
 

学校施設を活用した放課後等の居場所づくり懇話会（第２回会議）議事録 

 

 

１．開催日時  平成19年７月1３日（金） 10：00～12：00 

 

２．開催場所  福岡市役所本庁舎15階 1504会議室 

 

３．出席者   出席委員 12名 

         横山委員(座長)、大谷委員(副座長)、青木委員、井上委員、倉谷委員、黒岩委員、

竹内委員、田畑委員、手嶋委員、戸部田委員、松﨑委員、山部委員 

欠席委員 １名 

 疋田委員 

出席幹事 ４名 

 白川幹事、中沢幹事、堀幹事、菊池幹事 

 

４．議題    子どもの放課後等のあるべき姿について 

 

５．議事概要  別紙のとおり 

 

６．会議資料  資料１ 「放課後等の居場所づくり懇話会」（第１回会議）のまとめ 

  資料２ 子どもに関するデータ 

  資料３ 本市の現在の取り組みに対する聞き取り調査 

        資料４ 放課後の過ごし方アンケート調査 

        資料５ 第３回・第４回会議開催日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



学校施設を活用した放課後等の居場所づくり懇話会（第２回会議）議事概要 

 

□意見交換等 

○座長 

・第1回会議に対する市民からのご意見を事前に配布済み。 

○委員 

・私の校区においては、毎週土曜日に小学生約80名を公民館で預かり、英語、茶道、絵画、手芸

等を地域のボランティアで教え、昼食を共に食べている。 

・今の子どもは、生活態度が悪く、反抗したり集団行動が出来ず、保護者の無関心さにも驚きと戸

惑いを感じ苦労している。 

・学校教育の中で子どもを正していくのは、保護者の感覚、子どもの育ち、しつけ等から非常に難

しいと思うので、地域のボランティアの協力、支援が必要不可欠。社会生活の中で指導していく

ことも大切。 

・今では、子どもが親しみを持ち、喜んでいる。 

・地域のボランティアでは、広い校舎、教室での活動は、子どもの管理の面で、非常に困難。 

・公民館でも子どもが屋根に登ったり、走り回ったりで、苦労している現状。ただ、まじめな子ど

ももたくさんいることは事実。 

・教育委員会が実際に地域に入って、我々、地域と直接、接触をし、教育行政にあたってほしい

○委員： 

・遊びは子どもの健全育成に大きな役割を果たしている。 

・昨今の子どもの実態は、パソコンやゲームで遊ぶのが多く、正しく操作すれば、自分の思うよう

になるので、現実社会で思い通りにならないと我慢ができない。 

・子どもは友達と、同年齢、異年齢の子どもと一緒に外で遊ぶことが大事なのではないか。自分た

ちでルールを作って、遊びの中から学んでいく。 

・私の校区では、地域、児童委員が催し物や伝統行事など子どもの健全育成に協力してくれている。

・わいわい広場では、サポーターとして保護者の数も増えている。子どもは毎回自由に遊び、仲間

作りもやっている。 

・遊び場づくりのやり方、留守家庭との兼ね合いも考えていきたい。 

○座長 

・関連資料を事務局に説明いただきたい。 

○事務局 

・資料１は、座長から第1回会議での意見を整理するようにとの話があり、まとめたもの。資料２、

資料３、資料４の説明。 

○座長 

・本日の議題は、子どもの放課後等のあるべき姿について、どのような形が期待されているのか

○委員 

・まず子どもの居場所を考え、そして学校施設を活用して考えていくべきなのではないか。 

・身近なところ、必ずしも学校ではなく、近所の公園なども視野に入れ、具体的に考えるときに

管理や人材の問題で、学校施設を活用することを考えるとよいのでは。 

・わいわい広場は地域子ども教室と理解してよいのか。 

○事務局 

・地域子ども教室ではなく、国が進めている放課後子どもプランに位置づけできるものと考えてい

る。 

○委員 

・子どものあるべき姿が漠然としているので難しい。 

・子どもの生活の基盤を大事にしながら、子どもの遊びや成長をみんなでどのように支援していく

のかを考えるといいのでは。 

・わいわい広場、留守家庭子ども会、公民館などでいろいろ取り組まれているので、総合的にそれ
（別紙）
 

。 
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、



 

ぞれの役割を考え、支援が出来る体制を考えていくといいのでは。 

○座長：全体の中で、子どもの遊びを考える必要がある。 

○委員 

・留守家庭子ども会は、毎日の積み重ねによって異年齢でかつ集団で、外で元気に遊べるが、わい

わい広場では、独りで一輪車に乗って楽しんでいるなど集団遊びを苦手とする子が多い。 

・遊びが軽視されており、学力が重視されている。 

・まず遊びが大事ということを保護者によく理解してもらうことが必要。 

・留守家庭子ども会やわいわい広場、子ども会に入っているか否かではなく、遊びを通して社会性

を教えるのがいいのでは。 

・地域、現場ではバラバラで活動しているので、専門性を持つ人が入り、総合的に整理してほしい。 

・福岡教育大学の学生に、子どもに接するいい体験として、わいわい広場とかに参加してもらうと

助かる。 

○座長 

・福岡は若い人たちが多いので、学生の連携や活用が重要なポイント。 

○委員 

・遊びがどれほど大切かということを保護者に教えないといけない。 

・今の保護者は、公園が危ないので、家の中でテレビとかゲームして遊びなさいと言う。それで、

場所を提供して遊んでいいよと言っても遊べない子どもが多い。 

・留守家庭子ども会の子どもは上手にみんなと遊ぶ。遊びの大切さを理解してもらい、居場所を考

える。 

○座長 

・まず子どもには遊びが大事だと保護者に理解してもらい、平行して居場所も考えていく事が必要。 

○副座長 

・「学校施設を活用した･･･」ということを限定的に考えるのではなく、まず、子どもを地域での生

活全体の中で捉えると、課題もその中から見えてくるのではないか。 

・子ども側に立った発想で、学校の役割、公民館の役割、地域の役割を考えることが大切だと思う。 

・その上で、学校施設をどのように活用していくのかという問題が議論されたら良いと思う。 

○委員 

・子どもの実情は、平日の時間が非常に制約されている。 

・わいわい広場の良さは、家にかばんを置かずに遊べること。低学年の下校時間は３時半頃、４年

生以上になると４時過ぎるので、それから家に帰って学校に来るのは難しい。 

・地域の公園などで遊ぶ子どもがいるが、公園はいろいろな人が過ごす場なので、ボール遊びがで

きないなど様々な制約がある。 

・さらに、子どもは習い事の多さなどで、友達同士で時間を調整して遊ぶのが難しく、ある程度の

集団で遊ぶということが少なくなっている。 

・私の地域でも、子ども関連の団体が集まり、同じ観点で子どもを育てようと協力している。 

・地域の行事では子どもの縦のつながりを意識しながらやっている。 

・地域での様々な活動を話し合える場が必要である。 

・また、場を用意して行事をやる時には、過ごし方の共通理解が出来ると、全体の関わり方が見え

てくるのでは。 

○座長 

・居場所づくりといった場合に、大人がどのように対応していくのか。場所を作っても、大人がプ

ログラムして、させられ体験になると良くない。 

○委員 

・子どもの放課後のあるべき姿として、子どもがしたいことに向けてしたいことができる場所と仲

間があればいいと思う。 

・大人が準備したプログラムではなく、集まった子どもで、その日その日で今日どこに行こうかと

考え、校区を再発見するという活動を始めた公民館があり、その方が子どもは楽しい。ただ、難



 

しいと思うが。 

・それぞれの子どもが何をしたいのかが分かり、その仲間を見つけて、活動できればいいのではな

いか。 

○座長 

・子どもは何をしたいか分からないので、大人が場所と内容を用意しないといけなくなるが、それ

だと育たない。 

○委員 

・地域では安全が一番大事で、そのために箱物をつくり、その中で子どもを見て、それで良しとい

うことになる。 

・子どもがのびのびと遊ぶ場をつくり、自由なことをさせるためには、安全を考えると大勢のボラ

ンティアが必要で、それを地域でやるのはかなり困難。 

○座長 

・委員の意見を整理すると、遊びが大事だし、子どもが自分の意思で遊べる状況を作らないといけ

ないが、様々な制約や安全性で問題がある。安全性の問題を考えると大勢の人が関わる必要があ

るが、そのような人がいないということ。ではどうするか。 

○副座長 

・データも必要だし、考え方の整理も必要だが、子どもの現場の声をよく聞くことが大切だと思う。 

・市内に、公民館や校庭を活用して、良い活動をしている地域がいくつもあり、活動している人の

話を聞くといい智恵がたくさんある。難しい問題があっても、地域の協力があればできる。 

・子ども会に入ると役割が回ってくるので、親が嫌がって入らない、そのために子ども会の組織率

が下がっているということをよく聞く。 

・市内のある校区の例だが、自治協議会が子ども会の会費を予算化して支援しているために、子ど

も会の組織率が高く、この区ではこういった動きが増えている。そこでは、子ども会に参加する

か否かは子どもの自由だが、結果、子どもの活動が活発化しているという例がある。 

・この校区では、祭りや様々な遊びに、会員900人のうち約300人の子どもが集まり、小学生

５、６年生がリーダーになって、遊びの集団を引っ張っている。 

・これを支えるのは、自治協議会だけでなく、育成会、社会福祉協議会、公民館など校区の組織の

代表者が集まって、子どものことを話し合っている。子どもを信頼して任せようと話し合い、そ

の雰囲気が次第に出来ているということである。 

・その中で、子どもは「大人たちに守られている」という意識があるという。 

・ここまでくるのに何年もかかった、子ども会の予算化にいたるまでも５年かかったと聞く。 

・地域全体の問題として子どものテーマを取り上げるというすばらしい例だと思う。こういった現

場の経験に学ぶべきことがたくさんあるのではないかと思う。 

○座長 

・県内では、アンビシャス運動として、地域のボランティアの協力で、雨が降っていても40人ぐ

らいで遊んでいることも。 

・子どもが自由な意思に基づいて遊ぶということが最大の課題。 

・遊ぶ場が自宅の周りや、公民館などでも良く、すべての児童を対象とした学校施設を活用した居

場所づくりということはone of themである 

・様々な制約がある中で、そこに行けば元気に楽しく過ごせ、仲間もでき、しかも安全な場である

というのが大事。それを、学校を使ってそのような場が実現できれば非常に意味がある。 

・居場所づくりは、子どもの遊びを活性化して、子どもの健やかな発達を促進する場なのか、様々

な事情から放課後にこどもを預かる場なのか、それとも、両者を兼ね合わせた場なのかを考えて

おかないといけない。それにより、どうプログラムを立てるのか、どう指導者に関わってもらう

のか、どう運営するのかが決まるのではないか。 

・私は、子どもの遊びを活性化させ、なかなか遊べない子ども、その子どもが放課後の仲間との楽

しく充実した生活をおくる場、そして、結果として育ちが促進される場を期待したい。 

・塾や習い事など、誰かに任せる状況では子どもが育たない。ますます家庭の教育力、地域の教育



 

力を失わせてしまう状態があるのでは。預かり的な要素はできるだけ弱くする必要があるのでは。 

○委員 

・公的施設として、学校や公民館、公園などをいかに活用していくのか。 

・我々の子どものときは、１、２人集まって、何して遊ぶかを考えて、少しずつ人数が増えて集団

で遊んでいた。 

・留守家庭子ども会では、限られた集団で、そこに指導者がいるので、集団としてまとまりがある。

わいわい広場のフリーの状態では、仲間意識ではないので、遊び方が違ってくるのではないか。 

○座長 

・集団をどのようにつなぎ、仲間意識を高めて、何して遊ぼうかとなっていく過程が課題。 

○委員 

・ボランティアの確保が一番大事。 

・保護者は忙しくて参加は難しく、積極的にボランティアが参加してくれているが、学校だとボラ

ンティアは公民館と違って状況を把握できないので難しい。 

・子どもは自由に遊ばせてやらないといけないが、趣味を持たせた指導をすればいい。 

○委員 

・遊びは社会性を育成する。 

・子どもがどのような遊びをしたいか、それを考えてやっていくべき。 

・わいわい広場以外にも、サッカークラブ、ソフトボール、金管クラブなどをやっているが、みん

なやりたいと自主的に集まってきており、自分たちがやりたいということが必要。 

○座長 

・自発性がある遊びが必要ということ。 

・学校施設を活用して、すべての児童を対象にした居場所として、様々な事を念頭に、どうあるべ

きなのかに焦点を当てて考える。 

○副座長 

・留守家庭子ども会が大事な地位を占めており、毎日生活の場として一緒に過ごし、良い状況が作

られているので、学校施設の同じスペースの中で子どもを限定せずに、ともに過ごす工夫が考え

られないか。 

・留守家庭子ども会の子ども達は集団活動になれて、遊びの中でリーダーになっていくこともある。 

・それに当たる人材をボランティアという形にするのかどうかは考える必要があるが、そこにどの

ような大人が関わるのか、ということはもう一つの大切な点である。 

○座長 

・留守家庭子ども会とわいわい広場の子どもと重なる部分がある。留守家庭子ども会の子どもは生

活の場ということだが、遊びの部分では一緒なので、遊びの中でどう運営するのか。 

○委員 

・留守家庭子ども会とわいわい広場が一緒だといい形になるのではないか。 

・留守家庭子ども会を卒業した４、５年生が、遊びたくて留守家庭子ども会を見に来ている。 

○委員 

・学校施設とは校舎も含めるという解釈なのか。 

・留守家庭子ども会、わいわい広場も校庭開放も同じ小学校の生徒だから、運営でコミュニケーシ

ョンをとってやったら、いろいろ解決するのではないか。 

○座長 

・学校施設とは校舎も含めて、校庭だけでなく、可能な場所についてと考えて良いのか。 

○幹事 

・制約があるかもしれないが、学校の余裕教室とか、体育館とかも含めて広く考えてほしい。 

○座長 

・想定としては外遊びのイメージが強いが、屋内遊びも考えられる。 

○委員 

・子どもが自主的に遊ぶというときに、昔は大人の手を借りずに自分たちで遊んでいたが、今はで



 

きずに、平面的なつきあいのみで、縦社会がない。 

・地域ではリーダーが必要で、子ども会を通じてリーダーを作ることを考えているが、学校の中で

も遊びを通じながらリーダーを作れる形で運営していけば望ましい。 

○座長 

・遊びの基本は自発性で、大人が関与しないこと。 

・昔は、４年生になれば、大人が関わると自分たちで遊ぶから構わないでくれという状態だったが、

６年生になっても大人の指示に従っているというのは深刻な状況。 

・どのような居場所にしていくのか。そこで活動する子どもをどのようにしていくのかの具体的な

イメージを、懇話会で確認しておく。 

・これまでの意見では、大人がプログラムして、指示まちで言われなければできない。リーダーは

いない。場所と時間と仲間を準備しても自分たちで遊べない。 

○副座長 

・子どもは「発達するために」遊ぶのではなく、目的なんかなく遊ぶのが子どもの本来の姿。 

・遊べなくなったのは、大人の側からの規制がかかっているからであると思う。 

・遊びの体験が少ない親世代がいま子どもを育てているのが現状。数十年の変化の中でここまでき

たということが、問題を深刻にしている。 

・学校で、自由な遊びを保障するために起きて問題は、「事故やケガなど、何か起きたときに誰が

責任をもつのか」という大人の責任の問題。学校施設の管理の問題もある。そのことから、いろ

んな規制を子どもにかけているのが現状である。 

・「学校施設を活用して」というなら、教室とか体育館が使えるといろいろ遊びが発展する。本当

にのびのびとした遊びを保障しようと思うなら、教室や体育館もできる限り開放して、場所を準

備しようという方向でなければいけない。 

○委員 

・遊びを考える際の居場所づくりとしては、留守家庭子ども会を考えると、子どもの生活の視点が

まず基本にないといけない。 

・生活の視点を明確にした上で、統合できる遊び方とか、学校施設での過ごし方を考えた方がいい

のでは。 

・留守家庭子ども会ももっと生活しやすいようにとか、他の子どもも入れた遊びができるようにと

か、あるいは両方の視点をもって検討していく必要があるのではないか。 

○座長 

・既存の留守家庭子ども会は一種の家庭のような形。すべての児童を対象にして考えるので、どの

ように調和させるのか。 

○委員 

・安全安心のまちづくりを進めようという時に、いつも地域が受け皿で子どもの親は入っていない。

（子どもの親は昼間仕事でいないから） 

・学校では、空き教室があるはずなのに、学校が活用しており空いていないという。 

・音楽室や図工室も興味がある子どもに開放するなどの工夫をしてほしい。 

・留守家庭子ども会と他の子どもを区別することなく、低学年の育成に力を入れていただきたい。 

・預かるではなく、育てる方向で指導が出来るようにならないのか。 

○座長 

・学校には学校の考えがあると思うが。 

○委員 

・学校施設は、校庭と体育館と捉えていたので、教室となると安全管理をどうするのかが気がかり。 

・放課後の居場所づくりの目的が、集団で遊ばせながら育成していくというのであれば、教室を開

放することにどのような意味があるのか。 

○幹事 

・懇話会では余裕教室など学校施設の可能性を含めて議論していただきたい。 

 



 

○委員 

・様々な事業や、各種団体の活動によって、それぞれ居場所が確保されている。そこに参加してい

ない子どもの居場所をつくるのか、複数の事業に参加している子どもを集めて活動する場所にす

るのか、集団で遊ばせることによって、子どもが育つべき力を育てようとしているのか、子ども

一人ひとりが主体的に育つために自分がしたいことを確保してあげようとしているのか、何を目

指すべきなのか混沌としている。 

・留守家庭子ども会、校庭開放、地域の様々なサークル活動など、それぞれ良い取り組みである。

ただ、どこででも遊べない子どもがいるので、どの子どもに対しても居場所づくりができればと

思う。 

・それぞれの校区や、団体などで話し合って、こんな居場所を作ろうとなればいい。 

・どこにも行き場所がない子どもをどうしてあげたらいいのか、それがどこであったらいいのか。 

○座長 

・現実的に、多くの子どもが家の中にこもっており、遊べない子、行き場のない子だけを対象にす

るのではなく、子どもらしい生活をバックアップ、補う場として考えたらいいのではないか。 

・また、スポーツで叱咤、激励する場は遊びとは言えず、遊びはきつい時にはやめられる。遊びた

いときに遊ぶ。 

○委員 

・みんなを対象にするということだが、家庭の中で兄弟が多くて遊んでいる場合は問題ない。 

・子どもの異年齢の人間付き合いとか、生活の中での基本的なあいさつとか、子どもの課題がいろ

いろ出ているので整理して、子ども像をもう一度確認するべき。 

・こどもの主体性だが、好きにしていいと言うと、みんなドッジボールをやるが、それでいいのか。 

・よりよい発達、成長の中身は何なのか。自然を使うとか、伝承を入れるとか、生活の部分、創造

の部分を入れるとか、基本的な絵を確認していけばいいのでは。 

・遊べない本当に厳しい子もいるので、その子どもに対しても学校に来てもらうというのもいい。 

○副座長 

・どこにも居場所がない子どものことを視野に入れないといけない。 

・水面下で表には見えない子どもの悩みがある。家庭にいても居場所がなく、学校にも居場所がな

く、心の居場所を求めている子どもが今ますます増えていることを念頭に入れるべき。 

・不登校の子どもは学校にも家庭にも居場所がないので、地域の誰かが、その子どもにとっての拠

り所、居場所になるぐらいの関係が、地域の中にないといけないのではないか。 


