
平成 30 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 30年 9月 27日（木）10：00～12：00 

 

２．開催場所 アクロス福岡 605会議室 

 

３．出席者  

山下委員長，天野副委員長，横山委員，岡委員，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：古賀委員 

 

４．議事 

(1) 報告 

○ 実施状況について 

    ○ 見守りサポーターについて 

 

 (2) 議題 

○ わいわい広場未実施校における実施手法について  
○「放課後等の遊び場づくり事業」に関するアンケート調査の実施について  

 

 (3) その他 

     

【委員会資料】 

○資料１：わいわい広場開設状況（H30.8末現在） 
○資料２：わいわい広場統計データ 
○資料３：研修実施状況（H29 年度実績・H30 年度実績及び予定） 
     （別紙）わいわい広場の充実に向けて 
○資料４：児童の事故・ケガ等のまとめ（H29年度） 
○資料５：留守家庭子ども会との連携状況（H29.11調査）  

○資料６：事業者の取り組み 
     ・普及啓発 
     ・事業者運営方針 
○資料７：わいわい広場の遊びの状況  
○資料８：見守りサポーターについて（報告） 
○資料９：議題資料（わいわい広場未実施校における実施手法について） 
○資料 10：議題資料（「放課後等の遊び場づくり事業」に関するアンケート調査の実施について） 
 

【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１～５により報告 

 

○委員長 

わいわい広場の開設状況，わいわい広場統計データ，人材育成の実施状況，ケガの状況，留守

家庭子ども会との連携状況について，事務局よりたくさんの報告があった。 

ただ今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，確認 

したい事などお願いしたい。 
 
○委員長 
 資料４の「要因となった遊び・遊具等について」ということで，ケガのきっかけが書かれてい

ると思うが，遊び・遊具が要因だという記載が気になった。要因は見守りの問題や子どもの不注

意など他にあるかも知れないし，“遊び”が要因と記載することで現状とは異なるイメージが伝

わってくる。 
質問だが，遊びの中でケガはある程度つきものだと思うが，ここ数年見ていく中で，ケガの種

類や発生の仕方などが同じような感じで発生しているのか，変わっている部分があるのかをわか

る範囲で教えてほしい。 
 
○事務局 

ケガの傾向としては大きな変化はないのではないかと捉えている。 
言われたとおり，資料４の「要因となった遊び・遊具等」という記載は，実際はきっかけとな

った遊びや遊具についての整理になっているので，要因については，例えば本来の使い方ではな

い使い方をしたからケガが起こっているのか，見守りが不十分だったのか，など分析が必要かと

思う。 
また，遊び方のルールについても確認したいと考えている。例えば固定遊具は学校でルールが

決まっていると思うが，わいわい広場で使う時に，どの程度学校と学校のルールを確認して調整

しているのか，ということについて十分把握ができていない。遊び方のルールの状況把握とケガ

の要因の分析について検討していきたい。 
 
○委員長 

ケガがあるから遊びを止めさせるのでなく，貴重な情報としてよい形で整理をしてもらえたら

と思う。 
 
○委員 

例えば，シーソーで遊んでいる時にケガをした事例が６件となっているが，ある校区では留守

家庭子ども会では 1 年生はシーソーが使えない，とか，上り棒の上まで登ってはいけない，とい

った状況がいろいろある。シーソーでは一方の子がバタッといきなり降りて顎を打ってケガをし

たりする事例があるが，そういった事故を防ぐために，いろいろなルールができている。要因の   



分析が進むことで，そういった実態がよく見えてくる気がする。 
 

○委員 
子どもの遊びの仕方に壁を作るのはよくない。学校はこう言ってる，わいわい広場ではこう言

ってる，昼間校庭開放ではこう言ってる，とそれぞれがバラバラだと，地域の子どもを育てると

いうのが不統一になってくる。基本としては，学校のルールに則ってほしい。ブランコの二人乗

りとか立ちこぎとかシーソーなど，学校のよい子のきまり，遊具の使い方を基本にしてください，

という事はお願いしている。 
 
○委員長 

そのあたりのルールのすり合わせがしっかりできているのかということをまず把握する必要

がある。 
 
○事務局 

例えば，わいわい先生が学校と留守家庭子ども会と遊びのルールについて話をするのが大事だ

と思うが，おそらく毎年はやれていないのだろうなという気がしている。学校のルールに合わせ

るというのが前提の中で，わいわい広場でどこまで柔軟に遊べるか，固定遊具以外の遊びも含め

てすり合わせが必要かと思う。 
 
○委員 

学校によってルールが違うというのは，学校の中でも変わるものなのか。例えば校長先生が変

わったら変わるとか。その変化の具合も地域の対応のあり方に関係してくると思うのだが。 
 
○委員 

基本，地域の中でゆれがあったらいけないので踏襲していく。 
 
○委員 

例えば，どこの学校に行っても変えない，とか。 
 
○委員 

校長が変わったことで，ある学年から遊びのルールが大きく変わる，という事はよくないので，

従来決まっていることを踏襲していく。しかし，そこまで考えてない学校もあるかもしれない。

充分に危険を予知しながら遊びにセーブをかけないといけない。発達段階に応じてルールを作り

直さないといけない。自分も落ちていた部分があるので見直している部分も今でもある。それは，

子どもたちの状況や今までの遊びと調整しながら，変化がない様にしてあげないといけない。い

つのまにかうまく調整できている，という形にしていかないと，急には変化できない。 
 
○委員 

地域の方はルールの状況を把握するのは難しいかもしれないので，ルールについては学校から

案内とかをいただけるといいのかなという気がする。 



○委員 
遊び方のルールのお知らせ，先に出たよい子のきまりみたいなものとか，運動場での遊び方の

一覧表とかを，昼間校庭開放指導員などの方々に提供して一本化していく，といった対応が考え

られる。 
 
○委員 

せっかくなら，どうしてそう変わっていったのか，発達段階の問題なのか，説明していただけ  
 る機会があると地域の方もありがたいと思う。 
 
○委員 

毎回毎回しないといけないと思うが，できていないのが実態である。 
 
○委員 

それも大変な話ではある。 
 
○委員 

現場の状況から話すと，子どもが変わればルールも変わる。十何年でずっと変わってきている。 
 今までの子だとケガしなかったよね，というのがある。そういう部分では変わってきている。自

分たちが知らない間に変わっている。学校としては，校長先生が言われたように，毎年新しいル

ールというか更新されたものが学校から出ている。私たちもその情報をもらうようにして，学校

のルールの中でやっている。 
 
○委員 

昔，遊びの一覧をいただいて見たことはある。ブランコ二人乗りはダメとか，上り棒とか高い

所にはずっと座っておかないとか，学校のルールで留守家庭子ども会とも同じルールで遊んでい

る。もし，学校の方で新しいルールが変わるなら，その情報はいただきたい。自分はずっと前に

見た内容なので，もしかしたら変わっているかもしれない。 
 
○事務局 

事故が起こると学校のルールが厳しくなって今までの遊びができなくなった，という話は聞い

たことはある。わいわい広場とか留守家庭子ども会のスタッフが学校のルールが変わることを聞

いたときに，学校から言われたからそうですか，と終わるのではなくて，委員が言われたように，

どうしてそのようなルールに変わっていくのか，など，お互いに意見交換ができるといいのかな

とは思う。例えば，わいわい広場と留守家庭子ども会での遊びについては，ここの見守りがこう

できるので，学校のルールとは少し違った形での運用ができるのかできないのか，など。見守り

を行うことで運用が可能ならよいのかなと思うが，一方で子どもは場面によって運用が違うこと

で混乱するかもしれない，ということがある。学校の昼休みではダメだけど，放課後はよいとか。

低学年など，子どもたちの頭の切り替えができるかどうかということもあるので，今後どうして

いくべきかというのが，私たちも悩ましいところではある。 
 



○委員長 
学校のよい子のきまりは，学校ごとでもかなり違いがあるものなのか，それともある程度は共

通のものがあって微妙に違うものなのか，私が現状を知らないので教えてほしい。 
 
○委員 

全部は分からないが，ある程度は同じものではないか。 
 
○委員長 

明文化されているものがあるのか。 
 
○事務局 

あったりなかったりではないかと思う。 
 
○委員 

学校によって遊具の種類が違ったりもするので，異なる部分はあると思う。 
また，留守家庭子ども会が遊んでいる間は，留守家庭子ども会のルールに合わせて遊ぶが，わ

いわい広場の児童だけになると，例えばブランコの立ちこぎやってもいいよ～，とかそういった

対応を場面に応じて行ったりはする。２学期くらいからだいたいわいわい広場も留守家庭子ども

会も同じようなルールになってくる。 
 
○委員長 

1 学期の期間はケガの頻度も多かったりするので，慣れるまでは統一ということもあると思う

が，統一をやり過ぎると，困る部分も出てくると思われるし，少し緩やかにしていく必要がある

のかなと話しを聞きながら思った。ただ，いい加減にしてしまうと本当に大きなケガになってく

ることはありえるので，ルールの運用について検証・確認していき，確認する時にしっかりコミ

ュニケーションをとれるってことが大事ではないかと思う。 
また，学校現場やわいわい先生だけではなく，遊びの支援を行うプレイワーカーなども知って

おく必要があると思うので，わいわい先生とプレイワーカーがすり合わせをする必要がある。ま

た，あまりルールが多すぎると，本来の地域の豊かな遊び場という感覚が薄れていく部分もある。 
 
○委員 

これからの遊びを考えていった場合，遊びの質の問題とも絡むが，よい子のきまりのような遊 
びのルールも，あまり細かすぎるのも困るが，今の時代には，見守る側がおおよそどういったと

ころに注意が必要かということを，将来的にはまとめていってもいいかもしれない。 
この年齢でこのようなケガがおそらく起こらないであろうと思われる状況で，実際ケガが起こ

っているのは，小さい時，乳幼児期から遊んでいないという背景がある。将来的には，保育園・

幼稚園の方ともそのあたりの連携が必要ではないかと感じる。先ほどの話にも少し出ていたが，

ケガの要因が遊具にあるような感じがあって，ブランコ撤去，これも撤去あれも撤去，児童公園

に昔あった遊具がどんどんなくなっているのが現実。そうなってくると，小学校になって突然遊

具が出てくると当然ケガをする。非常に深刻な問題だと思う。小さい時からステップを踏んで，



それこそ３歳 4 歳になると高い所に登ろうとして少し登ってちょっと落ちて泣いて，またチャレ

ンジしてケガをする，それを超えて登れるようになる。ステップを踏んでいく必要がある。 
将来的には見守りのポイント，おおらかなものを考えてみて構想していってもよいような感じ

がした。 
砂によるケガはどんなものだったのか。 

 
○事務局 

砂をかけられて砂が目に入った事案が上がっていた。 
 
○委員 

砂場も保育園・幼稚園では撤去しているところがある。 
砂場というのは，子どもの遊び，特に幼児期に非常に重要な意味を持っている。その内容で一

冊の本や学術論文ができるくらい。しかし，それが不潔だとか何とか様々な理由で撤去されてい

る。その状態でいくと，とにかく何もなくなってくる。ステップを踏むことで遊び方も安全で自

分たちで自己管理して豊かに遊べるようになってくる。大人側としてはそういった時代をふまえ

て，安全に関するマニュアルのようなものを作っていく。 
 
○事務局 

遊びのルールとかケガの要因を見ながら，どこに見守りの起点を置くのかみたいな事だと思う

ので，今後検討していく。 
 
○委員長 

わいわい広場でやっている豊かな遊びをさえぎるものではなくて，わいわい広場でやっている

ことを生かせるようなきまりのようなものが構想していけるといいのかもしれない。すでに現場

で実践していることの中からつかみながら，学校と地域とでうまくコミュニケーションを取って

いる事例なども共有していければいいのかなと思う。 
これまでは，資料 4 に関する話であったが。その他の資料についてもご意見等あればお願いし  

 たい。 
 
○委員 

全体的なわいわい広場の記録についてだが，わいわい広場発足の頃から大きく数が増えている

のは素晴らしいことだと思う。評価したいと思う。全体の子どもたちに占める参加人数も多いわ

けではないが，これだけの子どもたちが来ているのは喜ばしいことだと思う。市の方を中心とし

て取り組みが前向きに，全市的に広がりを持ってきていることを評価したい。 
 
○委員 

今年度の新規開設について，1 社に偏りがあるみたいだが，どういう状況でこうなったのかに

ついて教えていただきたい。 
 
 



○事務局 
受託事業者の募集については，従来より幅広く募りたいと考えており，今年度の新規校の事業

者公募については，既存事業者以外の新規の事業者も含めて４事業者から公募参加があった。選

考については，企画提案という形でプレゼンテーション等をふまえて評価しており，その結果，

今年度は，その事業者の評価が高い新規校が多かった。 
 
○委員長 
  他に意見等あれば。 
 
○委員 

留守家庭子ども会の状況を確認したい。留守家庭子ども会は全校に配置されているのか。 
 
○事務局 

１３８校にあり，離島や小規模校以外の学校には留守家庭子ども会がある。 
 
○委員 

留守家庭子ども会の主催者は誰か。 
 
○事務局 

基本的には福岡市直営だが，運営は地域に委託している。各学校にＰＴＡ会長などが委員長を

している運営委員会があり，そこに運営を委託している。例えば年間通して何をやるとか，どう

いう備品や遊具を買うとか，そういった計画は地域の運営委員会で決める。その他にも地域の補

助支援員の方の登録や謝礼金支払いという役割がある。市が各留守家庭子ども会に嘱託員と臨時

職員を直接配置しているので，その部分が直営ということになる。 
 
○委員 

大学生も留守家庭子ども会で活動していると聞いている。 
 
○事務局 

各運営委員会に登録する補助支援員として活動していただいているケースがある。夏休みは留

守家庭子ども会の開設時間が午前中からということで長くなり，人材が不足することから，大学

生の方に応援してもらっている。 
 

○委員 
定期的に入っている印象があるが。 

 
○事務局 

通常時の夕方に活動していただいている方もいる。 
 
 



○委員  
わいわい広場と留守家庭子ども会の連携の中心的な課題は一緒に遊べるかどうかということ 

か。 
 
○事務局 

様々な連携があるなかで，課題の１つに一緒に混ざりあって遊んでいない学校が半数くらいあ

る。例えば，留守家庭子ども会がある場所に別の小さなグラウンドがついていて，留守家庭子ど

も会はそこで遊ぶ，といった物理的な場合もあるが，ほとんどはグラウンドを共有しており，本

来一緒に遊べるけれども，それぞれの遊ぶルールが異なるので一緒に遊んでいない。留守家庭子

ども会は，安全にケガをさせないでほしいという保護者のニーズに合わせて，遊びのルールを厳

しくしている例もある。わいわい広場は基本的に学校のルールに則っていて，かつもう少し柔軟

にやっていたりすると，一緒に遊ぶ時のルールが異なってくる。遊びのルールについては，わい

わい先生にも留守家庭子ども会の主任支援員にも双方で話し合って共有してほしいと伝えてい

るが，まだ過渡期でありそこまで行きつかずに一緒に遊ぶのは止めよう，ということで，真ん中

に線を引いて分かれて遊んでいるところがまだあるというのが現状。 
 
○委員 

教育学部では，留守家庭子ども会について論文を書きたいという学生も結構いる。 
留守家庭子ども会にも遊び感に関する蓄積はあって，単なるお預け場所ではない。家庭のニー

ズとは別に，遊びを育む，あるいは生活の場面で育ちを支えるという考え方が蓄積されてきてい

ると思うが，留守家庭子ども会のスタッフへの研修はどんな体制になっているのか。 
 
○事務局 

平成２７年度から新制度が始まり，留守家庭子ども会の主任支援員と支援員は放課後児童支援

員という条例上の位置づけがあるが，支援員になるためには必ず県が行う４日間の認定研修を受

講する必要があり，主任支援員と支援員は必ず受講する。 
その他に福岡市独自で行っている定例的な主任支援員研修が年４回ある。その内容は，子ども

の人権や遊び方，リスクマネジメント，要配慮児童の対応，と多種様々なものがあり，毎年テー

マを決めて行っている。 
私たちが課題と思っているのは，まさに今ご指摘されている部分だと思うが，留守家庭子ども

会は，単なる預りの場ではなく，そこで生活習慣をつけて子どもたちの自主性や主体性，創造性

を育むための事業なので，実はわいわい広場と基本は同じ。生活習慣の確立というのは，わいわ

い広場はメインではないが，遊びの部分については同じような考えでやらないといけないし，よ

く委員の方からも言われている，留守家庭子ども会の運営指針という国が作っているものの中に

そういった内容が書き込まれている。ところが，留守家庭子ども会は，主体的な遊びとかケガが

起こった時に排除するのではなくて自分たちが危険察知能力を高める，といったところまで行き

ついていないのが実状であり，そこを強化したいので，わいわい広場と同じような研修をやろう

としているところである。 
 
 



○委員 
２００７年に設置した「学校施設を活用した放課後等の居場所づくり懇話会」の提言で，既に

福岡市は明確に遊びに関しては子どもの世界は同じで，わいわい広場も留守家庭子ども会も同じ

で一緒に遊ぶ，という図を入れて提言を行っている。大きな目標だと。 
今日改めてデータを見ると，半分くらいしか共有していない。だから，これはやはり非常に重

要な課題だと思う。生活の部分や宿題，おやつの部分は違うが，遊びに関しては一緒に関係者が

連携して行っていこう，ということで，２００７年１１月２日に，当時の吉田宏市長に提言を行

っている。だけど，10 年たっているがまだ，ということなのだろう。 
 
○事務局 

懇話会の後の，放課後等の遊び場づくりの有識者会議の資料の中にも当然出てきており，私た

ちも再度目を通して，当時からの課題が変わってない，ということは認識している。これまでは，

わいわい広場を広げるということをメインに力を注いできて，やっと全校実施にこぎつけたので，

次の大事な課題はそこだと考えている。 
今までは校区任せにしていた部分があって，スタッフの認識が高い学校はうまく連携できてい

るけど，それ以外の課題が多い校区は二の次三の次になってしまっていた，というところがある

ので，今後は市がしっかり音頭を取ってやりたいと思う。 
 
○委員 

留守家庭子ども会の保護者も，わいわいの保護者も小学校の子どもたちの保護者。遊びの中で

子どもたちは育つという部分で，いろんなトラブルやぶつかり合いについて，保護者の中には，

自分の子どもを守る事に陥ってしまっている人もいる。集団の中で子どもを伸ばしていくという

ところまで，学校にいる私たちが保護者に言えてなかったのだと思う。子どもを人間性豊かな子

どもに育てる，思いやり豊かな子どもに育てる，子どもがトラブルを起こした時の対処方法や調

整していく力を保護者と一緒に話し合いながら育てていくのは，学校主導ではないかと思う。留

守家庭子ども会のスタッフの方が，お金を払っているのにケガとかさせて，と保護者から追求さ

れれば，守りに入るのは分かる。保護者の意識を変えていかないといけないのは，私たちかなと

思う。 
 
○委員長 

私もここ何年かわいわい広場や，留守家庭子ども会も研修などで関わっていると，10 年間余り

変わってないかなという部分もあるが，雰囲気としてはだいぶ変わってきたのかなとも思う。昔

は，新しくわいわい広場が始まって，なんだあれ，っていうような感覚だったのが，どううまく

調整していくか，というところに難しさも含めて今抱えているところかなと思う。その時に，確

かに学校の先生が入ると，その校区の子どもたちをどう育てたいかみたいな話に切り替わってい

くのではないか，対立抗争ではなくなっていくのかなというのはすごく感じた。 
もちろん，そう簡単にはいかない部分と，既に青少年育成コーディネーターの方がうまく調整

しながらやられているので，今ここまできているのかなと思う。今日出ていたケガの話もあるし，

登録の話はダブル登録をするようになって解消してきているが，研修の部分など，細かいところ

で少しずれがあることはそう簡単にいかない部分だと思うので，そこをきちんと一つ一つ押さえ



ていけば，子どもたちは同じ学校の子どもたちなので，と思う。 
 
○委員 

学校長の方々に先ほどの学校主導で，といった話をされる時に，わいわい広場や留守家庭子ど

も会の動きを直に見ておられる委員のような校長であれば理解できるところを，あまりよく理解

されていない校長が，学校が全部管理するのかみたいな感じで誤解して捉えられてしまうのは少

し怖いと思うので，言い方というか，留守家庭子ども会とかわいわい広場の発展ぶり，進展ぶり

などもお伝えしていただきながら，そのうえで学校としてどう関われるのか，ということをぜひ

伝えていただきたい。 
 
○委員長 

まだ議論があるかと思うが，時間もあるので，残りの実施状況について事務局より報告をお願

いしたい。 
 
○事務局 

実施状況について，資料６，７により報告 

 
○委員長 

たくさんの資料と写真を見ていただいて，少しイメージが湧いたのではないかと思う。どれが 
遊びの質が高いか低いかではなく，やってみたくなるような，おもしろそうだな思うことをやっ

ていると，子どもたちが集まってくる様子が見えてきたと思う。 
今の報告を受けて，意見や質問をお願いしたい。 

 
○委員  

わいわい広場の実施校数が増えてきて，これからは質をさらによいものにしていくことと，参

加する子どもたちを増やすことが課題だと思う。 
そのためには，保護者の方の理解も必要だが，学校の先生方の理解のウエイトが大きいと思う。

勉強する時は勉強する，遊ぶ時は遊ぶっていうことがとてもよい事だよ，という側面からの雰囲

気が必要だと思う。子どもたちは，リラックスしている生活のなかで，リラックスしている部分

と，緊張の部分，勉強だが，そのバランスがあってこそ学習の方も進む，という面がある。これ

までも何回も申しあげてきたところだが，学校の先生方への啓発というか，校長先生とか何人か

の先生については，理解していただくための取り組みがこれまでも行われているが，すべての先

生が人権教育と同じ様に理解していただくことが必要だと思う。以前，そういうことで教育長と

懇談する場を設定していただいたことがあったが，できるならば，教育センターなどで自由参加

でもよいので，わいわい広場に関して考えてみる機会を設けるができればと思う。先生方への普

及啓発は今後ますます必要ではないかと思う。先生方は昔の先生方と比べると，自分たちが遊ん

でいない世代の先生が先生になってきている。子どもというもののイメージを膨らませていく，

そして遊びの中で育つ面があるということを理解する必要がある。 
不登校の全国的な状況は，少子化にも関わらず数値が上がっている。越境教室をあちこちに作

ったり，カウンセラーを雇うようにしているが，下がらなければいけないのにそうならない状況



にある。いじめ問題も非常に深刻な状況が継続している。すべて人間関係の問題。このあたりは，

学習してソーシャルスキルを学ぶ，教室で学んで得られるものではなくて，遊びを通して幼い時

から獲得される能力である。アクティブラーニングが言われているが，アクティブであるために

はコミュニケーションにしろなんにしろ，遊びの中で関係性を学んでいく必要がある，学習をよ

い状態に持っていくためにもここを先生方に理解していただくことが必要ではないかと思う。 
もう一つは，福岡市は非常によい取組みを行っているわけだが，さらに広く知っていただくた

めに全国発信をして，逆に市民の皆さんにも理解してもらう，ということで，わいわい広場のホ

ームページを開設してみてはどうだろうかと思う。動画を少し入れたわいわい広場を紹介するホ

ームページとかを考えてみてはどうだろうか。啓発ということを狭い範囲ではなく，広く，多く

の人がよい事をやっているんだと理解していただくというような手立てをしてみてはどうかと

思う。 
以上の２点を提案させていただく。 

 
○事務局 

学校の先生の皆さんへの啓発，という話はずっと聞いている。教育センターにも一度状況だけ

は確認したことはあったが，その時はなかなか難しいという感じではあった。再度話はしてみた

いと思う。教員に対してというやり方が１つと，学校単位毎に，先ほど保護者の話もあったが，

特に写真などを見ると全然違うので，例えばＰＴＡの研修でこういった写真等を出せないか，と

か，わいわい広場の周知を兼ねて遊びの重要性のテーマでＰＴＡ主催の講座をやる。そして，そ

の時に教員の皆さんにもご参加いただければ，普及啓発に繋がるのではないかと思う。全市的に

やる方法と個別にやる方法があるのかなと思う。 
ホームページについてだが，福岡市は，放課後子供教室の中でも，外遊びに特化しているとい

うのは特殊なので，これをより知ってもらうための１つの方法として有効だろうなと思う。あと

は人と予算の問題があるので検討はしたいと思う。 
 
○委員長 

他になにかご意見等あればお願いしたい。 
 
○委員 

教員の話があったが，教員も本当に現場では余裕がなくなってきている。福岡市の学校では，

放課後の学びということで，週 2 回ほど勉強の場を放課後に入れている。その間をぬってわいわ

い広場をやっているという状況にある。 
教員の方も自分の学級，自分の学年という横での集団作り，関係性は大切にしているが，異学

年とでの集団作りというか縦の関係，さっきステップを踏む，という話があったが，そういうス

テップを踏んできた先輩と一緒に遊んで楽しむ，というところもなかなか難しい状況になってき

ている。 
わいわい広場の状況を見ても，先ほどの写真にあったように，他の学年も一緒に入って遊んで

いる様子を自分たちも見つけると，楽しそうだなという感じがあるが，あまり活気のないわいわ

い広場はそれぞれがポツンポツンと遊んでいる様子を見かけることが多い。そういう意味では，

異学年の交流ということも，もっと教員も含めて活性化していくとよいのではないか，という気



がする。 
 
○委員 

先生方に直接何かしていただくことを期待しているわけではなく，よく学びよく遊べ，という 
ことで，楽しく遊んでいるね，といった声かけをしてくれるような雰囲気，子どもたちにとって

先生がどういう風な価値観というか考え方を持っているかということがすごく大事だと思うの

で，そういう価値観を持つことを期待したい。 
 
○委員長 

私も教員養成校の大学にいると，学生たちも学びを阻害するものは遊びと捉えている者もいる

と思う。遊ばないで勉強しなさい，と保護者がよく言うように，今の学生がそういう感覚を持っ

ている。私がいろいろな遊び場の話をしても，それは勉強とは関係ない，教員になるためには必

要ない，という見方をする人もいる。それは大多数ではないけれども，そこが難しいところで，

もしかしたら管理職の先生方も悩まれる部分であるかもしれない。逆にわいわい広場という現場

があって，そこを見ていただきながら理解していく，ということもあるかもしれない。確かに，

先生方の負担がかなり増えているのも，重々承知している。分かっていてもなかなかという現状

があるのかもしれないが，メリハリをつけながら学びと遊びが相乗効果になっていくんだ，とい

うところがうまく伝わるといいなと思う。 
 
○委員 

今の先生たちに学びなさい，というつもりはないが，留守家庭子ども会では子どもたちの生活

規律のようなことを育ててもらう。だから，１，2 年生の担任には，留守家庭子ども会を見てく

ることを勧める，わいわい広場に行って子どもたちの様子を見てくることを勧める，要は息抜き

に行っておいで，というようにこちらから投げかけて，先生たちにゆとりを持たせるような事が

大切だろうなと思う。先生たちは黙々と指導案などを作っていてすごくまじめ。現場を見てくる

よう勧めることは大切だと思うし，ホームページなどがあればなおさらよいと思う。 
 
○委員長 

まだこういった議論が出てくるかもしれないが，他にも大事な議題があるので次に進めて，後

半に時間の余裕があればまた時間を設けたいと思う。 
では，昨年の議題であった，「見守りサポーターについて」の報告と，本日の議題である「わい

わい広場未実施校における実施手法」等について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８により報告 

わいわい広場未実施校における実施手法について，資料９により説明 
 

○委員長 
説明があった未実施校における実施手法について，質問等含めてご意見をいただきたい。 

 



○委員 
未実施校については，説明にあったように，離島・僻地は条件がかなり通常と違う。仮説的に

だが，公民館あたりに主体となってもらって，学校や留守家庭子ども会があるなら留守家庭子ど

も会，ＰＴＡなど関係主体が入って，福岡市としては現在常設でわいわい広場をやっていて，年

２回程度で派遣型わいわい広場ということを予定しているが，どういった形が一番よいのだろう

か，という風に話し合った方がよいのではないかなと思う。 
 
○事務局 

説明が少し不足していたが，来月，再来月くらいにそれぞれの校区に入っていこうと思ってい

て，通常であれば青少年育成コーディネーターが行って，学校や地域と話をしている。今考えて

いるのが，区役所に地域支援課があってそこに校区担当の係長がいる。その校区担当の係長が一

番地域の各種団体とか子供会も含めて情報を持っているので，そこに情報を確認した上で，ここ

の校区だと誰がキーマンになっている，というのも含めて，委員が言われたように，２回の派遣

ありきの話ではなくて，現在常設でわいわい広場というものをやっている，と。この校区にそう

いう子どもの遊びに関してどういう課題を皆さん持っていますか？というところから始まって，

一番よい形を模索したいなとは思っている。 
 
○委員 

校区担当の係長より，公民館に直で行った方がよい気がする。 
 
○事務局 

当然公民館にも行くが，先に前段階として，というところで考えている。 
 
○委員 

多分情報量が全然違うと思う。 
 
○事務局 

そうだろうと思う。公民館が一番情報は持っていると思うので，校長も含めて地域とそのあた

りの話し合いをこれから進めていく。ただ，わいわい広場を常設する，というのはちょっと違う

だろうなと思っている。 
 

○委員長 
実際にそういった話し合いの場に行って，どういう風に子どもたちが遊んでいるかという状況

をふまえて，そこをベースにしながら一番よい形でやれる方法，派遣型という提案の中で派遣の

仕方もフレキシブルにというか，地域に合わせて，ということになってくるのかなとは思う。私

も確認できていないところはあるが，事業者に委託する，といった話になるのか。 
 

○事務局 
事業者に委託というよりは，遊びの専門家やプレイワーカーを派遣して行っていただくとか，

やり方はまだ具体的に決めてはいないが，どこかの業者に一括委託することは考えていない。 



○委員 
昼間校庭開放事業の中で年に何回かやっていないか？ 

 
○事務局 

昼間校庭開放事業で実施している遊びの巡回教室のことだと思うが，離島については玄界を除

いて昼間校庭開放自体をしていない。巡回教室は，どちらかというと集団遊びの提供という，わ

りと地域とかでよくやっている形なので，せっかくであれば，子どもたちが少し自分たちの考え

みたいなところを教えるというプログラムよりは，引き出せるというようなところを含めたもの

が，単発でできればよいなと考えている。 
 
○委員長 

こういう方針でという事が少し固まれば，行政としても動きやすいかなと思うので，あくまで

現場・地域の各学校のニーズに合わせてというか現状に合わせて，ということで少し動いていた

だきながら仕組みを作ってもらえたらと思う。この未実施校がある程度整理されれば，ほぼほぼ

全校で実施，という形になって，今後は，すでにやっている実施校をどううまくフォローしてい

くのか，ということにシフトチェンジしていくのかなと思っている。 
もう一つ議題があるので，そこまで含めて最後にまた確認したいことがあれば付け加えていた

だこうと思う。「放課後等の遊び場づくり事業」に関するアンケート調査の実施について，説明を

お願いしたい。 
 
○事務局 

「放課後等の遊び場づくり事業」に関するアンケート調査の実施について，資料 10により説明 

 

○委員長 
ちょっと時間が押していて，あと１０分弱くらいなので，まずはアンケートの件に集中してご

意見をいただいて，もし時間があればプラスアルファで全体を通してということにしたいと思う。

何かご意見等あればお願いしたい。 
 
○委員長 

３年ぶりということで，貴重なデータを集める機会ということにはなると思う。 
 
○委員 

児童向けのアンケートだが，どのくらいの率の回収がイメージとしてあるのか。回収率という 
か。保護者に回すのは，９０とか８０とか多いと思う。今，遊びに来ている，利用している子ど

もたちは，低学年に集中するので登録している中の５割かそれくらいに，要するに来ない子には

現場で回収すると配れないので。保護者の意見が反映していいなら全部出すが，現場に来ている

子であればそれくらいかな。 
 
○事務局 

常時来ている子でよいと思う。あまり回収率がこれくらいないと困る，ということはない。少



し気にしているのは，現場で書けるものなのかな，と。難しいものなのか。一旦帰って書いて，

次の日に持って来る，という風になるのか。 
 
○委員 

読み上げてすると簡単。そうしないと低学年はちょっと難しい。これくらいなので大丈夫だと

思う。 
 
○事務局 

１日で回収ということではないので，例えば１か月の中で集められるだけ集める，という感じ 
かなと思っている。 

 
○委員長 

子どものアンケートで，問２の８番，「プレイワーカーが来る」，カッコして，「（新しい遊びを

知ることができる）」のところで，悩んでカッコにしたんだと思うが，ここは難しい。プレイワー

カーに会えるから楽しみという子どもも，もしかしたらいるかも知れない。 
 
○事務局 

分けてもいいと思う。最初に考えていたのは，プレイワーカーに関係なく，わいわい広場に来

ると知らない遊びを知る，というのは一つの要素になるので，切り分けてよいのかなと思う。悩

んだのは，ここの問いに，例えばわいわい先生が好きだとか，人目当て，ということはあり得る 
な，と。答えとして考えられる項目は，もう少し選択肢に入れてよいのかなとは思う。 

 
○委員 

先ほどホームページという話が出ていたが，情報がないというのは，親が子どもを参加させる

にあたって，結構壁になりかねない。だから，仮に，今後ホームページ等情報提供の充実を図る

として，どういう情報が欲しいですか，といった項目を立てたら，今後の展開に活かせるのでは

ないかと思う。 
 

○事務局 
記述付きにしているので，そこが出るかなという思いもあるが，多分そういうのはなかなか声

として上がらないだろうから，選択肢を出して，ということかと思う。ホームページに限らず何

か出そうとした時に，私たちが思っている事と保護者の皆さんが感じている事は多分差があるだ

ろうから，それは，言われるとおり聞いてみた方がよいかなとも思う。 
 
○委員 

見守りサポーターは保護者だと思うが，その問 10 の３番で，「不安に思うところは何ですか？」， 
というところに，保護者が抱え込むのではなくて，相談先がないとか，何かあった時の相談先を

私は思い浮かべたが，あるいは情報収集先でもよいのかも知れないが，そういうところがない，

ということが不安だったということがありえないのかな，という感じがしている。 
 



○事務局 
イメージとしては選択肢の３番目，「何をすればいいのか，活動内容がわかりにくい」，という

部分で，私たちとしては，本来はわいわい先生が募集をして来てもらった時に，募集の段階で，

まずこんなことをやるんですよ，来てもらったらこういうことを皆さんにお願いしたいんです，

と周知徹底がされてない場合は，ここに○が付くイメージがある。それと相談先というのが同じ

ようなことになるのか。 
 
○委員 

入りの問題と別に，やっていていろんな事が起こる，そういう時にどう対応をしたらよいか分

からないという場合に，もちろん身近なスタッフの方とかいろんな方に相談するのが一般的なの

だろうが，それでも不安な場合，というのがないのかどうなのか。 
 
○事務局  

困った時にどういう形で誰に相談したらよいのかが分からない，ということかと思うが，それ

はありえると思う。 
 
○委員長 

アンケート以外にも何かあればお願いしたい。 
 
○事務局 

アンケートは今日ここで皆さんにお渡ししているので，帰られて気付いたことがあったら，電

話でも別のタイミングでもよいので是非教えて頂きたい。 
 
○事務局 

アンケートについてもう１点ある。ここにはあげていないが，学校を対象としたアンケートを

した方がよいのかなと思っているが，今少し悩んでいるのは，学校に聞くとなると取りまとめる

ので，校長先生や教頭先生の思いが反映されやすいと思う。一方で全教員を対象に，「わいわい広

場をどう思っているか」という質問もありだと思うが，学校長の立場として，そういったアンケ

ートは対応しやすいものなのだろうか。 
 
○委員 

先生方がそこまで関わっているかとなれば，関われていないと思う。管理職中心で窓口で動い

ているので。先生方に負担をかけないというのが，今は基本だから。先生たちへの働きかけを行

ったらどう変わるかな，くらいはわかるかも知れないが現状はきつい。 
 
○委員 

例えば，１年生の学年主任を狙い撃ちで答えてもらうとか。 
 
○事務局 

対象をどうするのかということもだが，学校にもしアンケートをするとしたら，何を聞くのか



なというところも実は私たちとしてもまだ考えきれていない。子どもたちの様子の変化もあると

思うが。 
 
○委員 

遊びについてどんな風に考えているのかを知りたい。学校ではなくて，先生として。 
 
○委員 

わいわい広場について知っていますか，というのは最後に聞いてもよいかもしれないが，わい

わい広場というよりも，子どもたちの遊びについて，その意味を先生方はどう捉えているのか，

ということ。それこそ，週末も遊びではなくて勉強するような，全国的にそういう傾向にある。

学力テストとか。子どもの生活の中での遊び，というものをどう考えているのか，負担にならな

い程度でよいと思う。先生方が子どもの遊び，あるいは子どもの今の遊びの現状，生活の中の遊

びをどういったように認識しておられるのか。 
 
○事務局 

わいわい広場のアンケートというよりも，遊び感についてのアンケートということかと思う。 
 
○委員  

そう。もっと子どもたちに遊ばせてあげる時間を与えてあげたいと思いますか，とか。 
例えば，ベネッセの調査でも興味深いなと思ったのは，子どもたちに社会性をつけるように教

えてほしいとか，高いものも出てくる。ところが遊ばせてほしいは下がる。遊びの中でそういっ

た力が身につくんだとは認識していない。教えられるものだと思っている。学校でもいじめ問題

とかに絡んでソーシャルスキルの講習あたりをすることもあるがそんなことではない。 
 
○事務局 

教育委員会というか文科省では，遊びとか体験学習がそういう生きる力とか主体性を育てる， 
ということで学校の先生にも話としてはいっているのだろうが，そもそもそれを理解しているか

というところもなのか。理解はしているけれども現実世界は，みたいな感じだと思うが。 
 
○委員  

試みてみる必要性はあるのではないかと。 
 
○事務局 

遊び感とは別として，教員の意識調査みたいなことは，教育委員会で数年に１回とかあったり

するものなのか？遊びに関わらず，教育についてでもよいが。 
 
○委員 

子どもの発達とか。 
 
 



○事務局 
そう。全教員向けの無記名アンケート調査みたいな。 

 
○委員 

人権がある。 
 
○事務局 

教員向けのアンケートはあまりない。 
 
○事務局 

正直な意見が出て来た時に，本当にどうなのかというのは興味あるし，知っておかないといけ

ないことだろうなと思う。少し考えてみたいと思う。 
 
○委員長 

今回のアンケートに合わせて調査する，ということではないのか。 
 
○事務局 

同じタイミングだとは考えていないが，やるなら，今年度中に保護者もやるし子どももやるし，   
 可能であれば学校もやりたいなという思いは少し思っている。 
 
○先生 

そんなに負担になるようなことをする必要はないと思う。先生方がどう考えて捉えておられる

のかなということを把握しておくことがこれを進めていくうえで大事。 
 
○委員 

長いスパンで，何年か後に教育がどう変わっていっているか，わかるといいのかもしれない。 
 
○委員 

いつか教育センターでお会いした元校長先生が幼稚園部門を担当されていて，今やっているこ

とで子どもたちと関わる中で遊びがこんなに大事かというのが，今この年になって初めて知りま

した，ということを言われて，非常に印象的だった思い出がある。先生だから分かっているとい

う思いがあるが，学習に関してはご存じだが，意外と遊びというのは別のもので。特に今の若い

世代の先生方は，ご自分が遊ばない状況の中で育ってきているので。 
 
○委員長 

そのあたりも含めてまず検討していただいて，教員評価のためではなく，あくまでわいわい広

場をよくするため，というところで動いていただければと思う。 
時間がオーバーしているが。事務局の方から何かあれば。 

 
 



○事務局 
今年度はこの１回と考えているが，前回から２回行った方がよいのではないかというご意見も

出ていた。まずは，このアンケートを，委託して年度内に分析までまとめる。年度が明けたら結

果がまとまるので，来年度はもう少し早い段階でこの委員会をさせていただきたいと思っている。

５月，６月とか。そして，その状況をふまえて，またもう一度やるべき案件が残るとかであれば，

この形でやるのかもしくはまた違ったもう少しフラットな会議体になるのかはあるが，来年度は

計画の改訂時期でもあるので，今そういう風に考えている。 
 
○委員 

福岡市のわいわい広場は本当に素晴らしい取組みだと思う。１００万都市で。参考までに，英

国のウエンズ州が州政府として２００２年，２００３年に遊びについての政策を備えて進めてい

る。アピールの文章があるので皆さんに参考までに。「ウエンズ」，「遊び」でホームページを開く

と，いろいろ遊びのページが出てくる。 
 
○委員長 

福岡自体もかなり特殊なすごく面白い実践をやっているということでもあると思うので，引き

続き取り組みを進めていただきたいと思う。 
以上をもって，平成３０年度第１回放課後事業推進委員会を終了する。 

 


