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会議出席者 

平成２８年度清須市放課後子ども教室運営委員会会議録 

開催年月日 平成２９年２月１４日（火） 

開催場所 清須市役所南館３階第３会議室 

会議時間 午前１０時００分～１１時５０分 

出席委員 小学校長代表 佐藤 益江 

清須市子育て支援課主幹兼保育長 齋藤 祥江 

保護者代表（西枇杷島地区） 濱田 明美 

保護者代表（清洲地区）  なやか 

保護者代表（新川地区） 早川 美穂 

保護者代表（春日地区） 小崎 一 

西枇杷島放課後子ども教室指導員 七里 光男 

清洲放課後子ども教室指導員 鈴木 治 

新川放課後子ども教室指導員 水野 史雄 

春日放課後子ども教室指導員 中田 繁美 

事務局 教育長 齊藤 孝法 

学校教育課長 丹羽 久登 

学校教育課副主幹兼係長 川村 幸一 

議 題 １ 放課後子ども教室の現況について 

２ 平成２９年度放課後子ども教室について 

３ その他 

備 考  傍聴者 なし 

 

 

はじめに 

丹羽課長 

 

 おはようございます。定刻となりましたので、只今から平成２８年度

放課後子ども教室運営委員会を始めさせていただきます。皆様におかれ

ましては、大変お忙しい中、当運営委員会にご出席いただきましてあり

がとうございます。私は本日の進行を務めさせていただきます学校教育

課長の丹羽と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 はじめに、皆様方の机の上に当運営委員会委員さんの委嘱状をお配り

しております。本来でしたら、お一人ずつ直接お渡しするのが本意では

ございますが時間の都合もございますので机の上にお配りさせていただ

きました。ご了承下さい。 

 開会にあたりまして、齊藤教育長よりご挨拶をさせていただきます。 

 



教育長 あいさつ 

齊藤教育長 

 

 

本日は大変お忙しい中、放課後子ども教室運営委員会にご参加いただ

きありがとうございます。先週、学校ではインフルエンザにかかる子ど

もが増えて、この冬合計で１４クラスが学級閉鎖になりました。今週に

なってから、学級閉鎖のクラス数は減ってきているようです。放課後子

ども教室の趣旨として、将来を担う全ての子どもたちの、安全で安心し

て過ごせる放課後の居場所作りとして、多様な経験や活動が出来ること

を目的としています。ここに参加していただいているコーディネーター

さんは毎日工夫しながら運営していただいていることに対して感謝申し

上げます。また、保護者代表として来ていただいている保護者様、今日

は放課後子ども教室の利用にあたってのご意見等をいただいて、放課後

子ども教室がよりよくなればと思っています。よろしくお願いします。 

議題  

丹羽課長  次に本日ご出席いただいています委員の皆さんの自己紹介をお願いい

たします。 

  

中田委員 春日放課後子ども教室のコーディネーター中田繁美と申します。よろ

しくお願いします。 

 

水野委員 新川放課後子ども教室のコーディネーターをしております。水野史雄

と申します。よろしくお願いします。 

 

鈴木委員 清洲放課後子ども教室のコーディネーターをしています。鈴木治と申

します。コーディネーターになって７年目です。よろしくお願いします。 

 

七里委員 西枇杷島放課後子ども教室のコーディネーターをしています。七里光

男と申します。よろしくお願いします。 

 

佐藤委員 小学校校長の代表として参りました、新川小学校長の佐藤益江と申し

ます。よろしくお願いします。 

 

齋藤委員 子育て支援課、保育長の齋藤と申します。よろしくお願いします。 

 

濱田委員 西枇杷島放課後子ども教室の保護者代表の濱田と申します。よろしく

お願いします。 

 



委員 

いします。 

 

早川委員 新川放課後子ども教室の保護者代表の早川と申します。よろしくお願

いします。 

 

小崎委員 春日放課後子ども教室の保護者代表の小崎と申します。よろしくお願

いします。 

 

丹羽課長 ありがとうございました。なお、本日は寺井教育部長が所用により欠

席させていただいています。よろしくお願いします。 

それでは、議題（１）の実施状況について事務局から説明をさせてい

ただきます。 

 

川村副主幹  それではご報告させていただきます。 

現在、清須市では、西枇杷島小学校、清洲小学校、新川小学校及び春

日小学校にて放課後の子どもたちの居場所づくりを確保することを目的

として、一部の教室や体育館の部屋を使って小学生児童１年生から３年

生までを対象に学習、軽スポーツ及び伝統的な遊戯などを行なっていま

す放課後子ども教室を実施しています。 

教室は、春日小学校および新川小学校で先行開設し、平成２２度には

西枇杷島小学校及び清洲小学校で開設し、現在４校で実施しています。 

開所時間は、４施設とも原則的に給食のある月曜日から金曜日までの

放課後から午後５時までとなっており、土曜日、日曜日、祝日及び長期

休業日などは開設いたしておりません。お迎え時間は必ず午後５時まで

となっております。また、子どもの安全を確保するため保護者又はそれ

に代わる大人がお迎えに来ていただいて下校しています。利用料金は無

料ですが、傷害保険料として５００円を保護者の方に負担していただい

ております。 

運営体制は、それぞれの教室において通常時は、指導員（コーディネ

ーター）１名と補助員（アドバイザー）２名の計３名体制、清洲小学校

では、参加人数が多いため補助員を３名とし４名体制で運営しています。

参加者が多数になると思われる日、例えば一斉下校日・保護者懇談会の

日には、子どもの行動が目に行き届くよう補助員を増員して安全性を重

点におき対応しております。 

本年度の利用登録者数は１月末現在で７４１人であり、昨年度とほぼ



同じ登録者数です。１日の利用者数は教室によって差はありますが、お

およそ３０人から４０人ぐらいでありますが、先程申し上げましたよう

に学校の行事の日によっては、利用者が１００人を超える時もあり、対

応に苦慮しているところです。 

各教室での事故による怪我等の状況ですが、２月６日現在で、擦り傷

等の軽微な怪我はありましたが、傷害保険を利用するといった大きな怪

我は発生しておりません。これは、本日ご出席していただいています指

導員さん、そして補助員さんが常日頃、きめ細やかな指導をしていただ

いている賜物であると思っています。 

また、昨年度から放課後子ども総合プラン事業の一環として、放課後

児童クラブとの一体化・連携を実施してまいりました。各学校で一緒に

過ごしている子どもたちが、放課後も一緒に運動場等で遊ぶことが出来

て、楽しく過ごしているようで、今後もこういった機会を増やしていき

たいと考えています。 

最後になりますが、各教室とも指導員の方々のご努力で、工夫をこら

したイベントなどを交え、一所懸命に取り組んでいただきましてありが

とうございます。 

今後とも引き続き子どもたちの安全を第一にご指導よろしくお願いし

ます。 

 

以上です。 

 

丹羽課長  只今、事務局から実施状況の報告をさせていただきました。 

続きまして、各コーディネーターの先生より、それぞれの教室の実施状

況のご報告をいただきます。 

 まず、西枇杷島放課後子ども教室の七里先生からお願いします。 

 

七里委員 【資料（西枇杷島）】 

 

丹羽課長 ありがとうございました。 

本日お越しいただきました西枇杷島放課後子ども教室の保護者の代表 

濱田様、ご利用いただいているところでのご感想やご意見などをお願い

します。 

   

濱田委員  ３年間、毎日、放課後子ども教室を利用し、楽しく放課後を過ごして

います。とても感謝しています。 



 

丹羽課長 ありがとうございました。 

続きまして、清洲放課後子ども教室 鈴木先生お願いします。 

 

鈴木委員 【資料（清洲）】 

 

丹羽課長 ありがとうございました。 

清洲放課後子ども教室の保護者の代表 

をお願いします。 

 

委員 子どもは毎日利用していて、楽しく過ごしています。宿題を見ていた

だいているので、仕事をしている親にとってはありがたいです。運動場

や体育館で運動したり、本を読んだり自由にできるのでいいと思います。

昨年に比べて工作もいろんなことができていいと思います。上の子はあ

やとりを教えていただいて、出来るようになったと家庭で親に見せにき

ました。下の子は本を読んで過ごしているようです。家の近所では子ど

もがいないので、子どもにとっては友達と過ごせて、いい遊び場になっ

ています。 

 

丹羽課長 ありがとうございました。 

続きまして、新川放課後子ども教室 水野先生お願いします。 

 

 

水野委員 【資料（新川）】 

 

丹羽課長 ありがとうございました。 

新川放課後子ども教室の保護者の代表 早川様、ご感想やご意見など

をお願いします。 

 

早川委員  お世話になっています。１年生の双子の子どもが利用しています。５

月のころは週４回利用していました。最近は週１から２回利用していま

す。住んでいる地域には子どもがいないので、放課後子ども教室は楽し

く利用しています。特に木曜日のドッヂボール大会はいいと思います。

双子の子どもは、外遊びが好きなので、出来ることなら外での遊びがし

たいです。 

 



丹羽課長 ありがとうございました。 

続きまして、春日放課後子ども教室 中田先生お願いします。 

 

中田委員 【資料（春日）】 

 

丹羽課長 ありがとうございました。 

春日放課後子ども教室の保護者の代表 小崎様、ご感想やご意見など

をお願いします。 

 

小崎委員  放課後子ども教室はありがたい教室と思って利用させていただいてい

ます。同級生等は家から遠くに住んでいて、一緒に遊べないので、同級

生や他の学年の子どもたちと遊べるのでいいと思います。親としては、

放課後の安全面を考えると放課後子ども教室はいいと思います。放課後

子ども教室では、家庭では出来ない座禅やこま回し等が経験できるので

ありがたいと思います。宿題も見ていただいているので助かります。集

団活動でのルールや決まりごとをしっかり指導していただいてありがた

いと思っています。 

 

丹羽課長 ありがとうございました。 

 小学校の代表として、新川小学校の佐藤校長先生から、学校の立場か

らご意見などいただけますでしょうか。 

 

佐藤委員  放課後子ども教室は、授業後の子どもたちの居場所になっていて、あ

りがたいと思っています。放課後子ども教室の先生方には、いつもお世

話になっていて、感謝しております。自分が子どものころは、公園等で

遊んでいていろんなことが起こりましたが、今の子どもたちは放課後子

ども教室を利用されているため、穏やかに過ごしていると思っています。

また、校内でトラブルがあった子どもたちが放課後子ども教室を利用し

ていることがあり、放課後子ども教室へ引き継いでいき、有意義な時間

を過ごせたらと思っています。 

 

丹羽課長 ありがとうございました。 

 次に子育て支援課、齊藤保育長より何か意見等ありましたらお願いし

ます。 

 

齋藤委員  それぞれの放課後子ども教室が、指導員等の工夫をこらした運営によ



り、子どもたちが楽しく過ごしていると感じました。放課後児童クラブ

と放課後子ども教室との連携等においては、授業後の子どもたちは学校

から解放されて、リラックスタイムの中で、運営されているのでご苦労

があると思いました。 

 

丹羽課長 ありがとうございました。 

これまでのところでご意見・ご質問などはございますか。 

 

中田委員  放課後児童クラブや放課後子ども教室のことについて、新１年生の保

護者は何も情報がないので、１０月に行われる就学時健康診断の会場で

説明したらどうでしょうか。 

 春日放課後子ども教室は１２０名の定員がある関係で、年度途中の登

録申請は認められていないが、転入してくる子どもたちに利用できない

のは説明しにくいので、年度途中の利用を認めてほしい。 

 

 

丹羽課長 放課後児童クラブについて、回答は難しいですが、放課後子ども教室

については、来年度から２月に行われています、新１年生向けの学校説

明会で周知していきたいと思います。 

春日放課後子ども教室は定数があるため、途中利用は現在認めていま

せんが、他の教室において定数がないことから、来年度から定数はなく

して、途中利用を認めていきたいと考えています。 

 

それでは、議題（２）平成２９年度放課後子ども教室について事務局

から説明させていただきます。 

 

川村副主幹 来年度におきましても、基本的には 28年度と同様な規模・体制で進め

てまいります。 

新２年生・３年生になる子どもは始業式の翌日（４月１０日【月曜日】）

から開設となり、新１年生はゴールデンウィーク明け（５月８日【月曜

日】）からの開設を予定しています。新２年生・３年生向けのご案内文書

を３月初旬に学校を通じて保護者の方に配布させていただく予定です。 

また、来年度も４月中にそれぞれの教室単位で保護者の方を対象に利

用説明会を開催いたしますが、その折には、台風などの災害やその他の

理由により教室が中止等になった場合の対応についてのご案内文書をお

配りする予定です。 



そして、２８年度の現況でも触れさせていただきましたように、放課

後子ども総合プランの一環事業として、放課後児童クラブとの一体化・

連携を今まで以上に交流回数を増やしたりして、より一層充実とした教

室を目指していきたいと考えています。指導員の皆様におかれましては、

この趣旨をご理解していただき、放課後児童クラブとの協議・調整を引

き続きよろしくお願いします。 

 

以上でございます。 

 

 

丹羽課長 只今、担当より平成２９年度からの子ども教室について説明をさせて

いただきましたが、ご意見・ご質問などはございますか。 

 

鈴木委員  保護者から傷害保険を納めていないと、放課後子ども教室が利用でき

ないと思われているので、納めていなくても利用できることを伝えるこ

とは出来ないか。 

 

丹羽課長  ３月中に新２、３年生へ利用募集の申請書については学校を通してお

渡します。その時に、子ども教室として傷害保険に入っているので、傷

害保険を納める前でも利用できることを周知していきます。 

 

丹羽課長  それでは、最後に議題の（３）その他でございますが、特に事務局か

ら持ち合わせしているものはございません。 

 

長時間にわたり、お疲れ様でした。以上を持ちまして平成２８年度放

課後子ども教室運営委員会を終了させていただきます。ありがとうござ

いました。 

 

以上 

○閉会（時刻：午前１１時５０分） 

 


