
学校施設を活用した放課後等の居場所づくり懇話会（第５回会議）議事録 

 

 

１．開催日時  平成19年８月31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 13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、疋田委員、松﨑委員、山部委員 

出席幹事 ４名 

 白川幹事、中沢幹事、堀幹事、菊池幹事 

 

４．議題    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１～４回会議）のまとめ 

        資料２ 第６回会議開催日程 
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学校施設を活用した放課後等の居場所づくり懇話会（第５回会議）議事概要 

 

□意見交換等 

○座長 

・本日、委員の皆さんに論議いただき、その後、提言として文章化していく必要がある。 

・よって、起草委員会を作り、そこで２回ぐらい作業を行い、最後に、10月5日の懇話会で検討

することを提案する。 

・我々の意を組んで、事務局に文章化してもらうという方法もあるがいかがか。 

○委員 

・起草委員会で、文章として詰めて提言した方がいいのではないか。 

○委員 

・起草委員会を作って、文章化した方がいい。 

○座長 

・起草委員会を設置する。 

・メンバーは、５人程度。座長、副座長以外は指名させていただく。社会教育関係で幅広く活躍さ

れている井上委員、子どもについて地域で活動されている戸部田委員、小学校でわいわい広場を

実施されている田畑委員とさせていただく。 

・起草委員会のメンバーで文章案を作成し、10月5日の第６回会議に提示して協議する。 

・事務局に資料１の説明をお願いしたい。 

【事務局から資料１について説明】 

○委員 

・放課後だけでなく、土、日、祝日も対象とするのか。 

○幹事 

・土、日、祝日だけでなく、夏休み、冬休みなど長期休業中も含めて検討をお願いしたい。 

・参考として、留守家庭子ども会は、学期中も長期休業中も月曜日から土曜日まで実施している。 

○座長 

・平日だけでなく、土、日をどうするのか。また、夏休み、冬休みをどうするのか。 

○委員 

・土曜と長期休業中は必要だと思うが、日曜ぐらいはなくてもいいのではないか。 

・日曜は、家庭の日ではないが、週に１回ぐらいは家庭で過ごすことも必要。 

・また、体制として、毎日すべて実施するのは運営上、厳しいのではないか。 

○委員 

・土、日は、家族との外食や外出など、家族団らんを楽しみにしているこどもも多い。 

・家族と一緒に過ごす、家族団らんの時間も必要なのではないか。 

○委員 

・日曜は休みの家庭が多いと思うが、土曜に仕事をしている家庭は、半数程度あるのではないか。 

○副座長 

・学校の管理機能が働いている時間帯とそうでない時間帯があるのではないか。 

・夏休みの学校のプール開放は、どこの管理の下になるのか。 

○委員 

・登下校は、地域の子ども会が中心になって、その地域の子どもを集めてプールに連れて行ってい

る。 

・実際にプールで安全管理するのは、プール監視員。 

○委員 

・登下校については、学校によって対応は異なっている。 

・校区によっては、学校への送り迎えがないところもあり、保護者との約束の下で、子どもが自由

に来て自由に帰っている。 

・スポーツ振興事業団の管理の下にやっている。 

（別紙）
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○委員 

・プール開放事業は、昭和40年代に、夏休みにプールがあるから、地域に提供しようと始まった。 

・わいわい広場など、居場所づくりや施設について、市はいろんな手を打っているが、子どもが外

で遊ぶ機会が減ってきているなど問題がある。 

・わいわい広場、プール開放事業、留守家庭子ども会などは、体制がしっかりできている。 

・居場所づくりでは、運営体制も整備しないと、場所だけ確保してもうまくいかない。 

○副座長 

・子ども本位に考えると、自由に安心して遊べる場が多様にあることが望ましい。 

・夏休みや日曜にも、子どもが行ける場所があるのが一番いい。 

○委員 

・地域では、様々な考えを持つ人が携わっているので、センター的なものがあり、しっかりした指

導者がいて、それが広がっていかないと、場所があるだけでは続かない。 

・遊びの指導やプログラムでも、子どもが興味を持ち、どんどん遊びが発展するような遊び場でな

ければいけない。 

・まず、指導者を育成する場所や関係者の連携が取れる場所など、センター機能が最初に必要なの

ではないか。その後、土、日や夏休みはどうするのかを考えるべきではないか。 

○座長 

・実施可能なところから進め、それをあらかじめ土、日、長期休業中にどうするかと考えるのでは

なく、センター的なところでプログラムを含めて考えると。 

○委員 

・学校の取り組みとして、するところとしないところがあってもいいのではないか。 

○副座長 

・全体として一律に実施することを考えるより、子どものエネルギーに押し上げられるように、ま

た、地域から押し上げられるようにして作られるのが一番良い。できるところからというのは、

その意味と考えたい。 

○座長 

・開設する期間は、センターで検討して進めるということでよいか。 

○委員 

・現在の留守家庭子ども会が開かれている時間、期間は守っていただきたい。 

・留守家庭子ども会は、月～土、夏休みなど長期休業中に実施しているので、現状のサービスを確

実に提供しつつ、全児童に広げていく。分けるという訳ではないが、留守家庭子ども会の機能は

守っていただきたい。 

○委員 

・学校関係者、NPO関係者、放課後施策の関係者などを確保するとあるが、どんな人を想定して

いるのか。 

・放課後の居場所づくりを考える場合に、実際にやれるNPO や地域の協力を考えたり、参加者が

どのくらい集まるのかなどを考えて検討しないといけない。 

○委員 

・条件が整った地域からやるしかないのではないか。 

・留守家庭子ども会は全校にあって、しっかりした形で運営されている。良いところと悪いところ

を再度検証して、それを発展させていけばいいのではないか。 

・例えば、留守家庭子ども会を土台にしながら、全校生徒に対応できる体制を作れたら、今の形の

ままで膨らませることができるのではないか。 

・その膨らませ方は、それぞれの問題でいいと思うが、土台がしっかりあることが大切。 

・土台がないところで、新しく放課後づくりをまた地域でやると言っても地域では非常に困難。 

・全校でやるとして、発展させる基礎があるのなら、今あるものを膨らませていくのが一番良い。

そうでないと、今の放課後の遊び場づくりと同じように進まないと思う。 

○座長 
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・今の留守家庭子ども会は、しっかりした形で展開している。留守家庭子ども会のメンバーを基本

にして、NPO等も組み込んで考えるということか。 

○委員 

・地域の実情にあった形で考えていく。そうすると地域も入りやすい。 

○委員 

・土、日にどうするかは、全体を包含して考えるのではなく、学校の教育活動や、留守家庭子ども

会などその他の事業がある状態で、どうするのかを考えるべきである。 

・放課後の居場所づくりを進めるときには、プログラムがある留守家庭子ども会のように考えるの

か、それとも、自由に遊ばせるわいわい広場のように考えるのか。土台をどうするのか。 

○委員 

・土、日、長期休業中についてだが、留守家庭子ども会が土曜に開設になったが、私の校区では１

人、２人ぐらいしか利用がない。通常は80人ぐらいかかえているのに、長期休業中も非常に少

ない。 

・例年、夏休みの利用者は減るが、指導員に理由を聞くと、弁当を持たせるのが保護者は大変だと。

それ以外に、土曜は家庭で過ごしたいという子どもや親もいると思う。 

・一方で、土曜も長期休業中も必要だという家庭もあるので、利用頻度の高い放課後だけ実施して、

土曜、長期休業中はいらないというのはできないのではないか。 

・放課後の１、２時間では無理な特別教室などを、長期休業中に組み込むなど、プログラムに変化

をつけると効果的ではないか。 

・今の体制のまま、ボランティアだけで対応するのは大変。予算での十分な対応を期待している。 

・日曜は実施せず、家庭で過ごさせた方がいいのではないか。 

○座長 

・少しでも子どもらしい生活を後押しすると考えると見方は変わるのではないか。 

・子どもの側から考えると、平日はもちろん、土曜、日曜、長期休業中も遊んでいない。 

・平日は塾や習い事があって遊ぶことができず、遊べるとしても、平日は実質的には１、２時間ぐ

らいしか時間がない。 

・遊び込むとしたら土曜、日曜、長期休業中となると思う。 

・家族の団欒というが、車で大型スーパーにいって買い物するようなことが多い。お金がかかる形

ではなく、触れ合ってほしい。 

・今回、基本だけを決めておいて、土、日、長期休業中は改めて定義するのもあると思うが。 

○委員 

・以前、子育てネットワークというモデル事業があり、最終的に１４、１５校区で出来たと思うが、

わいわい広場はそれがあって広がったと思う。 

・出来るところからやろうでは広がらない。ある程度、２、３年など決めてやらないといけない。 

○委員 

・指導員などの人件費や材料代など予算が必要だが、予算はどうなっているのか。 

・予算額によって、実施時期の短縮や、人員配置のセーブもする必要がある。 

○座長 

・我々が予算のことを考えすぎると何もできない。 

・我々が提案して、予算は、最終的には行政が判断することになる。 

○委員 

・学校施設を活用したものとして、校庭開放委員会、体育館開放委員会があり、それぞれ年間予算

がついている。 

・体育館の子どもの利用実態を見ると、夏はほとんど遊びに来ない。 

・留守家庭子ども会を膨らませるなら、そっちに予算を投入するとか、予算の使い方も包括的に見

直していくなど、子ども全体の遊び場づくりを今後どうするのかと考えた方がいいのではないか。 

○座長 

・居場所の運営委員会を作って頑張っても、今までの通常のやり方では子どもは出てこないのでは
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ないか。子どもは遊び方も分からないし、一人でゲームのほうが楽しいはず。だからこそ居場所

を考える必要がある。 

・中身を指導者がどのような対応で、啓発し、どのようなプログラムで進めるのか。 

・前回、センター的な役割の必要性を提起したが、新しい戦略が必要だと思う。 

・市民の皆さんの発想を変えていただく必要がある。 

・各学校にコーディネーターを配置するとか、環境づくりもある程度必要ではないか。例えば砂漠

のような校庭ではなく、芝生があるとか、小さな山があるとか、変化を作る状況を作らないと。 

・魅力をつくるにはどうするか。プログラム、関わる人、場にしても従来のままで、遊びに来るよ

うに言っても子どもは集まらない。子どもが遊びたくなるような、来たくなるような環境づくり

も考えないといけない。 

・福岡の未来を支える子どもが、元気に育つことに予算を投入するのは、最優先課題だと思う。 

○副座長 

・この事業は専門的な力量、人材を確保すること抜きには考えられない。継続可能な事業として考

えるならば予算化は当然で、そのことをきちんと提起する必要がある。 

・元々、子どもにかける予算が少ないので、そういう動きを積極的に作っていくことが大事。 

・子どもを守り育てるという、地域の熱望、強い意思のもとに働きかけることが必要と思う。 

・センターは、推進センターとして、地域の人々の自治的なまとまりとの結びつきの中で、必要と

されるものを提供するなど、推進していくに役に立つ仕組みが必要ではないか。 

○委員 

・次代を担う子どもに対して、お金は惜しむべきではない。他を削ってでも出さないといけない。 

○座長 

・月～金の放課後に実施することについては、委員の皆さんは異論ないようだが、土、日、長期休

業はどうするか。 

・土、日、長期休業は今後の課題ということでよろしいか。日曜は家族団らんということもある。 

○委員 

・最初に月～金とし、後で土、日、長期休業に実施すると広げるのは難しいのではないか。 

○委員 

・理科室、音楽室などの特別教室だが、土、日は誰もいないので、使うとなると対応が必要。 

・公民館は土、日に開いており、小学校と隣接しているところは対応できるが、そうでない公民館

があることも考えないといけない。 

○委員 

・私の校区では、空き教室を利用するために、地域が鍵を管理している。その延長で、公民館と一

部のものが鍵を預かり、土、日に家庭科室を使ったり、長期休業中もいろんな教室を使わせても

らっている。 

○座長 

・学校施設の使用に関しては、市教育委員会と話してルールを決めていただくことになるのではな

いか。先生がいないから出来ないでは進まない。ルールは変えればいい。 

○委員 

・土、日と長期休業中について、すべて実施すると、管理運営を含めた意味で難しいのではないか。 

・少なくとも、今、留守家庭子ども会の子どもに保障している土曜、長期休業中はやるというのが

最低の条件ではないか。 

・あわせて積極的な意義を持たせる、新しい視点を入れる、土曜の活動をどうするのかと考えるの

が大事なことではないか。 

・子どもが積極的に地域とか、仲間作りをする場を提供していくという考え方が大事。 

・出来る学校からするという考え方ではなく、基本的な考えをハードルが高くても提示しておくべ

きではないか。 

・指導者、人材の問題が一番だと思うので、そこを保障できるシステムを考える。そして、少なく

とも、土、長期休業中を視野に入れて考えたほうがいいのでは。 
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○委員 

・子どもの健全育成では、家庭での時間、家族と接することで、子どもの心の成長があり、バラン

スも大事。 

・当然、遊ぶことも非常に必要だが、家族の愛情も違った意味での大事なポイントではないか。よ

って、日曜はやめた方がいいのではないか。 

・具体的にはどのように組織をつくるのか。わいわい広場では、最初はボランティアが集まらない。

ボランティアの集め方、責任の所在などに不安を感じ、かなり大変である。 

・遊びの指導者、遊びを教えるのが必要である。子どもが興味を持つようなものにしないと、場を

作っても、子どもは家でゲームばかりして出てこない。魅力があるものを作らないと子どもは集

まらないし、広がらない。 

○委員 

・土曜は長く使える時間ではないか。平日は土曜にやったことが活用される時間になればいい。 

・学校は、校区や地域の学校である。学校関係者や行政が進めるものではなく、雰囲気や体制を作

っていくべきである。運営委員会がリーダーシップを発揮し、地域の子どもたちを考えていこう

とならないといけない。 

・しかし、無理をしてはいけない。初めてやることに対して、一つ一つの積み重ねが必要。条件が

整ったところからやるとかやらないというのは良くない。 

・センターで、一般的なやり方を提示して、まずは、その手順に従ってやってみて、やった上でい

ろんな声を反映しながら、その校区の実情に合わせたものを作り上げていくのがいいのでは。 

・活動を通じて、地域が変わったとか、子どもが生き生きしてきたとなるように。 

・刺激を与える人間によっても大きく変わる。授業も、先生のちょっとした一言で子どもの意欲が

向上するので、指導者が大事だと思う。 

・普段、参加したことがない学生などが協力するなど、いろんな世代が関わったり、土曜日に交流

をするとか、地域にある行事を集めて、一緒に協力してやるなどもいいのではないか。 

・プログラムをある程度準備して、マニュアルもあると、子どもの意識改革もできるのではないか。 

・推進委員会など、いろんな機能は運営委員会に含まれるようなものなので、実際やっていく中で

知恵を出せばいいのではないか。急な改善は難しいので、発想と知恵と努力が必要。 

○座長 

・共通部分についてはセンター機能で、指導者を養成したり、情報を発信したりすることが必要。 

・地域の皆さんが関わる運営委員会が必要。 

・日曜は実施せず、平日、土曜、長期休業中に実施するというのが意見として多いようだが。 

○副座長 

・運営委員会の考え方として、ぜひ子どもを参加させて欲しい。子どもには、大人を超える豊かな

知恵や可能性がある。 

・実際に子どもが参加することで成功しているところもある。成功体験に学びながら、子どもと一

緒に居場所をつくるという発想をもって、運営委員会の構成を考えていただきたい。 

○座長 

・地域には理解のある人、保護者、子どもが必要。 

・意見やアイデアを出すだけでなく、子ども自身が育つ。 

・具体的にやっていける運営委員会、実務委員会を作らないといけない。 

・保護者の負担軽減と責任体制の明確化だが、関わるのは地域の皆さんや支える人が中心だが、難

しい問題に直面した場合などは、市が最終的な責任を担うのか。 

・今は何か問題があると学校になってしまうが、学校は本来の仕事があるので厳しいのではないか。

遊ばせて事故になったらどうするのか、では、止めようとなってしまう。 

○委員 

・わいわい広場が広がらなかったのも、学校の施設管理の問題が、校長の頭にあったこともある。 

・教室を使わせるとなっても、その安全性は誰が見るのだと、もし、事故があったときには、校長

先生が出てくることになるので、どうしても学校として二の足を踏む。それも一つの原因だった
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と思う。 

・センター機能で、運営主体をしっかり確立して、そういった問題を解決させるシステムを作らな

いといけない。 

・センターを管理する団体、そこがプログラムを作ってやれるような体制があればいいと思うが。 

○委員 

・校庭開放は土・日・祝日は一日、長期休業中は半日、指導員を一人お願いして、賃金を払ってい

るが、この居場所づくりを長期休業中にやると、その必要性がなくなる。総合的に考えると、質

はアップしないといけない。 

・指導力はなく、ただ見守っているだけだが、その人には保険がかけられ、きちんと対応がある。

校庭開放事業も含めて総合的に考えていくべき。 

○委員 

・いろいろ事業を始めてかなりの年数が経っているので、全体事業を整理したほうがいい。 

○座長 

・特別な事情があれば別だが、居場所づくりは一斉に進めることを原則とする。 

○委員 

・責任体制の明確化で、何か事故があったときに、市に責任があるとし、窓口は市のこの部署と明

確にしてほしい。 

○幹事 

・最終的な実施責任は市にあり、窓口としての市の主管かも決める。実際の運営は、それぞれの校

区の運営委員会がいろいろ考えてやる。 

○委員 

・運営委員会を設置するとして、どういう人材を入れるとか構成はどうなるのか。校区に任せられ

るのか。それともセンター機能で検討するのか。 

○座長 

・全校区でやるとなった場合に、全体を協議する場が必要なのではないか。 

・それぞれで任せてやると、熱心なところとそうでないところが出てくることもありえる。 

○委員 

・地域で何かを始めるときには、自治会長、公民館会長などが関わっているが、その方々の意識で

動きが全く変わってしまう現状がある。 

・せっかくいいものが出来あがっていても、その方々の意識が低いと止まってしまう。 

○座長 

・子ども本来の遊び方、あり方がどのように展開されるのかをイメージし、忍耐力とロマンを持っ

た人になってもらう必要がある。 

・同じ取り組みでも人によって全く違ってくる。 

○委員 

・地域にセンターから派遣された方が来て、校区全体の意識を上げていただくのがいいのでは。 

○座長 

・派遣もあるかもしれないが、研修や養成することもあるのではないか。 

・地域の代表を中心に研修して、核になってもらうことなどが必要ではないか。 

○委員 

・この懇話会では、大きな骨子、例えば運営委員会を作り、どこが責任をもってやるとか、そうい

う提言をすべきではないか。具体的なその先は行政で考えてもらったらいいのでは。 

○副座長 

・運営委員会の望ましいあり方として、子どもの立場に立ち、また、子どもの発達をきちんと考え

る運営員会であってほしい。 

○委員 

・運営委員会の方向性を文章化して考えていく必要があるのでは。 

○委員 
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・学校サポーター会議とか、留守家庭子ども会の委員会とかに校長先生が入っており、小学校の校

長先生が一番良くわかっている。 

○座長 

・校長先生は多忙でもあり、また、学校任せになってしまう。 

○委員 

・学校は諮問機関になるのもいいのでは。 

○座長 

・校長先生はアドバイザーというのがいいのでは。 

○委員 

・提言をするときに、センター機能としてどういうことをやるのか、ベースをどうするのか。 

・センター機能と地域の特性を活かした運営委員会との関係を文章化すべきではないか。 

○座長 

・センター機能として、例えば、コーディネーター、指導者の養成・研修とか、プログラムの開発

とか、子どもの遊びの重要性についての情報提供・発信とか。 

○委員 

・それと、センターと運営委員会との関係をどうするのかも。 

○座長 

・市の教育センターの中に一つの部門というか、一つの部屋を置くのがいいのでは。 

・専門的な内容を含んでいるので、一つの拠点、場が必要。 

・資料もそろい、運営方法についての評価を考えるのもセンターがいいのでは。 

・センターがあれば、スタッフが代わったとしても、設置目的にそって、役割が果たされる。 

・提案だが、日本の学校の校庭は寂しい、もう少し爽やかな状態にすべき。 

○副座長 

・木と芝生と水があるとよい。 

○座長 

・木と芝生と水、寝転がってもいいような場所が必要。 

・クーラー設置よりも、環境整備を提案したい。遊具は必要ない。 

○委員 

・昭和40年代に、市内の小学校で芝生にしたモデル校があった。数年後には中止となったと思う

が。芝生がいいと思わないが、緑はあったほうがいい。 

○副座長 

・校庭の芝生化は、文科省の補助事業としてあると思うが。本市では実施していないのか。 

○幹事 

・校庭の芝生化は、過去に実施したが、管理が大変だったと聞いている。 

・現在、校庭の芝生化は新たに百道浜小学校でモデル的に取り組んでいる。 

・管理の問題で、芝はすぐに痛むので養生しないといけないし、養生している間は使えないという

課題もある。 

○座長 

・アメリカとかイギリスなど海外の状況を比較、検討してみたらどうか。費用や管理で大きく変わ

ることもないと思うが。 

○幹事 

・芝生化もいろいろな問題点があり、校庭をすべてやると、逆に地域でソフトボールができなくな

って不便になる。 

・芝生で出来ないスポーツがあるので、全体的にいろいろ考えないといけない。中庭だけを芝生に

するなどの工夫はあるかと思うが。 

○座長 

・費用、管理では、芝を刈るのを地域や保護者のみなさんや中学生のボランティアなどでやる方法

などが考えられる。 
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・アメリカでは大学生ボランティアなどが安い賃金で芝刈のアルバイトをやっているので、工夫次

第ではないか。 

・これから美しい緑豊かな福岡市というイメージからも是非検討してほしい。 

・見守るベンチがあるといいのではないか。地域の方々が見守り役として参加した時に、座るとこ

ろがないのはよくない。 

○委員 

・以前、学校の森作りということで、市が取り組んだことがあり、そこがひとつの教育の場とされ

ていた。 

・危ないということで撤去されたところもあるようだが、きちんと維持管理していれば、今でも残

っている学校もあるのではないか。そうするといろんな遊びができるのではないか。 

○座長 

・地域の皆さんが来て、おじいさん、おばあさんがベンチに座り、子どもが遊んでいるのを眺める

ということも。 

○副座長 

・そういう風に考えてもいい、という発想がなくなってきている気がする。 

・予算がなくても、木ぐらい地域で植えられるし、テーブルぐらい作れるのではないか。 

○委員 

・私の校区の小学校には昔からの立派な藤棚があったが、花が咲くとミツバチがくるので危ないと

いうことで切ってしまった。今は親の理解もいる。 

○座長 

・あれもだめ、これもだめと言ったら子どもは育たない。これを機に変えていかないといけない。

理解してもらう努力をしないといけない。 

○委員 

・危ないからということで、ジャングルジムを撤去された学校もある。 

○委員 

・シーソーも危ないと。 

○副座長 

・体を鍛えるものがないので、自分で転んでけがする。 

○座長 

・今の子どもは、小さな怪我を超えて、大きな怪我をしてしまう。そのあたりも含めて啓発、PR

していくことも重要。 

○委員 

・自然環境はあればいいが、ない中でどう考えるのか。ある区の小学校で山をうまく利用している

ところもある。条件整備をしていけばいいのではないか。 

○委員 

・適切な環境づくりのために、きちんと予算化したり、予算の見直しをしていくことを文章化すべ

きではないか。 

・地域づくり、社会づくり、コミュニティづくりと、福岡市全体を作っていくということが大事な

視点だと思う。 

・運営委員会やセンター機能は、もう少し具体化して、子どもにとっていい方向になるように、文

章化が必要ではないか。情報提供や共有を含めて、起草委員会にお願いしたい。 

○座長 

・今後、委員からの意見はＦＡＸやメールなど事務局に送っていただければ、起草委員会の中で反

映させていくのでよろしくお願いしたい。 

 


