
学校施設を活用した放課後等の居場所づくり懇話会（第３回会議）議事録 

 

 

１．開催日時  平成19年７月27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 11名 

横山委員(座長)、副座長(副座長)、井上委員、倉谷委員、黒岩委員、田畑委員、 

手嶋委員、戸部田委員、疋田委員、松﨑委員、山部委員 

欠席委員 2名 

 青木委員、竹内委員 

出席幹事 3名 

 中沢幹事、堀幹事、菊池幹事 

        欠席幹事 1名 

         白川幹事 

 

４．議題    放課後等の居場所・運営等のあり方について 

 

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１～２回会議）のまとめ 

  資料２ 他都市等の放課後施策の事例について 

        資料３ 第４回・第５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３回会議）議事概要 

 

□意見交換等 

○座長 

・資料１、資料２の説明をお願いしたい。 

【事務局から資料１、資料２について説明】 

○委員 

・学校施設の活用というのは、学校教育に支障がない範囲と考えてよいのか。 

・全児童対象としているが、登録制とするのかどうか。 

○座長 

・実際どのように運営するのかをこれから掘り下げる必要がある。 

・まずは、居場所をどのような形にするのかという輪郭を考え、今後、学校施設の活用などを考え

ていく。 

○委員 

・運動場や体育館を活用するのはいいが、どこを利用するのかという基本的な考えがあるべきでは

ないか。 

○座長 

・当然、学校教育に支障がないようにしなければいけないが、どこまでを支障というのかは、今後

の議論になるのではないか。 

○委員 

・わいわい広場では学校施設をどのように利用しているのか。 

○委員 

・通常は運動場を利用し、雨の日は体育館を開放している。 

・使っていない相談室をわいわい広場の事務室として利用している。 

○座長 

・学校施設をどこまで活用するのかというのはこの先の議論になる。 

○委員 

・他都市では、留守家庭子ども会が児童館等での実施という背景で、全児童の居場所づくりを実施

している。 

・本市の場合は、他都市とは背景が異なり、全校に留守家庭子ども会があるので、それが核となる

のではないか。 

・子どもにとって一番足りないのは遊びで、集団での遊びを提供するときに学校は一番良い資源

・留守家庭子ども会の子どもについて、家庭の養育をどうやっていくのか。その時に、３都市のや

り方はそれぞれのメリット、デメリットがあるのではないか。 

・本市では横浜市のように一体化して、１７時まで一緒に遊び、留守家庭子ども会を残すのがいい

のではないか。また、静かに遊ぶスペースと元気に遊ぶスペースがあるのも良い。 

○事務局 

・世田谷区の例だが、制度上は分けているが子どもは一緒に遊んでいる。子どもが一緒に遊ぶとい

う点では３都市とも同じ。 

○委員 

・本市は、転勤族が多い、都市化しているという点で、学校施設を活用するというのが居場所づく

りの典型なのかもしれないが、17時まで学校で過ごすということだけでいいのか。 

・学校施設を活用するより、地域や家庭などで遊ぶのが基本的な視点だが、その中でどのように学

校施設を活用していくのかを考える必要がある。 

・子どもが学校にいる時間が長くなるとどうなのかも考えるべきでは。 

・地域で子どもを育てるという意識改革の中での学校施設の開放でなければいけない。 

・保護者に対する意識改革という意見があったが、地域、社会全体の大人の意識改革を考えていか

ないといけない。 
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・指導員だけでなくコーディネーターなどの人づくり、人材育成を考えていく必要がある。 

○座長 

・学校施設だけでなく、公園とか公民館とかいろいろな場での子どもの遊び、生活を考えなければ

いけないが、懇話会では学校施設の枠のなかで考えていきたい。 

○委員 

・形としては横浜市のように子どもは一緒に遊ぶのがいいのではないか。 

・全校生徒の半数が登録して学校で遊ぶとなるとキャパシティが足りないのではないか。 

○委員 

・地域で遊べる安全な場所がない、地域では見守る人がいない、家にも親がいないという状況を考

慮すべき。 

・少々大きな集団になっても、学校に残り、みんなが集まって遊ぶことが必要。 

・留守家庭子ども会の子どもと分けることなく、全員一緒に遊ぶことによって、遊びの楽しさの中

から子どもが育っていくのではないか。 

・大きな集団をみんなで見守るようにできればいいのでは。 

・形は横浜市や世田谷区のようなものがいいのでは。 

○委員 

・地域で遊ぶ場があるかというと、現実的には公園ではボールで遊べず、大声で騒げないという状

態。 

・今の子どもに一番欠けているのが集団遊びなので、学校で集団遊びをさせる場を作るのは非常に

よい。 

・全児童を対象としても、放課後の遊び場づくり事業では全員が利用しておらず、始めた時よりも

参加者が減っており、参加者をいかに増やしていくかの方が課題。 

・遊びの大切さは集団の中でしかわからないので、遊び場づくりをもっと進めるべき。 

・横浜市の方式がいいのではないか。 

・留守家庭子ども会は保護者に必要があって預けており、そこを含めてそうでない子どもと一緒だ

とは言えない。また、かかった費用を負担するというのは当然なのでは。 

○事務局 

・資料での登録率は、あくまで全児童のうちの登録者数で、実際の参加者は少ない。概ね留守家庭

子ども会と同数程度の児童が参加すると考えてよい。 

○委員 

・他都市の施設は教室を２つ確保しているようだが、施設の設備がどのようなものか。例えば空調

設備があるのかどうかなど。 

・３都市とも大きくは変わらないと思うが、望ましいのは横浜市のような形ではないか。 

○事務局 

・横浜市の例だが、両教室ともクーラーをつけており、１つの教室に事務室や流し台、冷蔵庫など

がある。川崎市、世田谷区ともクーラーが設置されている。 

○委員 

・わいわい広場を始めた当初は５～６年生も大勢参加していが、つまらなかったせいか、現在では

低学年ばかりになっている。 

・高学年は自分の求めるものを持っているので、自分たちで居場所をつくるだろうから、低学年の

間だけでも、集団で遊ぶ楽しさ、集団でしかできないことを教えてほしい。 

・横浜方式がいいのではないか。留守家庭子ども会には保護者の代わりを求めている部分があるの

で、17時以降は１時間でもいいからしっかり目的を果たしてほしい。 

・土曜、日曜日の休みや長期休みの時にも対応してほしい。 

・私の校区では、授業中に乳幼児の公民館サークルや地域の団体が空き教室で活動している。小学

生と触れ合えるように工夫し、交流を図っている。 

・校庭と体育館開放以外に空き教室も活用し、休みの時には、公民館のブラスバンドクラブが練習

等で音楽室を利用させてもらっている。 
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・家庭科室も公民館や団体など地域が使わせてもらっている。 

・学校施設を利用するために、鍵の管理は公民館が一括してやっている。公民館が学校との連絡を

しっかり取って、公民館で鍵の受け渡し、返却、報告をしている。 

○座長 

・一律に同じではなく、校区の状況によって様々なバージョンが考えられそうである。 

○委員 

・地域がしっかり育つと学校も安心し、信用して鍵を渡してくれる。みんなが成長しないといけな

い。 

○委員 

・留守家庭子ども会、わいわい広場、学校施設を活用した放課後等の遊び場づくりとは事業の趣旨

が違うのではないか。 

・学校施設を活用する際に、学校教育との関係で管理運営がうまくいっているのか。 

○委員 

・学校は公的な施設なので活用してもらいたいが、一番危惧しているのは安全面である。 

・わいわい広場でも管理をどうするのかが一番問題になったが、使う場所を体育館など限定し、そ

こに指導員がいると安全面で安心である。 

・子どもが自宅に帰るまでの安全面の確保が必要である。わいわい広場では、帰る方向が同じ指導

員と一緒に帰るという対応をしている。 

○委員 

・わいわい広場と留守家庭子ども会ではそれぞれの設立目的が違うので、一遍に合体させるのは難

しいのではないか。 

・同じ時間、同じ場所に子どもがいるので、遊びという点で一緒に関わりができないかという発想

で、わいわい広場では、留守家庭子ども会の子どもも一緒に参加して遊んでいる。 

・校庭に公民館が隣接しているので、わいわい広場の時間帯にあわせて様々な事業を実施してもら

っており、自由に出入りできる。 

・公民館の主事、留守家庭子ども会の指導員、コーディネーター、見守りサポーターなど人が大勢

関わっており、仕事の分担もしている。 

・子どもが行きたいところに行けるという点も無理なくやれている。 

・しかし、現在週２回の実施が毎日となると難しいのではないか。 

・今あるものをうまくつないで活かせないか。目的を全部まとめて、留守家庭子ども会に代えるも

のとして考えるのは無茶ではないか。 

・留守家庭子ども会ならではの良さがあり、一つにまとめるという話だけが進むことは心配。 

・現実的に、それぞれの良さを捉えてどう運営すべきかを考えていくべきではないか。 

・本市としての方向が出ないと、具体的な話が難しい。 

○座長 

・私たちが本市としてのあり方、方向を出さなければいけない。 

○副座長 

・私たちが方向性を考えたいということでこの懇話会がある。 

・最終的に、予算や枠組みの中で出来ないことも出てくると思うが、懇話会では、まず、子どもの

ために何が良いかを最大限考えて、望むべき方向を出すべきではないか。 

・他都市の例は非常に参考になったが、どこよりもいいものを作りたい。 

・１、２回目の議論では、地域全体で子どものことを考えないといけないという意見があった。 

・一般に、家庭、学校、地域、と並べて言うが、家庭も学校も地域の中にあると思っている。地域

の中に、子どもたちが選べる多様な居場所がある、という状態を作ることが必要ではないか。 

・本市の財産として、全校区に公民館があり、地域での役割は大きい。そのことも踏まえて、学校

での居場所づくりがどうあったらいいのかを考えるべきではないか。 

・どうすれば、学校が子どもにとって魅力的な居場所に変わることができるかという宿題を、与え

られているのだと思う。 
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・留守家庭子ども会から意見書をいただいたが、思っていた以上に、本市では留守家庭子ども会が

重要な資源となっているかを再認識した。 

・留守家庭子ども会はほとんどの学校にあり、長い間の蓄積もある。保護者に代わって子どもたち

を見守り、異年齢の子どもが集団で遊び、生活する貴重な場となっている。 

・一方、留守家庭子ども会は、子どもの数に対して施設が狭く、静かに過ごしたり、宿題をしたり

したい子どもや、具合が悪い子の対応が困難、などの問題を抱えている。ゆっくり休める、広い

スペースが欲しいという要求は切実のようだ。 

・この問題は、「学校施設を活用する」という課題の中で考えようがあるのではないか。図書館や

体育館など他の施設を使えないか。 

・留守家庭子ども会が積み上げた良い点を今後生かしていくとともに、高学年の子どもに対しても

希望があれば受け入れる方法を考えていく必要がある。 

○座長 

・運営では、行政が直営でやったり、公募で選定した運営法人がやっていたり、指定管理者が実施

している場合などがあるが、ご意見をいただきたい。 

○委員 

・子どもの年齢に応じて、子どもの主体性を活かせるようにする、創造性を活かす、大人や地域の

理解を進める、異年齢や集団を大切にするなど、基本方針をもう一回確認しておくべきでは。 

・メディア漬けの影響も考えると、言葉や読書を大事にするのも大事ではないか。 

・子どもの年齢、成長に応じて、より良い成長発達につながり、子どもにとって良いものとなるこ

とが大事。 

○委員 

・６年生は16時頃まで授業があり、基礎学力を定着させるために、さらに教室に残して教えてい

る先生もいるので、学校教育との関連を考える必要がある。 

・現実的な面からも考えると、遊びだけを考えてもいけないのではないか。 

○座長 

・地域とのつながりを念頭において進める。 

・保護者を含めた大人への啓発、理解が重要。 

○委員 

・創造性や多様な広がりを持たせるため、子どもが自由にいろいろ行き来できるように柔軟にする

といいのではないか。 

○座長 

・どこがどういう形で運営するのか、またスタッフの確保をどうするのか。 

・保護者にもボランティアをお願いするのか、地域の公民館との連携を考えていくのか。 

○委員 

・対象の子どもを全学年にするか否かについて、懇話会で合意できていないのではないか。 

・私は全学年を対象にして、子ども、家庭が参加するかしないかを選択できるようにした方がいい

と思う。 

・そして、子どもの発達、年齢に応じた遊びや生活ができる体制をつくるのが大事なのではないか。 

○座長 

・委員の意見で、実際の利用が低学年中心ということが出ていたので意見をいただきたい。 

○委員 

・低学年が中心となると思うが、もちろん全学年とする。 

○副座長 

・全児童を対象と明確にした方がいい。 

・高学年になると勉強だけになる子どもや、ゲームばかりする子どももいるので、それでいいのか

という問題提起にもなる。 

・子どもにとって本当に魅力的な居場所を作れたら、必ず子どもはやってくるだろう。 

○座長 
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・この懇話会では、すべての児童を対象とすることとする。 

○委員 

・放課後の居場所づくりを考えるときに、例えば、料理教室をする場合に、公民館にはないので、

学校の家庭科室を使うなど、学校施設を使って考えることで掘り下げていくといいのでは。 

○座長 

・公民館との連携は大きなポイントだと思うが、できるところできないところがある。 

・学校施設を利用する場合に、場所や学校教育体制の課題も出ている。 

○委員 

・わいわい広場はどのような形で運営されているのか。 

○事務局 

・わいわい広場は市直営方式と委託方式の２つの形態がある。 

・直営方式は嘱託職員のコーディネーターが中心になって活動している。 

・委託方式は、保護者に見守りサポーターとして参加をお願いしている。 

・直営方式、委託方式とも５か所ずつ。直営方式もいずれは委託方式に移行予定。 

○座長 

・直営方式と委託方式のメリット、デメリットは何か。 

○事務局 

・委託方式の場合は、保護者がボランティアとして参加する必要があるものの、他の子どもの様子

が分かったり、保護者での交流、つながりができるというメリットがある。 

○副座長 

・横浜市の公募によって選定した運営法人とはどのようなものか。 

○事務局 

・大半が横浜市の外郭団体の財団法人で、ＮＰＯ法人、学校法人、株式会社などもある。 

○副座長 

・地域の人々が決めるというのが大事。 

・こういう分野こそ、人によって内容が全く異なるため、よい人材を迎えることが大事。 

・地域の人々からなる運営委員会など、地域全体で子どもの育ちを見守るという仕組みを作り、運

営をどこかにお願いするならば、その中で、地域の責任において運営されるのが良いのではない

か。 

○座長 

・地域のみんなが関わることが必要で、そこで基本的なことを決めていくのが大事。 

○委員 

・私の校区では、見守りサポーターとして、保護者中心にボランティアとして参加しているが、運

営面では公民館長を始め、地域の子ども関係団体の責任者が参加している。 

・わいわい広場を実施したときに、放課後に集団で帰らず、また、みな帰る方向が違うので、安全

を確保しようと、公民館を中心とした地域、自治協議会から各団体に呼びかけている。 

・地域での活動の広がりにつながるような放課後の居場所づくりを考えるとよいのではないか。 

・区によっては、子ども会への加入率が低いので、まずは保護者に子ども会に加入することをお願

いしたい。地域が子どもの安全、見守りに力を入れていることを理解してもらうことも必要。 

○委員 

・わいわい広場の保険はどうなっているのか。 

○委員 

・わいわい広場では保護者が保険をかけている。 

○委員 

・基本的には登下校は保護者の責任だが、登下校は学校で保険に加入している。 

・留守家庭子ども会では、留守家庭子ども会に行った時点で家に帰ったという位置づけとなる。 

・わいわい広場では、学校にかばんを置いたまま遊ぶが、管理している団体が責任を持つ。 

○事務局 
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・最終的にはこども未来局の責任である。 

○座長 

・地域も希薄になっている中で、地域のつながりを持ついい契機になるので、運営委員会を作るの

がいいのではないか。 

・スタッフも必要になると思うが、ボランティアも考えていくべき。有償でも構わないと思う。 

・ある程度技量を持った専任のコーディネーターが必要ではないか。 

○副座長 

・コーディネーターは必ず必要。 

・世田谷区では児童館が管理し、区の直営となっているようだが、東京は児童館が充実していて、

人や活動実績など優れた蓄積があるのでできるが、本市の場合は、コーディネーターを養成する

ところから手がける必要があると思う。 

・子どもにしっかり対応できる大人、人材を育成して、内容を充実させなければいけない。 

・望ましい形を実現するためには、場をつくるだけで自然にそうなるわけではない。 

○座長 

・放課後に子どもが過ごすためにどのようなプログラムがいいのか。 

・プログラムが全て悪いわけではないが、時間割で用意されている場合が少なくないと思う。本来、

子どもの遊びはプログラム的ではないので、その調和を考える必要がある。 

○事務局 

・横浜市の例だが、1か月のカレンダーを作って、毎日ではないが、いくつかプログラムを作って

実施している。 

○座長 

・いくつかプログラムを組むというやり方、サークル的なものを組み込むとか、いろいろ考えられ

ると思うが。 

○委員 

・遊びが中心で話されているが、先ほど、授業が終わった後に教室で補習的なこともやっていると

いう話があったので、そのようなものができないか。 

・宿題をやる教室や、先生がボランティアで参加するとか、小学生は担任制なので、他の担任の先

生が授業をするなど、子どもも喜ぶと思うが。 

○座長 

・カリフォルニア大学バークレイ校で、大学生が子どもに勉強を教えている例もある。 

・本市は大学がたくさんあり、福岡教育大では学習支援ボランティアとして、宗像市内で、学生が

学校に行ってボランティアで勉強を教えている。 

○幹事 

・本市も学生サポーター制度があり、年間400～500人の大学生が小学生を中心に教えている。 

 ・現状では、学校の授業の補助、昼休みに一緒に子どもと遊ぶなど。 

・放課後の実施についても、ニーズがあるなら検討する。 

○委員 

・子どもの意見も聞いて欲しい。 

○委員 

・中高生も関わってくれたらいいと思うが。もちろん小学生も。 

○座長 

・運営委員会の中にも中高生や小学生も入れるといいのではないか。 

○副座長 

・子どもの参加は大事。 

・大人が枠にはめてしまうのは良くないので、なるべく子どもに任せて、子どもが望むことを。 

しかし、大人として伝えたいことがあるという仕組みが大事なのでは。 

○委員 

・基本的なプログラムを入れないと、異年齢での集団遊びが活性化しない。 
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・基本的には、土の山、火や水を使うとか、学校を改築してもらって、そのような場を設けてもら

うというのが理想的。 

○座長 

・隠れる場所があるとか、芝生があると良いのでは。 

○委員 

・子どもがなかなか遊べないからということで、遊びの教室を考えるのか、子どもを遊ばせそれを

見守るのか、自由に子どもが遊ぶというのもあるのでどう考えるのか。 

・高校生、大学生などが関わるとなると、それができるのは長期休暇中ではないか。平日の放課後

にどうするのかと分けて考えるといいのでは。 

○委員 

・平日に大学生が行くこともあるので柔軟に対応できる。 

○委員 

・わいわい広場で、参加者が減っているというのは、子どもが面白くないと感じているのではない

かという意見があった。 

・今の子どもは自分たちで遊べないので、ある程度プログラムを準備してやらないといけない。 

・モデル事業のわいわい広場を土台にして、それを発展させて考えるといいのではないか。 

○座長 

・本市は大きな都市なので、一斉にやるのは難しいと思うので、まずはモデル的にやるのがいいの

ではないか。 

・モデル的にやっているところに、集中的にコーディネーターが関わって、遊べない子どもが自分

たちで遊ぶ状況になっていくような戦術が必要。 

○委員 

・わいわい広場が１０校しかないのは、ボランティアが集まらないから。バックアップ体制がない

とできない。 

○座長 

・そのあたりは、関係者を啓発していくことをしっかり考え、対応していく必要がある。 

・子どもの居場所を作りって、遊びによる成長が大事であり、どのような意味があるのかを保護者

にしっかり理解してもらわないといけない。 

○委員 

・登録制では、保護者に出てくださいというと、保護者は子どもを一緒に辞めさせると言う。 

○座長 

・保護者の意識を変えていかないといけない。 

・子どもも親も育つような状況づくりが必要であり、それが前提となるのではないか。 
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