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平成 28 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 28 年 9 月 20 日（火）15：30～17：30 

 

２．開催場所 福岡市役所 15 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，岡委員 
事務局（課長 1 名，係長 2 名，係員 1 名，青少年育成コーディネーター4 名，） 
欠席：守田委員 

 

４．議題 

(1) 報告 

○ 実施状況について 

○ 保護者アンケート結果について 

  

 (2) 議事 

○ 事業成果の向上について 

○ 企画事業 

 

 (3) その他 

     

【委員会資料】 

○わいわい広場 開設状況（平成 28 年 9 月現在） 

○留守家庭子ども会との連携状況について（平成 27 年 11 月調査） 

○ケガの状況について（H26.10～H28.7） 

○人材育成の実施状況について（H27 実績・H28 実績及び予定） 

○放課後等の遊び場づくり事業の広報（H23～H27 実績） 

○保護者アンケート 

・アンケート結果から見える効果の概要（概要版） 

・福岡市「放課後等の遊び場づくり事業」に関する報告書（抜粋） 

・問 1－３ 変化についての具体的なエピソード 

○事業成果の向上について 

○企画事業について 

 
【参考資料】 

○放課後事業推進委員会設置要綱・名簿 
○放課後事業推進委員会傍聴要領 
○発達心理学会シンポジウム 
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５．議事概要 

 

○事務局 

実施状況について，資料により報告 

 

○委員長 

  事務局より，資料による説明があったが，資料についての確認や感想など，委員の方

から何かあればお願いしたい。 

 
○委員 
  まずは資料 1 について，101 校まできているというのは，感動した。すごいと思う。うれ

しいことだ。 
以前，議会からよくこの予算をたくさん認めていただいているなという話をしたと思うが，

差し支えなければ，これだけ実施した場合の総予算はどれくらいなのか。 
 
○事務局 
  総予算については，28 年度予算になると，わいわい広場全体で 2 億 9 千万円余の予算を組

んでいる。 
 
○委員 
  他の政令都市でこういった事業でこれだけの予算を組んでいるところはあるのか，ご存じ

か。 
 
○事務局 
  この事業自体が，国の補助金を頂いて実施している事業になる。国の補助事業名としては，

放課後子供教室と呼ばれるものになる。放課後子供教室と呼ばれる事業については，各自治

体，いろいろなやり方で実施されている。 
  予算についても，数年前に各自治体の放課後子供教室の状況ということでお聞きしたこと

はある。やり方がばらばらなので単純に予算の比較というのはできないが，福岡市よりも予

算がかかっているところもあれば，かかっていないところもある。 
  例えば，委託方式ではなく直営で職員を雇っているところは，そのあたりの人件費がかか

ってくるし，放課後子供教室は実施しているが，実施回数は多くないというようなことにな

ると，全体の事業費としては少ないというようなところもある。 
  あとは，放課後子供教室と呼ばれるものが，福岡市のように遊びに特化している，遊びの

持つ力に着目してやっているということではないところ，本当に教室系といったところもあ

るので，一概に比較はできない。 
  だが，突出してお金がかかっているわけではないと思っている。 
 
○委員 
  遊びの持つ力に着目して，費用をかけているということではあるということか。 
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○事務局 
  他都市の放課後子供教室では，もっと教室めいたものが多いと聞いているので，遊びの持

つ力にこれだけ着目しているのは，福岡市の特徴だと思っている。 
 
○委員 
  ケガのことについて，今回初めて具体的な報告があったが，イメージがはっきりしてあり

がたい。 
  お聞きしたいのは，この中でケガの程度はどうなのか。重傷の子どもも出ているのか。 
 
○事務局 
  重傷と言われるようなケースはない。救急車を呼んだとか，出血が激しかったというよう

なケースは何件かあった。 
  昨年で言うと，救急車を呼んだ案件が 1 件あった。それは，肋木から転落して骨折をして

救急車を呼んだというケースである。 
  あとは，出血が激しかったので，そのままわいわい広場を中止して病院に連れて行ったと

いうようなケースはある。 
  ただ，後遺症が残ったとか，命に関わるような状況になったということはない。 
 
○委員 
  こういったケガが起きた場合の，保護者のほうからの，よく保育園等でもあることが，あ

らかじめ分かっているはずなのに，やはりクレームが来ますよね。そういった状況について

はどうなっているか。 
  当然，十分な説明，状況の説明等はしていると思うが，にも関わらず難題を言われるよう

なことはないか。 
 
○事務局 
  それは当然ある。一義的には運営を委託しているので，保護者等の対応はわいわい先生が

中心となって事業者にしていただいている。 
  ほとんどのケースは，わいわい先生や事業者が適切な対応をして収まっているが，年に 1

～2 件は，こちらのほうも対応するケースがある。 
  例えば，子どもがケガをして出血したようなケースで，わいわい先生から学校等への報告・

連携が上手くいかず，保護者から不信感を持たれた。そこから学校の不信感が強くなり，学

校に対してこちらが話をしに行ったことはあった。 
  このケースでは，事業者にきちんと話をさせてもらって，事業者のほうに今後の対応につ

いてしっかり行うよう指導している。 
 
○委員 
  ケガのことが気になったのだが，例えば，すべり台の滑走路を逆走して落下したというの

があるが，このようなことをやっていれば未然に防ぐことができるというようなことが，ケ
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ガが起こったことから，こんな事例があったのでこのように指導しましょうというように次

の時に，研修等で活かされているのか。 
 
○事務局 
  このデータについては，昨年度の 2 月に事業者を通じてわいわい先生等にお示ししている

ところである。 
  あと，遊び場におけるリスクマネジメントの研修を，委員にもご協力いただきながら行っ

ており，講師の方にも情報提供させていただいている。 
  よくあるケースというのは限られているが，例えば滑り台の滑走部を逆走して上がること

自体をダメとするのかどうかについては，当然各学校の遊び方のルールというものがあるの

で，それを全市的に禁止するまでしておらず，学校にも確認しながらルールを決めている。 
  ただ，そういった事故が起こった時に，学校や補助員等の関係者とも話し合って，その後

の対策として逆走は禁止にするというのは出てくるかもしれない。研修であるだとか，提出

させている事故報告書の中にその後どのような対応をするのかといったような項目もあるの

で，その中で，ケガの事例を振り返っていただいて，次につなげていただくという形をとっ

ているところである。 
 
○委員長 
  ケガの件については，整理していただいて少しわかりやすくなったというのは改めて感じ

た。 
  子どもの遊び方が下手でケガをしたというよりも，遊びに夢中になったときに違うところ

からケガが寄ってくるみたいなことで，リスクというよりハザードというか，予期せぬもの

で起きているというものも意外に多いのだなということも感じた。 
  今お答えがあったように，「ケガがあったからそれは全面禁止です」とするとどんどん遊べ

なくなっていくことに関して，現場ごとできちんと対応するということで，肋木から落ちた

ら肋木は撤去するというような話ではないはずなので，どれだけ子どもが遊ぶ力を伸ばせる

かというところを考えていくためにも，すごく大事な資料だったかなと思う。 
  このケガとの向き合い方については，また後の議事のほうでさらに深めていけるところか

なと思うが，その他の点で委員から何かあればお願いしたい。 
 
○委員 
  留守家庭子ども会との連携については，今回初めてこのようなアンケート調査があって，

議論に上ってきたということか，それとも，今までこの関係についての議論があって，この

アンケート調査が行われたということなのか，その経緯を教えていただきたい。 
 
 
○委員長 
  事務局のほうからお願いしたい。 
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○事務局 
  留守家庭子ども会との連携については，わいわい広場は平成 15 年度から行われている事

業だが，その後なかなか実施校が増えなかったという経緯もあり，平成 19 年度から平成 22
年度くらいまでにかけて，今いるメンバーの方々も参加していただいた有識者等の会議で

度々議論していただいたところである。 
  そういった中で，平成 23 年度から現行方式で本格実施した際に，先ほど説明しましたと

おり，各実施校の状況に合わせた効果的な連携を図ること，また事例としてはこのようなこ

とがあるということで留守家庭やわいわい広場関係者に指導しているところである。 
各実施校の状況については，その後，年に 1 回アンケート調査という形でわいわい先生に

調査をしていたが，その結果をお示ししたのは今回が初めてである。 
各実施校の個別の状況については，各現場に入られている委員もおられるので，この学校

はこんな状況だというのは分かられていて，感覚的にこの学校は上手くいっているとか上手

くいっていないとかは持たれていると思うが，今回議論していただくにあたって，アンケー

トについても整理した形でお示ししているところである。 
 
○委員長 
  今までも話題には出ているが，何校がこうやっているというものは初めて見たということ

になる。こういう学校もあるという話しか聞けてなかった。 
 
○委員 
  話題の方向性というか，どういう課題や問題意識がそこで語られたのかということを教え

ていただきたい。 
 
○委員長 
  私の感覚でもよろしいか。 
  留守家庭子ども会がもともとある中でわいわい広場が進出したので，新しいものがどんど

ん増えていく段階では，どう連携を探ろうにもなかなか探れない部分が多く，現場裁量にか

なり任されているところがあったように感覚としては思っている。 
  できるだけ一緒にやろうよと最初は思ったのだが，そうは言っても留守家庭子ども会のル

ールがあったり，学校のルールがあったり，そこの先生の力量があったりということもあっ

て，少し，それぞれに任せましょうというところで，全体の中で，もっとこうすべきだとか，

連携はしなくていいといった議論はそんなになかったかと思う。 
  基本的には連携したほうがもちろん良いのだけれども，個別ケースによって，それぞれの

学校の状況に応じて，一番良い形を模索していきましょう，できれば良い方向に持っていき

ましょう，という段階で，今回，数字が具体的に出て，思ったより一緒に遊んでいるところ

があるんだなとか，思ったよりはっきり登録は認めていないところもあるんだなというよう

なことが見えてきたということではないかと思う。 
  委員の方から他に何かあるか。 
  この後の議事の方でもっと深めた方が良いのかなという感覚もあるので，もう少し報告事

項があるので，そちらのほうを先にしていただいてから，議事のほうに時間を割けたらと思
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う。 
  保護者アンケートの結果が整理されているので，事務局より報告をお願いしたい。 
 
○事務局 
  保護者アンケート結果について，資料により報告。 
 
○委員 
  今報告があった保護者アンケートの結果について，委員の方からご意見，ご感想等あれば，

お願いしたい。 
 
○委員 
  こういう形で定期的にやっていただけると，たまたま私の学校は 2 回連続でしていただい

ているが，やはり保護者がどのような気持ちでいるのかという部分が見えて，すごく運営に

反映しやすいので，助かる。 
 
○事務局 
  今回，全事業者にこれをフィードバックしており，特にアンケート実施校になった学校に

ついては，全て個人意見も含めて事業者に返しているので，それぞれ自分のところでどうい

った意見があるかということをきちんと見ていただくことが，今後の事業の充実につながる

のではないかと思っている。 
 
○委員 
  前回，エピソードを拾っていきましょうという中で，今回エピソードをとられて，とても

大変な作業だったと思うが，資料の 2 ページにあたるところの変化のエピソードを読んでい

て，とてもほっとする，読んでいて笑顔になる内容がたくさんあって，またもうひとつの資

料では全てが網羅されているものもあり，大変だったと思うが，このエピソードこそが，こ

の事業をやっている意義を利用者自身が感じて下さっているということだなと思う。 
大変だっただろうなと思いながら読ませていただいた。 
84％も回答があるということもすごい。普段私たちが普通にやっていると 84％も集まらな

いので，これは回答率として高いと思う。 
  最後の見守りサポーターの不満のところの，何をすればよいのか活動内容がわかりにくい

というところについては，今後どのようにしていこうというようなお考えはあるのか。 
 
○事務局 
  先ほど申し上げたように，これは事業者に全てフィードバックしている。 

何をすればよいかわかりにくいというところで言えば，そこのわいわい広場に見守りサポ

ーターが来ていただいたときに，どこまで何をやるのかという説明が不十分というのがひと

つの要因としてあると思う。 
私も何校か見させてもらったが，きちんとそういう役割を紙で渡しているところや，必ず

最初にみんなが集まるときに確認をしているわいわい先生もいらっしゃった。そこがまだま
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だ温度差があるので，そういう意味では，このアンケート結果を，反省と言っては大げさか

もしれないがしていただいて，それぞれでどうしたらわかりやすく伝わるのかということを，

私たちは求めていかなければいけないと思っている。 
 
○委員 
  私の学校は，子どもが来たときの受付の仕事を見守りサポーターにしてもらっていると聞

いているが，来たら何々をしたという実感が，来た人には良いのだなと思っている。 
  来てくれたらいいのだけど，何か困ったときに手伝ってくれたらいいのだけど，というの

はあると思うが，受付と，早帰りの子が帰る時間になったら声掛けをお願いしますとか，行

ったらなにか仕事をした実感があるというのは，良いのではないかと思っている。 
 
○委員 
  子どもの成長は目先ではなく育っていくものなので，時間がかかると思っていつもお話し

をさせていただいていると思うが，すごく少ないが高学年のアンケートで，例えば高学年に

なって参加できる日は少なくなったけれども，短時間でも下級生の面倒を見たり，男女関係

なく遊んでいる姿が見られるようになった，とある。 
多分ここにはあがっていないが，私も現場に入って 6～7 年間接しているうちに，高学年

になるごとに変化していく，例えば 6 年間かかって竹馬に乗れるようになったとかもそうだ

と思うが，変化していく子どもの様子というのが，やはり成果ではないかなと思う。 
今は圧倒的に低学年のアンケート調査がエピソードの中でも多いが，実際はもっとそうい

った子ども達の成長がよく見られる光景がたくさんあるので，そういったところは，わいわ

い先生からの報告等でエピソードを拾えるといいかなと思った。 
 
○委員長 
  今こうやってアンケートを見せてもらうと，本当にすごく成果があるのだなということを

感じる資料になるなということを感じた。 
  また，こうやって数字で出していただくということはもちろん大事であるし，一方で数字

では語れない，先ほどのエピソードの話であるだとか，先ほどのケガの話なんかも，ただ数

字がこうだからこうということではなく，現象に寄り添ってしっかり見ていこうとしている

というのが，この事業の強みかなということを改めて感じたところである。 
  これから本格的な議事に入っていくが，今のアンケートの内容や，示していただいた資料

を参考にしながら，議論を深めていけたらと思っている。 
  それでは，事業成果の向上についてということで議事を出していただいているので，事務

局から説明をお願いしたい。 
 
○事務局 
  事業成果の向上について，資料により説明。 
 
○委員長 
  わいわい広場の課題を図で整理していただいたのは，この委員会のなかでいろいろな課題
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を出し合って，それが整理されたものだと認識している。 
  そのなかで，今回優先順位であるだとかをわかりやすくしていただいた。毎回わいわい広

場の議論をするときに全部が議論の対象になっていたので，どこからどう手を付けていくの

かというところもあったと思うが，今回，市側の対応ということで 5 点ほどまとめていただ

いている。 
統計データを整理していくこと，こういう情報を出すことが，逆に犯人捜しのようになっ

てしまうと意味がなくて，原因の確認は必要だが，今後により活かすためにどうこういうデ

ータを使うかというところで，議論が出てくるのかなと思っている。 
あとは，区校長会ということで，学校との連携をどうこれからもっと意味あるものにして

いくかということの，次の一歩なのかなということを感じている。 
新規開設に向けた未実施校の分析というのは，やれるところからというよりも，もっと戦

略的にというところで，これだけの数に増えてきたからこそ，ぶつかっている課題かなと思

っている。 
アンケートは先ほども話があったし，新たに各校区の運営方針を踏まえた助言・指導とい

うことで，今までは，例えば全体として留守家庭子ども会とこうしましょうというような議

論が多かったが，各校区で個別対応でいろいろ考えていきましょうということが整理してい

ただいているのかなと思っている。 
私なりに，このようなものかなと理解したものを，整理のためにお話しさせていただいた

が，まずこの市から出していただいているものに対して，各委員からご意見をいただきたい。 
 
○委員長 
  ではまず私から 1 点，各校区の運営方針を踏まえた助言・指導ということで，各校区で課

題が違うので，そこに個別対応していくという方針自体はすごく賛成である。ここの助言・

指導というのを誰がどのように対応するのかというところは，何か具体的なイメージはある

のか。 
 
○事務局 
  ふたつあると思っていて，ひとつは，これを作るにあたっては運営協議会の中で少し練っ

ていただいてと思っており，運営協議会には市の青少年育成コーディネーターも入るので，

当然課題の分析と今後の対応について考えるにあたって，青少年育成コーディネーターのほ

うともしっかり議論をしていただきたいと思っている。 
それを経たうえで，その後実施できたこと，残された課題が出てきた中で，全体的な，ど

この校区もそうだというようなことであれば，それは市として何か別の対策を打たなければ

ならないということになってくると思う。 
  そうではなくて，個別のもので，他の校区では他のやり方でうまくいっているといったこ

とは，今後私たちにも見えてくると思うので，そうすれば，青少年育成コーディネーターを

通じて，現場に入ったときに，他の校区ではこのようなやり方でうまくいっていたというよ

うな助言をするというのが，きめ細やかな対応ということになってくるかと思っている。 
  内容によって，市全体で考えなければならないことと，個別の対応と分かれてくると考え

ている。 
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○委員長 
  今の方針は納得しているが，運営方針として出てきたものは，どのあたりで共有されるも

のになるのか。各運営協議会の共有ルーツなのか，全校区，みんなが見ることができるとい

う中での運営方針なのか。 
 
○事務局 
  まだ明確に細かいところまで決めてはいないが，まず，事業者は当然全校区のものを集め

ることになるので，事業者のほうにはできるだけ自分のところのわいわい広場については，

他のわいわい先生にも共有していただくことをお奨めしたいと考えている。 
  あとは，私達のほうにも出てくるので，これはまず私たちスタッフで，青少年育成コーデ

ィネーターも含めて全員で共有をすることになるし，例えば研修や推進委員会の場では，全

部配るとボリュームがあるので，その中から抜粋した概要的なもの，こういったことが課題

として多いだとか，このような取り組みでうまくいっているだとかは，共有させていただき

たいと思っているが，まだ決まっているわけではない。 
 
○委員長 
  プレイワーカーにはこの情報の共有はされないのか。 
 
○事務局 
  当然プレイワーカーの研修等のなかで，個別のというよりは，全体的な状況みたいのもの

について共有するというのはできるのではないかと思っている。 
 
○委員 
  質問だが，市側の対応の中で，保護者アンケートの積極的な活用とあるが，何か具体的な

イメージがあるのか。 
 
○事務局 
  これは少し先行して今年やっていることだが，今までも当然アンケート結果は開示させて

もらっていたが，今回エピソード集の概要版を作るなど，少しわかりやすい形にしたり，先

ほど申し上げた個別意見を全事業者に返したりということをしているので，より積極的にフ

ィードバックするというのが今のところである。 
  そしてこれからは，先ほど申し上げたようにもし事業者がアンケートを積極的にやって，

その結果が私たちまであがってくるのであれば，そこも含めてそれを今後の普及・啓発等に

使っていただきたいと思っている。 
 
○委員 
  先ほどのエピソードなんかはすごいと思う。数字だけではなくこういったものも含めて啓

発に積極的に活用していくということですね。 
  これからのことだが，統計データ等の整理・事業者への提供とあるが，これからこの事業
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がずっと続いていくとすれば，福岡市は遊びに特化して進めていくと思うが，そこで遊んだ

子ども達の，アメリカ流に考えれば，追跡的なものが欲しいような気がする。これが 3 年事

業で終わってしまうならともかく，そうでないのであれば。 
  どういうことかと言うと，心理学では当たり前だが，教育経済学という領域で，慶應の方

で，なかなか日本ではそういった発想がないので注目されているが，大事なことはやはりや

っていることについて実証していくことだと思う。実証することによって，関心を持たない

方も，ああそうかと心を動かされるという戦略的な面もある。 
  それで，少し研究的な話だが，もし可能ならば，保護者を対象とするのではなく，何人か

をピックアップして良いと思うが，標準化された尺度を使ってのデータを取っておくことが

できればなと思っている。 
 
○事務局 
  それは，わいわい広場に参加している，例えば数年というよりは，もう少し長いスパンで

ということか。 
 
○委員 
  10 年くらいのスパンで，数年おきで良いので追跡的に，例えば 1 年生 2 年生の参加が多い

と思うが，そういう低学年の段階でしっかり遊んでいた子どもが，その後どうなっていくの

か。 
 
○事務局 
  それは個人的にも興味はあるが，ただ，なかなか今の行政の仕組みで，小学生が卒業した

後に情報だけ持っておいて，数年おきに例えばアンケート調査をやるということがどこまで

可能なのかを考えた時に，今のところアイデアを持ち合わせていない。 
  逆に良い方法があれば教えていただきたいというところもある。 
  あとは，今の話とは全く離れるが，こういう成果を図るやり方としては，定点観測でこち

らが追いかけるというよりは，例えば，中学生・高校生で子どもの育成や地域のボランティ

アに関わっている子にアンケートをとった時に，小学校の時にわいわい広場に参加していま

したか，というような逆の聞き方をして，そういう子がより多いというところで成果を図る

という方法はひとつあるのではないかと思う。 
  なかなかずっと追いかけてというのは難しい。何かうまい方法があれば良いが。 
 
○委員 
  そうですね，急にすぐにということはできないでしょうね。 
  考え方として，この事業がずっと続くことが可能であれば，日本でも珍しいというか，非

常に貴重な，特に遊びがほとんどない今の子ども社会の状況の中で，元気よく遊べる子ども

時代の保障を進めていくには，そういう裏付けとなるものが将来的にますます必要になるの

ではないかと思う。 
  そういう意味で，アンケートというよりも標準化された検査というか，例えば遊びでは社

会性や人間関係能力の発達というのがひとつの大きなポイントになっていて，それが期待さ
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れることだが，あるいは精神衛生の問題もあるが，いくつかのポイントについて確認してお

いてみる，今まで保護者を対象にアンケートをやっていたが，子どもの側からということで

ある。 
  子どものそういった，精神衛生なら精神衛生とか，人間関係能力に対して，どのような状

況にあるのかということだ。 
  全部の子どもとか，たくさんの子どもにはできないだろうから，何％かサンプリングして

やっていくとか。 
 
○事務局 
  言っていただいている視点はすごく重要で，おもしろい視点かなと思う。 
 
○委員 
  あえて申し上げているわけで，日本ではそういう行政の事業に関して，標準化された検査

がなく，追跡という視点がない。 
 
○事務局 
  言われるとおりで，それはこの事業に限らず，やっと今成果指標をというような話が市の

中でも標準化されてきているが，その先の，今のお話のような定点観測しながらというよう

なところは，なかなかやれていないのが現状である。 
  だからやらなくて良いということでは決してないが，まずは優先順位を計りながらと思っ

ているので，今言われたことは頭に置きながら今後考えていきたい。 
 
○委員長 
  地域型でやられている委員は，子どもの育ちを見ていきやすいのではないかと思うが，い

かがか。 
 
○委員 
  ちょうど今年，始めた当時の 6 年生が大学卒業したが，何人かはまだ本人とではないが親

とは付き合いはある。 
  特に 6 年生までずっと下級生と遊んでくれた子は，九州大学に行っているとか，卒業して

宇宙の研究をしているだとか，そのような話をしているので，それこそ今委員がおっしゃっ

たように，本当に遊びが役立ったのか一度聞いてみたいなと思った。 
  6 年生まで参加していた子というのは，意外とその後どうでしたかということはやりやす

いかもしれない。やはり何かの意義を感じて 6 年生までいてくれたのではないかと思うので，

やりやすいと思う。 
  1～2 年生の間は，どちらかと言うと子どもを遊ばせたいという親の願いだけなのではない

かという気がする。 
  
○委員 
  先ほど申し上げたことについては，すぐできるとは全く思っていなので，そういう視点で
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の検査法というのを，今後の課題として行政内部でも検討していただけたらと思っている。 
  長く続く事業だと思っているので，だとすればということである。 
 
○委員 
  今の話に関係することで，全くの思いつきだが，学生プレイワーカーについて，彼らが基

本的に遊びの支援をするということで研修を受けたりしていると思うが，学生なので，子ど

もの遊びというものをどう見るのかということ自体を，もう少し，そこを遊びだけではなく，

学術的ということではないが，そういうところで役に立つ可能性もあるのではないかと，今

の話を聞きながら思っていた。 
  どのように組み立てればいいかは分からないが，今こういうことを話しているのは，フィ

ンランドのユースワークで，評価のやり方というのをかなり工夫してきているところがあっ

て，評価がものすごく国の中で問われる状況の中で，遊びではないが，ユニバーサルな支援

と言うか，課題解決型の支援ではないことを，どのように支援として表に出していくかとい

うとても難しい中で，どちらかと言うとナラティブではないけれど，状態を書き起こしてき

ちんと見せていくだとか，今日のエピソードのようなものだが，こういうことをきちんと大

事にしていくという方向で動いていたが，その時にやはりワーカーがそれをやるのはあまり

に難しいので，大学と連携して学生達がそれを調査して，それをまとめていくだとか，そう

いう連携型で評価をしていくということがあった。 
それを考えた時に，福岡市の動きの場合は，学生達がかなりからんできているので，そう

いう彼らが遊びながらも，ちょっと気づきを書きとめるだとか，そういう役割を担うような

方向で，何か役に立ってもらう方法はないのかなと思ったところである。 
委員が言われているのはもう少し科学的な方向でということなのは了解しているが，どう

いう評価の仕方をピックアップしていくかということも含めて，柔軟に，事業者と市役所だ

けでは難しいところを，どのように社会全体として評価の目を作っていくのかということも

含めて検討できないのかなと思った。 
あともうひとつ気になっているのが，この予算が国の放課後子供教室の補助金を活用して

いるが，国が放課後子供教室の補助金をやめますと言ったらどうなるのか。 
 
○事務局 
  それでやめるということは今はないが，ただ当然財政的に裏付けがなくなった時に，市の

単費だけで続けるのかといった議論にはなってくると思う。 
  ただ，福岡市の場合は子ども総合計画の中で，平成 31 年度までに全校区展開をするとい

うことをきちんと謳っているとところではある。 
 
○委員 
  補助金がなくなったらやめるということではないということか。 
 
○事務局 
  そうだが，ただ急になくなるということは今の国の方向性から見るとないのではないか思

っている。 
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○委員 
  放課後子供教室というと，一般の自治体ではどちらかと言うと社会教育でやっていること

が多くて，でもそこでやる時に，どうしてもプログラム型になってしまいがちで，そうでは

ないことを福岡市が貫いているというのは，とても先進事例だなと思っているが，その違い

が未実施校にきちんと伝わっているのかということがよくわからないというか，うちは子ど

も会をやっているからいいよとか，この福岡市型の特異性というか，先進性のようなものが

どれくらい未実施校にアピールできているのか。 
  ここの運営方針で出ていたような，もっとわかりやすい形で伝わると，そういったことな

らうちの校区でもやりたいなとか，やってみてほしいなとか，何か動きが出てくるのではな

いかなと思う。 
  本当に伝わっているのかなということについて，どのように検証されているのか。 
 
○事務局 
  未実施校について，実はこちらも少し気にしていたのが，先ほどのアンケートの中に，登

録してない理由がいくつか記載されてあって，本人が希望していないとか，保護者が面倒を

見るため不要だとか，そういう言葉が出てきている。 
  ということは，何となくわいわい広場とはなんだといったところが，保護者に十分伝わっ

てないということの裏返しだったりということもあるので，先ほど委員が言われた通り，未

実施校の中でも，そういうことが地域の中や学校に確実に伝わっているかと言えば，なかな

かそうではないからこそ進んでないというのもあるのではないかと思っている。 
  ただ，当然私たちが働きかける時は，青少年育成コーディネーターがきちんと説明をして

いる。その時にわいわい広場の意義であるだとか，遊びの重要性であるだとか，例えば他都

市でやっていることとの違いであるだとかを，パンフレットや DVD を使って説明させてい

ただいているが，なかなか一回の説明で理解いただけないというところが，今のまだ実施に

至っていないところではないかと思っている。 
  そこについては，今度区の校長会にも行きたいと思っているので，その中で改めて本質的

な意義を説明するというところと，実は実施校の校長先生にも後押ししていただきたいので，

区の校長会の中で，うちの学校ではこんな良いことがあるよといった話を，ぜひしていただ

こうと思っている。 
  課題としてあるというのは認識しているので，しっかり対応していきたい。 
  学生の件については，委員長から何ありませんか。 
 
○委員長 
  私の中で先ほどの話の趣旨が十分掴めているのかわからない部分もあるが，学生が学生プ

レイワーカーとして子どもの遊びに関わる専門家として育成をするということをしているが，

確かに言われる通り，学生がただプレイワーカーとしてということだけではなく，一応大学

の専門機関にいる学生として，評価という目線で，子どもの状態がどう変わってきたのかと

いうことを，きちんと評価していくチームを作るというのは，すごく興味深いと思っている。 
  現状として学生プレイワーカーの月例会の中で，あるいは実習の中で，ノートがあって，
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毎回の現場にいった時の感想であるだとか，月例会でもかなりのワークショップを中心にや

るので，子どもの育ちであったり，子どもの遊び環境の問題であったりとか，結構的確な，

おっとこちらが思わされるような気づきも出ている。 
  私たちのある意味課題といえば課題だが，彼らの学生プレイワーカーとしての育ちに還元

していくようなアプローチを今までしてきているが，それを，こういうところが見えてきて

いるとか，どの現場とははっきり言わなくても，わいわい広場で子ども達と学生が関わる中

で，例えば学生プレイワーカーに本音で話せるようになったことがきっかけになって，わい

わい先生とも話せるようになった，友達とも話せるようになったとか，そういう学生プレイ

ワーカーの視点から見える子どもの育ちというところは，確かに掴めるかなと思う。 
  ただ，その学生側が評価の視点であったり基準であったりとかを，まだ十分に持てないと

いうか，そこはもう少しそういうチームを作って，学生のプレイワーカー部門と，調査研究

部門と分けながら，ただ両方とも現場に入るというような形がとれるとおもしろいなという

ことを感じた。 
  あとは，数字的な評価ではなくナラティブな部分ということを言われたが，ルーブリック

評価とか，言葉で，状態でどう変わってきたのかを見ていくという指標を，こちら側である

程度作って，学生達がその指標を持ったまま現場で取り組んでどうだったかというのを評価

していくというのができると，確かに良いなと思う。 
  そのあたりは，ある意味学生に限らずプレイワーカーだとか，現場に入る人がその指標を

持っておくというのは，非常に価値があるのかなと思う。 
  ぜひ自分がやるべきところかなというのを聞きながら思っていたところでもあるが，もう

一方で，どうしてもまだマンパワーが足りないなというのが，学生プレイワーカー全体，プ

レイワーカー全体も今課題があって，学生の学びや研究面にもつながるということがもっと

打ち出せると，確かにそこはもっと学生を集めて動いていきたいなというのを思ったりもし

ている。 
 
○委員 
  学生プレイワーカーについてだが，資料に登録者の不足というのがあるが。 
 
○委員 
  これはプレイワーカーのことで，学生ではない。 
 
○委員 
  学生プレイワーカーは不足していないということか。 
 
○委員 
  別としてということであると思う。 
  そういう認識でよろしいか。 
 
○事務局 
  はい。 
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○委員長 
  学生ももっと増えていってほしいなというところではある。 
 
○委員 
  今年度は学生はどれくらいいるのか。20～30 名といったところか。 
 
○委員長 
  もう少しいると思う。どうしても月例会が実習期間や就職活動期間だとガクッと減るとこ

ろもある。 
 
○事務局 
  学生プレイワーカーの件についても，当然課題としてまだまだ私達としてもどうしていく

のかというのはある。 
  先ほどから申し上げている優先順位の関係で今年は書いていないが，今後に向けてアイデ

アをいただいたので，こちらも委員長と少し議論させていただいて，もともと地域の中に学

生がいて，そういう学生が見守りの中にいるということが良い状態というなかで始まったこ

とだと思っているので，その役割以外の部分を，もし何か担えるというのがあるのであれば，

そこはいろいろな議論はしてみたいと思っている。 
 
○委員 
  学生プレイワーカーはこの事業の大きな特徴ですよね。素晴らしい取り組みだと思う。 
  今は 20～30 名ということだが，福岡は大学のまちなので学生は多いので，これは子ども

にとってもだが，学生自身にとってもすごく良い体験と言うか，少なくとも教育や子どもに

関わることを目指している人にとってはと思う。 
  そういう面からも，学生プレイワーカーが広がると良いなと思っている。今はだいたい口

コミということか。 
 
○委員 
  チラシも各大学に持って行っている。 
  学生の登録が減っているのは，実はある時期学生の登録を推奨していた時期があったが，

登録すると，ものすごい数の電話が四六時中かかってくるというような現状になってしまっ

た。 
  というのは，やはり登録しているプレイワーカーはいろんな方がいらっしゃるが，割と年

配の方が多い中で，学生が行くと，機動力もあるし，楽しいし，学生に来てもらいたいとい

うニーズがたくさんある中で，結局授業中でも何でも電話が鳴り続くということがあって，

学生にとってはかなり負担になってしまった。 
  もちろん登録制になっているので，登録用紙に西区だけとか，この学校だけみたいな印を

つけるところもあって，そういう記載もしていたが，やはり他のところからもかかってくる

ことがあったので，一旦そこは登録をすることに待ったをかけるような形で，学生が実習で
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いろんな学校に行けるようにしていこうということになった。 
  やはりどうしても時間割の兼ね合いもあるし，7 区から携帯に電話やメールが来て，メー

ルが来れば返信しないといけないという，そういうことでの数字が反映されてないという理

由がある。 
  続けて私の方から，これからの校区運営方針を踏まえた助言・指導であるだとか，わいわ

い先生が各運営方針にも関わってくることだと思うが，やはりこれだけたくさんの大人が関

わっている事業だということで，何度も今回委員会が始まって，遊びそのものが目的なんだ

というこのわいわい広場の特徴ですね，そこを保障していくために，やはり関わっている大

人がどう遊びを捉えて，わいわい広場の成果がどういうことなのかというところも，きちん

と共有する，確認し合うことがまず前提にないと，どういう助言の仕方をするのか，どうい

う指導をするのかというところで，大人が関わる以上，大人の関わり方次第で，遊び場にな

らない，別の方向に育ってしまう危険性というものが必ずあるということを私はすごく心配

をする。 
  なので，この議論はこれまでよく個人的にも委員会でしてきているところだが，行政と一

緒にやっているし，わいわい先生もそうだが，長くなってくるとわいわい先生も替わる，運

営会社も担当者も替わる，行政も担当者が替わる，青少年育成コーディネーターの先生も，

ずっといていただきたいけれども期限が来れば替わらないといけない，校長先生も替わる，

教頭先生も替わる，そういった中で，当初わいわい広場が一番大事にしている，わいわい広

場は何のために事業として位置付けているのか，何を成果として優先順位で大事にしていく

とこなのかという議論も，関わる人がきちんと共有できてないと，先ほども運営協議会でわ

いわい先生が協議してもらってというところで，わいわい先生と運営協議会の意見がまとま

らないと，とても厄介なことになる可能性もある。 
  その辺をどんなふうに持っていくか，あと，プレイワーカーの方も先ほど委員長から話が

あったが，まだまだ一緒にというわけにはいかず，つい注意してしまったりとか，指導とい

う言葉が使われたり，学校でもそうだが，帰りの会の問題，片づけの問題も含めて，いろん

なところですり合わせができないところがある。 
  いろんな形があって良いし，遊び場というのは育っていくので，関わる人によって変容し

ていくというのが当然のことだと思うが，ただ何を大事にしながらどう変わっていくのかと

いうものを，一番助言をする立場のものが，まずそこで共有できていないと，ここが遊び場

を作ったばっかりに，遊び場じゃない，子どもの成長を妨げることになる。 
  これは，この数字もどう見るかというとこで，先ほど事務局からもあったが，数字が多い

から良しとはできない。 
  学校も増えているし，ある意味事業の成果であったりというものを問われた場合に，私が

来たばっかりに人数が減っていると言われたらとか，今度の事業者選択の時でもやはり人数

というのは評価の対象に，少なからず意識しているわけですよね。そういうところこそ，そ

うならないような助言の仕方であったり，わいわい広場を推進していくうえでは大事な部分

ではないかと思う。 
  そういう気持ちでいると，やはりわいわい広場自体，実際わいわい広場の先生が替わって，

1 年生から来ていた子が来なくなった現場もある。それは，遊びたいんです，育っているん

です子どもは。子どもは育っているのだけどそこに行けない現状が出てきている。 
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  多分どんどん年齢を重ねて年数を重ねると，そういう変化に対する対応力も私達のほうで

準備していかなければいけないし，その辺の価値観を共有していくような，場がないと思う。 
  プレイワーカーはプレイワーカーだけだし，わいわい先生はわいわい先生の研修会，補助

員は補助員の研修会，全部カテゴライズされているところがあるので，だからミックスでも

良いけれども，何らかの形でそういう立場で意見交換ができたり，話せるような場所，そう

いうことをきちんと定期的にやっていくことで，ある意味，本当の意味での啓発にもつなが

る要素になるのではないかなと思った。 
 
○事務局 
  ご指摘いただいた点は，根幹に係わる大事なことなので，私たちも先ほど申し上げた研修

等で，本来の事業の求めるところというのは細やかに説明しているが，どうしてもやはり現

場責任者の異動等で，本当にその考え方が浸透して，引き継いでいるのかというと，いろん

なところから聞くと，ちょっと大丈夫かなと思うことは実際にある。 
  なので，そのきっかけというか解決ではないが，この運営方針を，当然市が直接わいわい

先生にやるわけではないので，年度末に事業者の方に集まっていただいた時にも，本来の目

指すところというのを今一度きちんと市から説明させていただくし，今度は事業者がこの運

営方針を作るにあたって，ペーパーを作れば良いという話では決してないので，そこの本来

目指すところというのを，お互い事業者とわいわい先生の中できちんと共有していただいた

うえで，何が課題なのかというところを出していただくように求めていきたいと思っている。 
  あと，いろんな枠組みを超えた意見交換みたいなところは，確かに出来れば良いと思って

いる。ひとつはやはり研修の中で意見交換というところをもう少し手厚くやってもいいので

はないかというのは少しあるので，そこをわいわい先生だけでやるのか，事業者含めてやる

のかというようなところは，やり方としていろいろ検討できるところではないかと思ってい

る。 
 
○委員長 
  意見交換ということに関して，いろんな場を私も経験させていただくなかで，意見交換で

愚痴大会のみたいになってしまうと，すごくもったいなかったりだとか，言ったけれども結

局変わらないということでまたフラストレーションになっているような部分も，時折感じる

ことがあるので，意見交換の中で，どこをどう変えようと思っている，どう変わる可能性が

あるのかみたいなところも同時に見えると，本当に本質的な，立場を超えてフラットに議論

ができるのではないかと思う。 
  今このわいわい広場の仕組み自体がしっかり出来ているからこそ，どう調整していくのか

というところも，次の課題が出てきているということだと思うので，ポジティブには捉えて

いる。 
  もうひとつ議事があるが，その前に何か確認や伝えておきたいことがある委員がいれば，

お願いしたい。 
 
○委員 
  本質を捉えた人材をどう広げるかということで，今までに，そういう人達で集まって，全
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市的な実践交流会であるだとか，そういう場を作るみたいな話になったことはなかったのか。 
 
○委員 
  研修会は，毎年現場に関わる方々に対してやっている。 
 
○委員 
  かなり大規模にやっているのか。 
 
○委員 
  大規模というよりも，例えば補助員なら補助員，7 区地域ごとにまわるだとか，わいわい

先生は，全体が集まる全体研修が 1 年に 2 回とか，個別にということで，事業として全スタ

ッフが集まるというのはこれまでないと思う。 
 
○委員長 
  単純に人数の多さというのもあるし，実践交流会だとどの現場の話だけをとり上げるのか

という，そういう課題性が今あって，なかなかそのあたりが難しいというのはある。 
 
○事務局 
  わいわい先生の研修の中に，プレイワーカーに声掛けをして入ってもらったりするという

のは，当然やっているが，全員集まってとなると人数が膨大になるので，なかなか全スタッ

フというところまではできていない。 
 
○委員 
  できにくいですよね。 
 
○委員長 
  個人的には，行政的にどうなのかはわからないが，みんなが参加しなければいけないとい

うよりも，もっと議論を深めたい，本質をもっと語り合いたい人だけが集まれるような場は

いくらでもと思う。 
昔市役所の講堂でシンポジウムをさせていただいたことがあって，4～5 年くらいかもう少

し前かと思うが，その時はここでいろんな各現場の方だったりプレイワーカーだったり学生

達が集まってシンポジウムを開催して，その後に中央公園でわいわい広場を開催するみたい

なことで，各現場のパネルを揃えてやるということを，3 月くらいにやったことを覚えてい

る。 
  それはすごく良い機会だったなと思っている。 
 
○事務局 
  平成 24 年の 3 月に実施している。 
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○委員 
  ちゃんと遊びの場も設けていて良いですね。 
 
○委員長 
  子ども達も来ることができるということを大事にしてやっていた。 
 
○委員 
  各学校でパネルにして掲示して，こんな遊をしているんですよみたいなことをやりながら

遊びをやって，講堂ではシンポジウムという形でやったことが 1 回だけある。 
 
○委員 
  毎年は大変でも，そういったことがあれば，教えられるだけでは分からないことも，横の

そういう情報交換とか，状況が見えてくる中で，きちんとしていくというのはあるかもしれ

ない。 
 
○委員 
  例えば学生のプレイワーカーと青少年育成コーディネーターの先生が一緒に，学生から見

えることでテーマを決めたことを一緒にワークショップしたり，わいわい広場に対しての価

値観を共有するようなワークであったりとか，何年に 1 回みたいな形であったことはある。 
 
○事務局 
  最初のイベントのわいわい広場を天神で実施したものは，事業を新しい形でスタートする

ところだったので，スタートを切るというところが大きかったのかなと思う。 
 
○委員 
  伝える側と，現場目線であっていることを，例えばどういうふうに受け止めているかとか，

どういう受け止められ方をしているかみたいなことは，現場にいるとよく分かることがある

と思う。それを今度は発信する側にお伝えするような場が，多分ないのではないかと今思っ

ている。 
 
○事務局 
  現場の声を聞いて，それを発信するということですね。 
 
○委員 
  それも，全員が集まるということではなくて，委員長が言われて，正にそうだと思うが，

少なからず今，例えば委員であるだとか，現場にいる立場で見えていることを，何か伝えら

れる機会ということが，先ほどの話でもそうだが，良いと思って良かれと思って言った事で，

かえって戸惑っているだとか，その言葉の使い方でもこんな印象を受けるといったことがあ

るので，そこをお互いに伝え合えられるような場所があれば良いのかなと思った。 
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○事務局 
  イメージとしては，かちっとした例えば意見交換とか会議というよりは，オフサイトミー

ティングのようなものか。 
 
○委員 
  そうです。その中にいろんな個別の事例が出てくると思う。それをお互いが知識に変えて

いくような場になるというか，あくまでも全てわいわい広場にプラスになるため話す場とし

て，できればいいかなと思っている。 
 
○委員 
  地域で現場責任者の懇親会をやっていると思うが，毎回ではなくても，年に 1～2 回くら

い，事前に話し合いをしたりするということどうか。無理強いはしていないので，来る人だ

けということで。 
 
○副委員長 
  懇親会や交流会は飲み事があるから来るという人もいそうだが，どうしても日程的な調整

ができなくてとかで，南区でも全員参加ということはできていない。年に 1 回程度のことな

ので。 
 
○委員 
  年に 1 回ならばいいが，そういう場の年に何回かのうちの 1 回くらいはと思う。 
 
○副委員長 
  現場責任者の方が，今事業者は 5 者あるが，なかなか他の事業者の方と相談したりやり取

りしたりというのは，ないことはないがやはり限られてくるので，そう考えたら，事業者の

枠を超えて，情報交換し合えたりする機会としては良い機会かなと思うが。 
 
○委員 
  南区で，1 回くらい失敗してもいいのでやってみないか。 
 
○副委員長 
  やる意味はあると思うが，であればもう少しそのあたりを整理していく必要があるかなと

思う。 
 
○委員長 
  他に委員の方からなければ，もうひとつ議事があるのでそちらの話をして，最後に全部ま

とめてもう少し議論の時間を取りたい。 
  では，次の議事について事務局のほうからお願いしたい。 
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○事務局 
  企画事業について，資料により説明。 
 
○委員 
  私の学校の実態から言えば，学力調査の調査項目の中に，地域の行事に参加していますか，

という項目があるが，これがとても低いというのが課題の学校である。 
  このわいわい広場の企画事業には子ども達がたくさん来るんですね。これに来ると，地域

事業に参加したということになるので，わいわいそのものということでは違うかもしれない

が，子ども達が地域の方々がやっている事業に参加して，そこで遊んで帰るという効果はあ

ると思う。 
  大きなトランポリンも来ているが，夏休みの一日目もこの企画事業ということで，留守家

庭の子ども達もこの日はこれに参加して良いことになっていて，今年の夏休みの一日目はた

くさんの子ども達が集まって遊んでいた。遊びのきっかけにもなっていると思う。 
  義務かどうかというのは別だが，しても良いというようにしていただければありがたい。 
 
○事務局 
  ちなみに，今の地域のところに参加というのは，通常のわいわい広場をやっている日にち

なのか，それとも土日なのか。 
 
○委員 
  土曜日とかに，アピールというのも含めてやっている。 
 
○事務局 
  少し補足をさせていただくと，先ほど説明した中で，通常やっている中での話をまずひと

つしたかったのと，多分今言われているように，土日に地域の行事とコラボしてやるという

のはまた少し別の次元なので，私もそれであれば，わいわい広場の PR にもなるので，実は

そちらのパターンは良いなと思ったりもしている。 
  なので，ひとつだけのルールではなかなか上手くいかないのかもしれないと思っている。 
 
○委員 
  もう少し詳しくお話しすると，私の学校の校区は，子ども会育成会はほとんどないので，

親同士が育成をするために集うこともないという現状の中，公民館につけられている予算の

子どもの事業と，わいわい事業と両方で共催するという形で，主として計画したり運営した

りはわいわい先生がされている。公民館も当日はお手伝いに来られる。そこに参加してくる

子ども達は，結構保護者が一緒に来られていて，そういうことが，見守りサポーターに来て

もらうひとつの入り口にはなっているのではないかと思う。 
  先ほども見ていただいたが，うちは見守りサポーターの保護者の登録率が高いのは，どこ

か納得感があって登録していただいているのではないかと思う。 
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○委員 
  私の学校では，もう 6 年位イベント的な企画事業をやったことがない。毎年の参加状況等

見ながら，今年は例えば体験会をたくさんやってみて，たくさん参加できるようにしようと

か，そういう形のものが，うちで言う企画事業かなと思う。 
  おっしゃるとおり，本当にあれをやったことで，その 1 回だけで，どうなんだろうという

のがあるので，ずっと自由遊びである。 
  過去にやった時も，そっちに来ないで飽きて外で遊ぶ子は，それも有りみたいなところで

やっていた。 
  なので，義務というのはここ何年か心苦しかったというのはある。 
 
○事務局 
  今の義務付けというのはイベントの義務付けではなくて企画事業というカテゴリーなので，

自由遊びの企画事業もあると思っている。 
 
○委員 
  私は基本，わいわい広場の柱が自由遊び・主体的な遊びというものを謳っていて，はっき

り書かれていると思う。それなのに，なんで指導的な遊びが企画事業に来るのかなというの

が，私は長年の不思議で，そこに関しては，指導的な企画事業をしているところはずっとそ

れをしている。 
  だから，毎年恒例のようにトランポリンを置くところはほとんど同じところがしているし，

だからある意味そこでは主体的な遊びというものをなかなか理解できていないのだなという

ことも反映されていると思う。 
  楽しいものは好きだし，もともと全体的に今の子ども達は受け身になっているので，して

もらうことが大好きである。だから人はたくさん集まると思う。でも，同じ年数が経ってい

ても，そうではないやり方を選択して，最初はそうではなかったけれども，やはり啓発とい

うのを入れているのはそういうことで，各わいわい広場とか，わいわい先生が何をして良い

かわからない，自主的な遊びって何なのか，消費的な遊びではないお金で買わない遊び，生

み出す遊びとはどんなことをしたら良いのかというところを，理解して考えることが大事で

ある。  
  そのような考えのもと実施しているわいわい広場は，確実に育っていると思っている。な

ので，わいわい先生達が本当に苦労して，お金で買わない，段ボールを引っ張ってきたりだ

とか，空き箱を集めたりだとかをされて，ここ数年で随分企画事業の内容が変わってきた学

校と，対照的にそうじゃなく，タダだからサッカーの企画事業をしますだとか，トランポリ

ンだったり，本当に指導的なレクレーションのお兄さんみたいな方が来て，指示されながら

何とかごっこをするみたいなこととの違いというのは明らかにそこにあるわけで，私は，や

はり柱とするところはブレないほうが良いと思っていて，義務付けることは必要ないと思っ

ているし，啓発は別の形でもできると思う。 
  だから，啓発の意味ではないとすれば，そういったことを無理にしなくても，それよりも

日頃派遣するプレイワーカーだったり，遊びのきっかけだったり，本当の意味で目指す遊び

のスタイルだったりとかを見せられるような，そういうふうなことをきちんと見せられる人
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がそこに行って，啓発していくことのほうが，現場には反映して，遊び場としては育つので

はないかなと思う。 
  わいわい広場は子どもが育つ土壌みたいなものだと思う。どんな種をまくか，どんなふう

に耕すかによって，全然変わってくると思う。そこを意識することのほうが大事かなと思う

ので，私は，指導的な企画事業はいくら人が集まっても，省いて良いのではと思う。 
 
○事務局 
  当初の検討・提案会議の中での，当面の間はというイメージは，委員の中ではどちらかと

言うと開始した当初はということで，それが 2 年，3 年，4 年と続いて，同じようにという

のはないのではないかという感じか。 
  一番最初のきっかけづくりとしてはありだけど，というのはあるのか。 
 
○委員 
  その時も，私は言っていたつもりである。 
 
○事務局 
  確かに，これはいくつかある中のひとつの意見ではあるが。 
 
○委員 
  というようなものを，それで，働きかけて，必ずイベントをする時は自由だったんです，

当初は。わいわい広場の現場で決めて良いですということだったが，現在，やはりあからさ

まに違いが出てきたので，必ず実施する時は精査する，見極めを育成課のほうで行っていた

だき，これが本当にわいわい広場の事業にふさわしい企画事業なのか，目的としてここに書

いてあることにそぐうものなのかということを，意見したところ，それからは計画書を提出

するように変わったと思う。でも今は見極めがまだ少し緩くて，そこがどこまでという，ま

あそれはどこまでどうかというのは分からないが，私も九十何校の企画事業が全て，どんな

ことをしているかは知らない。どんなことをしているかというのは，多分育成課だけが把握

していると思うが，そういうふうなものを，見る機会があれば見せていただいて，どうなの

かなということを考えたい。 
  でも，大事なのはここに書いてある，育てていかないといけない部分が，それが普通にな

ればそれが普通になっていくから，当然関わり方も，多分そこの現場は同じような感じで時

間が経っていっているのではないかと思う。 
 
○委員 
  できれば，今まさに子どもが育つ土壌を作っていくと言われた，そこをすごく大事にした

いなと私も思うが，同じエリアで，例えば公民館とかが，子ども事業を打つんですね。最近

気になっているのは，例えば NPO との連携事業等が入ってきて，そういう時にどういうこ

とが行われているかというと，例えば，リアル脱出ゲーム的な，とにかくそのものを打つと，

子どもがわーっとやってきて，楽しいわけですね。でも，本当に消費的な遊びですよね。そ

れをやって，公民館側はたくさんの子どもが来たと言える，とかということが，これからも
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っと増えそうな危惧を感じていて，それは公民館でやることでもないだろうというふうに私

は思っているが，公民館とか，いつもこれに関わっていない方が，遊びって何だろうといっ

たことを，感じたり考えたりできる，先ほど言われた，目指す遊びの姿を見せられる，そう

いう地域展開型の企画事業があれば，それは良いなというふうにむしろ思うが。 
 
○委員 
  これまでも何校かあって，公民館に呼ばれて，遊びの大切さを話したうえで，公民館の事

業を一緒にやってほしいということ，あとは，アンビシャス広場をやっているところもある

ので，アンビシャス広場とよく連携しているところもあると思う。 
  だから，これは本当に市のことで，留守家庭もそうで，去年大きく留守家庭の運営指針も

変わりましたよね。そこには，子どもの遊びと危機管理ですね，危機管理に関しては，本当

に子ども達が自分で回避できるような能力を身に付けるような寄り添い方をしましょうとい

う運営指針がきちんと出ているし，遊びに関しても，主体性であるだとか，自由遊びという

文言がいっぱい出てきていて，まさにわいわい広場の理念と重なっている。 
  だから，やはり地域で連携することの意味は，まず今言った土壌を耕す価値観が一緒でな

ければならないので，何のためにわいわい広場があるかというところをしっかりやっていか

なければならない，それがないとすれば，実はわいわい広場というのはこんなことを大事に

しているんですよと発信できるような力を付けていったうえで，その遊びとの区別がきちん

と発信できるようにすることが大事だと思う。 
  それで，同じ方向に向けていけるような連携の在り方が，理想と言うか，これから目指し

ていく在り方ではないかなと思う。 
 
○委員 
  私は，あまり無理してすることはないような気がする。 
  日本の文化なのか，非常にやさしい気持ちからかも分からないが，社会教育の場面，その

他の場面でも，とにかく大人が関わると，子どもが楽しいという気持ちになるように，そう

いったような企画をやりますよね。 
  アンビシャス広場なんかも，当初はわいわいと同じように，とにかく遊びが中心だったは

ずである。これは悩みなんですが，非常に難しいところである。 
  それで，年に 1 回くらい少しお祭り的なことが子どもにあっても良いとは思うが，その場

合にやはりその本質を，わいわい広場が担っていくことは何なのか，そこを，本質をきちん

と押さえたものである必要がある。 
  大人が何か物を用意する，あるいはプログラムして，という形ではほとんど意味がない，

大人の自己満足で終わってしまうと思う。 
  今，アクティブラーニングと言われているが，このわいわい広場の考え方は，まさに遊び

に関するアクティブの効果だと思う。 
  やるとすれば，やはり子ども達が多少とも自我関与できるような持って行き方，事業の組

み方が必要だと思う。例えば，低学年のお子さんが多いわけだけれども，わいわい広場によ

っては高学年の子で比較的長く来ている子もいて，それなりに良い状況を展開している。 
  関わっている子ども達の次元での，自分達が日頃遊んでいることを，さらに入っていない
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子ども達も来て，楽しむような，それを大人が援護していくような，サポートしていくよう

な，そういった企画というのもあっていいのではないか，やるとしたらそういう形かなと思

う。 
  大人がとにかくプログラムして物を用意して，おもちゃに遊んでもらう，道具に遊んでも

らう，大人に遊んでもらうという形では，賢明ではないと思う。 
 
○事務局 
  1 回のイベントであっても，そういったものはふさわしくないのではないかということか。 
 
○委員 
  そういうことです。 
  費用もかかるだろうし，労力もかかると思うが，子どもに返ってくるものがどうなのかと

考えた場合ですね。 
 
○委員長 
  改めて今回現状の整理をしていただいたうえで，全校生徒に呼びかけることで参加の契機

になっているとか，留守家庭子ども会との連携の一助になっているとか，そういったメリッ

トがあるというところはあるが，冷静に考えると，運営側というか，大人にとってのメリッ

トで，子どもにとってのメリットというところと直接的ではないなというのを，もちろんこ

れをきっかけで入れた子どもにとってはメリットだと思うが，それは，先ほどの意見で，違

うアプローチもいっぱいあるんだなというのを感じた時に，改めてわいわいの本質とかの，

消費的な遊びではない遊びをずっとポリシーとして持っておくというのはすごく大事なこと

だなと改めて思った。 
  子どもが自我関与できるようにというのは，私もきんしゃいきゃんぱすをやっていて，た

まに九州大学の中を使ってイベントをするが，そういう時にお化け屋敷をするのでも，子ど

もがお化け役をするように仕組みを作るとか，かなり意識してやらないと，それこそ消費的

に企画事業をやってしまうと，いろいろな問題が出てきているのかなというのは感じるので，

義務付けよりも，むしろ何かもっとここまで発展的なものをしたいという場合に，こういう

企画事業みたいなものがあるとか，そういう形のほうが，良いのかなと。 
  子ども遊びの会にするとかであれば，その地域の方々がより集まれる場を作るというのも

ひとつ大事なポイントだと思う。 
 
○事務局 
  今までいただいた意見を，また内部で議論させていただきたいと思う。 
  ひとつだけ確認させていただきたいが，さきほど委員から話があった，例えば他の校区で

も，学校ではなくて夏祭りに呼ばれて，そこにわいわい先生が行ってわいわい広場の場所を

作って，遊ばせて PR したという例がある。これはわいわい広場自体ではないが，普及・啓

発の一環なので，通常のわいわい広場以外のときに，土曜日，日曜日に，公民館側または地

域側から呼ばれて共催を呼びかけられてやる時について，古賀委員が言われたようにそこに

遊びの本質やわいわい広場の本質というのは大事だと思うが，そこはなかなか強く押せない
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部分もあるので，そういう共催型については，少し違うのかなと少し思うことに関してはど

のようにお考えか。 
 
○委員 
  それは，個人でわいわい先生がお手伝いに行くという形なのか。 
 
○事務局 
  学校以外に行く時に関しては，わいわい広場が出張るというよりは，わいわい先生に協力

依頼が来てということだったと思う。やり方はいろいろあるのかなと思う。 
 
○委員 
  それは，例えば留守家庭子ども会にわいわい先生がお手伝いに行くときは，留守家庭の掟

に合わせるとか，例えば前もこういうふうに議論が出たことがあるが，どこかに行くときは，

そこの掟に合わせるみたいな，地域の公民館ならお手伝いに行くのであれば，共催では別だ

が，お手伝いに呼ばれるんだったら，そこのお手伝いに関わるというところで，整理できる

ものであれば良いと思う。 
 
○委員長 
  そろそろ時間だが，今後も委員として行政とやり取りしながら進めていただきたいと思う。 
  最後に，大変恐縮だが参考資料 3 というのを付けているが，日本発達心理学会に私が所属

しており，九州地区で開催研究者が交流できるような，あるいは研究者だけではなく地域に

も開いて，何かシンポジウムをしてくれないかという話になっており，テーマも自由に決め

て良いということだったので，放課後の子どもの育ちということをテーマにシンポジウムを

企画させていただいた。放課後こども育成課にも来ていただいて，わいわい広場の良さ，あ

るいはこれからの展望ということも含めて語っていただきながら，わいわい広場に限らず，

学童の現場であるだとか，あるいは博物館等の社会教育施設だとか，いろんな施設の視点か

ら，子ども達の放課後をこれからどうしようかということを考えるシンポジウムを企画して

いる。 
  今回，福岡市も共催ということでしていただいていて，ふくふくプラザで開催することに

なっている。 
  ぜひわいわい広場に関わる方々にも広く呼び掛けて，福岡全体で，もっと言うと九州全体

で，子どもの育ち，放課後をもっとより良くしていこうというシンポジウムを企画している

ので，今回，わいわい広場の啓発の一環でもあるかなと思い，この場で紹介させていただい

た。 
  他にみなさまから何かございますか。 
 
○事務局 
  本日は活発な議論をしていただき，ありがとうございます。今日みなさまからいただいた

意見を踏まえて，さらに事業が充実するように，私たちもしっかり検討していきたいと思っ

ている。 
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○委員長 
  それでは，以上を持ちまして，平成 28 年度第 1 回放課後事業推進委員会を終了いたしま

す。 
 
 
 


