
子ども未来会議 子育ちサポート市民グループ（第４回） 

 

□ と き ： 平成２０年２月１２日（火）１０：００～１１：３０ 

□ ところ ： 滝川市役所１０階第一理事者控室 

□ 出席者 ： 委員７名 アドバイザー 事務局５名 

□ 内 容 ： 「子どもの居場所づくりについて」 

         

 

１．開 会 ： 滝川市保健福祉部子育て応援課長 佐々木 哲 

 

  子育て部会についても、先日、第４回が終了しました。子ども部会も２回実施し、２

月２４日に市長との意見交換会を実施します。この部会についても、４回終了で一度中

間まとめをさせていただいて、次回合同部会でさらに掘り下げた議論をお願いしたいと

思っています。みなさまよろしくお願いします。 

 

２．部会長あいさつ ： 子育ちサポート部会長 千葉 一賀 さん 

 

 本日はお忙しい中、お集まりいただいてありがとうご

ざいます。今まで３回の議論の中で、様々な意見をいた

だいてきました。みなさんが、本当に子どもたちのこと

を心配し、いろいろな意見が出されてきました。本日の

議論は、少し絞った形でみなさんと意見交換を実施した

いと思います。よろしくお願いします。 

 

 

 

３．アドバイザーあいさつ ： 子育ちサポート部会 アドバイザー 市川 啓子 さん 

 

  なかなか会議に出席できなくて、毎回お話ができず

に大変申し訳なく思っております。今日はじっくりと

お話をさせていただきたいと思います。よろしくお長

いします。 

 

 

 

４．協 議 ： 「子どもの居場所づくりについて」 

 （事務局） 

  平成１９年度から、「放課後子どもプラン」という事業がスタートしました。このプラ

ンは、留守家庭児童のための事業である「放課後児童健全育成事業」と全児童を対象と

した「放課後子ども教室推進事業」を一体的に実施しようというものです。 

  滝川市では、児童館を利用して、「留守家庭児童会」といった事業や、「留守家庭児童

等支援事業」などといった事業を行っており、ある意味では、児童館児童と一体的な事

業運営が行われております。 

  平成２０年度は、滝川市留守家庭児童を持つ親の会との協働で、５か所の児童センタ

ーを使って、通年で安定した子どもたちの「生活の場」として「放課後児童クラブ」を

実施したいと考えており、親の会のみなさん方のご協力もあり、事業が進んでいるとこ

 

 



ろです。 

  本日のテーマとして、「子どもの居場所づくり」として、「放課後子ども教室」につい

てもご議論をいただきたく思います。この事業は、地域の方々が、学習アドバイザーと

して、子どもたちに「学びの場」「体験の場」「交流の場」「遊びの場」などを提供してい

く事業です。 

  子育ちについて、「地域」や「企業」などの役割として、どのようなことが考えられる

かなどご議論をお願いします。 

 

 ・これを議論してどのように条例に反映し、事業化させていくのか。 

  

（事務局） 

 ・本日の議論などで、取り組んでいくべきだとなれば、

条文としても何らかの形で、例えば地域や企業の役割

などとして記載されることとなる。 

 

 ・みんなが別々のことを言えば、それをすべて条例化

するのか。それとも意見を絞っていくのか。 

 

 ・みなさん様々な意見をお持ちだと思うが、それをあ

る程度要約して、まとめた形で道をつけるべきだと思

う。みんなで話し合って、それが良いのではないかといった一つの柱をつくっていかな

くてはならないのではないか。 

 

（事務局） 

 ・ここである程度の塊をつくって、来年度条文案として様々な方々と意見を交換してい

きたい。まず、滝川市として取り組むべきことを条文化し、その後条例改正も行ってい

く。 

 

 ・今までの児童館があるが、それとは違う新た

な居場所をつくるのか。 

 

（事務局） 

 ・今の児童館も含めて、良い方向に進めていき

たい。行政の行ってきた児童館に代わる事業にな

るかもしれないし、児童館のパワーアップとして

加わる事業かもしれない。 

 

 ・学校に空き教室があるのであれば、それを柱にしてはどうかと考えるが、空き教室は

ないとも聞いている。 

 

 ・私も賛成ではあるが、ある校長に話を聞くと、学校の教室に鍵がかけられない。何か

モノがなくなっただとか、そういうことがあるかもしれないので、現状では困難である

とのこと。ですから、現段階では児童館のフル活用が必要であるとのことであった。確

かに学校も良いが、児童館が１１館もあるので有意義に使う方向で考えてはいかがか。 

 

 ・ゆくゆくは学校を会場に。事敀があるかもしれないし、施設設備の整備が必要で、そ

うでないと責任の所在は校長になってしまうし、もう少し時間がかかると思う。 

 

 



 

 ・児童館の方が地域に受け入れられている。退職教

員や年配者の活用など、受け入れ体制ができている。

当面は児童館が良いだろうが、受け入れ体制ができ

たら、その後は学校が良いだろう。 

 

 ・学校は広く、子どもに目が届かない。比較的狭い

児童館を使い、最終的には学校が必要といった順序。

そして、その児童館をフル活用し、どのようにみな

さんでサポートして言ったらよいのかを議論してい

くと、柱もしっかりする。 

 

 ・児童館は１５館から１１館へと縮小し、７館

になるのではないのか。閉館になったところは、

中学生が使えるようにしてはどうか。中学生がた

まに児童館に来ると、大暴れし、小学生に迷惑を

かけることもある。中学生の帰宅部の中には、公

園で悪さをしていたり、スーパーで万引きをして、

パーティーをしていたり、お店でかくれんぼをし

ていたりしている子もいる。これからは良いかも

しれないが、今までの小中学生はそういう状態で

あるので。 

 

（事務局） 

 ・滝川市活力再生計画では、確かに小学校区１館の７館となっている。 

 

 ・今は、小学生と中学生が交われなくなっている。以前は中学生のリーダーが遊びを教

えてくれたり、守っていてくれたものであったが。 

 

 ・今では、うっぷん晴らし。体育館を占領し、小学生が遊べなくなるといったことが、

何年も前から言われている。 

 

 ・ニセコは、子どもが通っている学校を利用してい

る。家に帰らなくても使えるので、安心感がある。

ボーイスカウトも子育て支援の一環ではあるが、低

学年しか来ない。中学生が悪いことを教える。塾や

部活動など何もしていない中学生が集まってくる

ことからも、児童館で行うより、小学校を単位とし

た方が良いのではないか。 

 

 ・学校に鍵が必要であるというのは、子どもを信用

していないということか。 

 

 ・学校は広く、目が届かないということ。 

 

 ・音楽室や理科室などに子どもたちは興味を持つ。子どもたちのいろいろな興味から、

子どもたちが散らばったとき、事敀が起こる。放課後の学校について、先生に責任を押

 

 

 



し付ける訳にもいかないし、ボランティアを入れても広すぎるので、どこかに扉が必要

になるということ。ゆくゆくは学校だが、そういった問題をクリアしていくのに時間が

かかる。決して学校は拒否しているわけではなく、安全管理の面からだと思う。 

 

 ・登校する子どもたちのために、そして学校を知

ってもらうためにも、体育館もクラブが使ってい

るし、いろいろな問題はあるが、学校は良い。 

 

 ・「当面は」では、いつまでもだらだらといって

しまう。時間がかかるので最初から学校ですべき

ではないか。ニセコは、管理する先生が責任を持

って学校内で管理している。 

 

（アドバイザー） 

 ・学校を新たに居場所にするといった施策であるが、文部科学省のプランでは、文部科

学省はお金を補助するもの。このパンフレットのＱ＆Ａには、学校の責任ではないとさ

れ、安全管理員にも補助が出るということが書かれている。今までと違う事業を実施す

ると補助がでるということで、文部科学省では良くあることだが、例えばスクールカウ

ンセラーについても３年間は全額補助で、その後は効果があれば、補助なしでも継続を

するということ。これも新しい事業をまずはやってみてということでしょうか。 

 

（事務局） 

 ・平成１６～１８年度は、モデルとして委託料で行われていたが、平成１９年度から「放

課後子どもプラン」として補助金化されたもの。アドバイザーや安全管理員の謝金など

が補助対象経費。事業説明会でも、３年で補助はなくなるのかという質問がされていた。

滝川市としてもボランティアか謝礼をだすかといった検討も必要。 

 

 ・市は、効果があるかどうかの検証を行っているのか。効果があるということだと、チ

ャレンジすべきではないでしょうか。 

 

（アドバイザー） 

 ・新たに事業をすべきかどうか。スペースがあるのであれば、学校で、アドバイザーや

安全管理員も設置してということで実施ということ。おいおいは学校になっていく可能

性もある。最初から学校か、途中から学校かということになるわけですね。 

 

（事務局） 

 ・この事業の実施に伴い、地域の方がどんどん学校に入っていくことになる。放課後の

時点から、学校の責任から市町村の責任となることにもなる。いろいろな人が入ってく

ることになって、いくら市町村の責任だからといっても、それだけではないと学校は考

えると思う。学校は個人情報の宝庫であるので、セキュリティーの面が重要。その体制

ができるまで難しいといったことが現状である。学校の改築の際には体制ができていく

かもしれない。全国的に見ても入口が別にあるなどの学校のつくりになっていたりする。

この事業では若干の施設整備費はでるが。 

 

 ・先生の心配としては、低学年と高学年で、授業の終了時間が違うためにその部分の考

慮も必要とのこと。 

 

 



 ・お手伝いする方のことも考えるべき。学校の先生に頼るのでは意味がないと思う。学 

校の先生にお願いするわけではなく、児童館が手狭にな

ってきたら学校ということで、学校に押し付けてはい

けない。 

 

 ・学校に丌特定多数が来るとなると、殺人事件なども

ありえるし、事敀があれば大変である。 

 

 ・それは、児童館でも同じではないか。 

 

 ・管理者側の問題。学校を地域に開放しようとする動

きもあるが、丌特定多数は入ってほしくない。 

 

 ・どのくらいの児童が児童館を利用しているといったデータはあるのか。どのくらいの

児童が利用すると効果があったと言えるのか。 

 

（事務局） 

 ・児童館利用は年間延べ１０万人くらい。子どもは減っても、児童館利用者数は減って

いない。 

 

 ・児童館の方が地域として比較した場合、地域に溶け込んでいる。運営は地域であり、

大町でも実態として、町内会や老人クラブなどの活動の拠点となっている。お年寄りを

どう活用するのか。お年寄りの活躍の場であり、お年寄りにも生きがいを不える。それ

が子育ての大きなエネルギーとなり、大きな財産で使わない手はない。軌道に乗るまで

は児童館が良い。 

 

 ・これからは、留守家庭児童に専用のスペース

となるが、町内会に貸し館している場所でもある。

滝川市では協働事業としてやっているが、子ども

のスペースが拡大していった場合には、町内会の

方々のスペースを奪うことがあり得るといった

問題もある。老人クラブ、町内会と学童クラブの

連携できる仕組みが必要。確かに学校は広すぎる

が、花月では７０人を超える児童が利用している

ので、その仕組みを作らないと、今はただその場

を利用しているだけとなっており、それは残念な

こと。地域が利用しているときに、子どもがそこに入っていけるように仕組みを作るべ

き。 

 

 



 ・東地区では、どちらも多いが、留守家庭児童より一般児童の方が多い。子どもにとっ

ては一緒なのに違いはよくわからない。別々にする

とトラブルが起きる。一緒の場所で午前と午後の利

用など、保護者も混乱する。複雑すぎて理解できな

い。よくわからないという声が多いので、わかりや

すくしてほしい。みんなが行きやすくする方法はな

いのか。児童館を活用するのであれば、児童厚生員

がポイントとなる。いつでも誰でも気軽に使いやす

いようにする必要がある。行き場のない中学生が、

悪さをするのはかまって欲しいから。 

 

 ・東地区では、郊外型大型店やゲームセンターなどができた。中学生にとっても居場所

が必要である。でも予算がないといった予算ありきである。本当に子どものことを考え

ているのか。 

 

（アドバイザー） 

 ・放課後児童クラブは、厚生労働省所管であって、子どもたちの生活の場であり、議論

するのはもっと広いこと。子どものことを考えると、別々に考えるなど、そうではない

のではないか。議論は難しい。でも、実際は省庁が違いうこともあり、難しい。 

 

（事務局） 

 ・全部の児童の安全安心な居場所づくりがポイント。滝川市では、児童館利用児童の６

０％が一般児童で、４０％が留守家庭児童。３つのパターンがあってわかりにくい。基

本的には、「放課後児童クラブ」と児童館をヴァージョンアップした「放課後子ども教室」

の２つくらいになればよいのではないかと考える。ただし、利用が少ない児童館もある。

議論は子どもの居場所はどうあるべきかということ。最後には予算の話になるが、まず

は居場所のあり方の議論をお願いしたい。 

 

 ・方向付けだけをしっかりとしましょう。児童館か

学校か。私は学校が良いが、学校の危険がなくなる

など、施設が整い次第、学校でということでいかが

か。まずは、児童館をフル活用してみたい。まだフ

ル活用されていない。児童館をより良く使い、児童

館がいっぱいになってから学校に。 

 

 ・児童館がいっぱいであるかどうかのデータが欲し

い。さきほどの１０万人がいっぱいなのか、増えていくのか減っていくのか。中学生の

利用はどうか。 

 

 ・児童館に専用のスペースの確保が可能なのか。 

 

（事務局） 

 ・放課後の時間帯に「生活の場」としてのスペースの確保は可能。施設の占用化ではな

く、空いている時間は町内会などが利用する。 

 ・花月は１日４６人。日曜日は１２人。中地区は１日３４人。日曜日は１１人。少ない

ところでは、１日１６人。日曜日は１０人を切るといった状況で、年間約延べ１０万人

弱といった状況。花月は学校に近く、中地区は３つの小学校の中間点であり、利用が多

 

 



い。 

 

 ・この数字は多いのか。 

 

（事務局） 

 ・何とも言えない。少ないところは何をどうすると利用が増えるのか考えなくてはなら

ない。 

 ・この事業を子どもの目線で見ると、子どもは普通帰宅するが、留守家庭児童は帰る家

がないので、しっかりとした生活の場を確保することが必要。確保したうえで、その横

には、みんなで一緒に子どもたちの教室が開かれている。そこに参加するもよし、生活

の場に居続けるもよし。そういうイメージ。児童館でも学校でも良い。そこはただの児

童館であるよりも、地域も企業も協力してくれている場であることが、より魅力的な場

である。 

 ・児童館の数は、人口比でみると滝川市は多い。 

 

 

 ・児童館を当面有効活用しましょう。使おうというこ

とで、将来の学校を見据えながら、学校を使うために

は、学校のサポート体制をしっかりやって上で、学校

に移しましょう。お年寄りも町内会も企業も含め地域

の人々がしっかりして、企業にも助けてもらわないと

大変ですし、今後児童館を使う上でも、体制の作り方

を検討しましょう。 

 

 ・児童館は有料、無料、関係なくみんなが学び、遊べる場所であり、児童は一緒なのだ

から一緒にすべきではないか。 

 

 ・それは違う。放課後児童クラブは有料でやっていて、お金を払っているから、安全性

や生活の場が確保できるし、差別化は必要。私たちは７年くらいやってきて、やっとこ

こまで来た。市役所も差別化をしようとしている。子どもたちは一緒だが、子どもたち

の状況は違う。サービスの代償を払っている。４割はそういう保護者である現状を頭に

入れるべき。 

 

 ・子どもの目線で見ると一緒だが、所管省庁は違うのだから、大人の世界としては、良

いか悪いかは別にして、別物として整理すべき。 

 

（アドバイザー） 

 ・放課後児童クラブは、そこで生活の場を保障することは必要。そして、安心して他の

子と遊びが展開されるということ。分けて考えないとすると、生活の場の保障があいま

いになってしまう恐れもあるので、２つの別の事業を一体的にといったシステムになっ

ているということ。分けて考えた上で、子どもが一緒になっていくということですね。 

 

 ・これは、事業であり、経営である。１人当たりいくら払って、先生を雇って。それな

りのサービスを提供しないと、利用者は納得しない。大人はそれを認識すべき。 

 

 ・児童館を運営するシステムについての分かりやすい資料が必要。 

 

 



 ・大人としてのシステムは認識する。子どもたちのために、一緒にどうしていったら良

いかといった、何をみなさんでどのようにサポートしていったら良いのかといった議論

を次のテーマとして良いでしょうか。 

 

 

５．その他 ： 

  アドバイザーより一言。 

 ・大変熱心な議論が行われ、素晴らしいことと思います。子どもたちにとって文化が劣

悪になってきています。携帯電話を持つことによる子どもたちの心のひずみが問題とな

っている。子どもたちが本来持っている遊びの

中で、仲間たちと繋がり、仲間の大切さなどを

しっかりと身に付けていくためには、本当に今、

子どもたちのために新しい事業に取り組んで

いく必要があると思います。それが仕方がない

時代になってきている。その１つとして、議論

されている劣悪な環境から子どもたちを守ろ

うといったことに、つまるところ行き着くんだ

なぁと伺わせていました。 

 ・私はなかなかすぐに来られない状況の中で、

できるだけ参加させていただきたい。本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 

６．閉 会 

 


