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平成 27 年度第 2 回「放課後事業推進委員会」議事録 

 
 
１．開催日時 平成 28 年 3 月 22 日（火）10：00～12：00 

 

２．開催場所 福岡市役所 5 階 第 4 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) 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 28 年 3 月現在） 

○ わいわい広場の課題等について 

  

 (2) 人材育成について 

○ わいわい先生・補助員の実地研修について 

○ 新任わいわい先生研修について 

○ 平成 27 年度第 3 回わいわい先生研修について 

     ○ 平成 28 年度わいわい広場関係者の研修について 

 

 (3) 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（報告） 

     ○ 平成 28 年度の普及啓発活動について 

 

 
【委員会資料】 

○わいわい広場開設状況について（平成 28 年 3 月現在） ・・・・・・・・  P１ 
○わいわい広場の課題  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P２ 
○人材育成について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P４ 
○普及・啓発活動について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P９ 

  

【参考資料】 

（参考資料 1）城南高等学校出前講座 

（参考資料 2）岐阜県美濃市放課後ランド チラシ 

（参考資料 3）朝日新聞 市政広告特集記事 

（参考資料 4）受験ジャーナルの職員紹介欄記事 

（参考資料 5）放課後事業推進委員会設置要綱・名簿 
（参考資料 6）放課後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 

① わいわい広場の開設状況について（平成 28 年 3 月現在） 

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 
  事務局より，わいわい広場の実施状況や課題について説明がありました。 
  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

員の方から補足をお願いします。 
 
○副委員長 
  2 ページにわいわい広場の課題が，いくつか挙げられている。私は CD として南区をメイ

ンに担当しているが，各実施校によって違いはあるものの，ここに挙げられている課題は，

大なり小なりあると感じている。具体的に挙げるとすると，留守家庭子ども会との関係，人

材育成，普及・啓発などあるが，人材育成などは次の議題にあがっているので，後程お話し

したい。 
 
○委員長 
  具体的なことは，次の審議で深めていきたい。他にお願いします。 
 
○委員 
  一番大事なのは，わいわい広場の理解度の向上・共有である。新規開設校が増えるととも

に，わいわい先生の入れ替わりも増えている。補助員などのスタッフも含め，わいわい広場

を理解しながら運営していく体制を保つことが必要。わいわい広場は，子どもが主体的に遊

ぶ遊び場なのに，わいわい広場ができて主体的に遊べない子どもが増えるようではいけない。   
たくさんの大人が関わる事業なので，その様な点に注意しながら，研修を充実させていくべ

きである。 
もう一つ，現場で気になるのは PM2.5 の不安が，保護者はもちろんのこと，わいわい先生

にもあり，中止などの判断に迷うとの声を聞いた。PM2.5 は，福岡ではニュースにも頻繁に

でてくるので･･･。わいわい広場は，外遊びが中心ということもあり，今後どの様に向き合っ

ていくのかは課題だと感じている。 
 
○委員長 
  同席していただいている CD からも，補足をお願いします。 
 
○事務局（CD） 

私は中央区・城南区を担当している。 
中央区・城南区では，２～３月にかけて運営協議会が開催されたが，その中で環境問題に

関する質問もあった。熱中症・PM2.5・光化学スモックの対応について質問があったため，
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学校や留守家庭子ども会とも連携をとりながら対応していると回答している。また，平成 27
年度は中止したケースはない旨説明している。 

スタッフの課題として，中央区・城南区は，見守りサポーター（以下「見守り SP」とい

う。）の登録や参加が少ないことがあげられる。参加がほとんどゼロで，わいわい先生と補助

員だけで運営している学校もある。参加者数が 20 人程度のため，特に運営面で問題はない

のだが，少ないことに悩んでいるわいわい先生も多い。その様な学校もある中，ある学校で

は，見守り SP が周りの人に「あなたもおいでよ」と声掛けしてくれることで見守り SP が

増え，今では常時４～５人が参加し，わいわい先生がシフトを組まなくても来てくれるよう

になった学校もある。 
 

○委員長 
  開設状況や課題について，事務局からの説明やわいわい広場の現場を見ている委員などか

ら意見をいただいた。 
開設については，全校区展開を目指して現在 2／3 程度の学校で開設され，来年度も新規

開設を進めるとの説明があった。 
課題については，留守家庭子ども会との関係，たくさんの大人が関わる中，わいわい広場

は主体的に遊ぶ場ということを関係者がしっかり理解することの重要性，熱中症・PM2.5 な

どの環境問題，見守り SP の課題などがあげられた。 
ここからは，各委員からオープンに意見をいただきたい。 

 
○委員 
  いくつか質問をさせていただきたい。 
  登録児童数について，1 校あたりの平均が示されているが，登録数の多い学校，少ない学

校あると思うが，その傾向を教えて欲しい。 
  予算について，平成 28 年度は 11 校の新設を予定しているが，どのくらいの規模の予算が

組まれているのか。 
  留守家庭子ども会の課題について，資料には 2 点ほど記載されている。放課後の子ども達

について検討された当初，子どもたちの放課後に関する委員会があり，いろいろな提言が行

われたが，その中でも留守家庭子ども会との連携はメインの提言項目であった。放課後は子

どもたちの世界であり，両事業の重なる部分は重ねていくべきとの提言がなされた。ただ，

現在も課題として挙がっているところをみると，難しいところがあるようですね。それは何

が原因なのか。現在，どの様な対応がなされているのか教えて欲しい。 
 
○事務局 

登録児童数について，資料にも記載されているとおり，1 月末現在全体で 11,853 人，実施

校の全校児童数に占める割合は約 21%である。当然，各実施校でバラツキがあり，登録率が

低いところになると 10%前後が数校，高いところになると 50%近くのところが数校ある。 
H28 予算について，わいわい広場事業全体で約 2 億 9 千万円を計上し，現在議会で審議中

である。この予算については，いろいろな経費が含まれており，推進委員会の開催経費，CD
の人件費なども含まれている。純粋な運営費となると，予算上は 1 校当たり 225 万円程度で
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計上している。ただ，各実施校で参加者数などの状況が異なるため，契約に当たっては，そ

の点を踏まえた契約としている。 
留守家庭子ども会との関係について，過去からの経緯，過去にいろいろな議論があったこ

とは認識している。現在のわいわい広場が本格実施されたのは平成 23 年度からだが，その

当時から留守家庭子ども会やわいわい広場の関係者に伝えているのは，実施校毎に運動場の

広さ，参加者数，過去の経緯など異なるため，各実施校の状況にあわせた効果的な連携を図

るように指導しているところである。また，「効果的な連携」を例示で示している。具体的に

は，「一緒に遊ぶ」，「遊具を共有する」，「企画事業を一緒に行う」，「一緒に下校する」，「Ｗ登

録を認める」などあるが，特に「お互いに何らかのコミュニケーションをとる」という点に

ついては，必ず行うように指導している。各実施校の現状は把握しているが，今言ったよう

な連携をひとつも取っていないというところはない。何らかの形で連携を取っている。一番

良いのは，先ほど示した連携が全部行われればよいが，各実施校の状況から難しい学校もあ

る。更に連携が進める必要があることは認識しているので，ＣＤや事務局職員も間に入り，

関係者の話を聞きながら，各実施校にあわせた連携を更に深めていきたい。 
 
○委員長 
  確認したいのだが，登録率が低いところで 10%，高いところで 50%とのことだが，何か特

徴があるのか。学校の規模などが要因としてあるのか。 
 
○事務局 
  登録率が低いところで見ると，全校児童数が 1,000 人規模のところもあれば，平均的な 500

人程度のところもあり，規模が要因とは一概には言えない。 
  特徴・要因と言われるとなかなか難しいが，「普及・啓発が足りないのかもしれない」，「新

規開設したばかりで浸透していない」など，いろいろと要因はあるのかなあとは思う。 
  ただ，登録数や参加者数だけで，わいわい広場の効果をみるというのは，どうなのか。参

加者数が少なくても，子どもたちの居場所づくりの側面がある限り，数字だけで見られるの

はどうなのかと思っている。とはいえ，平均参加児童数や登録児童数を増やすことにより，

更なるわいわい広場の充実が図れるのではという面もあるため，現状に満足せず，参加児童

数や登録児童数を増やす努力をするように，受託事業者などに指導しているところである。

また，参加者数が少ない実施校には個別に対応しており，具体的には，入学説明会を活用し

ての十分な説明，わいわい便りの充実などを，ＣＤを通じて，わいわい先生に助言している。 
 
○委員長 
  あくまでも，登録数や参加者数は，一つの目安としてというお話だった。登録者数，予算，

留守家庭との連携など，他に何かありませんか。 
 
○委員 
  留守家庭との連携について，わいわい先生も何らかの理由で替わられることがあるが，留

守家庭子ども会の主任支援員も異動で替わられることがある。私が担当しているわいわい広

場では，わいわい広場未実施の主任支援員が来られた際に，これまで培っていたルールをい
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つのまにか変えられていることがあった。それに対して，その時点ですぐに議論するのはど

うなのかなあと思い，「問題ある時は相談しますね」と伝え，そのままにしている。 
遊具を共有して，一緒に遊んでいるが，わいわい広場において一輪車が流行った際に，一

輪車を 10~15 台に増やした。そうしたところ，わいわい広場を実施していない日に，留守家

庭の子ども達が「一輪車をしたい」と騒ぎだし，留守家庭子ども会も所有している一輪車を

増やした。その後も，けん玉が流行り，わいわい広場側で増やしたら，留守家庭子ども会も

増やすというようなケースが続いている。 
この様にプラス・マイナスはあるが，お互いを尊重し，コミュニケーションをとりながら，

連携を図っていく必要があると思っている。わいわい広場のペースではというところもある

と思うので･･･。 
 
○委員 
  留守家庭子ども会との連携について，昨年，厚生労働省から，放課後児童クラブ運営指針

が示されている。昨年，佐賀県の放課後児童クラブ担当部署からの依頼を受け，子どもたち

の遊びと危機管理の研修を担当した。運営指針を読み込むと，子ども達への寄り添い方や援

助の仕方が，わいわい広場が大事にしている子どもたちの主体性であるとか，危機管理にお

いても子ども達が自ら危機管理できる能力を身に付けるとか，随分と重なる部分が多い。お

そらく，厚生労働省も，放課後事業のあわさる部分はあわせていくべきとの方向性を打ち出

していると思われる。これまで，留守家庭子ども会は，どうしても，過度な安全・安心に行

きがちで管理型だった。急には無理かもしれないが，時間をかけて，変えていく必要がある

のではないか。国の指針を受けて，他の都道府県でも，支援員の研修に力を入れている。今

後，可能であれば，留守の主任支援員とわいわい先生の合同研修を実施したらどうか。その

様なタイミングではないかと思っている。 
 
○委員長 
  放課後児童クラブの運営指針には，主体性というキーワードが出ているのは，私も知って

いるが，現状をもう少し教えて欲しい。放課後の子ども達について検討された当初，留守家

庭子ども会との連携について，様々な課題があることを耳にした。それから時間がたち，自

分も最近現場を見ていないので，実際に現場を回られている委員から話をうかがいたい。現

在，わいわい広場と留守家庭子ども会との関係は安定しているのか。それとも，トラブルな

どが発生しているのか。 
 
○副委員長 
  留守家庭子ども会との連携に限らず，わいわい広場の運営をスムーズにするために一番大

事なことは，コミュニケーションづくりである。関係者も頭の中では分っているが，必要に

応じて，コミュニケーションを取っているところが大半であり，それはそれで良いと思って

いる。 
一部では，Ｗ登録を認めていることがあるかもしれないが，始まる前に必ず留守家庭子ど

も会を覗いて，子どもの様子などを情報交換しているわいわい先生もいる。日常的にお互い

の顔を見て「困ったことはないか」と声掛けをしていることで，気軽に相談し合える関係を
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築いている。 
 
○委員長 
  意識的にコミュニケーションをとることで，うまくいっているケースが示された。 
  今の意見を聞く限り，関係は安定しているということでよいか。トラブルとなったような

ケースはあるのか。 
 
○事務局 
  連携状況については，各実施校で濃淡はある。先ほども申し上げたが，各実施校の状況に

応じた更なる連携を目指すよう，主任支援員やわいわい先生には指導している。 
  先程，委員から話が出たように，主任支援員が理由もなく前の学校のやり方を持ってきて，

トラブルになるケースもある。その様な場合は，必要に応じてＣＤや職員が間に入り，調整

を行っている。 
 
○事務局 
  放課後こども育成課は，わいわい広場と留守家庭子ども会の両事業を担当している。留守

家庭子ども会は，昭和 41 年から始まり半世紀が過ぎ，現在 136 校で実施している。 
現在のわいわい広場の前身となる事業が平成 15 年度に開始されたが，私はその当時担当

していた。その当時，留守家庭子ども会の関係者から耳にしたのは，新たなものが入ってく

ることに対する不安だった。 
留守家庭子ども会事業は，児童の健全育成という方向性は同じだが，有料・無料や，留守

家庭は生活の場であるとの違いがある。福岡市のスタンスは，両事業は別事業であり，それ

ぞれの目的や内容は異なり，それぞれが重要な役割を担いながら，先ほどから述べているよ

うな，コミュニケーションを取るなどの連携を図っていくという方針である。 
 
○委員長 
  有料・無料，生活の場などの違いはあるものの，効果的な連携を図っていく。一輪車がブ

ームになったら，留守家庭にも良い影響があったとの話があった。 
  子どもたちの目線で考えることによって，良い連携が取れるのではと思う。 
 
○委員 
  純粋な運営費となると，予算上は 1 校当たり 225 万円程度ということで，子どもたちの遊

びのために，これだけの予算を組んでいただいており，素晴らしいと思うが，議会の方から，

あまり効果がないのではないかと言われたりしていないのか。議会の状況を教えて欲しい。 
 
○事務局 

平成 23 年度からの本格実施以降，毎年これだけの予算をつけていただいており，議会の

ご理解は得られていると思う。実際，議員から「推進するように」との要望もいただいてい

る。ただ一方で，一部の議員からは，いろいろなご意見・ご質問をいただくこともある。 
  行政としては意義のある事業と考えており，毎年これだけの予算を計上している。ただ，
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新規開設が進むということは，その分予算が増えるということであり，市の財政状況が厳し

い中，市財政部門もなかなか認めてくれないところはある。その様な中，皆様方を含む関係

者のご協力や，前任者などの努力のおかげで，これだけの予算規模が維持できている。 
  昨年，第 4 次子ども総合計画に，子ども子育て審議会の審議，議会の審議，財政部門との

議論を経て，平成 31 年度までの全校区展開を明記させていただいた。明記するということ

は，平成 31 年度までの予算を認めるようなものなので，財政部門から厳しいことは言われ

たが，必要な事業であるということを説明し，最終的に明記できたものである。 
  担当課としては，少なくとも現時点では，この事業を推進するということで，議会，他部

署などから，ご理解いただいていると思っている。 
 
○委員 
  福岡県は青少年アンビシャス運動を 15 年間続けている。多額の予算を計上し，1,500 もの

団体が，子どもたちの健全育成のため活動している。しかしながら，議会の方から長年膨大

な予算をつぎ込んで成果はいかがなものかとの意見があり，見直しをせまられている。その

様な中，福岡市においては，重要な事業と位置付け，縮小ではなく推進させていくというの

で評価している。 
先程，人数もさることながら効果が大事との話があり，効果とは子ども達がどう育つかと

いうことなのだろうが，人数もひとつの指標と捉えられることもあり得る。慶応大学におい

て，アメリカ的発想で，費用と効果を数字で表すことも研究されている。今後，数字的なも

のも大事になってくるかもしれない。 
その様な中，わいわい広場を充実させるためには，学校側にわいわい広場の意義等を理解

していただき，普及・啓発に協力してもらうことが大事なことになる。先生方に理解してい

ただき，バックアップしていただければ，子ども達も自信を持って遊ぶ。以前，教育長と懇

談をさせていただいた際に，学校の先生方に遊びの意義などを伝える場を設定して欲しいと

要望した。その後，どうなっているのだろうか。教育センターで，その様な場を設定してい

ただくことはできないのか。 
 
○事務局 
  教育センターで場を設定してもらうことは実現できていない。 
  ただ，学校側にわいわい広場の意義等をご理解いただく取組として，毎年，校長会におい

て，わいわい広場の現状・意義・効果などを説明している。 
  また，未実施校を中心に，ＣＤが学校側に積極的に働きかけている。学校を個別に訪問し，

校長に何度も説明して，ご理解が得られれば，教頭・教務主任などにも説明を行っている。

学校側全体の理解が得られたら，学校側の協力をいただいて，地域にも働きかけを行い，そ

の結果が，今年度 11 校の新規開設となっている。 
 
○委員 
  学校側への普及・啓発という点では，ＣＤの貢献が大きいということか。 
 
○事務局 
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  全体の説明会だと，関心が高まるまでに至らない面もある。 
 
○委員 
  10 分ぐらいでもよいので，遊びの効用，わいわい広場の意義を説明する場は必要だと思う。

説明には，効果を表すものとして，数字であげられるものがあるとなお良いと思う。 
 
○委員 
  今のご意見は，校長として耳が痛いところである。私は，百道小わいわい広場の新規開設

に関わり，その後異動した学校でも新規開設に携わってきた。そのため，わいわい広場に対

する意識が高い方だが，全校長が高いわけではない。校長会での説明は，いろいろな事業に

ついて長時間説明され，そのひとつとして，わいわい広場もあるため，校長の意識を高める

ことは難しいかもしれない。やはり，ＣＤが学校に来ていただき，詳しく説明してもらうと

意識が高まる。原西小わいわい広場開設の際には，ＣＤが繰り返し来ていただき，説明や助

言をいただいたことで，開設することができた。 
  その様な中，保護者に対しては，普及・啓発とともに，危機感を持ってもらうことも大事

だと感じている。学校側としても，せっかくわいわい広場を開設しても人数が少なくて，将

来なくなるというのでは困るので･･･。 
私は，参観日にあわせてわいわい広場を開催してもらっている。保護者懇談会の際に，「皆

さんが安心して懇談会に参加できるのは，わいわい広場があり，地域の人などが見守ってく

れているからですよ」と保護者に伝えている。その成果もあり，継続して 30 人程度の子ど

も達が，わいわい広場に参加している。せっかく開設できたものが無くならないようにする

ためには，保護者に対する学校からの働きかけが必要であり，その重要性を周囲にも伝えて

いく必要があると思っている。 
 
○委員長 
  かなり時間が経っており，次の人材育成について，事務局から説明をお願いします。 
 
 
 (2) 人材育成について 

○ わいわい先生・補助員の実地研修について 

○ 新任わいわい先生研修について 

○ 平成 27 年度第 3 回わいわい先生研修について 

     ○ 平成 28 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 
  今年度の取組と来年度の計画について報告があった。 

私も研修に関わっているが，体系的に研修が組まれているというのが率直な感想である。 
担当した研修では，「なかなかうまく伝えきれなかった」，「人数が多くて，ワークショップ

がうまくいかなかった」など，反省する点もあった。 
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年数がたつにつれ，現状にあわせた研修にシフトしているのではないか。特に，経験年数

や関心度の差を考慮して選択研修を導入したのは，良い取組だと思う。 
あと，わいわい先生は，いろいろな思いを持っており，気持ちを発散・共有する場が，ま

だまだ足りないと思うものの，研修が多くなると，「させられ感」が出てしまうので，「意味

がある」と感じられる研修を計画していく必要があると感じている。 
学生ＰＷ育成事業にも関わっているが，内容は充実しているものの，人数が若干少ないの

で，少し変えていく必要があると感じている。 
研修全般については，全体的にスキームが確立されており，わいわい先生と補助員が同じ

テーマで実施するなど，統一感があり良いと思う。 
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 
  委員長と意見が重なるが，研修については，時間をかけて，現場のニーズに合わせたもの

に変容している。 
現在感じているのは，委託事業者の研修の部分で，実際の内容を把握できていないが，地

域型を除く５事業者の研修内容に差があるのかなあと感じている。各事業者が行うものと，

市が行うものと整理されれば，効率が良くなるのではないか。 
 

○委員長 
  効率的にできれば，もっと良いとの意見であった。他の委員からも意見はありますか。 
 
○委員 
  体系的に構造化された研修で，大変すばらしい。通常，バラバラな研修が行われることが

多い中，内容・時期などが，よく検討されており，素晴らしいという感想しかない。 
ただ，長期的な課題をあげるとすれば，個別のケースへの対応の部分なのかなあと感じる。

難しい子への対応，リスクマネジメントなど，わいわい先生が「どうしたらいいのかなあ」

というケースを一緒に考えるような研修が必要ではないか。 
また，何のためにわいわい広場があるのかという基本を押さえることが大事。それから，

各論の研修に繋げていくことが重要である。 
また，先ほど言われた事業者の研修については，まずは，どの様な研修を実施しているの

か情報を集めることが必要ではないか。 
 
○委員長 
  基本原則を伝えたうえで，各論に繋げていくという意見については，私も感じていたとこ

ろである。 
実際研修を担当したが，全体研修となると，大きな話ししかできず，個別のケースを話す

ことは難しい。グループワークを中心とした研修であれば，その点は深められる。ただ，グ

ループワークによる個別のケーススタディでも，抽象度を上げておかないと，ついていけな

いわいわい先生も出てくる。通常，個別ケースとなると，各ＣＤが相談を受け，対応してい

ただいているため，全体研修・個別研修・ＣＤの対応が繋がっていくと良いと思う。 
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○委員 
  民間事業者は定期的な研修を実施しているが，地域型は自分たちで定期的に研修を行うこ

とは難しいので，分らない点があれば，横山委員に連絡してアドバイスをいただいたりして

いる。民間事業者に所属するわいわい先生とも顔見知りになり，連絡を取り合っており，事

業者ごとに特徴があるので，参考にしながら運営している。 
その様な中，昨年 12 月の選択研修は，いろいろな方といろいろな内容で意見交換ができ，

地域型にとって非常に良かった。また，4 月 13 日の全体研修は，横山先生の基調講演などが

予定されており，2 年前の研修も良かったので，非常に楽しみにしている。 
 

○委員 
  昨年 12 月の研修は良かった。私たちは，12 名のスタッフでわいわい広場を運営しており，

その中の 10 名が参加することができたため，その 10 名を 4 つのテーマ別研修に割り振り，

全てを受講するようにした。受講後は，研修で勉強したことを持ち寄り，研修内容の共有化

を図った。テーマ別の選択研修は非常に良かったので，テーマを何にするかはあるだろうが，

来年度も継続して欲しい。 
 
○委員長 
  研修を受けて終わりではなく，その後関係者で内容を深めたという話であった。わいわい

先生研修と補助員研修は，基本同じテーマなので，同じ様に相乗効果が生まれればと思う。 
  時間の関係もあり，次の議題に移りたい。 
 
 
 (3) 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（報告） 

     ○ 平成 28 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 
  普及・啓発については，各委員におかれましても，いろいろとご尽力いただいている。資

料にもあるが，岐阜県美濃市の講演，ＣＤによる未実施校への働きかけなどあるが，これに

関わった 3 名の委員に発言をお願いしたい。 
 
○委員 
  岐阜県美濃市の放課後ランド実行委員会主催の講演会では，活発な質疑応答がなされ，様々

な角度から質問があった。講演会終了後も，一部の人は残り，朝方 4 時まで，話が尽きなか

ったと聞いている。参加者は，美濃市だけでなく，奈良県や岐阜市の方など，子ども遊びに

関心を持つ人々が集まり，熱心に聴いておられた。その様な方が集まる場で，福岡市として

の立場，これまでＰＷなどとして携わってきた立場などから，パワーポイントを使用し丁寧

に説明がなされ，講師として参加した私自身も非常に勉強になった。 
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○委員 
  放課後ランド実行委員会は，行政だけでなく市民も多く参加する実行委員会である。保育

園の園長先生，大学の先生などが関わっている。この講演会のきっかけは，たった一枚のわ

いわい広場の折り畳みリーフレットだった。全国のプレイワーカーが集まる研修会があり，

参加していた実行委員会の方にリーフレットをみせたところ，是非お話を伺いたいとの話が

あった。そのため，当初から関わっていただいている横山委員や，松本係長にも参加してい

ただいたものである。参加者は熱心であり，各講師は，講演会の始まる前から，終わった後

まで，ずっと対応していたような状況であった。 
その後，メールなどで連絡があり，放課後ランド設置に向けて，予算化が進みましたとの報

告を受けている。 
 
○委員長 
  福岡市の取組が，他都市から見て先進的にみられているとの報告であった。 
  未実施校の普及・啓発という意味で，副委員長 何かありませんか。人材育成に関するこ

とでも構いませんが。 
 
○副委員長 
  人材育成について，資料 7 ページに第 3 回わいわい先生研修のアンケート結果が掲載され

ている。注目したいのは，今後実施してほしい研修内容のところで，希望なし・記載なしが

56 人いたことである。記載時間が足りなかったのかもしれないし，私のうがった見方なのか

もしれないが，かなり多くの人が，「現状のままでいい」，「特段，問題を感じない」のかもし

れない。わいわい広場が，安全に，スムーズな運営ができればよいという思いもあるのかも

しれないが，わいわい広場を更に充実させる気持ちを持つことが必要である。子どもたちの

参加満足度は高くなっているのか，子どもたちにとって充実したものとなっているのか な

どを意識しなければならない。市主催の研修は，計画的・体系的に実施されるようになり，

数年前より充実しているが，いろいろな思いを持ったわいわい先生がおり，具体的なことを

学びたいと思っている人も多い。 
わいわい先生の事務日の 2 日間を活用した実地研修の充実を図ってはどうか。実地研修の

テーマを決め，複数のわいわい先生が参加し，当日終了後は，短時間でもよいので意見交換

の場を設定する。わいわい先生は 1 人職場であり，不安を抱えていることも多い。児童理解

であるとか，子どもの遊び方・遊ばせ方，危機管理などについて，意見交換をしながら，魅

力ある広場としていく視点を持つことが必要である。 
普及・啓発について，ＴＶや新聞等で，広く一般市民にＰＲできるとよい。機会があれば，

シリーズ化されるところまで行くと良いと思う。 
 
○委員長 
  人材育成については，更に深める方法が提案された。 
  普及・啓発については，現在の普及・啓発は，関係者からジワーｯと浸透するものが多いが，

可能であれば TV や新聞などの普及・啓発を進めるべきとの意見も出された。 
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○委員 
  未実施校への普及・啓発について，校長先生への普及・啓発との視点しか出ていないこと

に対して違和感がある。わいわい広場を開設するにあたって，私の場合，試しに体験会を実

施することから始めた。最終的に開設したきっかけは，体験会に多くの子ども達が参加して

くれ，その子ども達が背中を押してくれたからである。大人達が実施するしないを決めると

ういう流れが理解できない。 
わいわい広場未実施校に転校した子どもから，「うちの学校に，わいわい広場はいつ始まる

の」と尋ねられた。「もう少ししたら，開設されると思うよ」と答えたが，その子も 6 年生

になる。その子の通う学校にもわいわい広場が開設されることを期待している。 
 

○委員長 
  わいわい広場は，子どもたちのための事業であり，子どもたちの声が重要だとの意見であ

った。 
 
○委員 
  保護者アンケートについて，今回，具体的なエピソードを収集する欄を設けたとのことで

あるが，発達心理学的にも，非常に良い方法である。エピソードの収集方法や分析などは，

委員長の得意分野であると思う。 
ともすると，成果を見る場合，数字で示さないといけない雰囲気があるが，学問の分野に

よっては，エピソードを集めることにより，全体の効果を表すことができる。エピソードの

収集・分析は進めることは，非常に良いと思う。 
 

○委員長 
  これまで，なかなか手を付けられなかったが，エピソードなど分析を進めながら，これま

でと違った形でわいわい広場の効果を伝えられるようにしていきたい。 
 
○委員 
  先程の岐阜県美濃市の報告を受けて思ったのだが，福岡市の取組は全国的に突出している

のか。例えば，福岡市の公民館は，1 校区 1 公民館あり，全国的に珍しいと聞いており，私

が何らかの場で公民館の説明をする場合は，その旨を伝えている。 
 
○委員 
  資料の学識経験者等の視察欄で，「子供にやさしい都市のための都市環境評価システムに関

する研究」ということで，九州工業大学教授が来られているが，その方ともお話しすると，

福岡市のわいわい広場の評価は高く，夏にある建築学会で取り組みを説明して欲しいとの相

談があっている。市民団体主導で「遊び場づくり」を実施するところは多いが，行政が主導

するのは珍しい。 
 
○委員 
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  わいわい先生の実地研修について，先ほど意見が出ていたが，付け加えさせていただくと，

実地研修の際に，ファシリテーターがいると良いと思う。研修の意義であるとか，比較する

視点が明確になる。実地研修に振り返りの時間がある場合，例えばそこに CD が入るだけで

違うと思う。わいわい先生同士の意見交換会でも，ファシリテーターを入れただけで全然違

う。 
 
○委員長 
  時間も無くなってきたたが，その他何かありますか。 
 
○委員 
  研修の充実や普及・啓発に積極的に取り組んでいただいているが，将来的に，取組や情報

が拡散しないようにしてほしい。やむを得ないことかもしれないが，行政の場合，人事異動

などで事務局スタッフが変わることにより，状況が変わるようなことがある。 
  素晴らしいところまで来ているので，以前，当初の委員会で提言したが実現されていない

遊びに関するセンターを設置すべきではないか。センターというと仰々しいが，これまでの

資料や遊びに関する文献など，様々な資料が集められた部屋を設置し，そこに人も配置する。

わいわい広場の DVD も見ることができるような部屋の設置は実現できないものか。 
 
○委員長 
  部屋までは難しいかもしれないが，まず，資料を収集・整理することが必要である。エピ

ソードの件も含まれるかもしれない。資料や情報の中には，オープンにしているものと，し

ていないものとあるだろうが･･･。 
 
○委員 
  平成 28 年度は新規開設を 11 校目指すとのことだが，地域型で開設できるところもあるの

ではないか。地域型も視野に入れて，働きかけをして欲しい。 
 
○委員 
  民間型と地域型では，契約方法が異なるようである。地域型の場合は精算方式をとってい

るが，民間型はどの様な契約を行っているのか。 
 
○事務局 
  一部の受託事業者は，地域型と同じく精算方式であるが，ほとんどの事業者は，委託料の

範囲で契約を履行していただく形である。 
 
○事務局 
  委託契約を締結する場合，委託料の範囲で契約を履行していただく形が基本である。例え

ば，電力を例にあげると，1,000 キロワットの電力を供給してもらうという契約を締結した

場合，委託料の範囲で 1,000 キロワット供給できるのならば，石油・石炭・水力など，どの

様な方法でもよいという話である。 
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○委員長 
  市の財政状況が厳しい中，今後予算が削られることがあるかもしれない。その様な状況の

中，全体的には推進する方向なのかなあと感じている。今後，全校区展開を目指す中，開設

が難しい校区も出てくるかもしれない。また，全校区展開したとしても，その後のメンテナ

ンスをどうするかとの課題も出てくるだろう。地域主体型，遊びのセンター，留守家庭との

連携，教育委員会との連携など，中期的な視点で見ていく課題も多いが，まずは着実に推進

していく必要があると思う。 
  それでは，時間にもなりましたので，以上を持ちまして，平成 27 年度第 2 回「放課後事

業推進委員会」を閉会いたします。 
 
 


