
平成 29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 29年 10月 24日（火）10：00～12：00 

 

２．開催場所 福岡市役所 15階 第 4会議室 

 

３．出席者 

山下委員長，越知石副委員長，横山委員，岡委員，古賀委員，山浦委員，守田委員 
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5 名） 
欠席：立光委員 

 

４．議事 

(1) 報告 

○ 実施状況について 

○ 事業者の取り組みについて 

  

 (2) 議題 

○ 見守りサポーターについて 

 

 (3) その他 

     

【委員会資料】 

○資料１：わいわい広場開設状況（平成 29年 10月現在） 

○資料２：わいわい広場統計データ（H24～H28：登録者数・参加者数等） 

○資料３：人材育成の実施状況について（H28実績・H29実績及び予定） 

○資料４：普及・啓発の実施状況について（H28・H29実績） 

○資料５：ケガの状況について（H28） 

○資料６：留守家庭子ども会との連携状況について（平成 28年 10月調査） 

○資料７：事業者の取り組み 

    ・普及啓発事業（旧企画事業） 

    ・運営方針 

○資料８：議題資料（見守りサポーターについて） 

 
【参考資料】 

（参考資料 1）放課後事業推進委員会設置要綱 
（参考資料 2）放課後事業推進委員会名簿 
（参考資料 3）放課後事業推進委員会傍聴要領 



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 

わいわい広場の開設状況，登録者数・参加者数の統計的データ，人材育成，普及啓

発，ケガ，留守家庭子ども会との連携についてなど，幅広く多様な結果が出ている。

毎回出ているデータもあれば，新たなデータもあり，感覚ではなくデータに基づいた

話ができる。 
事務局より報告があったわいわい広場の実施状況について，委員の方より意見や質

問，感想などあればお願いしたい。 

 
○委員 

詳しく現状についてのデータを用意してあり，事前に送られていたこともあり，よ

くわかった。いくつか質問があり，一つはケガの事。救急車で運ばれた事例がなかっ

た，ということは幸いなことである。ケガの程度だが，どのような程度なのか。ちょ

っと擦り傷くらいの程度も報告が上がってきているのか。 
 

○事務局 
首より上の怪我については，軽微な怪我でも報告が上がってきている。例えば顔に

ちょっとボールがぶつかったといったケースも報告が上がってきていると思われる。

それ以外のケガについては，ちょっと転んだけどそのまま何事もなく遊んだ，という

ようなケガに関しては，報告は上がってきていないと思われる。結果として病院を受

診するかは別として，保護者に病院の受診を勧めたりするようなケガ，わいわい先生

が保護者の方に「病院に行った方が良いのではないでしょうか」と伝えるようなレベ

ルのケガが報告として上がってきていると考えていただければよい。 
 
○委員 

軽微なものは，上がってきていないという整理でよいか。 
 
○事務局 

病院の受診が必要ないと思われるようなケガについては，報告としては上がってき

てないと思われる。 
 
○委員 

この資料に上がってきているのは，一応，念のために病院に行った方が良いかもし



れないというようなケガということでよいか。 
 
○事務局 

そういう整理になる。ただし，首より上のケガについては，軽微なケガでも報告と

して上がってきている状況である。 
市から運営業務受託者に対して，首より上のケガは報告を上げるように伝えている

ので，基本的には報告が上がってきている，という整理になる。 
 
○委員 

今は，ケガの問題というのが，保育園などでもそうだが，小さなことでも大問題に

なる。結果的にその遊びが抑制される状態になる。でも，ちょっとしたケガは，子ど

もの勲章でもあるのだが。 
ケガの程度をデータとして整理できるとよいのではないか。 
これは意見になるが，ケガは子どもの勲章と言ったが，保護者の皆さんに，遊びの

中では当然ケガはある，と了解いただかないといけない気がする。それを含めて啓発

の必要性がある。 
 
○事務局 

ケガのレベル感ということだと思うが，病院を受診したかどうかということは報告

として上がっているので，その整理は可能である。 
 
○委員 

参考までに，ケガのレベルがどのくらいのレベルなのか，A,B,C ランクなどでケガ

のレベルというか，状況が分かるとよい。 
 
○事務局 

ケガのレベルの整理については，少し検討させていただきたい。 
 
○委員 

わいわい広場の現場責任者をしているが，首から上のケガは報告するようになって

いる。転んだりした時のケガは，保護者の方には，参加カードに状況を書いている。

ひどいケガのときは保護者に連絡をして状況を報告するようにしている。 
大きなケガはあまりなく，校庭でちょっと転んだり，といったことが多い。 

 
○事務局 

保護者に受診を勧めるまでのケースというのは年間通してもそれほど多くはなく，

その場で処置をしている，というのが大半という理解でよいのではないか。 



○委員 
これだけ多くの開設数があって，大きなケガは少ないということは，本当にすばら

しいことである。良い取り組みをしていても，何かあれば抑制される。関係者が相当

配慮しておられるのだと思う。 
 
○委員 

現場側の意見という部分で，私のところで基準にしているのは，朝，学校に行く前

はなかった絆創膏が帰ってきたときに貼ってある，といった状況については，必ず連

絡する。治療して１，２分くらいで遊びに行く場合は連絡帳に書くか，一言電話で保

護者に連絡を入れて済ませている。絆創膏を貼ったことについては，自分の広場の日

報にはずっと書いている。誰がどこで，という風に。ただ，市の方に報告するのは，

歩けないとか，一人で帰れないとかといった状況の場合である。 
 
○委員長 

ケガの報告についての話だったが，それに関してでも，他のテーマでも，資料がか

なり多いので，もう少し議論ができればと思うが。 
 
○委員 

先程委員が言われた，ケガをした，ということをどう認識するのか，そういう経験

を啓発していく必要があると思うが，今の風潮として，ケガをしてしまうと大人の管

理責任が問われる風潮が強いと思う。ただ，わいわい広場は，遊ぶこと自体が目的な

ので，当然，ケガをする原因はほとんど子どものヘマとかドジによるものが多い。そ

ういうところで，ケガをすることは自己責任であるというような，元々はそういうも

のだと思うし，そういう風潮を少しずつ変えていけるような，それには今の子どもの

育ち，転んでも手が出ないとか，自分の自らの危機管理能力を高めるには，自分で小

さなケガをすることで大きなケガに結ばないようにつなげていく。だからこそ，遊び

場を大切にしているんだという価値をすごく感じた。 
今，放課後の学童保育で厚生労働省が出している運営指針の中でも，子どもが自ら

危機管理能力を体得していけるような寄り添い方という文言がきちんとうたわれて

いる。そういうところも保護者の方に理解をしていただくように，ケガをしたことを

マイナスではなく肯定的に受け入れ，大きなケガだとそういうわけにはいかないが，

こんなにケガが少ないということは，子どもは本当にやりたいことをやっているとき

は集中するから，大人が思った以上にケガはしないことが多い。先ほどの留守家庭子

ども会との連携に繋がってくると思う。そういう理解を双方で，何のためにこのわい

わい広場の事業があり，子どもが育つということに欠かせないものとして，そういっ

た経験を，ケガということをどう捉えるかということにつなげていけるとよいのかも

しれない。 



○事務局 
ご指摘いただいたご意見は本当に大事な視点かと思う。特にわいわい先生と補助員

に関して，リスクマネジメント，ハザードの考え方も含めて研修を毎年させていただ

いているが，何より保護者の方にも同じことを理解していただくことが一番重要な話

かと思うので，そこついては，例えば，チラシであるとか，パンフレットであるとか

そういう部分を使ってより周知しないといけないのではないかと考えている。 
また，放課後児童健全育成事業，留守家庭子ども会，こちらもご指摘いただいた通

り運営指針，あるいは，今年は運営指針の解説書ということで，かなり分厚いものが

出ているが，確かにそこに書かれているリスクマネジメントの考え方は，わいわい広

場の考え方とほぼ一緒である。ただ，どうしても留守家庭子ども会の方は，保護者側

に，ケガをさせないでほしいという思いが現状としてはまだまだあるので，いきなり

わいわい広場のように変えるというのは難しいが，やはり主任支援員も保護者も含め，

少しずつそういう考え方が浸透できるような取り組みは必要かと考えている。 
 
○委員長 

少しずつ啓発をしていきながら，ちょっとしたケガも含めて良い遊び環境をという

ことかと思う。また，どういう経過でそのケガと出会ったのか，導線がちゃんと確保

できていなくてぶつかったのと，一生懸命遊んでいてぶつかってケガをしてしまうの

では意味が違うかな，ということも聞きながら感じた。また，普段からの信頼関係を

作っていくことも重要なのかなと聞いていて感じた。 
少しケガの話が中心になったが，他のことも含めて何かご意見等はないか。 

 
○委員 

開設数など様々なデータがあるが，わいわい広場が開設された目的があり，わいわ

い広場の最大の目的，遊びだが，その期待している遊びとの関係でみた場合の子ども

の状況を知りたい。そのデータが残念ながらない。中身が伴っているのかを知りたい。 
これだけの，１１４校という全小学校の８割に至っている数なので，全部について

は難しいだろうし，いろいろと幅があると思うが，子どもたちの状況がどのような状

況なのか。 
 
○事務局 

昨年度の推進委員会の中で保護者のアンケート調査結果を説明したが，保護者目線

から見た子どもたちの変化というのは，かなり大きな変化が出ているという話をした

と思う。今度は，子どもから見た，子ども自体の変化がもう少し具体的に，という部

分ではないかと考えている。 
 
 



○委員 
一人遊び，二人遊び程度なのか，かなり活動的な遊びが展開されているのか，ある

いは異学年でとか，本当に大人はそっと見守っているだけなのか，子どもが本当に自

発的に自主的に楽しく遊んでいるのか。 
 
○事務局 

ご指摘の通りで，私たちとしてもそこの状況をもう少し詳しく分析できないかと思

っている。現状としては，それぞれのわいわい広場毎に，集団遊びにかなり移行して

いる部分とか，まだまだ一人遊びが多いとか，どちらかというと工作系が多いとか，

そこは本当に多種多様かと思う。この後で説明するが，今年から運営方針ということ

で事業者がそれぞれの校区毎の課題整理をしている。今年はまだそこまでの段階にな

っていないが，例えば，本来であれば，うちの校区は遊びの状況はこうだから次につ

なげるためにこういう取り組みをしたい，というところを私たちとしても把握してい

きたいので，そのようなところをわいわい広場毎に整理している。 
ただ，今年初めての取り組みだったので，遊びの部分についてそこまでまだ出てき

てないので，事業者も含めて，もう少しサポートできるようにしたいと考えている。 
また，全体的なアンケート調査を３年に１回実施することにしており，前回実施し

たのが２７年度なので，来年度，また市で大きなアンケート調査を実施する予定にし

ている。 
このアンケートの中で，もう少し，先程委員から言われたような，子どもの遊びの

内容についても，保護者若しくは子ども自身から聞けるようなアンケートについて検

討しないといけないのではないかと考えているので，こういうことを調査してほしい

とか，こういうことをアンケート取ってほしいなどがあれば，ぜひ私たちも参考にし

たいのでお聞かせいただけるとありがたい。 
 
○委員 

アンケートなどの質問手法でやる形もあるが，映像的なものでちょっと撮ってみる

のもいいのではないかと思う。サンプリングを，時間を限って，数分間撮ってみる。

いつも質の高い遊びをやっているわけではないわけで，ある場面，ある時ふと見たら，

本当におもしろい，本当に子どもたちが楽しそうに生き生きと仲良く，この設置目的

にあげているような形の期待されるものができている。あるいは逆に一方でそうでな

いとなれば，それがいけないわけではなくて，それをどうするか次の課題を検討する

手がかりになる。 
 
○事務局 

例えばその映像を編集して使って，PR や普及啓発に繋げていくという意味では効

果的ではないかと感じる。ただ，市でやるときはある程度データとして統計的にとっ



て明らかにしていきたいという思いがあるので，どうしてもアンケート手法のような

ことを考えてはいるが，視覚的に訴えるという意味ではそういうものもあるかもしれ

ない。 
 
○委員 

両方で。映像にどういう意味があるかというと，こういうところをこういう風にし

た方がいいのではないかとか，関わり方を工夫した方が良いのではないかとか，次の

ステップへの手がかりを得ることができる。アピールのためにというより。 
 
○事務局 

実際，委員の皆さまもなかなか現場を見ることができたりできなかったりというこ

ともあるので，仮にそういうものがあれば，こういう場でも少し議論で出来る，とい

ったところか。 
 
○委員 

そう。目的を達成することが，非常に大事なところ。メディア漬けの大変な子ども

の世界，ほとんど遊ばない子どもたちの，遊びは発達上重要なので，何とか良い状態

を求めて，それに近づけるように持っていくことが非常に問われていると思う。 
そのためには，具体的なものを，実はある市で保育園の先生方の勉強会があって，

ここ数年間，遊びの問題をテーマにしている。その協議の結果，日頃の状況，遊びの

状況について，ＤＶＤで５分程度撮ってみて，各園に提出してそれを素材にして。わ

ずか５分だけど，よく見える。いろいろなことが出てくる。非常に子どもたちの様子

が，遊びの状況が，生き生きとして，中身の濃い状態が。もちろん関係者もいるので，

それについての説明がお互いの勉強になる。一方，あるところでは，なんとなくゴロ

ゴロした過ごし方をしている状況が，映像で出てくる。様々な状況が，お互いにここ

はこういう風にするともっといい，と。このわいわい広場についても数字的なデータ

と共にそういった工夫を考えてみてはどうか。 
いずれにしても，中身について知りたい。 

 
○事務局 

確かに，豊かな遊びの状態がどのような状態か，それぞれ皆さまの頭の中にある状

態なので，それを一回皆さまで検証というか，話すのであれば，可能であれば，確か

に面白い。 
 
○委員 

あちこちで，結構全国的に遊びとは何かと思ってやっているところはある。結局，

大人主導でやってしまって，子どもはお客様になってしっかり遊んでますよ，という



が実はそうでもない。福岡が理想としているものを考える時に，何とかそれを現実の

ものにしていくための基本的なデータとして映像がほしいと思う。 
 
○委員 

私の現場は，３年くらい前からどのような遊びをしているかというのをずっと日報

に書いている。盛り上がっていたら◎，普通に遊んでいたら○くらいにして，するこ

とがないのでなんかやっているみたいなのは△，で書くような報告をずっとやってい

るが，私がそこまで集計をとれてなくて，ずっと溜まっている状態。何人くらい一人

遊びしているか，というところまでは数字で書いていない。どんな遊びがうねってき

ているのか見えたら面白いと思って，１回だけ，１年間集計して，そこから次をやれ

ていないのが現状。先程の委員が言われる見える化ができれば，とは思う。 
 
○委員長 

良い貴重なデータというのは各現場にあって，わいわい先生が感じておられること

とか，たくさんある。量的なデータも大事にしながら，子どもたちがどういう経験を

しているのかということを一つモデルとしてサンプリングしていくことは，その現場

を評価するためのものではなく，今後もっとレベルアップするための一つの指標とい

うことで，映像データというのは，それをもとに他のメンバーと議論しやすいもので

はあると思う。 
 
○委員 

違う案件で，わいわい広場と留守家庭こども会との連携についてだが，福岡市のわ

いわい広場は，どのような遊びが望ましいのか，ということについて研修もあってい

ると思う。留守家庭子ども会の方から見て，わいわい広場はそういうもので，例えば，

そこでのスタッフたちは，そこに対して向上しようとして技術を持っているからそれ

を盗もう，というような感じがあまりない感じがする。それは，どうしてそういう状

態になってしまうのかなと思う。逆に言うと，留守家庭子ども会というと生活を大事

にする，子どもの生活をどう見る，というところの良い点を持っているのだとすると，

わいわい広場の方からそこに向けて何か得られるものを学ぶみたいなもの，お互いの

長所をもっと学びあうような意味での連携というものがあるといいのではないかと

思うが，何か，今の連携，問題が何なのかよくわからないが，連携することがお互い

のスキルアップに繋がるという感じが見えてこないのは，何故かなと思う。 
それと，資料の自由記述のところの「２」の《その他》のところ，わいわい広場と

留守家庭子ども会との連携の困ったことで，１事例だと思うが，「危険な遊びをして

も，留守のスタッフばかりが注意することになる。」とあるが，この意味が良くわか

らない。遊びは，わいわい広場の方がよく見ているのではないかと思うが，これはど

ういう意味でどう解釈していいのか分からない。その下の，材料の問題とか時間の制



限のこととか，条件面についてはよくわかるのだが。説明していただける方がいれば

お願いしたい。 
 
○事務局 

留守家庭子ども会とわいわい広場の連携については，「資料６」のところに大きな

考え方を示しているが，今までもここの考え方と連携の事例というところのレベルで，

それぞれ校区の事情が違うので，一律は難しいので，そこの状況によってやりましょ

う，というのがこれまでの市として伝えている最大値だった。 
２８年度までは，「遊んでいるかどうか」というところまでの調査をして，フィー

ドバックしていた。去年初めて，この自由記述を整理したものをということで，こう

いう良い所があるということを，今回初めて共有させていただいているので，まだま

だ，なぜここまでしかいってないのか，というのは実感としてはわかる。現状として

まだそこまで行き着いてないというのは，あるかと思う。ただ，お互いにそのやった

ことで，何か切磋琢磨できるところという部分については，例えば，自由意見の「１」

の良かったところで，留守家庭子ども会側から見ると「一緒に遊ぶことで，遊びの内

容が充実する，幅が広がる，レパートリーが増える」とか，やはり今まで留守家庭子

ども会の中でやってきた遊びだけだったのが，わいわい広場の方でまた違った工夫を

しているところが見ることができるというのが，結果として留守家庭子ども会の遊び

にも還元できているというところでもあり，あるいは，「双方にとって必要な情報の

共有」というのはリスク管理の話も当然あるが，製作や工作，そういうことがお互い

共有できることが今後のそれぞれのレベルアップにつながっていくのではないかと。

ただ，まだまだこれからだと思うが，そういうところが一つある。 
「２」の「その他」の欄の「危険な遊びをしても，留守のスタッフばかりが注意す

ることになる。」という部分については，具体的なこの内容が何のことなのかはっき

りとはわからないが，どうしても一般的なイメージとしては，わいわい広場の方が緩

やかに少々ケガをしても，という部分がある。留守家庭子ども会の方は，基本は同じ

であるべきなのだろうが，実態としてケガをした際に保護者からかなりお叱りを受け

ることもあるので，どこまで何をやらせるかというラインは実は微妙に違う。これを，

一緒に遊ぶときにはどうするという協議やすり合わせをわいわい先生と主任支援員

がきちんとしていれば，このような意見は出てこないはず。ところが，遊ぶとは決め

たけれども，双方は双方でやっていてという感じになってしまうと，どうしても，い

ざケガした時にこういう話が出てきたりすることがあるので，まだまだここも過渡期

というか，これからの部分だと考えている。 
 
○委員長 

一時期，わいわい広場と留守家庭子ども会は平行線を辿るというか，わざわざごち

ゃごちゃさせなくても，とりあえず今は現状維持，という時期があったかなと私も思



っていて，ようやく具体的に前向きに動き出したところで，元々すでに上手くいって

いるところからすると，ようやくというところがあるかもしれないが，少しずつ動い

ているのかな，というのは感じている。「危険な遊びをしても，留守のスタッフばか

りが注意することになる。」ということに関しても，書かれた方の意図は正確には把

握できないが，私も放課後児童クラブの講習の支援側をしていて，留守家庭子ども会

の方とお話をする中で感じるのは，本当はいっぱい遊ばせたいけど，なかなか難しい

というジレンマを抱えておられて，逆にわいわい広場の方は，自由に遊ばせているけ

ど，リスクが心配，管理の側が心配になっている，そこのお互いジレンマを抱えてい

るところが結果に表れている。わいわい広場の人はいつもそこを気にしているけど，

留守家庭子ども会のスタッフがいて助かるという風に思うし，留守家庭子ども会のス

タッフの方は，わいわい広場の人がいるから遊びの幅が広がると思っておられるとい

う。逆を取れば，ウィンウィンの関係にもっていけるのかなと，私としては見ている。 
 
○委員 

それぞれの現場の中で工夫しながら連携が進んでいっている部分はあると思う。そ

ういう事例をもっと表に出していくということもひとつの方策だと思うが，どちらか

というと，個々の事例を表に出す仕組みとしてバックアップしていくのかということ

を考えることだと思うので，そのためにできることは何なのか，データの収集なのか，

それとももう少し指針を出すことなのか，そのあたりがもう少しはっきりしてくると

良いと思う。基礎データを取るのは大前提だと思うが。 
 
○委員長 

今後，どう推進していくのか，私たちも関わっていけたらと思う。 
次の内容に進みながら引き続き議論をしていきたい。 

 
○事務局 

事業者の取り組みについて，資料により報告 

 
○委員長 

ただいま報告がありました事業者の取り組みについて，ご意見，ご質問等があれば

お願いしたい。 
 
○委員 

先程の委員の意見とも重なるが，具体的な企画事業の内容がほとんど見えない。ど

のようなことを企画事業として，今年の取り組みについてされているのか知りたい。 
 
 



○事務局 
先程説明した通り，いわゆるイベント的な企画事業の在り方について，前回の推進

委員会でかなり協議させていただき，今回，その義務付けをなくしている。現状とし

て，おそらくイベント的な事は減っているのではないかと考えている。 
去年までは，青少年育成コーディネーターが必ず企画事業に行くようにとしていた

が，今年はその義務付けを止めており，今のところ確認はしていない。ただ，状況は

これから少しずつ報告の中でも上がってくるところもあることと，最終的に運営方針

として実施内容と振り返りを提出してもらうことで，こういう取り組みをした，とい

うところが見えてくるので，青少年育成コーディネーターが現場に行った時の確認と

合わせて，把握していく。 
青少年育成コーディネーターをしている委員から現状を少し説明してもらいたい。 

 
○委員 

現在，多くのわいわい広場で普及啓発が進められている。子どもたちに関わるよう

なイベント的な事については，これから始まっていくが，まだ多くが昨年度の企画事

業としての捉え方をしていると思う。事業者もそうだろうし，わいわい先生もそうか

もしれない。ただ今年度増えていると私が感じるのは，もっと，普段のわいわい広場

の遊びに活かされるような，そういう普及啓発をしていこうということで，例えば，

プレイワーカーの方を呼んで身近な遊びを中心に全体の子どもたちに呼びかけて普

及啓発を図るとか，先週も見たが，バザーとかにわいわいの場を設けてもらって，補

助員を中心に遊びを支援する，その時は，大玉のシャボン玉飛ばしとか，風船の長い

ものを自由に作って遊ぶとか。そういったことを身近なプレイワーカーの方々やわい

わい先生とでやっているということは確かにある。だが，なんとなく，まだまだ外部

の団体に任せるとか，そのような形もあると思う。それもそれで魅力はあるが。現状，

そのような形である。 
 
○委員 

日頃のわいわい広場の様子も含めて，子どもの企画事業もそうだが，どのような時

間を過ごしているかということ，過ごし方がとても大事なことになると思う。数字で

見ると何人来たかということがどうしても報告として上がってしまうが，遊び場とい

うのは，育っていく場所だと思うので，その育つ過程だとか，どんな風な２時間ちょ

っとの時間を過ごしているのかというのを，やはり，視覚的にも見て感じるというこ

とは大事な検証の一つの在り方ではないかと思う。現場に改まっていくと，また，特

別なしつらえに変わるかもしれないが，何らかの形で，企業もこれだけ増えているし，

委託を受けている団体のカラーも出るだろうし。地域性というのはもちろんあると思

うが，私は，その場所に関わる一番の環境は人だと思う。なので，その人たちが，わ

いわい先生や，あとそこにいる大人たちがどんな風な視点で遊びを理解して，その時



間を見守るかというところが肝だと思うので，そこが違うと，やはり大人が関わるこ

との危うさというのが，遊び場での心配する部分でもある。 
そこは，これだけわいわい広場が増えている中で，きちんと見て，見たことをみん

なでフィードバックする，何か手立てはないかなという風に痛感した。 
 
○事務局 

言われている通りかと思う。企画事業の考え方を，皆さまの意見を踏まえてある程

度整理できたので，次のステップとしては，青少年育成コーディネーターを中心に，

私たち職員も直接現場に出向いて，本来，理想とするような通常の遊びや，企画事業

の在り方についてもきちんと見た上で，みなさんと協議できるような形に持っていき

たい。 
 
○委員 

実際に遊んでいる子どもたちの姿を間近で見ているが，例えば，低学年の子どもが

多いと一人遊びが中心になってくると思うが，砂遊びに没頭している子どもが多い。

それが，時間が経つごとに二人でやり始めたり，三人で今度は穴を掘り始めたり，そ

ういう高まりは実際に出てくる。自由遊びが基本だから，確かに高まりは大切だろう

けど，没頭する遊びをとことんやってもらいたいなと思う。それから，当然，固定遊

具で遊んでいる子どももいる。一輪車とか竹馬とか，遊具は豊かにあるのでそれに挑

戦している子どもの姿もよく見る。それから，昔遊びのこまとかけん玉とかをしてい

るところも多いので，そういうことをやっている子どももいる。それから，これは，

わいわい先生の持ち味にもよるだろうが，折り紙とか毛糸の工作というか，こういっ

たことに力を入れているところもある。それはそれで，子どもたちも嬉々として楽し

んで作っているので，そういう遊びもあるかなと思う。ただそれが高学年になると，

やはり群れを成して，野球，ボール遊びとかをするようになり，そういう高まりは出

てくると思う。 
基本は，子どもがやりたいことをとことんやれるということ，何となく群れてくる

というか，そういうのが理想的かなと。そういったところを強く感じる。遊びに浸っ

てほしいなという気がするが，徐々にそれは増えてきていると思う。 
あるわいわい広場で，２学期に私が訪問した時に，３年生の子どもが企画書という

か，こういう遊びをしたい人，と言ってアンケートを取っている。そのアンケートは，

わいわい先生に言って作ってもらったのかなと思ったら，自分の家でそういうアンケ

ート用紙を作ってきていた。その子どもが，わいわい広場に来ている子どもに配って

アンケートを取って，遊びたい遊びを曜日毎に振って，それにはまだその先があって，

自分たちが中心になって話を進めてスタンプラリーのようなのをやろうと。私はそう

いうことを初めて見たが，子どもが作る遊びというか，しかもリーダー性を発揮して

いる。そういう子どもも育ってきているとういのは，ものすごく嬉しく感じた。徐々



にではあるが，高まりも感じている。 
 
○委員長 

具体的な子どもの生き生きとしている様子が伝わると，やっていてよかったなと感

じるところだと思う。 
前半，子どもの姿がなかなか見えないという話があったのは，資料ではなかなか見

えづらかったから，そのような意見が出たのかなと思う。 
このあと，議題もあるが，もし，事業者のことなど，これは伝えておきたい，質問

しておきたいことがあればお願いしたい。 
 
○委員 

わいわい広場の雨天中止が圧倒的に多くなっている。昔はこんなになかったと思う

が，これは事業者同士の横のつながりでやめたのか，それか学校の都合で雨天は止め

てくれと言われたのか。 
 
○事務局 

基本的には，できるだけ雨天も出来るようにという話は事業者にしているが，どう

しても学校の都合でという状況もあって，なかなか難しいところはある。ただ，市と

しても雨天でもやれるようにとそこまで強くはまだ言っていないので，ある程度そこ

は現場に任せている部分はある。言われている通り，確かに数としては減少傾向にあ

る。 
 
○委員 

どこに原因があるのか，学校か，事業者か。私たちは，他の事業者の方と話すこと

がほとんどない。他の人たちは，そっちも止めたなら，こっちも止めようかみたいな

話があっていたりしないのかな，というところが気になった。 
 
○委員 

事業者が五つに分かれているが，事業者ごとの特徴がおそらくあると思うが，青少

年育成コーディネーターは各事業者をまたがっているので，そのあたりの違いで気に

なることとか，もし思われていることがあれば，お伺いしたい。 
 
○事務局 

民間の企業，NPO，地域型とあるので，それぞれ特色は確かにある。また，受託し

ている校区数によって管理面での違いもあり，受託校数が多い事業者は大変な部分が

見えたりすることもある。 
 



○委員 
例えば，どういう風に研修を行っているかとか，評価になるとまずいが，ちょっと

知りたい。 
 
○委員 

どの事業者も頑張っておられるが，もし課題をと言われたら，１つは，業者間の意

識の違い，研修の違いはあるかなと思っていて，運営自体はそう変わってないのだろ

うが，事業者の現場に対する入り込み，日頃からわいわい先生と連携を持っていろん

な相談にも乗って，対学校，対地域についても関わりを持った上での運営かなと思う

が，まだまだそういった姿が見られないところもある。現場任せというところがある

のではないか。それから，遊具についてもきちんといろんな物を揃えている事業者も

あるし，現場任せというところもあるので，もっと充実させてほしいなというところ

はある。 
例えば，スタッフ等についても事業者がスタッフを抱えておいて何かのときにはス

タッフを配置するとか，定期的にプレイワーカーだけではなくて，事業者からスタッ

フを配置してちょっと遊び場を作るとか，そういった事業者もある。ちょっと差はで

てきているかな，という気はしている。ただ，わいわい先生は頑張っていると思う。 
 

○事務局 
事業者によって良い所，苦手なところはある。私たちとしても事業者と話す機会を

設けているので，その中で気になるところは指導をしているところである。 
 
○委員長 

時間もせまっているので，次の議題の話をした上で，また議論の時間を取りたい。 
「見守りサポーターについて」事務局より説明をお願いしたい。 

 
○事務局 

見守りサポーターについて，資料により説明 
 
○委員長 

見守りサポーターについて各委員の方からご意見，ご質問等をいただきたい。その

後に全体を通してまた議論をしていこうと思うので，まずは見守りサポーターについ

て，ご意見，ご感想等お願いしたい。 
 
○委員 

見守りサポーターのおおよその年齢はどれくらいになっているのか。 
 



○事務局 
年齢のデータはとれていない。基本的には保護者がほとんどなので，小学生のお子

さんがいる年代の方がメインと考えていただいてよいかと思う。 
地域の方は，どちらかというと補助員で入っているので，基本的には保護者で，子

育て世代のお母さんがほとんどと考えている。 
 
○委員 

他のわいわい広場と交流をして情報交換をしているが，やはり，見守りサポーター

の確保が難しくて困っているようだ。私の現場は，学期に１回とか，月に１回，２回

とか。週３回やっているが，全部出ることができる保護者はいない。今は，留守家庭

子ども会とダブル登録をしているが，留守家庭子ども会の親御さんはほとんど期待で

きない。卒業生の保護者の方も一人か二人サポートに入ってもらっているので，なん

とか回っているが，他のわいわい広場は結構難しいという話を聞く。 
あと，その保護者の方がお勤めをしていて，おじいちゃん，おばあちゃんが見守り

サポーターとして来てくれる方もいる。お父さんが来ることもあって，やはりお父さ

んが来たら子どもたちはテンションが上がる。日頃一緒に走り回ったりできないので，

男の人が来られた時は，喜んで子どもたちが一緒に遊ぶ。お父さんは次いつ来るのと

いう話をしたりしている。 
留守家庭子ども会の先生とわいわい広場の見守りサポーターの質も違うし，留守家

庭子ども会は毎日見守りをするが，わいわい広場は月に１回か学期に１回なので，楽

しんで遊んで帰ってもらったらいいかなと思っている。お互いに同じ小学校の子ども

たちなので，留守家庭子ども会の先生と一緒にお互い危ないことがあったらお互いに

注意していきましょう，というそういう話はしていて，両方で注意や指導はできてい

ると思う。 
始まる前に，一緒にお茶を飲んで親御さんと情報交換をして，遊びだけではなく，

いろんな子どもたちの話をして，お母さんの輪が広がったり，またお母さんを紹介し

てもらったりとか。楽しかったら，「また入っていいですよ」というお母さんもいる

ので，楽しんで終わったらよいかなと思う。一番良いのは，ケガや事故がなく終わる

こと。 
 
○委員 

私は普段からわいわい広場に入っていて，上手くいっている，見守りサポーターの

方がたくさん来てあるところはお母さんたちが楽しそう。この，「見守り」という言

葉のイメージが，先程の「ケガをさせたら」いうようなところにつながっているのか

なと思う。例えば，サッカーのサポーターとかは応援団というイメージがある。「見

守り」という言葉を取り除くというのはどうか。サポーターという応援団というイメ

ージで少し変わっていくと，何々しないといけないというものが外れて，もう少し楽



にそこで同じ時間を過ごしていただく，と意味合いは変わってくるのかなと思う。確

かに人数の多い学校は，カードの処理だとか，トイレに連れていくとか，大変そうだ

が，平均参加人数が３０人くらいのところだと，そんなに見守りサポーターの方がお

られなくても運営自体はそれほど困ることがない学校も多いかと思う。 
一つは，サポーターの保護者がそういうところに来て，子ども達が生き生きと遊ん

でいることを見てもらうことが，口コミの啓発につながっていく。楽しく過ごして印

象も好印象にするために，「見守り」という言葉を外していくというのはどうか。 
 
○事務局 

私たちも内部で話した時に，見守りとは何か，と考えたが，おそらく，保護者のイ

メージは子どもたちが安全に遊べるように，という見守りのイメージが強過ぎていて，

もともとはどちらかというと子どもの成長を，遊んでいるところをあたたかく見守る

というイメージだったのだろうと思うが，イメージがどうもリスク管理の方に寄って

しまっている感じがあるのかもしれない。それは，行政としても意識して，名称を変

えるかどうかはわからないが，そのあたりは私たちの方から保護者に伝えて，楽しく

遊んでもらうというようなところをやらないといけないのではないかと，実は事前に

話していた。 
そういう意見が他にもあれば，是非お聞きしたい。 

 
〇委員 

どういう人をターゲットにしたら良いのかな，と思ったが，今はお母さんが多いと。

お父さんが来ると喜ぶ，みたいなのは面白いなと思った。例えば，よくパパ支援とか

をやっている人達から，お父さんは関わりたいけれど，どう関わっていいのかわから

ないし，居場所感がないと関わりきれないといったことを良く言われるので，何か役

割を与えるというわけではないけれども，お父さんもっとウエルカム，というような

広報をやったりするとかはいいのではないか。 
それとも絡むが，他都市において空地コミュニティという有名な実践があるが，そ

このビデオとかを観ていると，子どもに関わりたいと思っている子どもを持たないシ

ングルの人とか，家族もいないし，「ここに来たら子どもに関われるのよ」と，すご

く喜びをもって「良かった」と言っていることとかを見たことがある。実は，子ども

に関わってみたいけど，関わるチャンスを持てなくて，道端で声をかけたら怒られる

し，みたいな世界の中で，ここは安心して子どもと関われる場だ，みたいな風になる

と地域の中からそういう人が出てくるかもしれなくて，どういう風な具体的な働きか

けをしたらいいかわからないが，実は予備軍は地域に結構いるのではないかなと思う。 
だから，保護者の義務みたいなのはまずいですよね，みたいなのは今までの意見で

も出ていると思うが，お父さんみたいな保護者の幅を広げつつ，おじいちゃん，おば

あちゃんも含めての広げ方をどう考えるかということと，地域の側で実は子どもに関



わってみたい，子どもに縁がなかなか持てない大人たちとかにどういう風にアプロー

チするのかということ，それは，もしかしたら若者も含めてなのかもしれないが，ち

ょっと別立てでターゲティングしてお誘いできたらいいのではないか，と思った。 
 
〇事務局 

今の件で，実際に保護者限定でなくて地域の方にも高齢者の方にもというのはある

が，少し悩ましいのは，わいわい先生と見守りサポーターの間に補助員という仕組み

があって，こちらは有償のボランティアだが，こちらはほぼ地域の方で，ある程度リ

タイアされた方などにお願いしていて，当然そこはリスク管理の部分も含めて責務と

かが出てくる。そことは違って，お金はいらないけど，というところになるのか。 
 
〇委員 

お金はいらない，来られたり来られなかったりするかもしれないけど，関われたら

嬉しいという，その手前にいる人。 
 
〇事務局 

予備軍がいるのではなかろうか，ということか。 
 
〇委員 

先程言われたように，一緒に遊びたいとか。 
 

〇委員 
思い出したのが，昔，ウイグルとか中央アジアとかトルコによく行って，子ども達

を見ていた。 
碇浩一という先生が，「幼老共生」ということを提案していたが，子どもたちが遊

んでいる，それを温かい眼差しでおじいちゃんやおばあちゃんが見守っている，そう

いった自然なあたたかい地域の状況，そういったものを国家の中に作りたいと全国的

に発信をして共感する人たちが多かった。 
見守りサポーターの役目というのは，事故がないように見守る，確かに先程委員が

言われたように，「見守り」を外してみて，そこに，冬の寒い日は難しいだろうけど，

地域に年配の方々がおられて家にこもっているわけで，何かしたいという方はいっぱ

いおられる。そういう人たちに外に来ていただいて子ども達を見て，子ども達の声を

聞いて，子どもたちが遊ぶのを楽しんでいただくような働きかけ，それは子どものた

めでもあるけれども高齢者世代のためにもなる気がする。 
それから月に１回とか，学期に１回という話があったが，アメリカで青少年アンビ

シャス運動の視察に行ったころ，ボランティアは沢山おられるが，どのくらいされて

いるかといったら月に１回くらいで１回２時間くらい。苦痛じゃないですかと聞いた



ら，いや楽しいですよ，子どもたちの姿を見て，ということがあった。日本はその役

割を受けたらずっとしないといけないという感じだが，月に１回とかで，時間的には

２時間くらいであれば，そんなに大変かな，と。ちょっとネーミングの問題。それか

ら，そこに危ない状況があれば，普通に「ちょっと危ないよ」とか言うこともあるだ

ろうし，いちいち「見守り」と書かなくても，その役割を果たしてもらえるだろうか

ら，むしろ子どもたちが遊んでいる姿を笑顔で見てください，という感じで。 
 
〇事務局 

おそらく，最初の議論も，そこが出発だったのではないかと。 
 
〇委員 

どういう形で運営するかということで，最初のころに調査があったと思う。こうい

う広場があれば参加させますか，と。ボランティアで何かしないといけないのであれ

ば子どもは参加させません，という数字がすごく高くて。 
もう一つは，塾やお稽古で忙しいから出さない，とか言われた。負担感，保護者レ

ベルあたりでまだ本当に忙しい状況なので，ターゲットをちょっとずらしてみるのも，

超高齢化の時代に入るので。道路で子どもたちの登下校の見守りをしてある方とかも

結構おられて，私もやった。月に１回くらいかな。帰りに子どもたちが道路に広がっ

て，「危ないよ」と言うと「うるせー」とか言われて。「おじちゃん，今何時？」と言

われて「何時だよ」って言うと，「まだ，ちょっと時間がある。私に話しかけていい

よ」と暇つぶしの相手をさせられて，おもしろい子がいっぱいいた。 
 
〇事務局 

おそらく，今，わいわい先生が地域の方に見守りサポーターをお願いしようとした

ときは，その核となる自治協議会とか公民館の方に話に行って，そこからというよう

な話になるが，もう少しダイレクトに，いわゆる高齢者の団体，地域にいろいろある

と思うが，そこにストレートに今みたいな話をするというのは，どう思われるか。 
 
〇委員 

実際，やっているところもある。運営協議会の中で議題に出されて，事業者，業務

責任者の方が。うちの校区でも考えようか，と自治協議会の会長から，シニアクラブ

など高齢の方々の団体に案内を持っていってください，話はつけときますから，とい

うことで。実際来られていて，高齢の方だけど，子どもたちと一緒に遊ぶのが楽しい

と，そういう形で生きがいを持たれている。やはり働きかけをしないといけないな，

という気はしている。 
 
 



〇委員 
そこにベンチがあって，テーブルがあって。ウイグルやトルコだったら子どもたち

が遊んでいる，そんな所でおじいちゃんたちがおしゃべりしたりして，その間にちょ

っといていただくだけで安心感があるのではないかなという感じがする。碇先生が提

言された「幼老共生」の姿だと思う。 
 
〇委員長 

今の「幼老共生」，子どもの生活の時間の流れとシニア世代の生活の時間の流れと

リンクしてすごく良い効果があると私も理解していて，面白いなと思って聞いていた。

一方で現場となった時に，そこを誰が上手くマネジメントというか，コーディネート

するのかというのが，現実的な課題としてはある。わいわい先生が来られた方々のコ

ーディネートをして，となってくるとちょっと負担が大きいのかなと正直感じるとこ

ろがある。この後，先程の事例にあった運営協議会だとか補助員さんがその核となっ

ていただくとかあれば，可能性としてはあるのかな，あるいは体制自体を，そのあた

りも人数が増えるとなかなか難しいのかもしれないが，そういうことも役割も含めて

変わっていくとまた違うのかなと感じた。 
ただ，「見守り」という言葉を外してみてはどうかというのはすごく賛成で，見守

るという責任が付いてくることが大きいかな，と。実際，最初の頃も子どもの育ちを

見守ろうとか，あるいは，サポーターさんがいらっしゃることで，留守家庭子ども会

とわいわい広場とダブル登録をされる方がいらっしゃれば，そこで自然と情報共有や

一体感などもあり，それに対するデメリットはずっとあると思う。「見守り」という

言葉にこだわらなくても良いのかな，と私も感じる。 
 
〇委員 

私が始めたころの見守りというのは，池田小事件とかあった時期で，この話が平成

１５年くらいから話されていたので，スクールガードという考え方がちょうど同じ時

期にあって，見守りという言葉が出た。時期的には，もうそろそろかなと思う。 
 
〇事務局 

次のステップに進むためにすごく貴重な意見だったので，今後の参考にさせていた

だきたい。 
 
〇委員長 

もう少し時間があるので，見守りサポーターのことでも，それ以外のことでも話し

たいこと，質問したいということがあったらご意見をお願いしたい。 
 
 



〇委員 
この見守りについては，あるわいわい広場の意見等の中にもあるが，見守りサポー

ターが少ないから全員登録を条件にしたらどうか，という学校があった。市としては

していないが，その条件の中で年に１回くらいは，学期に１回くらいはできるのでは

ないか，という呼びかけで一人でも多くの保護者の方に子どもたちの姿を見てほしい

という思いがあってそう言われているが，原則は任意である。 
開設するときに，ここも意外と問題になって，必ず見守りに入らないといけないの

かな，ということがネックになるという話も聞く。それはありえない。あくまで任意

で，子どもたちの遊んでいる姿，お友達の姿とかを見ていただく。保護者間のつなが

りも出てくると聞いているので，そういう良さをアピールしていかないといけないの

かなと強く思う。 
この問題がないわいわい広場もある。見守りサポーターが多いわいわい広場もある

し，極端に少ないわいわい広場もある。少ないわいわい広場の中でも，行きたいとい

う意識はあるが，行けないという思いがある保護者と，働く状況とかがあって行けな

い，最初から働かざるをえない，というのがある。では，そういう方々にどうしたら

いいのか考えると，やはり，先程委員が言われたが，月に１回，学期に１回でもいい

から子どもたちのために顔を見せてもらえませんか，だから放課後ちょっと１時間，

２時間とは言わないから１時間でも早めに迎えに来て一緒に帰るとか，そんなところ

で良いんですよ，という呼びかけを，各責任者の方もやってはいるが，できてない状

況もある。やはり，もっと，わいわい広場をアピールしていかないといけないと思う。 
例えば，学校には参観日とかあるので，そういう参観週間を設けてみるとか，そこ

に地域も含めて呼びかけてみるとか。この週間だけはわいわい広場を見に来てくださ

い，こんなことやっていますよ，というのをアピールするとか。そういう働きかけを

していかざるを得ないのかな，していくことが必要だろうなと。あまりそこまでは，

今のところやれてない現状が私たちには見える。責任者が地域とか公民館に足を運ん

でお願いはしているが，実際広がってないのも実状なので，もっと広い立場で，もし

かしたら全市的にわいわい広場の週間とか打ち出してもらって，何か人が集まるよう

に，そういったこともやっていかないといけないのかなと思ったりする。 
それからもう一つは，補助員の問題。課としても考えているようだが，安全面も考

えないといけないので，見守りサポーターが１人も来ていない状況で，責任者１人，

補助員１人で現場には２人。ここに３０人の子どもが来た場合，通常は良いと思うが，

何か起こった場合とかは大変な面もあると思う。お金は多少かかってくるだろうが，

そういう安全面も確保できるんですよ，というところを出していかないと，見守りサ

ポーターの方々も安心して来られないのかなという気がする。 
 
〇事務局 

確かに登録のためのことだけに働きかけるというよりは，一度でも良いから，登録



に関係なく年に１回とか学期に１回という形での参観日，そういうことはやった方が

良いだろう。補助員のことも，予算の範囲内でだがしっかりやっていきたい。 
 
〇委員長 

ほかに何かあればお願いしたい。 
 
〇委員 

見守りサポーターは，どうやって見ているのか。立って見ているのか。 
 
〇委員 

それも様々で，わいわい先生がどういう風な問いかけをされるかで変わってくると

思う。先日私が行ったわいわい広場は，新しくわいわい先生が変わられたところだっ

たが，「誰々さんはそちらにお願いします」，「誰々さんはここでお願いします」とい

うような，そのわいわい広場はそういう形でお願いをされていた。全くそういうこと

がないところもある。一番多いのは，「カードの処理をお願いします」，「帰りの子ど

もたちの対応をお願いします」というような具体的な頼み方をされる。そのわいわい

広場によってわいわい先生のニーズに応対するような形の時間の過ごし方，在り方に

なっていると思う。 
 
〇委員 

最初の時には，お母さん達は，ずっとおしゃべりをする。本当におしゃべりが好き

で，固まって。校舎側で２～３人固まって話すので，これではいけないと思って。校

庭は広いので，向こうに子ども達が遊んでいる時は「すみません，向こうで遊んでい

るから一人か二人行っていただけませんか」と声をかけて，なるべくわいわい広場の

子どもがいるところでは誰か必ず付くように今はなっている。お母さん方も最初は固

まって話しているけど，自主的に子どもがいるところに行くようになる。 
 
〇委員 

最初のきっかけとしては，固まって，というのはいいと思う。その後でお願いして

子ども達のところに行くといった感じで。 
 
〇委員 

お願いすると，２回，３回と来たときは，サポーターのお母さん達は自分から進ん

で子ども達のところに行ってくれる。 
 
〇委員 

人間関係ができてくればそういうことも可能なことかと思う。 



〇委員 
お話がもう少し必要かな，とは思う。それがだんだん信頼関係につながっていけば。 

 
〇委員 

立ってずっと見ているような状況が多いのだろうが，椅子とテーブルがあって，高

齢者の人がちょっとそこにいて，そのうち，親しくなれば「ちょっとあそこを見ても

らえませんか」と。ベースとなる部分は，ここに立って，あそこに立って，まさに見

守りや警備のイメージがあるが，楽しく子どもの遊ぶ姿をニコニコと見ている，とそ

のような最初の出発点でいいのではないか。 
 
〇委員 

私の現場は，最初来たときは個人遊びが多いが，上級生が来たら集団遊びがしたく

て，ドッジボールやリレーとか。子ども達が１年生から５年生を分けてリレーをして，

それが楽しくて。そういうことが好きな子が一人いる。上級生がリーダーシップをと

って集団遊びをしている。 
 
〇委員 

推進委員会は年に１回だが，中身の問題の検討や委員会の目的や役割等考えると，

２回くらいできたらいいと思うが。 
 
〇事務局 

昨年度の推進委員会で，中身を濃くして，委員の皆さまもお忙しいところもあるの

で，１回でと提案させていただいて，その時ご了承いただいて，年１回という形をと

らせてもらっている。 
今日のように中身の濃い議論が出来ているので，事務局としては年１回でやってい

けるかなという気持ちも当然あるが，どうか。 
 
〇委員 

わいわい広場は遊び場の事業，元々遊びというのは子どもたちだけの営みというか

世界だと思うが，遊び場を育てていくことに，意外にたくさんの大人が関わっている。

青少年育成コーディネーターの先生，行政，事業者，わいわい先生，補助員，見守り

サポーター，また，新しく見守りサポーターも広げて地域のシニア世代のということ

になると，一番大事なのは，わいわい広場の理想とは何か？という共有がどれだけ出

来ているかというのは，だんだん多くの人が関わっていくにつれて違いが出てきてい

るようなところも心配なところでもある。 
推進委員会は年に１回かもしれないけれども，いろいろな立場の人たちが一緒に学

ぶ場所というか，そういうことが共有できるような，青少年育成コーディネーターの



先生もおられる，委員も入る，わいわい先生も入る，プレイワーカーもおられるし，

そういう形で，私達は何を目指して，そのために何をしないといけないか，どのよう

なことを大事に，関わり方ということをそこでもきっと検証できるチャンスはあるの

かなと思う。役割が別々のところで，事業者も事業者単位，先ほど少しお話ししにく

いと言われたが，時間が経つとその差がすごく違う方向になっていく。ある学校は工

作教室みたいな，そこに行けば月謝はいらないけど工作が作れるよ，みたいな話を実

際に聞いたことがあるし，どこどこに行くとお兄ちゃんたちと遊んでもらえるんだよ，

みたいな風になってしまう。そうではなく，わいわい広場の理想を常に自問自答しな

がらみんなが方向性を共有して関わっていく。主役は子どもたち。そういうことがで

きる機会を何かつくれないかなと思うが。 
 
〇委員長 

いろいろな立場の方が関わっているからこそ成り立っているという良さもあれば，

それをどうやって統一していくのかという難しさも確かにあるだろうなと思う。 
今後推進委員会としてわいわい広場をどう進めていくのか。先程委員から話があっ

た，この場として得た貴重なデータを全体に還元していくという話なのか，それとも

指針を示していくのか，そのあたりがすごく気になっている。数が増えてきて，わい

わい広場という場所があるということがかなり広く知れ渡っている中で，いろいろな

ちょっとしたトラブルがそれぞれの現場で出てきているところも，行政や青少年育成

コーディネーターの先生方など関わっておられる方でうまく調整をしながら進めて

きていると思っているが，指針という意味ではかなりできていると思う。どうやって

わいわい広場を進めていくのか，もちろん多少のマイナーチェンジ，高齢者の方に来

ていただくとかの部分はあると思うが，方針としてはかなりいい方向できていると理

解している。その中でよりレベルアップさせていく，質の高い子どもたちの遊びの場

を作っていくためにはどうしたら良いかということになった時に，良い個別のデータ

を取り上げて，例えば，それを還元していくとか，こうしたらもっとうまくいくとか。

今は割とわいわい先生同士の情報交換の中でそれが行われている，ただ，ある事業者，

同じ事業者の方だけはそうやっているが，なかなか他は情報交換がうまくいかない。

出来ているところもあると思うが。そこが，今後課題としてあるのかなと思う。 
ただ，もう一方で，事業者がそれぞれあるというところが一番の壁になっているの

かなと。例えば，一つだけ良い事例を取り上げるとすると，どこを取り上げるのかと

いうところだけで難しさがある。そこをどう考えて乗り越えていくのか考えておかな

いと，なかなかずっとこのままという感じになるような気がしている。以前，モデル

校区を２校作って，そこで豊かな遊びをということを見ていったりとか，地域型が関

わっている先進的な事例もあると思うので，そのあたりの良い事例を工夫しながら引

き出して還元していく，先程委員が言われたような，みんなで集える場でそれを共有

する，そういうことが必要かなと感じている。今回，基礎データとしては，すごく集



まりつつあって，さらにそれが集まって，各現場の運営方針が固まっていくところだ

と思うので，それが揃って，土台が出来てからかもしれないが，貴重な個別データと

いうか，個別具体的なものを還元していけるような仕組みができれば，という風に思

っている。 
 
〇事務局 

言われた通りで，やっと実施校が全小学校の８割程度ということでどんどん増えて

きて，個別のデータがやっと整理ができたというところなので，今言っていただいた

ように，これを単純にこんなにたくさんありますよ，どうぞ，というだけではなくて，

モデル的なものをどこまで示せるか，あるいは少し指針のようなものを作るのか，と

いうところを，行政の役割としてしっかり考えないといけないかなと思う。あまり一

つのケースにすると硬直するので，柔軟性を持ちながら一番バランスの難しい作業に

これから入ってくるのかなと考えている。 
それと先程いただいた推進委員会の回数であるとか，共有の場，ということは非常

にわかったので，来年度に向けてどういう形で回数を増やすのか，あるいは，別の意

見交換の場を設けるのか，あるいは別の形にするのかというところは，内部でしっか

り協議させていただきたい。 
 
〇委員長 

それでは時間も近づいてきたので，全体を通して何かあればお願いしたい。 
 
〇委員 

アイデアとして聞いていただきたいが，先程，地域との関わりのところで自治協議

会という話も出てきたが，自治協議会を動かしているのは公民館といった部分もあり，

どうしたら良いかなと思うのだが，今，公民館の職員研修は区ごとにやっている。だ

から，どこが良いのか分からないが，どこかの区とモデル的に組んで，合同研修のよ

うなものを組めないのかなと。よくわからないが，区のわいわい先生たちの研修と公

民館職員の研修をすると。 
やってほしくないのは，例えば，留守家庭子ども会との連携について説明に行く，

これは一番まずいパターンで，いろいろなところから公民館には説明が来る。また説

明，また行政説明，また行政課題という感じ。でも本当は，わいわい広場のやってい

ること，子どもの育ちをどういう風に支えていくのか，これは公民館にとっても大事

な課題である。公民館にとっても，そういう説明じゃなくて，きちっと学べる場を作

る，共に作るという形で，共催のような感じ。ほとんどの公民館でわいわい広場を認

知されてないのではないかと思う。ここがうまく認知されてくると，先程のサポータ

ーの問題なども進むのではないかなと思うので，ちょっと組み方に工夫がいると思う

が，何か良い共に学ぶ場が作れないかなと。 



〇委員長 
では，時間が来たので，事務局の方からお願いしたい。 

 
〇事務局 

２時間，本当に密度の濃い協議で，貴重な意見を沢山いただくことができたので，

持ち帰って内部でしっかり整理して，わいわい広場，子どもたちのためにしっかり役

立てていきたい。 
 

〇委員長 
それでは以上をもって，平成２９年度第１回放課後事業推進委員会を終了する。 


