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平成２８年度第１回廿日市市総合教育会議 会議録 

 

１ 日時   平成２８年１１月２８日（月） 

       開会１５時３０分  閉会１６時４５分 

 

２ 会場   廿日市市役所２０１会議室 

 

３ 出席者（構成員） 

       市長           眞野 勝弘 

       教育長          奥  典道 

       教育委員         山川 肖美（教育長職務代理者） 

教育委員         山下 芳樹 

       教育委員         中尾 好美 

       教育委員         渋谷 憲和 

       教育委員         山田 恭子 

 

     （事務局） 

       分権政策部長       西村 元伸 

       教育部長         西  寿実 

       福祉保健部長       山本 美恵子 

       分権政策部次長      金谷 善晴 

       教育部次長        泉  勝 

       自治振興部次長      谷口 浩示 

生涯学習課長       金沢 民恵 

生活福祉課長       和田 浩 

       子育て支援課長      村上 雅信 

       経営政策課主任企画員   木下 英治 

教育総務課係長      畑板 純子   

       経営政策課主任      飯尾 公一 

 

４ 議事   （１） 廿日市市における放課後対策について 
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【議事】 

事務局（分権政策部長） 

      定刻になったので、平成２８年度第１回廿日市市総合教育会議を開会する。 

      本会議は公開のもと開催し、議事録の要点を公表する。なお、本日の会議に

     は報道関係の方も傍聴されていることを報告する。 

初めに、廿日市市長の眞野より挨拶を申し上げる。 

眞野市長  昨年度、この総合教育会議において、『「ふるさと廿日市」に愛着と誇りを

持ち、未来を担う人づくり』を基本理念とする教育大綱を策定した。今年度か

らは、この大綱に掲げた５つの基本方針に基づき、各担当部局において、鋭意、

事業に取り組んでいるところである。総合教育会議も２年目を迎えるが、引き

続き委員の皆様方からの意見を伺いながら、教育部局と市長部局が一体となり、

本市の教育振興に取り組んでまいりたい。この総合教育会議を通じて、より一

層、教育委員の皆様方との連携を深め、本市の更なる発展・充実に向けて努め

てまいりたい。 

事務局（分権政策部長） 

次第３、議事については市長により進行をする。 

眞野市長  議事（１）、廿日市市における放課後対策について、説明を求める。 

事務局（福祉保健部長） 

廿日市市における放課後対策について、資料１により説明する。 

      「１ 子どもを取り巻く環境について」であるが、共稼ぎ家庭やひとり親家

庭が増加し、核家族の孤立や少子化が進行するなど子どもを取り巻く環境が変

化する中、子どもたちの安全安心な居場所を確保することを多くの保護者が望

んでいる。平成２６年に実施した本市の子ども・子育て支援事業計画のアンケ

ート調査では、充実してほしい市の子育て支援策として、「安全な遊び場を増

やしてほしい」という回答の割合が５３％であった。 

「２ 国の動向」であるが、放課後児童健全育成事業（厚生労働省所管）

と放課後子供教室推進事業（文部科学省所管）を一体的あるいは連携した形で、

放課後子ども総合プランが平成２６年７月に創設されている。 

「３ 本市の取組について」であるが、平成２７年３月に策定した、子ど

も・子育て支援事業計画では、放課後対策として、放課後子ども総合プランに

基づき、留守家庭児童会、放課後子供教室の共通のプログラムの実施や地域の

人材を巻き込んだ多彩なプログラムを提供し、異年齢交流と学ぶ意欲の向上を
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図ることとしている。 

「（２）留守家庭児童会と放課後子供教室の事業の比較」であるが、留守

家庭児童会は、吉和小学校を除く１６小学校区の児童会毎に嘱託職員を配置し

て直営により実施している。吉和小学校では、夏休みなどの長期休暇において、

保護者等による組織で運営がなされており、市は補助金という形で支援してい

る。留守家庭児童会における課題は、利用希望者には待機を出さないという方

針のもと、児童数が増加している小学校では施設が狭隘になっており、小学校

に最大限の協力をいただいているが、児童の過ごす専用スペースが不足してい

ることである。児童数が増加している沿岸部の５校については、順次、計画的

な増築などを計画している。また、資格要件が必要な支援員の確保には、昨今

の保育士不足の中で一層の工夫が必要である。放課後子供教室は、スペースや

指導者数などの関係で対象学年を定めて実施をしており、大野地域の２校、阿

品台東小学校、原小学校と実施校が広がっている。運営は各学校地域支援本部

が担い、地域の協力者が指導者となって取組んでいるが、全体のコーディネー

トを担う人材やボランティアなどの不足のほか、実施場所の確保、プログラム

内容の偏りなどが課題として挙げられる。 

「（３）今後の取組内容」であるが、児童の放課後の環境を安全安心に、

交流を促し意欲を育む内容とするため、可能な限り２つの事業を一体的に取組

むことが効果的であり、それぞれの運営の基盤強化を図りながら、まずは教育、

福祉の部局が施策を共同して立案する連携の仕組みをつくり、モデル地区を設

定するなど学習・体験活動などに取組むよう考えている。 

事務局（子育て支援課長） 

 放課後の子どもの居場所づくりについて、資料２により説明する。 

「１ 年齢別児童数及び小学校別児童数」であるが、小学校別児童数は、

ばらつきはあるが、全体としては各学年１，０００人前後である。 

２ページ、「２ 廿日市市子ども・子育て支援事業計画策定に係るアンケ

ート結果」であるが、就学児童及び就学前児童の母親を対象とした就労状況を

見ると、女性の就労、社会進出が確実に進みつつあると言える。 

３ページ、放課後の過ごし方についてのアンケート結果では、就学前児童

の保護者は、１年生から３年生までの低学年児では、留守家庭児童会の希望が 

４４．８％と約半数程度となっているが、４年生から６年生までの高学年では

２５．２％と４分の１程度である。 
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４ページ、「３ 放課後の居場所づくりとして実施している事業の現状」

であるが、留守家庭児童会については、平成２５年に１，１００人程度だった

登録者数が年々増加し、平成２８年で１，４００人程度になっている。平成２

７年度から利用対象学年を３年生から６年生までに拡充したことから、今後も

増加していくものと思われる。各児童会において申込みは全て受け入れており、

児童数の多い学校では余裕教室がなく、図書室や特別教室などを一時利用し、

何とか対応している状況である。児童会の専用スペースの確保に課題のあると

ころは、廿日市、地御前、大野東、大野西である。今後は佐方が増加すると予

測している。申込率は、学年が低いほど高く、小学校１年生では４３．６％と

半数近くに上っており、保育園から小学校への切り替え時の、いわゆる小１の

壁と言われるところである。その後は、学年が上がるにつれ徐々に習い事や留

守番ができるようになったりすることと想像できるが率が減少している。 

次に、放課後子供教室については、全児童を対象に、地域の方々の参画を

得て、学習や昔遊びなどの様々な体験・交流活動、スポーツ・文化活動等の機

会を提供している。現在は、大野西、大野東、阿品台東、原の４小学校で実施

している。留守家庭児童会は、夏休みなども含め、月曜日から土曜日まで毎日

６時半まで開催しているのに対し、子供教室は、曜日や時間が限定的である。

対象人数も留守家庭児童会に比べれば少ない状況である。 

５ページ、放課後等デイサービスについては、障がいのある児童を対象に、

放課後等に児童発達支援センター等の施設に通わせて、生活能力の向上のため

に必要な訓練などを行っている。児童福祉法に基づく事業であり、障がいのあ

る児童の放課後の居場所の一つとなっている。なお、これらは全て民間の施設

である。 

次に、学習支援事業については、市や広島県が施設や団体に委託して、児

童への宿題等の学習支援を実施しているものである。 

最後に、地域による居場所づくりについては、町内会や市民センター等な

ど、地域によってそれぞれ特色のある居場所づくりが行われている。 

眞野市長  子どもが健やかに育つためには、学校、家庭、地域が連携し、子どもにとっ

て安心して過ごすことのできる居場所づくりが大切なのではないかと思う。何

かご意見、ご質問があればお願いする。 

山下委員  資料２の５ページ、（３）放課後等デイサービスについてである。この放課

後の子どもたちの居場所づくりは、全ての子どもを対象にということが前提で
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あり、その中でも障がいを持つ子どもたち、特別支援が必要である子どもの居

場所ということもしっかり考えていく必要がある。以前、私が勤務していた場

所に、毎週木曜日の放課後、障がいを持った子どもたちが２時から５時半ぐら

いまで過ごす場所があった。先般、現在の状況を尋ねたところ、本年度から、

事業所のヘルパーさんの関係等々で、毎週行っていたものが月１回になったと

のことであった。ただ、その他の曜日には、デイサービス等を利用しながら、

居場所を確保しているような保護者の方もおられた。そこで、廿日市市のデイ

サービスについて、幾らか負担というものを保護者が出しながら、行政も補助

を行っているのではないかと思うが、現状を伺いたい。 

事務局（障害福祉課長） 

放課後等デイサービスの補助であるが、民間に対しての補助といったも 

のはない。いわゆる報酬に対して国・県が４分の３、市が４分の１を負担し 

ている状況である。 

山下委員  利用状況等についてはどうか。 

事務局（障害福祉課長） 

各放課後等デイサービスについては、定員が１２名前後である。同じデイサ

ービスで毎日通所を重ねるケースもあれば、週に１回など、状況によって利用

回数等に違いはある。 

山田委員  資料１の「３ 本市の取組について」である。留守家庭児童会と放課後子供

教室の比較があるが、放課後子供教室は４か所になっている。資料２の５ペー

ジにある地域による居場所づくりというところにも、やはり名前は放課後子ど

も教室とか放課後キッズ広場とある。市として考えている方向は、あくまで実

施主体は市の教育委員会で、運営は学校支援地域本部の形のものだけを考えて

いるのか。地域の実情に応じながら、うまく活用して連携していくというのが

今回の総合プランになると思うが、平成１９年に放課後子供教室が始まったに

しては広がっていない。学校支援地域本部は各学校に出来ているが、今後、ど

のように展開していくのかが１つの課題ではないかと思う。私のイメージする

放課後子供教室は、国、市の資料と若干異なっているかも知れないが、留守家

庭児童会の場合は、生活プラス遊び。遊びと言っても学習も入るが、放課後子

供教室になると、自由に安心して遊べて、その中から色々なことを学べる場所

ではないかと思う。危ないこと以外は注意しない。やりたいようにさせるので

はなくて、やりたいと思っていることを聞き出し、考えさせてからやらせてい
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くとか、何か押しつけではない自由な場所みたいな形のものをイメージしてい

るが、この表で見ると非常に限定的な感じがする。 

事務局（生涯学習課長） 

平成１９年から始まった放課後子供教室は、現在、４教室と広がりを見せ

ていないことは認識している。地域の力という部分を大切に、まずは学校支援

地域本部をどの学校にも設置し、その広がりとして放課後の子どもたちへの支

援を拡充していく考えのもと取組を進めている。学校支援地域本部では、地域

の皆さんが、地域の子どもたちをどのように育てていくのかについて真剣に考

えて取組まれている。計画では３０年度までに、学校支援地域本部を設置し、

それから放課後子供教室も全ての小学校へと考えているが、やはり地域の方々

の考え、状況も話し合いながらという部分で非常に遅れた取組になっている。

内容も、地域の子どもたちに何が必要かということを、地域の方、また放課後

子供教室のコーディネーターの方が子どもたちの状況を見て、丁寧に考えてい

ただきながら中身作りをしている。地域の方々が子どもたちの状況をよく知っ

ているという部分を大事にしながら放課後子供教室を実施していきたい。留守

家庭児童会の子どもたちも、放課後子供教室に少し参加が出来ていないという

状況もあって、限定的に捉えられている部分は、今後、関係課と協議をしなが

ら、豊かな場となるよう取組みを進めていきたい。 

山田委員  留守家庭児童会の場所は、学校内か、それとも地域の市民センターや児童

館にあるのか。放課後子供教室の場所によっては、留守家庭児童会に入って

いる子どもたちを連れて行くということになるし、学校内での施設を利用し

て行うということになれば、今の学校の体制にまた負担を更に上乗せするよ

うな形となり好ましくない。一体的にというのは困難だと思うが、最初から

困難ではなく、一緒になって知恵を出しながら、出来る方向を考えていかな

ければいけない。市長部局と教育委員会との連携ということもあり、私たち

教育委員も、実際に留守家庭児童会や子育て支援センターなどの現場を見て

みたい。 

事務局（子育て支援課長） 

留守家庭児童会は、基本的には学校の中が多い。各児童会それぞれ、学校で

いうと１６か所であるが、学校の外にあるのが、地御前小学校の一部の児童会

で、そこは２つ児童会があり、１つの単位で４０人程度である。それから津田

小学校は、小学校の付近に児童館があり、そこを借りている。友和小学校では、
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道路を挟んだ隣に児童会がある。 

眞野市長  留守家庭児童会と放課後子供教室の連携という点は大きなポイントだと思う

が、教育長はどうか。 

奥教育長  本日の一つのテーマでもあったと思うが、山田委員の意見と同様に、この両

者をいかに一体的なものとして進めていくのかが大事である。一体的な取組を

円滑に実施できる情報交流の場などを設けることが大切ではないか。 

眞野市長  山川委員はどうか。 

山川委員  私は、子どもが小さいときに留守家庭児童会でお世話になったので、その

ときに少し課題と思いながら、今、少しずつ改善されているなという思いの

ところから話をしたい。下の子が１年で早々に自ら退会してしまったという

過去があるが、何が原因だったかというと、留守家庭児童会は登録制になっ

ており、当日、偶然遊びに来たお子さんと一緒に遊ぶことができないことが

大きな原因であった。常に遊ぶときにはその登録されているメンバーだけで

遊ばないといけないので、もう少し柔軟に、１日登録制とか、何か子どもた

ち同士の遊びを分断しないような方法があると良いと感じた。それから、放

課後の段階で、福祉と教育という部分を、子どもの遊びとか子どもの生活を

基準に、何か連携できるようなことがあれば良いと思う。それから、お願い

になるが、どうしても留守家庭児童会の場合は、就労している母親が増えて

いるので少し意味付けが変わってきていると感じる。これまでは、どうして

も行き場がない子どもが行くというようなイメージで、子どもたち自身が留

守家庭というものに対して積極的な意味付けを持ちにくかった気がする。今

回、放課後子供教室と一体化することで、より積極的な意味付けがお互いに

出来ると良いのではないか。具体的には、異世代交流があり、それが一つの

アピールポイントになるとか、あるいは、テーマ別で子ども音楽隊をつくる

とか、子ども写真倶楽部をつくるとか、そういうテーマを掲げて、子ども同

士が打ち込むようなものを一体化する中で、より積極的な意味付けが出来る

と良いのではないか。また、子どもを預けている親側からすると、子ども同

士だけが繋がっているという状況があるので、こういう場に来ている子ども

の親同士のネットワークづくりについても少し考えていただきたいと思う。 

事務局（福祉保健部長） 

今後、連携した取組を行っていくうえで、色んな示唆をいただいたので、こ

れから検討させていただきたい。 
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山川委員  一方で、学校の先生方の負担というものも考える必要がある。出来るだけ負

担の少ない形で進めていただければと思う。 

眞野市長  異世代交流、親同士のネットワークという話についてはどうか。 

事務局（生涯学習課長）  

異年齢交流となると、年齢を限っている放課後子供教室もあるが、４年生か

ら６年生の子どもが、お兄さん、お姉さんとなり遊びを考えている教室もある。

地域の方々が、これが大事だという発意からの活動であるので、そうした部分

を大切に、他教室にも広げていくということはやっていきたいと思う。 

山川委員  ぜひ発意を大切にしていただき、そういう知恵の部分については、広げてい

ただけると助かる。 

山田委員  私も限られた友達しか遊べないということで、途中退会し、家で遊ぶという

山川委員と同様なことがあった。もう少し柔軟に、また新しい放課後子供教室

のような、新たな遊び場所とうまく連携してできるようなことがあれば良いの

ではないか。また、子どもの意向を酌み取る力を、私たち大人がもっと力をつ

けて、子どもたちの居場所で生かしてやるような形に新しい放課後子供教室が

なっていけば良いのではないかと思う。アンケートにしても、保護者の希望も

あるが、子どもたちの思いも大切である。 

奥教育長  本市の子どもたちが、地域や子供会などの行事に参加をしているか否かと

いうのを県全体で調査している。それによると、本市の子は７５％が肯定的

に評価をしている。県全体ではそれが６７％程度で、約１割本市はポイント

が高い。つまり、それは地域と子どもとの関わりということを、子どもたち

もある面で肯定的に見ているということである。それから、子どもは何をし

ているかということの話題があったが、直近の資料では、本市の小学校では

４３％が学習塾に行っているというデータである。中学校が５７％、広島県

全体もほぼ同じである。小学校で４割、中学校で６割程度の子どもが学習塾

に通っているという状況の中で、放課後子供教室というのはどういう位置付

けで考えていくのが良いのかということも今後、検討していく必要があると

思う。 

渋谷委員  最初に、厚生労働省と文部科学省で一体的にうまくやれるのかと感じた。子

どもたちにも様々なタイプがある。親が面倒を見られないタイプと、自分たち

は何かやりたいというタイプである。それを一緒にする、物理的な場所の話も

出たが、かなり難しい気がした。ただ、方針として、先ほど教育長が言われた
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ように、何かを始めてみて、うまくいけばそれを広げていくというような形が

良いのではないかと思う。そこで、学校の関わり方について尋ねたい。 

奥教育長  基本的には施設を貸して、留守家庭には専属の指導員が学校毎に配置される。

ボランティアの人が対応していただくという形になるので、直接学校の先生が

関わるということはない。 

渋谷委員  そのコーディネーターと地域支援の方々は、学校の先生もいるが、そのプロ

グラムみたいなものがうまくいくのかなというのを少し感じた。 

山下委員  最初のところで、今、待機している子どもはいないと言われる中で、スペー

ス不足とか、指導する方、支援の方等の数が少ないとあった。要するに人、モ

ノ、それから中身は先ほどから話しが出たが、場所の確保、余裕教室や家庭科

室など、その辺りを学校側と協議しながら場所を確保する。また、指導する支

援員の方についても、例えば学校支援の方も段々減っていると聞いているので、

モデル地区という話も出たが、地域の皆さんにこういうことに取組んでいると

いうことをもっと周知する必要もあると思う。私も地域の人間として関わりた

いが、なかなか難しい。何といっても子どもたちが安心して安全で活動できる

場所をいかに確保していくかということが一番大切である。 

事務局（福祉保健部長） 

留守家庭児童会については、やはり児童数の増加もあるので、計画的な専

用スペースというのを整備していきたい。しばらくの間は恒常的に児童の利用

が多いという時期は把握しているので、説明した５校については、年次計画を

もって整備をしていきたい。 

中尾委員  私も、息子が一時、児童会にお世話になった。今は少しシステムが変わって

いるかもしれないが、保護者の方が行事のときに手伝いをする役割があり、そ

れが年度当初に決められる。仕事の性質上、行事に行けない可能性があるので、

迷惑をかけないよう、やめざるを得なかった。また、利用対象学年が６年生に

なったばかりなので、数が少ないというのがあるのかもしれないが、６年生た

ちの居場所が少ないのかもしれない。最近、フィンランドの教育システムなど

を勉強する機会があり、ますますこの情操教育の大切さとか、学校・家庭・地

域が一体となって、将来の廿日市市というか日本を支えていく子どもたちを一

緒になって育てていかないといけないということを強く感じている。先ほど山

田委員も言われたが、地域の方が皆さんの得意なことを教えるということもす

ごく大切だが、教えない教育の仕方、とても難しいが聞かれたら教えるという
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ような、そういった大きい目で見る教育の仕方もあるのではないかと感じてい

る。きっと子どもたちにとって必要なのは実際にやってみるということだと思

う。そういう場を更に提供することができれば、ますますこの超高齢社会の地

域の方々と教育がうまくコラボレーションできるのではないかと思う。 

奥教育長  １日にテレビやゲームを見る時間ということがいつも話題になる。本市のデ

ータでは、１日に１時間から２時間が約３割、２時間から３時間が２割強、３

時間から４時間あるいは４時間以上が約３割という状況である。全否定はでき

ないが、子どもたち同士のいろんな関わり合いを持つとか、そういった場が放

課後の中に持てるということは、将来、子どもたちが色んな形で生活していく

うえでは大切なことではないかと思う。 

眞野市長  先々週フィンランドへ行ったが、所得の約６割が税金で、その代わり入学前

の子どもを育てる、あるいは入学から大学を卒業するまで全て学費は無料とい

うような高福祉、高負担という仕組みであった。一方で、所得は低いため、農

林業などは後継者がいないという難しい状況もあった。 

本日、様々な意見が出されたが、留守家庭児童会と放課後子供教室について

は、関係部局と連携し、一体的な取組となるよう準備を進めたい。教育委員会、

福祉、そして地域など様々な関係者で構成する協議会の設置も考えてみたい。

子どもの放課後の生活については、学校生活と同様、非常に大切な時間であり、

子どもの年齢、家庭環境に応じた多様な対応が必要であるということを改めて

感じた。引き続き、次回以降の総合教育会議でも議論をお願いしたい。 

事務局（福祉保健部長）  

山田委員から意見のあった留守家庭児童会や子育て支援センターについては

機会を捉えつつ、事務局とも相談し、ご覧いただけるよう考えたい。 

眞野市長  連携という意味では、何か、目途はあるか。 

事務局（福祉保健部長）  

具体的な成案、予算を含めてまでという形にはならないかも知れないが、今

後の方向性というものを次回会議までに出させていただきたいと思う。 

眞野市長  それでは、以上をもって、平成２８年度第１回総合教育会議を終了させてい

ただく。 

事務局（分権政策部長） 

      以上をもって閉会する。 


