課後にわいわい広場をやっているのに，保護者の方や地域の方で知らない

方がたくさんいるので，もう少し知っていただくために，公民館にわいわい広場のことがわ

かるような啓発ポスターを掲示したり，町内の掲示板や回覧板を活用したりするのも良いの

でないかという声が出たり，こどもたちが夏 17 時に終わって帰るということであれば，下

校時間に地域のパトロールがまわっているところは，わいわい広場終了時間にもパトロール

をして見守ってはどうかという声が出たり，地域の方も関心を持って，協力できることはし

ていきたいという声が出て，ありがたいことだが，そういったことがさらに広がっていくこ

とで，さらに地域との協力体制が生まれてくるのではないかと思う。 
 
○委員長 
  たくさんある課題のなかで，優先順位や重要度を踏まえて話をしていただいた。 
  わいわい先生の資質の向上については，わいわい先生はかなりハードな仕事ということで，

できるだけ研修を大事にしていきたいということで，これまでも十分にやってきてはいるが，

さらに研修のレベルアップをという意見かと思う。一部のわいわい先生が事業のことを十分
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理解していないということ，具体的事例に基づく研修をという話が私の中ではしっくりきた。

今までの研修は全体に向けて一斉にという部分が多かったが，もう少し課題別であるとか，

経験年数別であるとか，具体例に基づいてということが重要だと思う。 
見守りサポーターについては，保護者への働きかけをさらに続けていく，あるいは工夫を

していくという話をしていただけたと思う。 
学校については，学校への最初のアプローチの仕方も関係しているという話もあったが，

60％を超えているという段階なので，少しアプローチの仕方を変えてはどうかということで，

校長先生の理解度を向上させるための研修等の場を設けるということで，これは啓発の話に

も関わっていくのかなと感じている。 
留守家庭との連携について，ずっと昔から課題として議論になっていることで，中には定

期的にミーティングをするなど良い事例がたくさん出てきているということもあるようなの

で，そういう場を作っていくことで，わいわい先生と留守の支援員が仲良くなればという話

をしていただいた。 
地域への周知については，せっかく良いことをやっているのに知らなかったという声がま

だあるということで，ポスターや回覧板やパトロールの話など，地域側はいっぱいアイデア

を持っているようなので，早くそこにつないだ方が良いのではないかということも考えさせ

られた。 
この他にもいろいろあると思うが，CD から何か補足等いただければ。 

 
○事務局（CD） 

わいわい先生の資質という部分では，事務処理能力に差があるように感じている。例えば

運営協議会の資料をわいわい先生が作成する際に表現が間違っていたり，わいわいだよりに

ついても表現が稚拙になっていたりするわいわい先生がいる。このようなことについては，

研修というよりも事業者を通しての指導といった支援が必要ではないか。 
見守りサポーターについては，本当に大事なことだと考えている。昨年度の状況で言うと，

担当区の中で見守りサポーターの登録が 1 ケタという学校が数校あった。そのような学校を

見ていると，補助員が受付をしているが，受付が済んだ児童は遊びはじめているので，大人

の目がわいわい先生 1 人という中で活動が始まっている。そういった状況にわいわい先生は

危機感を持っており，昨年度から様々な働きかけをしている。例えば，見学月間を設けて見

に来てもらうよう呼びかけたりしている学校が複数ある。このような取り組みをしているこ

とで，状況が変わってきている学校もある。ある学校では，保護者の方が見守りサポーター

の月間の予定表を見て，誰も入っていない日に見守りに来てくれたということがあった。そ

こまで保護者の意識が変わったということだ。これは，わいわい先生がずっと働きかけてき

たからということもあるが，この学校では，わいわい先生と学校がしっかり連携をとって，

保護者説明会でわいわい広場の説明の時間をしっかりとってもらった。そういった学校の協

力体制があったからこそ，このように変わってきたのではないかと感じている。やはり，わ

いわい先生の課題意識があり，それを何とかしたいということで，いろいろな所で変化が表

れていると感じている。 
校長の理解度については，大きいとつくづく感じている。子どもが遊んでいる姿を直接校

庭に見に来なくても，校長室の窓から見ている姿を見かけることもある。そのようなときに
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あいさつに伺うと，わいわい広場についてのお礼等を言われる。そのような姿勢が学校職員

にも伝わるのではないかと思う。学校の先生がわいわい先生に子どもの情報を話してくれる

ようなところもあり，そのような学校の子どもたちはわいわい広場を楽しんでいるように感

じる。 
 

○委員長 
  わいわい先生の資質について，事務処理能力の話は，私も全然意識していなかったので，

なるほどと感じた。これについては，研修というよりも，上手く支援をしていく必要がある

というご提案をいただいた。 
  見守りサポーターについては，工夫や継続が実を結んでいるような事例が出てきたが，も

っとそれが他の校区に伝わっていけば心強いのかなと感じている。 
  学校や校長の理解という部分も含めて，貴重な意見をいただけたと思う。 
  もう 1 名ほど CD からご意見をいただければ。 
 
○事務局（CD） 

今年度から CD として現場を見ているが，わいわい広場の子どもの姿はとても良いと感じ

ている。 
運営協議会で遊びの例をいろいろと挙げていた学校があったが，砂場で一生懸命遊んでい

る子や，普段の学校教育の中では遊べない，一輪車，竹馬，コマ回し等，いろんな遊びに没

頭する姿が見られたが，これは特に低学年ということで，これは 1 つの課題になってくると

思う。 
高学年になると，野球やドッジボール等，集団で遊んでいる姿も見られる。普段の学校教

育の中では見られない姿を見ることができるので，その姿をもっとアピールしなければいけ

ない。問題点もあるが，良さもいっぱいある。その割には，参加数が少ない学校もあり，も

ったいないと思う。何年も継続して実施している中で，成果として表れている部分を大いに

アピールして，遊びを通して向上してくること，良くなっていくこと，そういったものをも

っと市民の方々，保護者，地域の方々に知ってもらいたい。 
保護者の中には，「わいわい広場に参加するにはお金がかかる」というものや，「見守りサ

ポーターに必ずならなければならない」というような誤った情報があり，子どもは参加した

いのに，参加できていないということがある。そういった面も含めて，広報を幅広くしてい

かなければいけない。そういったときに大切になってくるのは，やはり学校である。学校と

は関係ないというのはＣＤとしては言っていくものの，学校の中でやっている以上は，影響

は大きい。学校との関わりをもっとしていかなければならない。合わせて，事故等があった

場合の対応等について，先ほども話があったように責任者の対応が大きいが，学校との共通

理解をしておかないと大事になることがあるので，そういった面で，できれば学校も含めた

研修ができればいいかなと思う。原則は自己責任ということで，公園で遊んでいるのと同じ

感覚ということだが，学校施設を使っている以上，保護者はどうしても学校にクレームを言

ったりしてくる。そういったところの親の意識は変えようがないので，それを見越した責任

者の丁寧な対応，難しいことだが，そういったところも含めて責任者の責任の重さというの

を感じる。初期対応がきちんとできていれば大事にはならないという例はたくさんあると思
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う。 
また，地域型については，予算的にも大きく違い，関わってくださる方々も多く，また開

催日数も多く，理想的だと感じる。実施校が広がらなかったからということで民間委託をし

たが，民間委託を導入したら今度はそれに頼りすぎているのではないか。学校は自由に子ど

も達が遊びに来ていいのだから，本当はもっと遊ぶ人数が増えてもいいのではないか。そし

て，それを見守るのは保護者であり，広く言えば地域であると思う。そういったところも難

しさがあると感じる。その母体となる組織，学校であれば PTA だと思うし，もしかしたら公

民館が中心になるのかもしれないが，そういう組織を何かしら作っていかなければならない。

しかし，そのためには人材，中心になって推進する方，やってみようという方がいなければ

進まない。そういったジレンマを感じながら，とても良い取り組みをこれだけ 60％まで増え

てきているので，もっと増やすための努力はしていかなければならないと思うし，地域型等

のより充実したかたちでの発展を今後は進めていく必要があるのではないか。 
 
○委員長 
  新しい視点でいろいろ提示してもらい，参考になった。 
  課題ばかり言うとすごく大変な事業に見えてくるが，子ども達の姿に，普段とは違う良さ

があるということで，その PR という部分をもっとしていこうということだが，今回の委員

会の後半で普及・啓発の話があるので，そこでもっと深められたらと思う。 
  保護者の誤解みたいなものもあり，その広報，伝え方についても，影響力の大きい学校に

上手く協力してもらうということや，事故があったときのことも踏まえて，学校も含めた研

修をといった提案や，初期対応の大切さといった話もしていただいた。 
  地域型の話については，私もずっとそれは大事ではないかと言いながら，ここまで来てい

る段階である。せっかく委員の中に地域型運営を引っ張っていただいている方がいらっしゃ

るので，今回の委員会の議題として出ているわけではないが，そのあたりも今後全校区展開

の中でどうやっていくのか，そのためには母体である組織であるだとか，それを引っ張って

いく人材が必要ということを考えたときに，これまでの人材育成は，既に関わっているわい

わい先生，補助員，プレイワーカーといったところにしかまだ焦点があたっていないので，

地域の人材発掘・育成といった部分も関連するのではないかと思う。 
  いろいろな意見が出ているが，現場に接点のある委員からも何かあればお願いしたい。 
 
○委員 
  たくさんお話しを聞かせていただいて，課題もそれぞれにあるが，推進のスピードと現場

の体制のバランスというのをきちんと見極めながら運営されていくことが大切だと思う。具

体的な 1 つ 1 つの学校の検証である。事業は推進されて新しい学校も増えているが，実際に

それぞれの学校が，先ほどの話のように具体的にこの学校はこの呼びかけをしたことで見守

りサポーターが増えているとか，良い話，上手くいかない話両方あると思うが，きちんと現

場が見えて，検証していくというのができていないのではないかと思う。なので，そこの検

証をしていくと，おそらく今後の研修の内容も具体的に見えてくると思うし，新規校を選考

していくときの一つの選考の基準・判断にもつなげていけると思うので，このあたりで，各

学校のわいわい広場の検証を何らかの形でやっていくことが大事ではないかと思っている。 
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○委員長 
  推進のスピード，全校区展開というところと，じっくりと固めていくところのバランスの

見極めという話が一つあった。もう一つ，検証をしっかりしていきましょうということで，

これまでは広げていくという方針が多かったが，その中で，どこがきちんとできていて，ど

こが上手くいっていないのかという検証をしていきましょうということで，ご意見をいただ

いた。検証ができれば，それが人材育成の研修の内容にも反映できるし，選考の中の一つの

基準にもなるのではないかというご提案をいただいた。 
  ここまで，現場に関わっている委員の方々や CD にご意見をいただいたが，ここからは，

わいわい広場の現状及び課題ということに関して，委員のみなさまからご意見やご質問をい

ただきたい。 
 
○委員 
  最近，北九州市で福岡市のわいわい広場について事務局からお話しをされたようだが，非

常に評価されていて，興味を持たれている。 
  私もいろいろな取り組みに関わっているが，わいわい広場は非常に良い形で進んでいる取

り組みではないかと思う。他のところでは，遊びが大事ということで頑張ってはいるが，イ

ベント中心である。わいわい広場は，そうではなく，自然な子どもの遊びというものを正面

に据えながら進めている。ブレることなく，立ち上げ当初の考え方を踏襲しながらやってい

るところは大事だと思う。しかも，広がってきているというのは素晴らしいと思う。 
  さらに進めていくためには，すでにいくつか課題が出ている中で，校長先生の理解が必要

ということで，校長先生を対象とした研修も必要という話がありましたが，校長先生がまず

理解していただくこと，それから他の先生も関わる関わらないは別としても，遊ぶというこ

とが子どもにとってどのような意味があるのか，わいわい広場とはどのような意味があるの

かを理解して，応援していただくだけで大きな違いがある。それには教育委員会との連携が

必要だろうと思う。具体的には，せめて市の教育センターに 1 講座くらい作ってほしいと思

っていたのだが，どこもそうだが，残念ながら遊びに対する理解は少ない。 
  しかし，遊びは，言うまでもないことだが，不登校やいじめの防止，人間関係の発達の促

進，あるいは授業を集中して聞いたりするというリラックスと緊張のバランスをとっていく

ために重要な意味を持っている。 
  このようなことから，わいわい広場に関して，今一度教育委員会との連携が必要だろうと

思う。具体的には，教育センターでの 1 講座，希望者を対象とした小さなものでも良いので，

進めていくことが大事ではないか。 
  それから，研修のあり方について，中心となるわいわい先生の多くは女性だと思うが，し

かも世代的に遊んでいない世代がなっているので，気持ちはあってもなかなか難しいと思う。

やはり，イメージをいかにして具体的にしていくかというような研修を考える必要があるの

ではないか。昔の遊びを全て良いというわけではないが，参考になるのは，かつて子どもは

どのようにして遊んでいたのか，あるいは海外で子どもたちはどのようにして遊んでいるの

か，そのあたりを，映像的なものを整理していく。あるいは高齢者の体験も重要で，かつて

どのような状況だったのか，イメージを膨らましてもらうというのも大事。 
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  以上の 2 点だが，ぜひ教育委員会との連携については頑張ってほしい。 
 
○委員長 
  以前から教育委員会との連携の話は出ているが，なかなか進まないというところもあるの

かなと思うが，事務局から何かあるか。 
 
○事務局 
  以前から委員にご指摘いただいており，研修として教育センターの 1 講座をという話があ

ったが，そこまで実現できていないところである。 
  ただ，後程説明させていただく予定だが，毎年校長会の集まりがあり，そこに必ずわいわ

い広場の説明を入れていただき，事業についての説明，現在の状況，効果等について毎回話

をさせていただいている。 
  また，全体に対してということではないが，CD が未実施校を中心に，校長先生に対して

説明やアピールを行っているところである。 
 
○委員 
  質問ですが，福岡市の教育施策の基本的な考え方があると思うが，その中にわいわい広場

は含まれているのか。 
 
○事務局 
  教育委員会の施策については承知していないが，今年の 4 月から子ども子育ての総合計画

があり，その検討には，教育委員会の方も入っており，その中でわいわい広場については，

関係機関と連携しながら実施するという位置づけをしている。 
 
○委員 
  平成 15 年度にこの事業が開始されたときに，自分の子どもがわいわい広場実施校に通っ

ていたため，かなり早くからこのような事業があるということは知っていた。その後，平成

16 年度に自分が教頭になったので，管理職の立場としてわいわい広場をどうしていけばよい

かという話をよく聞かされたが，自分自身が開設しようと思うまでにはかなり時間がかかっ

た。その後，いくつかの学校で勤務をし，平成 25 年度に校長としてわいわい広場を開設し

た。実際に開設したのは年度末の 2 月だったが，子どもたちがわいわい広場に行くというリ

ズムを作ってから 4 月を迎えたいということで，駆け足で開設した。4 月に学校の先生に話

をしても，4 月は新しいことが多すぎてなかなか対応できないが，子どもがわいわい広場に

行く方法を知っていれば，子どもが勝手に行ってくれると思い，3 学期に開設をした。結局，

自分が校長としてわいわい広場を開設するまでに 10 年近くかかった。 
  開設にあたっては，本当にできるのかといった不安もあり，事業開始当初は地域型運営が

主体だったため，近くで実施している地域型の学校を見に行こうかとも考えたが，やはり，

地域人材を育てるのは難しい時代にきているというのもあった。 
  それでも自分がやろうと思った理由は，一部を民間委託する方式が導入され，わいわい先

生の人材のことや指導も委託でできるので大丈夫と言われたからで，このことですごく気が
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楽になった。わいわい先生を育てるにはどうするかということについても，他の学校を見に

行ってもらったりして対応できた。 
  校長が新しいことをするには，いろいろな所で遊びが大事と言っている自分でさえ，10 年

かかったので，地域型も大事だと思うが，民間委託方式も活用しながら，ぜひ予算の確保に

努めていただきたい。 
  私の学校では，1 年生の約 8 割が留守家庭子ども会かわいわい広場を利用している。これ

は，まずは 2 月の学校説明会で話をして，それから入学式で話をして，さらに 1 回目の懇談

会の日にお試しということでわいわい広場を利用してもらった。その結果，1 年生のわいわ

い広場登録率が 40％以上になった。学校の理解はとても大事だと思う。これからもっと参加

数が増えるように私も広報をしていきたい。 
  また，校長に対して理解してもらうというのがあると思うが，校長はなったらあと数年で

退職なので，教頭や教務に対して，遊びというものを通して子どもを育てるということを伝

えることも大事だと考える。また，研修については，「わいわい広場について」ということで

やっても皆聞かないと思う。しかし，遊びをどのように学校に取り入れていくかであったり，

いじめや不登校の防止について等の視点の中で，市はこのような事業を実施しているという

ことに繋げれば，講座の中にも入っていくのではと思う。 
 
○委員長 
  現実の部分が伝わってきたと思う。 
  最後に出た，「わいわい広場」の研修だと聞いてもらえないという部分は，工夫の仕方かな

と思うし，現場の先生がいいなと思えるようなアプローチの仕方が大事だと思う。 
  広報の話や人材育成の話が出てきており，それに関連して学校との連携の仕方，校長先生

への伝え方等の話が出てきているが，時間も限られているので，次第に沿って，次の議題の

人材育成について，現状を事務局に説明してもらったうえで，議論を深めていきたい。 
 
 
(4) 人材育成について 

① 学生ＰＷ育成講座及びＰＷ養成講座について 

② わいわい先生研修について（第 1 回） 

③ 補助員研修について（全 8 回） 

④ ＰＷ研修について 

   （事務局より，資料により説明） 
 
○委員長 
  人材育成については，だいぶ形ができている段階かと思うが，研修に関わっていただいて

いる委員から，補足等があればお願いしたい。 
 
○委員 
  研修を担当するときに，事業の一番大事なところをどれだけ気付いてもらえるかというこ

とを意識しながら，丁寧に研修を進めていくことを心掛けている。特に今回，学生プレイワ
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ーカーの育成講座から補助員研修まで担当させていただいているが，補助員の方々にわいわ

い広場の趣旨を理解していただけたという感触がかなりある。やってみて大変手応えがあっ

たのが一つ良い面だったと思う。どうしても遊び場を運営していくうえで，どちらかという

と危ないこと，危険なことに対して，安心・安全が優先されてしまうという風潮がある中で，

ちょっと待ってそこを考える。子どもの成長にとって大事なことがこんなに遊びの中にある

んだよということ。具体的に参加者の中からどのようなことが危ないと思ったとか危険と思

ったとかを出してもらい，そこを掘り下げていくことができたので，とても良かったと思っ

ている。 
  学生の育成講座に関しては，今年は少し人数が少ないスタートをしている。ただ，今後合

宿も予定しており，秋以降もう少し学生たちの参加が増えるのではないかと期待して取り組

んでいる。実際わいわい広場の現場にも 5 月から積極的に入っており，ほとんど毎日学生と

プレイワーカーが実習で各現場に入りだしているので，雨の多い時期ではあるが，学生たち

の実習する機会が増えてきている。 
 
○委員長 
  わいわい広場の人材育成については，最初に副委員長が言っていたように，かなり充実し

てきているという実感が私としてもある。ただ，プレイワーカーの研修について私が感じる

のは，プレイワーカーだけが，わいわい広場のためのスタッフではないというか，ちょっと

雇われているということで，少し孤立感を感じているプレイワーカーが多いなということで

ある。 
それ以外はみんなでやっているといいう感覚は育ちつつあるのかなというのは，私が人材

育成に関わりながら感じるところである。このベースの部分というか，年間計画も出してい

ただいているが，このあたりはすごくベースとして大事なことだと思うし，さらに委員や CD
からも話があったが，さらにもっと具体化した，個別課題型というような研修の機会が必要

なのかなと思っている。 
おそらく，一斉形式の講座ではなかなかそこが行き届かない部分もあり，CD がいろいろ

と支援をしてくださっているのかなと思うが，そこをさらに強化していく，例えば，CD も

新規校開設等で忙しい部分もあるので，そこをもっと現場を活性化させることに特化したよ

うなサポートチームを作るとか，ただみんな集まって一斉に研修という形ではないものも必

要ではないかなというのが，私が関わっていて感じるところである。わいわい先生に集まっ

てもらうのも負担なのかなというのも感じていて，出て行って研修をしていけるような形式

も今後作っていけたらなと思っている。 
  私も研修に関わっているので，自分の意見を述べさせていただいたが，他の委員の方々か

らも，人材育成について何かあればお願いしたい。 
 
○委員 
  人材の育成の前に発掘というのがあって，以前勤務していた学校では，元々PTA の役員を

していた方が，見守りサポーターから補助員になった。PTA の役員をやられるような方なの

で，子どもへの対応も上手だし，なぜこのようなことをしているのかという趣旨もよく分か

っている方だった。ぜひ PTA の協議会等に対しても，人材発掘という意味も含めて広報して
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いけばいいのでないか。 
 
○委員長 
  今日報告があったのは，既に関わっている方々への育成のプログラムということだったが，

まさに，おっしゃっていただいたように，発掘というところも同時に進めていかないといけ

ない。そういう意味では，普及・啓発というものにまさにからんでくるのかなと思う。普及・

啓発はわいわい広場の理解だけでなく，人材発掘もからめてというのが大事なのかなという

ことを聞かせていただいた。 
 
○委員 
  人材発掘をして，さらにそれを登録する人材バンクが必要ではないか。発掘されても，活

用されないといけない。そういったものも含めて，これは将来のことになるが，発掘して，

バンク登録して，活用していくということ。 
人材育成の中身も非常に良いもの作られてきているので，そういうことを考えますと，人

材発掘バンクというようなものを考えてみたらいいのかなと思った。 
 
○委員長 
  人材発掘と，バンクと，それを動かす仕組みということでお話しをいただいた。 
  例えば，学生プレイワーカーの講座も，学生が集まって，それが学生プレイワーカーとし

て現場に派遣できているので，すごく循環している部分があるが，それが現場に行けないと

いうことになれば，何のためにやっているのかというところも確かに出てくると思う。 
 
○委員 
  先ほど，プレイワーカー養成講座の報告をしていなかったが，今年も 40 名近い参加者の

中で，明日が講座の最終日となっているが，今年初めて実施するわいわい広場の現場実習に

ついては，16 名の方が希望されている。なので，来週からこのプレイワーカー養成講座を修

了した方々と一緒にわいわい広場の現場に入ることになるが，予想以上に関心を持たれてい

る方が今年は多いと感じている。なので，先ほど委員から話が出たように，そこをうまく現

場につなげて，リクルートだったり人材バンクだったりという仕組みができたらいいなと感

じている。 
 
○委員長 
  現場につながるわかりやすいルートがなければいけないが，見守りサポーターもあれば，

プレイワーカーもあれば，わいわい先生になるルートもある。でも，どうしたらそれになれ

るのかわからないということも多いのかなと思ったりもするので，そのあたりは将来的な課

題としてあるのかなと思っている。 
  他になければ，普及・啓発の話が一番全体にからんでいるところで，昨年度の最後の推進

委員会で，ここが一番議論になり，これから考えていきましょうということだったので，そ

ちらの議題に移りたい。 
  まずは事務局から説明をお願いしたい。 
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(5) 普及・啓発活動について 

     ① 平成 23～26 年度の普及啓発活動について 

   ② 平成 27 年度の普及啓発活動について 

   （事務局より，資料により説明） 
 
○委員長 
  率直な感想を言うと，これだけたくさんやっている一方で，なんでそんなに知られてない

のかというもどかしさみたいなものをすごく私は感じている。 
  何かアイデアはないかとか，前半で委員や CD から，例えば学校だよりにわいわい広場の

ことを載せるアイデアとか，パトロールのことや，見学会，あるいはお試しの日を設けたり

とか，あるいは広報する時期のことも話があったかと思うが，なんでこんなにうまくいかな

いのかというもどかしさを感じる部分が私にはあるので，そこに関して率直な意見を出して

いただいて，広報や普及・啓発の戦略を考えなければならないのかなと思っている。 
  委員のみなさまから，ご意見をいただきたい。 
 
○委員 
  DVD はとても良かったと思っている。私は PTA の委員会等で何度も DVD を使った。わ

いわい広場をしたいと思ってもらわないと，私がやると思っているだけではなく，保護者か

らやろうよという声が高まらない限り，見守りサポーターの登録も広がらない。それで，前

任校で開設するにあたっては，DVD を何度も活用させていただいた。自治会にも見ていた

だいたし，DVD はとても良いと思った。 
  もう一つ効果があったのが，数年前の保護者だが，横山先生が PTA を対象にされた講演会

について，PTA の委員会での報告で，今日，とてもいい話を聞いてきました，わいわい広場

というものがあって，うちの学校ではしていないから，ぜひやりましょうといった報告をし

てくれた方がいた。広報は一人に響けばいいやくらいに思っておかないと，そんなにやった

からといって，みんながみんな食いついてくるわけではないので。 
PTA への子どもの育ちという視点でのお話しというのは，親に引っかかるところがあるの

ではないかと思う。それは先ほども言った通り，校長会に対しても，「わいわい広場を広めた

いから講演会を」と言われたら，「聞きたくないな」，「わいわい広場は知っているし」という

のも正直あるのではないか。でも，今一度子どもの遊びがなぜ必要なのかとか，どのように

すると子どもが遊びを取り戻せるかとか，今の保護者は勉強できないといけないとうところ

にすごくとらわれているが，その前に，幼児は幼児として，小学校低学年は小学校低学年と

して，の豊かな体験が人生を作るということを広めていくことが大事なのではないかと思う。 
 
○委員長 
  DVD のことですとか，わいわい広場というよりも，子どもの育ちになぜ遊びが大事なの

かというアプローチということでお話しをいただいた。 
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○副委員長 
  今，DVD の活用の話が出たが，例えば新規校開設のときに事前説明会の依頼があったり

する。その時に，開設していない学校の地域の方，公民館，PTA の方な等はわいわい広場に

ついて知らなくて当然なので，事前説明会のときは，必ず私は最初に DVD を見ていただく。

いろいろわいわい広場のことを話すよりも，DVD を見ていただくのが一番わかりやすいと

思うので，15 分くらいの DVD の時間ですが，それを見ていただく。この DVD はいろんな

視点からまとめられているので，こんな事業なのか，こういったスタッフが関わっているの

か，ということや，また，遊びの大切さについてもあの中に盛り込まれていて，実際にわい

わい広場に参加している子どもだったり，親の声だったり，いろんなものが網羅されている

ので，普及・啓発に活かせるものだと思っている。 
  そう考えたら，DVD の活用の話に戻るが，開設している学校が 86 校ということは，まだ

開設していない学校が 40％くらいある。その全ての学校で，例えば DVD を給食時間とかで

いいから見ていただくと，給食時間は 20 分あるので，DVD を見る時間は十分にある。そう

いったものを見ていただくことで，いろんな思いを子どもが抱くと思う。そして担任も一緒

に見ることになる。そうなったときに，親の方に，例えば PTA の集まりの時に話をするとか，

入学式のときに話をするとかも一つの方法ではあるが，DVD を見て子どもが何らかの形で

わいわい広場っていいなとか，心に響くもの，感じるものがあれば，きっと帰って親に話を

すると思う。今日こんな DVD を見たとか，学校の放課後にこんなことをしているところが

あるので，参加したいとか，それが親に伝われば，そんなものがあるのであればと，開設し

ていない学校であれば，親が担任や校長に働きかけたりというような姿も生まれてくるかも

しれない。 
  知っているようで，なかなかよく知っていない先生も含めて，こんな良さがあるんだとか，

時にはわいわい広場を覗いてみて子どもが遊んでいる姿を見てみようかなという気持ちにな

る先生もいるかもしれない。そういう意味では，せっかく素晴らしい DVD を作成している

ので，もっとそのあたりの活用を図る必要があるのかなと思っている。 
 
○委員 
  実際に DVD を見せました，子どもたちにも見せました。子どもたちからやりたいという

気持ちが膨らまないと開設できないと思ったので。 
既にわいわい広場をやっているところでも，たまに見せると良いのではないか。すごく効

果があると思う。 
   
○委員 
  確かに良い取り組みをしているのに，知っている人はよく知っているのに，知らない人も

多い。福岡県では，アンビシャス運動を始めて 14 年ほど経つが，タクシーに乗っていた時

にアンビシャス運動を知っているか聞いたときに，なんですかそれはと言われた。これは，

県の方でも，よくどうしたらいいかという話が出てくるが，これからは発想を変えてアピー

ルしてみるというのも良いのではないか。例えば，福岡の経済界，あるいは 70 歳以上中心

の福岡県人会というのもあり，分科会に次世代育成というのが課題として出ている。みなさ

んわいわい広場の話や，アンビシャス運動の話をすると，「そんなのあるんですか」と関心を
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持たれる。まずは知っていただく。長期的にこの事業を継続していくためには，子育てをし

ていただいている方もそうだが，そうでない方にも知っていただくことが必要だと思う。 
  DVD という話も出たが，5 分間だけでも話を聞いてもらうとかが必要ではないか。北九州

で話を聞かれた方からは，非常に興味を持たれて，資料が欲しいという声もあった。やはり

影響があるのではないかと思う。ただし，誰がどうするのかというとそれはまた別に考えな

いといけないが，縁のなさそうなところに話しかけたり，時間ありませんかというのも，あ

るのかなと思う。経済同友会にも教育文化検討委員会というのがある。意外と市や県が何を

しているか知らない。発想を変えて戦略を立てていくのもこれからの課題ではないか。すぐ

できるかどうかは別として。 
 
○委員 
  先ほど委員から話が出たように，育ちとか，生きる力とか，今の子どもに大切なことみた

いな，何かサブタイトルみたいなものを出していくのもいいのではないか。さきほど北九州

の話もあったが，私たちの団体でもいろいろな所で，子どもに大切なこととか，生きる力と

かの話をさせていただくと，大変関心を持たれていて，「放課後そういった取り組みをやって

みたい」という行政機関からの声もある。危機感とか，今これをやっておかないと子どもの

育ちにすごく影響があるのではというようなところから，「やらなければ」と思われているの

ではないか。 
  「わいわい広場」の下にというのでもいいが，何かサブタイトルを打ち出して，何のため

にこの事業があるのかということがわかりやすく伝わるようなものにしてはどうか。 
 
○委員長 
  わかりやすく，インパクトというところの話をしていただいた。 
 
○委員 
  視覚媒体という部分で，J:COM を見ていると福岡市の広報番組があるが，あのようなも

のに，わいわい広場を取り上げてもらうことはできないのか。 
 
○事務局 
  広報番組を作っている部署との相談次第かとは思うが，基本的には，時期に合わせてのも

のになる。参考資料 5 に記載しているが，平成 23 年度，今の事業体系になった時に，本格

実施というタイミングに合わせて，広報番組を放映させていただいたことがある。また，こ

の時はイベントとして，「わいわい広場 in 天神」を実施しており，それに合わせて広報番組

を放映していただいた。なので，タイミングに合わせてということであれば，取り上げてい

ただく可能性もあるので，市の広報担当部署に話しに行くことはできると思う。今後働きか

けをしていきたいと考えているが，タイミング，インパクトという部分を広報部署は重視す

るので，こちらも戦略的に，「こういったインパクトがあることがありますので」というよう

な話があれば取り上げてもらえるのではないかと思う。 
 
○委員 
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  以前，私の学校のイベントの時に J:COM さんが取材に来て，放映された。 
 
○事務局 
  それはいつ頃か。 
 
○委員 
  6，7 年前だと思う。 
 
○委員長 
  何か反応はあったか。 
 
○委員 
  イベントを取材して，子どもたちの映像とか，保護者の様子とかが放映されたが，ただ，

まだ時期が早かったかなという感じだった。 
 
○委員長 
  今やればまた違うかなとも思うが。 
  きっかけやインパクトがあればという話もあったが，思いつきだが，この日と決めて，全

校一斉にわいわい広場をやるという風に，大きなイベントをするというよりも，いつものわ

いわい広場をみんな同じ日に開催すると，ちょっとインパクトがある，話題になるというこ

とかなと，これなら，現場にもそんなに負担にならないようにできるのかなと，思いつきだ

が，こういうアイデアもあるのかなと思う。 
 
○委員 
  エピソード集についてですが，こういった物を充実させていくと良いと思う。今から 6 年

前にモデル事業を実施したが，当時 1 年生だった児童が 6 年生になっている。それで，モデ

ル校にした 2 校については，私たちも継続して行っているが，1 年生の時は，大変問題のあ

った子が，最近行った企画事業では最後まで片付けをして帰るようになったり，6 年生にな

り下の子の面倒を見たりと，学校とは全く違う，自分を満たして，楽しく，その子の存在が

光るような居場所になっていたり，子どもの変化みたいなものを，そこにいる補助員さんや

わいわい先生も成果として報告してくれる。やはり，そういう遊びを通した効用というもの

を，PR の中に含めて，目で見てわかるような物にしていけたらいいなと思う。 
 
○委員長 
  これは保護者向けということで，わかりやすいエピソードなり，アンケートの結果をとい

うこと，あるいは，昨年度の 3 月の推進委員会でも話が出たが，学校の先生向けに，こんな

に子どもたちがいっぱい遊んでいる，集中力もついて学級経営にも役立つという話もあった

と思うが，そのようないろんな物が集まってきて，わいわいひろばの普及というよりも，今

日議論の中で出てきているのは，子どもの育ちとか，子どもにとって今何が大切かというよ

うな流れの中で，それぞれ打ち出していければ，すごく効果的なのかなと思っている。 
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  時間も無くなってきたので，最後に，アンケートの話で，今年度 1 月にアンケートを配布

予定ということで，項目等が提案されている。例えば，こういう項目を増やすと，もっとわ

いわい広場の魅力が伝わるのではないか，効果が見えてくるのではないかとか，アンケート

項目を細かく見るというよりもこういったことを保護者に聞いてもらえると次に生かせると

か，あるいはアンケートでなくても，普段いろんな方と話をしている中で，こういったとこ

ろがわいわい広場良かったですというような声等，どういう声が出ているか伺えれば，それ

をアンケートに落とし込んでいくというようなこともできるのかなと思うが。 
  現場に入っている委員の方で，こういったことを聞いてみたらどうかというような提案が

あればお願いしたい。 
 
○委員 
  やっぱり，知っているのか知らないのかということではないか。 
 
○委員 
  私の学校では独自にアンケートをしているが，知らないという方が 2 割くらいいる。アピ

ールはしているが，知らない人がいる。しょうがないかなという思いもある。 
  そういうのを時々やっておかないと，自分の立ち位置が見えなくなる。だから，時々独自

にやっている。市の方にもやっていただくと，またそれで自分の立ち位置が見えたり，指針

になったりする。 
  今，DVD を使ったりとか，いろんなツールがあると思うが，自分たちが始めたときは，

何もなかった。まだ遊びの効用についてもそんなに知識はなくて，自分たちが子どものとき

はこうやって遊んでいたよなとか，人との関わりがあったとか。そんな中でわいわい広場の

話がきた。一方，子ども会とか，青育連という団体もあって，そこも PTA 同様子どもを取り

まとめていて，そういったところが，小学校で事業をやるというのも可能だった。ただ，私

の校区でこの話を持ってきてくださった当時の推進委員だった方から，「PTA がやることに

意味がある」という話をされて，それで，ちょうど池田小学校とかいろんなところで事件が

あっていた時期だったので，小学校の中を守るという形で，ここでやろうと考えた。他の団

体でやれるのに PTA がやれないとなれば，これほど情けないことはないということで，何を

真っ先に考えたかというと，体験会を実施して，遊びたい子がいるのかいないのか，いなけ

ればしなくていいし，いたら，その事実を持って学校とも交渉できるし，地域とも交渉でき

るし，PTA の役員も説得できるということで，体験会を実施した。130～140 名遊びに来て

くれたので，全校児童の 2 割強はいるということで，やりましょうということで，校長と話

をして，地域と話をして，PTA 役員と話をして，実施までは 4 ヶ月くらいかかったけども，

どういった形で立ち上げるかというのを考えながらやったということである。 
  1 つ資料の中でお願いがあるのだが，わいわい広場の実施状況の中で，留守家庭との関わ

りがどうなっているのか，遊びは分けられているのか，遊びのルールが違うのか，そこまで

入れてもらうと，問題点が見えてくるのかなという気がするので，できれば追加してもらえ

たらと思う。 
 
○委員長 
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  具体的なこれまでの経緯の話もあり，最後資料についても話があった。留守家庭のことは

今後も必ず議題に出てくるのではないかと思われるし，検証という話にもつながってくるの

かなと思う。 
  今のように，全体を通して，このことをもう一回確認しておきたい，あるいは，今日は議

題にあがらなかったが，このことは言っておきたいということがあればお願いしたい。 
 
○副委員長 
  普及・啓発のところで，他の委員から出た話と関連することでもあるが，研修は結構され

ているけども，普及・啓発においてはまだ十分に成果，効果がでていないというか，その一

歩手前なのかなといったことだが，そう考えたときに，私は，わいわい広場の良さとか，素

晴らしさをもっと見せないといけないのかなと思う。そうなってくると，インパクトのある

切り込み方も必要かなと考えたときに，今社会問題になってきて，親や先生たちも危機感を

持っている，不登校だったり，引きこもりであったり，あるいはキレやすい子どもが多くな

っているとか，我慢がきかないとかの子どもの実態があるが，そういったような子どもに育

ってきているのは，他ならぬ遊びが減ってきているということが一つの大きな要因にもなっ

ているのではないか，といったところから切り込んでいけば，そういった事に関心を持って

いるような状況が社会的にもあるのではないか。そして，もっと子どもたちに遊ばせるとか，

遊ばせるのも体を使って，五感を使って遊ぶような，そういう体験活動を，特に小学校低学

年の段階でたくさんするということが，大事だというところから攻め込んでいく。そういっ

た手だてを具体的に整理して，具体的な言葉とか，具体的な姿で，伝えていくというような

ことで，もう少し効果が出るのかなと思う。 
 
○委員長 
  まさに，社会的な関心事と上手く結びつけながらインパクトのある形で伝えていく，子ど

も時代の遊びの体験が本当に大事なんだということをもっともっと伝えていくということだ

と思う。 
  他の委員からも何かあればお願いしたい。 
 
○委員 
  今の話で思ったのだが，しっかり遊ぶことが，子どもの育ちにすごくプラスになるんだと

いうことをアピールしていくためには，心理学的で申し訳ないが，長期的な話として，デー

タの検証をしていかなければならないと思う。といってもなかなか難しいことだが，いくつ

かの事例的なサンプルでも良いので，5 年先，10 年先くらいまで見ながら，データというか，

資料をとっておく必要があるのではないか。そうすると，あの遊んでいた子どもが，こうい

う面でこういう風に活き活きと育てってきているということがわかるのではないか。 
私の私的体験で申し訳ないが，だいぶ前だが，遊んでいない子どもたちに遊びを仕掛けて

みたいということで，自ら立候補して育成会の会長をやらせてもらった。そして，まさに，

本当に自分たちで遊ぶ子どもたちをいかに育てるかということをやった。結果的には，保護

者に PR してご協力をいただきながら，70～80 人の子どもたちが毎日のように遊ぶようにな

った。進学ばかりが指標ではないが，その時にリーダーシップをとっていた子どもたちが，
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様々な有名大学に進んでいった。確率的に，偶然にしては高いと思う。この子どもたちは，

中学に行っても非常に意欲的だったようで，生徒会長をやったり，部活のリーダーをやった

りしていた。その後振り返ってみると，やはりあの時，あれだけ熱心に遊び，そして自分た

ちでコーディネートして，いろんな活動をやっていたことが，大きくなって影響してきたの

ではないかなと思う。こうして考えると，ある程度，エピソード的なものの積み重ねでも良

いのだが，データを記録して取っておく必要があるのではないかと思う。たくさんはとれな

いだろうと思うが，それがみなさんに理解してもらうための一つの大きな役割を果たすので

はないか。 
  大変な作業になると思うので，そこのところやっていくにはチームが必要であると思う。 
 
○委員長 
  2 年おきにアンケートをとることも必要だが，縦断的に見ていくというアプローチの仕方

で，子どもがどう成長していくのか，という検証が必要ではないかとの意見であった。地域

型の学校は長くやっていらっしゃるので，当時遊んでいた子どもたちにインタビューしてみ

るとか，そこから，あれが楽しかったというような話が聞けると，広報的にもすごく見える，

わかりやすいものになるのではないか。あるいは，モデル校として実施していたころの子ど

もたちの声を拾っていくとか。個人情報の問題等もあるのかもしれないが，そこが地域型だ

からこそまだつながりがあるということもあるのかなと思う。 
  できるだけチームで具体的に動くということも提案されているが，この委員会で話をして，

あとは全部事務局にというよりも，こちらで動ける部分，例えば，私が若久小に行ってイン

タビューをさせてもらうとか，そういったアプローチもできるのかなと感じた。 
 
○委員 
  今日は留守家庭こども会の担当の方も来ていただいているが，研修の内容について，わい

わい広場は研修をずっと重ねていきながら，子どもの育ちといったところで，スタッフ同士

の価値観の共有ができていると思うが，留守家庭子ども会との連携というのも，大きな課題

であると思う。ただ，留守家庭子ども会の支援員や補助支援員の方たちも研修を重ねている

が，そこでの内容と，わいわい広場で大切にしている価値観みたいなものが平行線だと，い

くら連携というものを働きかけても難しいと思う。 
  留守家庭子ども会の補助支援員の方がプレイワーカー養成講座に参加されることも多いが，

講座の内容について，すごく良く分かって自分もそう思うんだけれども，「支援員からそのや

り方はいけないと言われているからそれはできない」，「安心安全が 1 番だから」というよう

な話がある中で，本当はこう思うんだけども，なかなか連携ができないというもどかしさが

あるといった声はよく聞く。時代は変わっているなかで，そういったことも変わっていかな

いといけない，そういう時期でもあるのではないかと，常々感じている。 
  今，放課後のいろんな仕組みも変わっていっていると思うが，研修の内容といった物も，

同じ放課後こども育成課の管轄であるということはある意味利点でもあると思うので，どこ

か変わるようなきっかけがあれば，ぜひ見直していただいて，すり合わせが可能であれば，

積極的にそういった取り組みをしていくのも大事ではないか。 
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○委員長 
  留守家庭子ども会とわいわい広場について，研修の内容を少しすり合わせていく，共有し

ていくことで，市として，子どもと関わる大人のあり方みたいなものが共有できると，現場

もやりやすいのではないかということではないかと思う。 
  時間にもなってきたので，最後に他の委員からも何かあればお願いしたい。 
 
○委員 
  私は，校長として今後はもっとわいわい広場について発信していきたいと思う。 
 
○委員 
  現場では，自分も楽しみながら頑張っていきたいと思う。 
 
○委員長 
  楽しみながらということで，課題がたくさんあるので，頭が痛いような感じもするが，子

どもたちと現場で関わっているところでは，すごく充実感はあると思う。それを，うまく委

員会としても伝えていったり，広げていったり，より質の高いものにしていければと思う。 
  それでは，以上を持ちまして，平成 27 年度第 1 回「放課後事業推進委員会」を閉会いた

します。 
 
 


