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松戸市放課後児童クラブ委託化保護者説明会 

6 月 29 日（金） 

説明と質疑応答 

○C 松戸市学童保育の会 

 

秋庭課長 皆さん今晩は。本⽇は松⼾市放課
後児童クラブ業務委託に伴う利⽤者保護者説
明会にご出席いただきまして、まことにあり
がとうございます。放課後児童クラブにつき
ましては、みなさんご存知の通り、保護者が
就労等の理由で昼間家庭にいない⼩学⽣をお
預かりし、児童の健全育成を図ることはもと
より、保護者も安⼼してお⼦さまを預けてい
ただけることを⽬指して実施している事業で
す。松⼾市における本事業は、昭和 42 年に
地域の⾒守り活動として始まりました。現在
は社会福祉法⼈、NPO 法⼈による⾃主事業と
して⾏い、事業費の⼀部を市が補助する補助
事業として実施しています。 

そのような中ですが、社会情勢の変化に伴
い、平成 27 年には児童福祉法が改正され、
放課後児童クラブの利⽤児童対象者の年齢制
限が撤廃され、利⽤児童数が急激に増加して
いる状況があります。そういった状況の中
で、いくつかの課題が⽣じているのも事実で
して、これらの課題について、補助事業から
委託事業に変えることで対応して⾏きたいと
考えているところです。 

本⽇はお⼿元の議題の通り、本事業の概要、
現状、課題等、市で準備している放課後児童
クラブの委託化についてご説明し、その後質
疑の時間を設けています。どうぞよろしくお
願い申しあげます。 

 

司会 では、主題の３番⽬、松⼾市放課後児
童クラブの委託化について、松⼾市⼦ども部
⼦育て⽀援課の河村補佐がご説明します。 

 

河村補佐 本⽇は放課後児童クラブについて
の現状をまずご説明させていただいて、次に
委託化に向けた課題や補助事業と委託事業の
⽐較とか、今後のスケジュールなどをご説明
させていただきたいと思います。続いて３番
ですが、⼊所、継続利⽤の⼿続きについて利
⽤申請とか、利⽤料について保護者の⽅へ今
後お願いすることがあります。そういったこ
とのご説明をさせていただきたいと思いま
す。最後に４番⽬にまとめとして、本⽇お話
ししたことを少しまとめてお話しさせていた
だければと思っています。 

 

それでは放課後児童クラブの委託化につきま
してのご説明をさせていただきます。 

まず、放課後児童クラブ事業についての説明
ですが、保護者の⽅が就労等の理由で昼間家
庭にいない⼩学⽣児童を放課後お預かりし
て、児童の健全な育成を図る事業となってい
ます。松⼾市における放課後児童クラブの歴
史というか、始まりについて少しご案内させ
ていただきます。もう 50 年ほど前になりま
すけれども、昭和 42 年−当時は⾼度経済成
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⻑期の後期に当たるかと思いますけれども−
共働きの世帯が増えてきた時代です。松⼾市
も東京のベットタウンとして発展中でして、
若い世代の⼈⼝流⼊が急激に増え、これに伴
って⼩学⽣が増えてきた時代です。私もこの
時代に⽣まれた世代なのですけども、核家族
で祖⽗⺟のいない世帯が多くなりました。私
もいわゆるカギっ⼦で、放課後家に帰っても
家に誰もいないような状態で過ごしていまし
た。 

放課後、両親が仕事で家にいない世帯が増加
してきたことを背景として、地域活動のひと
つとして⼀部の保護者の⽅と地域の⽅が協⼒
して始めたのが、稔台駅前交番の裏の教会で
放課後⼩学⽣を⾒守る活動を⾏ったことが、
市内での放課後児童クラブの始まりと⾔われ
ています。その後、⾊々な地域で地域活動と
して同じような事業が⽴ち上がりまして、保
護者の⽅々が運営する⽅式を採っていまし
た。その運営⽅式は、運営委員会⽅式と呼ば
れたりしていますけれども、こうした⽅式を
経て NPO 法⼈と社会福祉法⼈に事業実施主
体となってもらって、事業費について市が運
営費の⼀部を補助する現在の補助⾦⽅式にな
りました。 

 

松⼾市内の設置状況ですが、市内には４５の
⼩学校がありますが、それぞれひとつずつ放
課後児童クラブが設置されています。放課後
児童クラブの設置場所ですけれども、⼩学校
の状況がそれぞれ敷地も使い⽅が違うもので
すから余裕教室などの学校敷地内の他に、⼩
学校近辺の⺠有地などに設置しているものも
あります。各施設は、社会福祉法⼈が６法
⼈、NPO 法⼈が５法⼈が運営しています。 

続いて、放課後児童クラブの設置状況の対象
児童ですが、皆さんご存知な部分だと思いま

すが、ご説明させていただきます。放課後児
童クラブを利⽤することのできる対象につい
ては、市内在住の⼩学 1 年⽣から 6 年⽣が対
象となっています。課⻑から話がありました
ように、平成 27 年に児童福祉法が改正され
たことによりまして、それまでは「おおむね
１０歳まで」といなっていました。これは 4
年⽣になりますけれども、ここまでを対象と
する事業でしたが、この１０歳までを取り払
って、⼩学⽣を全部対象とするようになりま
した。 

運営時間については、平⽇は放課後から午後
7 時まで、⼟曜⽇は午前 8 時から午後 6 時ま
で、夏休み等の⻑期休校⽇は午前 8 時から午
後 7 時までとなっています。休所⽇は⽇曜
⽇、祝⽇および 12 ⽉ 29 ⽇から 1 ⽉ 3 ⽇まで
の年末年始です。また、運動会の振替⽇です
とか千葉県⺠の⽇など、学校はおやすみでも
保護者の⽅々がお仕事のある⽇についても朝
から⼣⽅まで運営しています。 

 

次に児童数の推移について説明させていただ
きます。松⼾市の児童数の推移ですが、平成
25 年度からをグラフにしています。平成 25
年度−ピンクのグラフの部分になりますけれ
ども−これが⼩学校の児童数です、縦の⽅で
すね。⼩学⽣が約 2 万４千 500 ⼈いたのです
けれども、29 年度になると 2 万 3 千⼈ほどに
なっています。この５年間で 1500 ⼈ほど⼩
学⽣が減少しています。しかしながら放課後
児童クラブの児童数はー⻩⾊の縦の⽅が登録
数ですがー毎年１０％弱の増加傾向となって
います。放課後児童クラブの児童数が市内の
⼩学校の児童に占める割合は、年間約５ポイ
ント増加していまして、１０.５％だったもの
が１５％にまで伸びています。利⽤児童につ
いても 2 千 500 ⼈だったものが 3 千 200 ⼈
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と、この５年間で 1000 ⼈ほど登録者数が増
えています。 

 

続いて２番ですが、委託化について課題です
が資料の左上にあります。本市における放課
後児童クラブ事業の課題ですが、事業主体に
よってー事業主体というのは運営法⼈と現場
ですけれどもー提供するサービス内容が、松
⼾市内でも多少なりとも違ってきている現状
があります。同じ利⽤料⾦を⽀払っているの
に、享受できるサービス内容が違うような不
公平感があるという声もいただいています。 

また平成 17 年に、補助⾦交付に合わせて市
内の放課後児童クラブのサービス内容を均⼀
化する⽬的で、松⼾市放課後児童クラブを運
営する法⼈が、相互に情報共有をするために
組織した松⼾市放課後児童クラブ法⼈連絡協
議会−通称 MAC というものですが−こちら
が放課後児童クラブ事業の基本的な⽅針の調
整とか統⼀したサービス内容を提供しようと
いうことで、いろいろな協議をしています。
本市としても質の向上や、サービス内容のバ
ラツキの解消を図ることが重要だと思ってい
ます。そこで来年度に実施予定の、事業主体
を今の法⼈から市へ変更することで、できる
だけ同じ⽔準のサービスを提供し、利⽤者の
皆さんにとっては同じ⽔準のサービスが受け
られるようにしたいと思っています。 

⾼い⽔準で実施している事業の⽔準を引き下
げて均⼀化するという誤解を⽣じることもあ
るかもしれないのですが、我々が⽬指してい
るのはそういうことではなくて、全放課後児
童クラブでの事業の質をできるだけ⾼い⽔準
に底上げして⾏くために実施するものとご理
解いただきたいと思っています。 

 

お⼿元の資料の右上になりますけれども、委

託化の課題その２です。課題としては運営法
⼈が実施主体となっており、運営法⼈の実施
事業に対する市からの補助事業であるため、
責任の所在が不明確というところもありまし
た。例えば、放課後児童クラブの利⽤児童が
増えています。今は限られたスペースで保育
を⾏っていますけれども、限られたスペース
を超えることが今後も想定されています。こ
ういった場合には、新たな施設の確保が必要
になってきます。また児童の通所の際の安全
を確保するために、放課後児童クラブの施設
を準備する場合、学校の管理の部分もありま
すので、⼩学校の余裕教室等の施設を準備す
る必要があります。 

これまでは運営法⼈が学校と協議を⾏い、
我々市が間に⼊りながら学校と運営法⼈との
事前協議を実施して、施設確保を⾏ってきま
した。来年度以降、委託事業となることで市
の事業になりますので、市の責任において学
校と協議を⾏い、施設確保に向けた取り組み
を実施することになります。また、市として
は、放課後児童クラブ施設を学校施設内に設
置していくことを⽬指していますので、施設
確保に向けて市もこれまで以上に関わって⾏
きたいと考えております。市が主体の委託事
業に変更することで、施設の確保等にかかる
市の責任が明確になってくるものと考えてい
ます。 

 

次に放課後児童健全育成事業について、現状
の補助事業と委託事業での違いを表にしまし
た。資料では左下になります。まず、事業主
体が運営法⼈から松⼾市へ変更となります。
また、⼊所決定、利⽤料⾦や⼊会⾦の⽀払い
先、施設整備、確保についても各運営法⼈か
ら松⼾市に変更となります。事業形態につい
ては、市から運営法⼈へ補助⾦を交付して運
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営法⼈に実施してもらうとなります。これま
では運営法⼈が実施する事業にかかる費⽤の
⼀部に対して、補助⾦を市から交付していま
した。委託となった後は市が運営主体となり
ますので、市が委託事業者と契約を結んで、
委託事業者は市の⽰す仕様に沿った形で事業
を実施することになります。 

また、実施していただく事業内容ですが、こ
れまで運営法⼈がそれぞれ実施してきている
内容を、基本的には継続して続けていけるよ
うに考えています。事業主体が各運営法⼈か
ら市に変更となりますけれども、事業の内容
については基本的に変更するようには考えて
いないということをご理解いただきたいと思
います。 

次に今後のスケジュールをー予定の部分もあ
りますがー説明させていただきます。補助者
向けの説明会は本⽇と明⽇の６⽉２９⽇と３
０⽇に開催する本説明会です。また、新 1 年
⽣を対象に１０⽉および１１⽉の就学児健診
時にも、本年度の運営法⼈による説明を予定
しています。来年２⽉の⼩学校の⼊学説明会
後に、もし新年度新たに法⼈が変わるようで
あれば、新たな受託法⼈による説明を⾏う予
定です。利⽤申請の⼿続きのついては現在利
⽤している⽅も含めて、利⽤を考えている保
護者の⽅全員に新たな⼿続きが必要となりま
すので、ご了承いただきたいと思います。ま
た今年の１０⽉から１１⽉頃に各法⼈を通じ
て配布を予定している利⽤申請書、添付書類
について１２⽉１⽇から１２⽉２８⽇までに
各クラブにご提出いただくように考えていま
す。また、来年２⽉中旬をめどに⼊所の可否
を通知する予定です。これまで同様に、現在
利⽤している児童については継続利⽤を最⼤
限に図る予定です。⼝座振替については、２
⽉中に⼿続きいただきますようにお願いした

いと考えています。なお、新年度の運営法⼈
については１１⽉には決定して公表する予定
です。 

 

次に継続利⽤の申請です。利⽤申請書を１０
⽉から１１⽉に法⼈を通して配布させていた
だきますので、申請書と添付書類を各放課後
児童クラブへ提出いただくようになります。
申請期間は、１２⽉１⽇から１２⽉２８⽇ま
でを予定しています。申請に伴う⼊所決定で
すが、来年の２⽉中旬までをメドに⼊所の可
否を通知させていただく予定です。なお、１
⽉以降についても、利⽤申請ついては申請い
ただくことは可能ですけれども、⼊所の審査
とか施設の準備等でお時間をいただくように
なって、利⽤決定が３⽉を超えてしまう場合
も想定されますので、早い段階でのご申請を
お願いしたいと思います。 

続いて利⽤料についてご説明させていただき
ます。⼊会⾦はー⼊所準備⾦と表記していま
すけれどもーこれまで通り１万円いただきま
す。すでに現在クラブを利⽤している⽅で、
⼊会⾦を納付済みの⽅につきましては新たに
納付していただく必要はありません。また、
転居等で別の放課後児童クラブに通うことに
なった場合も、新たに納付する必要はありま
せん。⽉額利⽤料については、通常９０００
円となっています。就学援助とか、⽣活保護
の受給世帯の⽅については、減免制度をご利
⽤いただくことも可能となっています。就学
援助による減免を受けた場合は、⽉額４００
０円、⽣活保護受給世帯については免除とな
るように考えています。納付⽅法は⼝座振替
あるいは納付書による納付となります。市内
に本⽀店のある⾦融機関全てで取り扱い可能
となっています。納付の期限ですが、毎⽉⽉
末に当⽉分を後払いという形での納付になり
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ます。 

 

続いて保護者の⽅へのお願いですけれども、
お⼿元の資料で左下になりますが、現在使⽤
している⼝座振替は現状の運営法⼈に対して
⼝座振替を依頼していることになりますの
で、今後は利⽤料については市へ納付してい
ただくことになりますので。４⽉以降になり
ますけれども継続することができません。お
⼿数をおかけして申し訳ないのですが、改め
てお⼿続をお願いしたいと思います。 

また、お⼿続きの⽅法ですが、各放課後児童
クラブを通じまして、１０⽉に⼝座振替依頼
書を配布させていただきますので、必要事項
をご記⼊のうえご希望の⾦融機関の窓⼝へご
提出いただくことになります。なお、４⽉か
ら⼝座引き落としを開始するに当たっては２
⽉末までに⼿続をしていただく必要がありま
すので、お忘れにならないようにお願いしま
す。 

以上、簡単ですが説明とさせていただきま
す。 

 

最後にまとめとして、今回説明させていただ
いたことをー⼤きく４つですがーもう⼀度お
話しさせていただきたいと思います。まず、
事業実施主体ですけれども、これまで運営し
てきた NPO とか社会福祉法⼈から松⼾市に
変更になります。次に放課後児童クラブにお
ける質の向上やサービスの内容のバラツキの
解消として、質の底上げとしての質の向上、
それからサービス内容の平準化です。 

また、責任の所在の明確化という部分です
が、市が事業主体となりますので、様々なと
ころで責任の所在がーこれまでは運営法⼈さ
んが責任を負う部分が多かったのですけれど

も、今後は委託事業として松⼾市の責任にな
る部分が多くなってきます。最後に利⽤料⾦
の⽀払先なのですけれど、これまで運営法⼈
宛であったものが、来年の４⽉からは松⼾市
宛になるというところが、⼤きく変更となる
部分です。以上で説明を終わります。 

 

委託化について、いくつか質問が来ていま
す。⼤まかなものを４つご紹介させていただ
きます。 

まず、委託化に伴って法⼈⽀援員の変更はあ
るのですか、というご⼼配です。市の委託事
業になりますと、事業者の選定を公正に⾏う
必要がありまして、公募という形をとりま
す。応募してきた業者さんを選定するにあた
りましては、児童の環境を⼤きく変えること
がないように、それからより良い環境を提供
できる法⼈さん、そういったものを選定する
ことを⽬指しています。先ほど申し上げたよ
うに、MAC ですとか学校現場、それから有
識者等の関係各⽅⾯のご意⾒をいただきなが
ら、今後は検討部会の⽴ち上げも考えていま
す。今、審査基準などの検討を進めていま
す。 

今の時点では、新規参⼊希望の法⼈数ですと
か、事業撤退希望の法⼈数についての情報が
ありませんので、各施設の運営法⼈が変わる
可能性については、あるともないとも申し上
げられないことをご理解ください。 

 

次に⼊所児の優先順位はこれまでと変更があ
るのか、また⾼学年は利⽤できるのか、とい
うようなお問い合わせもいただいておりま
す。今の時点においては、週何⽇以上で週何
時間以上の就労をしている⽅が対象、という
ような厳格な基準設定は予定していません。
原則としては、これまで通り放課後、就労等
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により保護者の⽅が昼間家にいない児童が希
望した場合は、放課後児童クラブに⼊所でき
るよう引き続き環境整備を進めていきたいと
考えています。現状では、各施設によって判
断が異なっている部分もあります。今後は市
の委託事業としての判断を統⼀する過程にお
いて、若⼲の上下がある可能性もあります。 

 

３つ⽬として、保護者会についても⾊々とご
意⾒をいただいています。近年、就労形態の
多様化によるものだとは思いますが、平⽇の
夜や⼟⽇、休⽇の保護者会活動の負担に関し
て、多くのご意⾒をいただいています。市と
しては、保護者会は任意の団体ですので、そ
の設置の有無等について⽴場を明確にするこ
とはしていません。運営法⼈だけでは果たせ
ない重要な役割を、保護者会が担っている場
合があることも我々は理解しています。しか
しながら、放課後児童クラブは平⽇の⼣⽅ま
で就労等をしている保護者を⽀援する側⾯も
持つ事業ですので、保護者の負担が⼤きくな
ることで退所せざるを得ないという状況は避
けたいと考えています。現状の保護者会活動
の中で、より良い児童の健全育成のために必
要な活動については、⽀援員が積極的に協⼒
していけるように検討を進めています。 

 

４つ⽬ですが、法⼈の独⾃の取り組みであ
る、キャンプとか調理についてもご意⾒をい
ただいています。こちらについては市の委託
事業として、放課後児童健全育成事業として
の仕様は統⼀するのですが、仕様の範囲内で
受託事業者が特⾊を出すことについては構わ
ないと考えています。しかし安全⾯や衛⽣⾯
について事前に市と協議するなど、児童の安
全に⼗分配慮した上での実施と考えていま
す。 

⼤まかに以上の４つがお問い合わせいただい
たものです。これから質問をいただく際に参
考にしていただければと思います。 

それでは質疑応答に移ります。ご発⾔される
⽅は挙⼿をお願いします。 

 

＜質疑応答＞ 

司会：それでは質疑応答に移ります。ご発⾔
される⽅は挙⼿をお願いします。 

 

質問：中部放課後児童クラブに通っていま
す。市の仕様に沿ったものというお話がいく
つか出てきたのですけど、この「市の仕様」
というのは何を基準に決められたのでしょう
か。例えばニーズ調査を⾏って、利⽤してい
る⽅のニーズをまとめて決めたものとか、⼀
定の基準があるかどうかを知りたいと思いま
す。具体的に何を⾔いたいかというと、先ほ
ども利⽤時間が朝８時からと⾔っていたので
すけれど、夏休みなどで学校がないときに朝
８時だと東京に通っていると勤務時間に間に
合わないんですね。そういったものとかを把
握されているか、ということを知りたいので
すけれども。 

 

回答；仕様については、まだ検討している段
階です。基本的には国が出している運営マニ
ュアルを参考にしつつと考えていますが、放
課後児童クラブを運営している法⼈からも助
⾔をいただいて、本⽇、保護者の皆さんから
いただいた意⾒なども加味して、固めて⾏き
たいと考えています。先ほどの説明にもあっ
たと思うのですが、市で固めた条件等、仕様
等について有識者からご提⾔いただく機会を
持ちまして、最終的に市の案とさせていただ
きたいと考えています。 
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質問：上本郷第２児童クラブに通っていま
す。⽀援員の継続性についてなのですが、先
ほどは法⼈の撤退とか変更については何とも
⾔えない、ということでしたけれども、例え
ば法⼈が変更になったとしても、⼦供たちに
とっては今までずっと⼀緒の時間を過ごして
きた信頼している先⽣が、引き続き携わって
くれることが何よりも安⼼できることかなと
思います。例えば公募される時点で、違う法
⼈になったとしても今まで従事してきた⽀援
員を継続して雇⽤するとか、事業の内容につ
いても、これまでの内容を⼗分踏まえたもの
にして継続性に配慮するというようなこと
を、応募要項などに加えるようなお考えはあ
りますか。 

 

回答：先ほど申しあげましたように、これか
ら作成して⾏きます仕様、条件等については
今回のご意⾒を踏まえて固めてまいりたいと
考えています。それに有識者からもご意⾒、
ご助⾔をいただきまして最終的な案として提
⽰していくことになろうかと考えています。
重要な視点として、放課後児童クラブの運営
者を決定していく中で、⼦どもたちが安全安
⼼して過ごすことができ、かつ保護者も安⼼
して預けられる、そういった事業者を選定し
ていくことを認識しております。その点で、
今のご意⾒については我々においても検討と
いうか、ご意⾒として踏まえて⾏きたいと考
えています。 

 

質問：⽮切⼩学校です。今、児童が急激に増
えたことで、１、２年⽣とそれ以上の⼦が
別々なのですけれど、そういったものがいつ
頃確定するのか。やはり最初の⽅が⾔われた
みたいに、朝８時ですとどうしても⼦どもを

⼀⼈で出さなければいけないので、その辺の
覚悟がだいたいどの時期に明確になるのかと
いうのを教えていただきたい。 

 

回答：時期につきましては、これから公募と
いうことを考えていますので、その時期は今
⽇の意⾒も踏まえて、有識者の意⾒も踏まえ
て、ということになると１０⽉くらいを想定
しております。 

 

質問：常３⼩学校の保護者です。資料にある
今の課題について、提供するサービスにばら
つきがあるのに対して、質の向上とサービス
の平準化を図るという話があります。その平
準化というのは何を基準にした平準化なの
か。低いところに合わせるのではなくて⾼い
ところに合わせるような平準化を図る、とい
う説明だったと思うのですけれども、それを
⾏うための⼿段が必要になると思います。例
えば先⽣の⼈数とか考え⽅とかを、⾼いとこ
ろに合わせるための⽅法が必要になってくる
と思うのですが、どこに合わせた基準なのか
ということと、それを実⾏する⼿段をお聞か
せください。 

 

回答：基準については、繰り返しになってし
まいますが、仕様の問題になると思います。
こちらについては今検討している段階で、今
⽇の意⾒を踏まえて有識者のご意⾒ご提⾔を
いただいてから、ということで考えていま
す。また、質の向上についておっしゃられた
中で、今後は市が利⽤料の徴収を⾏うとご説
明したと思うのですが、その分を、放課後児
童クラブを運営している法⼈については、保
育に関わる時間に当てていただきたいと考え
ています。また、⽀援員の能⼒の向上とし
て、現在実施している研修等を拡⼤充実させ
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ることによって、⽀援の質を上げて⾏きたい
と考えています。 

 

再質問：仕様が⼀番気になるのでして、その
部分が気になってこの場に来ているのです
が、例えばこういう点が⼀番ポイントで、重
さは⾊々あると思いますが、仕様に関してま
たご説明の機会を設けられて、今⽇のように
意⾒を⾔う機会があるのでしょうか。 

 

回答：仕様については、最終的には市の判断
になると考えています。判断する上で法⼈か
ら助⾔をいただいたり、本⽇のような会を設
ける、また今もありますがメール等でご意⾒
もいただいておりますので、そういったこと
を踏まえて、最終的には市の判断で決定させ
ていただきたいと考えています。 

 

質問：古ケ崎⼩学校に通っています。今後、
法⼈の公募と決定を⾏うということですけれ
ども、新規参⼊も撤退の表明もないというこ
とでしたが、ということは、もし撤退を申し
出た法⼈がいて新規参⼊がなかった場合は、
突然クラブがなくなるということでしょう
か。それは想定されていますか。 

 

回答：今⾔われたような事態にならないよう
にしていくのが、我々の仕事だと思っていま
すので、そういったことは想定していませ
ん。 

 

再質問：想定していないということは、もし
それが起こった場合にはどのように対処する
おつもりでしょうか。 

 

回答：例えば撤退等がありましたら、我々の

⽅からそういったことが可能な団体、法⼈等
にお願いをしていくのか、営業活動というの
か分かりませんが、そういった⾯も含めて４
⽉に放課後児童クラブがない⼩学校というの
は想定していません。 

 

再質問：ということは、努⼒していただける
というお話でよろしいでしょうか 

 

回答：もちろんです。 

 

質問：上本郷⼩学校に通っています。上本郷
⼩学校は児童数が多いのですね。利⽤する家
庭は確実に増えていると思います。保育園に
ついて松⼾市は⼀⽣懸命拡⼤、補助している
と思います。確実に利⽤者が増えるけれど、
⼈数が多いために学校に空き教室がない、と
いった場合の施設はどのように検討されてい
るのか。実際、上本郷⼩学校は多⼈数問題で
⼤変悩んでいるところです。今までは法⼈が
場所を探して学校に掛け合って、という活動
をしていましたけれども、今後はそこを市が
責任を持って⾏うということだと思うのです
が、⾒つけてくれるのか、逆に⼈数を抑えて
しまうのか、そこが気になるのですが。 

 

回答：⼈数を抑えるということはございませ
ん。市の⽅で学校内に場所を確保することが
ベストだと思っていますが、それでも間に合
わない場合には、近隣の⺠間施設の借り上げ
も想定しています。繰り返しになりますが、
⼈数を減らすということは考えていません。 

 

質問：中部学童に通っています。バラつきと
おっしゃっているのですけど、どのようなバ
ラつきがあるのか具体的にいくつか教えてい
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ただきたい。それから確かに預ける⽅の⼈数
が増えていて、そのために空いている建物を
提供してくださるのはいいのですが、中部で
はアスベストとか問題があるのではないか
と、以前アンケートの時に書いた者なのです
けれど、その辺に問題があった場合は市に相
談ができるということでいいのでしょうか。 

 

回答：バラツキですが、９０００円という同
じ料⾦を払っている中で、⼀部でおやつなど
の質というか量というか、そういうものにバ
ラツキがあるということが我々の⽅に⼊って
います。アスベスト等の問題については、今
後は市が責任を持って対処することになろう
かと思います。 

 

質問：寒⾵台に来年から通う予定なのです
が、質の向上を図っての仕様をこれから作る
ということなのですけれど、その中に、放課
後に公⽂とか英語といった習い事を検討材料
に⼊れてもらうことは可能でしょうか。 

 

回答：今までも学習⾯についての要望は多々
いただいています。それが放課後児童クラブ
の中で実施していくのが良いのか、放課後キ
ッズルームという事業がありまして、そちら
と合わせてやっていくのが良いのか、それは
今後、市で検討してまいります。 

 

質問：常３⼩の保護者です。説明会を開いて
いただいたことはありがたいのですが、残念
ながら我々保護者に関⼼のあることに対し
て、具体的な話をされていないことに不満を
持っています。仕様は検討中という話なので
すけれど、やはり仕様は決める前に保護者に
対してきちんと説明する場を持って欲しいと

思っています。この場で意⾒を吸い上げます
とおっしゃられていますけれども、この程度
の⼈数、この程度の時間で⼗分と思っていら
っしゃるのか。そういった市の姿勢に憤りを
感じている部分もあるので、仕様については
決める前にキチンと説明する場を持っていた
だきたいと思います。 

 

回答：繰り返しになりますが、今までも法⼈
との話し合いの中で意⾒とか助⾔とかいただ
いて、今⽇も保護者の皆さんからいただいた
ご意⾒を踏まえて、最終的には、いろいろな
考え⽅がございますので、ここは有識者から
いただいたご助⾔や提⾔に沿って最終案を固
めて⾏きたいと考えています。 

 

再質問：決定権が市にあることは理解してい
ますが、我々保護者の意⾒がどの程度伝わっ
た上での検討なのかというところとか、例え
ば今ある課題に対して委託化することで解決
していきますというご説明ですけれども、で
は課題とは⼀体何なのかというところは全く
公表されていない。⾃分たちの⼦どもが通っ
ているところなら多少分かるかもしれないけ
れども、他の事情は全く我々には分からな
い。そんな中で変更することは考えていない
けれども、平準化、質の向上を図るというの
は変えようとしているわけですよね。そうい
ったところが何も分からないままでの⼀⽅的
な進め⽅というのは、やり⽅としてどうなの
かなと思うのですが。 

 

回答：申し訳ないのですが、繰り返しになり
ますが、委託化することで今までのサービス
の⽔準を落とすようなことは考えていませ
ん。ただしクラブが４５箇所ある中で、⽀援
やサービスにバラツキがある、そこを整えて
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⾏きたい。その中で、市が利⽤料等の徴収を
⾏いますので、法⼈についてはその時間を⽀
援の⽅に当てていただくことになりますの
で、そう⾔った意味では皆様⽅において質の
向上は享受できるのではないかと考えていま
す。 

 

再質問：例えば今ご認識されている課題を、
今回の説明会の後に市のホームページ等で公
表するとか、こういったことを検討ポイン
ト、重点ポイントとして考えています、とい
うようなことを公表することは出来るのでは
ないかと思うのですが。 

 

回答：今⽇と明⽇、保護者説明会を実施し
て、後⽇、７⽉の中旬くらいを⽬処に今⽇い
ただいたご意⾒等は市のホームページで公開
する予定です。 

 

再質問：質疑応答の内容を公表していただく
のは、もちろん⼤事なのですが、今市が捉え
ている課題が⼀体何なのかということをつま
びらかにしていただきたい。 

 

回答：課題につきましては、何度も繰り返し
ていますが、４５の中でバラツキがあるとい
うのが課題だと思っています。また、⼀部の
法⼈については、⼀部の法⼈のルールに基づ
いて⾏っていますので、そういったことも課
題ではないかと考えています。 

 

質問：上本郷⼩学校です。質の向上とおっし
ゃられていますが、そもそも学童保育におけ
る質というのをどのように考えられているの
か、知りたいのですが。 

 

回答：曖昧な表現だと思うのですが、⼦供た
ちが放課後、安⼼安全に過ごせる場所の提供
が⼀番だと思っています。合わせて預けてい
る保護者も安⼼して就業等が出来る環境を構
築することが、この事業が⽬指す最⼤のとこ
ろだと考えています。 

 

再質問：それはそうだと思います。それで学
童保育というのは、⼦どもが楽しい場所でな
いといけないと考えていまして、保護者から
のクレームとかを受けられていることは⼗分
に分かるのですが、⼦どもたちにとって楽し
い仕掛けというか⾏事というか、そういうも
のがある中で楽しく通ってもらわないと、安
⼼して働けないというところがあります。有
識者の意⾒を聞きながらとおっしゃっている
のですが、⼦どもの意⾒というのは難しいか
もしれませんが、⼦どもや親の意⾒をもう少
し聞いてもらえるようなーここも⼀つの場だ
と思いますがーもう少し具体的に聞き⼊れて
もらえる場をいただければありがたいのです
が。 

 

回答：⼦どもたちにとって⾊々な体験とか、
過ごす場所、時間が重要だということは我々
も認識しています。その上で、いろいろな意
⾒がありますので、こういった場を設けさせ
ていただいているということと、通常電話、
メール等で提⾔やご意⾒をいただいています
ので、そちらで対応させていただければ思い
ます。 

 

司会：あと１問か２問にさせていただきたい
と思いますが、今⽇ご発⾔できなかった⽅に
つきましては、会場の受付に質問票をご⽤意
していますので、ご記⼊いただいて箱に⼊れ
ていただければと思います。 
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質問：⾙の花⼩学校の学童に通わせていただ
いています。仕様に関わるところをもう少し
詳しく説明いただけるのかなと思って、こち
らに来たのにちょっと残念かなというのは先
ほどの⽅と⼀緒です。申し込みとか⼝座振替
の⼿続きの時期とか、そういったスケジュー
ルは結構明確になっていますが、運営法⼈の
決定や公表の予定などが１１⽉になってい
て、今まだ仕様は検討中だという話なのです
が、スケジュール的にクリアではないなと思
いまして、こちらのスケジュールをもうちょ
っと公表していただけるのかというのが⼀
つ。あと質の向上の点ですが、保育の質とい
うと⼦どもと先⽣⽅、保護者と指導員との関
係なので、指導員の先⽣がいかに充実して働
けるかというところが⼀番メーンになってく
るかと思うのですね、質を上げるためには。
先ほど⼝座振替等を市がやることによって、
その時間を指導員には保育にかけて欲しいと
いうのは分かるのですが、松⼾市は⼦育てに
優しい街として、松⼾⼿当のような⾦銭的な
待遇も設けていますが、その点はいかがでし
ょうか。 

 

回答：スケジュールについてですが、今⽇、
⼀番話題になっているように、仕様、条件等
を固めるのが⼀番重要だと思っています。そ
の条件が固まれば、後は公募によって事業者
から提案を受けて、最終的に事業者を決定す
ることになります。ここは⽐較的、機会的と
⾔っていいのかどうか分かりませんが、ある
程度スケジュール感は読めます。保育の質と
いう点ですが、我々もこういった事業は⼈が
重要だと思っています。保育所の待機児童解
消のための松⼾⼿当とは少し内容は違うかも
しれませんが、今後、委託料を積算する際に

は、⽀援員の待遇がキチンとなされるように
積算して⾏く予定です。 

 

質問：六実⼩の保護者です。何⼈かの保護者
の⽅がおっしゃっていますが、仕様について
ある程度⽰していただいて、それから意⾒を
取らないことには保護者の不安がなくなるこ
とはあり得ないと思います。ある程度のたた
き台なり何なりを⽰していただいて、それに
対して保護者が意⾒を⾔って、それで有識者
の意⾒にかけて話をするという⾵にしない
と、どうしても不安は残っていくと思いま
す。今⽇の説明を聞いた中でいくと、どうし
ても来年度実施することを前提にして、⼝座
だとかそういうものの開始時期に合わせたス
ケジュールだとしか思えなくて、この意⾒が
本当に反映されるのかどうか、という点で不
安に思っているのですが。 

 

回答：繰り返しになりますが、今⽇ご意⾒を
いただいて、そちらも踏まえて最終的には市
で固めて⾏きます。その中で本⽇もあります
が、またメール、電話等で意⾒もいただい
て、いろいろな意⾒がございます、そういっ
たことを全部かなえるというのはなかなか難
しい。そんな中で皆さんからご意⾒をいただ
いて、そちらも含めて、最後は有識者等のご
助⾔、ご提⾔をいただきながら仕様を固めて
⾏くという流れに沿って市としては対応して
⾏くつもりです。 

 

司会：本⽇の説明資料と質疑応答の内容につ
いては市のホームページで公開する予定で
す。 

以上で閉会とします。 

（⽂責・松⼾市学童保育の会 河野聡） 


