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会議出席者 

平成２９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３０年２月１３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２９分 

出席委員 小学校長代表 大山 由利代 

保護者代表（西枇杷島地区） 赤塚 直美 

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） 古根 やよい 

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 太田 慎一 

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 齋藤 孝法 

 教育部長 寺井 秀樹 

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 

 学校教育課主事 岡本 めぐみ 

議 題 １ 放課後子ども教室の現況について 

２ 平成３０年度放課後子ども教室について 

３ その他 

備 考  傍聴者 １名 

 

 

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２９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。 

 なお、本日は傍聴者が１名入室しております。この傍聴している方は、

来年度古城放課後子ども教室が開設されるにあたり、コーディネーター

を勤めていただく予定の内田様です。 

  



 それでは、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。 

放課後子ども教室は、将来を担う全ての子どもたちが安全に過ごせる

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。今、参加していただいているコーディネーター様には毎日工

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き、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。 

さて、来年度は現在開設していない４校のうち、古城小学校の放課後

子ども教室が開設されます。また、残りの３校といたしましても３１年

以降に開設を予定しており、子どもたちを安全安心な街で育てたいとい

う市の方針のもと現在市内小学校全ての開設に向け計画中です。 

改めまして、今回の委員会では現状確認しながら今後について考える

会にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

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。 

 

太田委員 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。太田慎一と

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。 

 

大山委員 小学校校長の代表として参りました、春日小学校長の大山由利代と申



します。よろしくお願いします。 

 

赤塚委員 西枇杷島放課後子ども教室の保護者代表の赤塚と申します。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。 

 

古根委員 春日放課後子ども教室の保護者代表の古根と申します。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１名と補助員

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７６９人であり、昨年度に比べ

２８名増えています。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６０人ぐらいであります。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、１月末現在で、擦り傷・

打撲等の怪我で傷害保険を利用した利用者は４件ありました。 

また、平成 27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。 

以上でございます。 

 

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 

赤塚様、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。 

   

赤塚委員  毎回楽しいイベントがあり、また宿題も見ていただき、楽しく安心し

て放課後子ども教室を利用しています。とても感謝しております。 



１つお話させていただきますと、放課後子ども教室は４年生になると

無くなってしまうので、たとえば一斉下校の日などの部活動がないとき、

ボランティアという形で放課後子ども教室に入って下級生との交流を図

るというのはいいのではないかなと思います。以上です。 

 

丹羽課長 ありがとうございました。 

先ほどのご意見に関しましては、検討させていただきたいと思います。 

続きまして、清洲放課後子ども教室 太田先生お願いします。 

 

太田委員 【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 太田先生にはいつもお世話になっております。放課後子ども教室は安

心して子どもを預けることができるので、仕事をしている親にとっては

ありがたいです。 

また子どもは家に帰ってきて英語の歌を歌い、今年は静かに宿題がで

きると話してくれます。 

遊びの面では、運動場で遊びたい子、体育館で遊びたい子など、それ

ぞれ子どもの個々に好きなことをやらせていただいているという印象

で、いま外遊びをしない子どもが増えているので運動場で遊ぶなどはと

てもいいことだと思います。 

放課後子ども教室では、家が遠い子とも遊ぶ機会が増え、他学年の子

や親との交流をもつことができるのも魅力です。 

あと先ほど話にもあったのですが、放課後子ども教室を３年生まで利

用していた子のお母さんが、４年生になって参加できなくなると「この

日にいけるといいな」という日が何日かあると聞いたので、４年生にな

っても参加できる方法があるといいと思います。以上です。 

 

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。先程お話がありましたが比較的少人数という

こともあり、先生方の目が子どもたちに行き届いて、とても安心して預

けることができています。また、私には２年生になる子どもがいるので

すが、漢字の宿題が多く、家でやるとたくさんの時間がかかると思いま

すので、放課後子ども教室でやっていただけるのはとても助かっていま

す。また、子ども自身も集中して宿題ができるといっていますし、週に

１度のドッヂボール大会をとても楽しみにしています。今後も活用させ

ていただきたいと思っております。以上です。 

 

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 古根様、ご感想やご意見など

をお願いします。 

 

古根委員  いつもお世話になっております。１年生で、まだ保育園児ぽさが抜け

ないころからお世話になっていて、最初のころはトラブルもありました

が、そういったときでも先生方がきちんと子どもたちを見てくださって

「今日こんなことがありました。でも大丈夫でしたよ。」と声をかけてく

ださるので、すごく安心して預けることができています。今ではだいぶ

落ち着いており、「他学年の友達ができたよ。このままいけば友達 100

人できちゃうかも」と家で話をしてくれるなど、とても楽しく利用させ

ていただいております。本日、この会に参加させていただき、ほかの学

校の様子を聞くことができてよかったです。ありがとうございました。 

 

丹羽課長 ありがとうございました。 

 小学校の代表として、春日小学校の大山校長先生から、学校の立場か

らご意見などいただけますでしょうか。 



 

大山委員  いつも子どもたちのために、保護者の皆様には御協力いただき、先生

方にはいつもお世話になっております。感謝申し上げます。子どもたち

は本当に放課後子ども教室での時間を楽しみにしております。トラブル

もありますが、そこをきちんと先生方のほうで聞き取りをし、解決に導

いて保護者の方にも連絡をしていただいているなかで、人間関係をどん

な風に結んだらよいのかを身をもって体験しながら上手に学んでいると

思います。漢字、計算等々の学習もありますが、３学年が１度に交流が

できる、子どもたちにとって人間形成の大切な場の１つだなと思います。

学校としましても、ご意見・ご要望等聞きながら連携を密にさせていた

だきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

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。 

（委員より「なし」の声あり。） 

 

それでは、議題（２）平成３０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 はい。川村です、よろしくお願いいたします。 

来年度におきましても、現在実施しています 4 ヶ所の放課後子ども教

室は２９年度と同様な体制で進めてまいります。 

古城小学校では体育館 2 階において、４月から古城放課後子ども教室

を新たに開設いたします。 

新年度の利用開始については、新２年生・３年生になる子どもは始業

式の翌日の４月１０日から実施開設となり、新１年生は５月のゴールデ

ンウィーク明けの５月７日からの実施開設を予定しています。 

利用申請の案内は、現在実施の４ヶ所の新２年生・３年生向けには、2

月下旬か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。古城放課後子どこ教室においては、現在、学校を通じて保護者

の方に配布しています。 

新１年生は、例年通り、古城放課後子どこ教室も含めて、４月上旬に学

校を通じて保護者の方に配布予定です。 

利用説明会は、古城小学校の新２・３年生へは３月２６日を予定して

います。新１年生は、４月中にそれぞれの教室単位で新１年生の保護者

の方を対象に利用説明会を開催予定です。 



そして、２９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、事務局より平成３０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。大きな変化は来年度より古城小学校にて放課後子ど

も教室が開設され、再来年度より残りの３校が新たに開設され、全ての

学校で開設されるということでございます。 

何かここまでご意見・ご質問などはございますか。 

本日、コーディネーターの皆様からの現状、課題及び成果についてお

話いただきました。また、保護者の代表の方々におかれましても貴重な

お話をしていただき、ありがとうございました。 

清洲小学校区つきましては、利用人数が多く１日６０人もの利用があ

るということで、安全面が不安だというご意見を頂きました。事務局と

いたしましては、環境面はさることながら、指導員等の増加について努

力してまいりますので、保護者様からのご意見等ございましたら、指導

員の方を通じてご意見をいただければと思います。今後ともよろしくお

願いいたします。 

また、古城小学校の開設につきましても、保護者の方からのご意見、

コーディネーターの皆様の特色のある実状などを取り入れたいと考えて

おりますので、今後ますます発展させていただきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 

丹羽課長 それでは、以上を持ちまして平成２９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。長時間にわたり、お疲れ様でした。あり

がとうございました。 

 

以上 

○閉会（時刻：午前 11時 29分） 

 


