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第 1 号議案 

2018 年度 事業運営報告（案） 

1. 委託化について 

市は 2019 年度から現在の補助金制度から委託方式に変更すると表明し、9 月に公募、

10 月～12 月にヒアリング（プレゼン）が実施されました。 

当法人は 12 学童保育所（以下「学童」）すべての受託を目指して全学童に応募、ヒアリ

ングに向けては法人の成り立ち、子ども目線に立った保育、保護者との連携などを基本

的な考え方として準備を進めました。 

学識経験者等による選考委員会で 12 回（再公募含め 13 回）のヒアリング（プレゼン）

が行われ、次のような選考結果となりました。 

受託可 ：八柱、ありのみ、高木、高塚、八ヶ崎、中央、ひま 2、寒風台 

受託不可：小金北、小金原、横須賀、上本郷 

 

全学童のプレゼンがほぼ同じ内容でしたが結果に差が出てしまい、市の選考基準の解

釈について、釈然としないものが残りました。また、保護者が選考委員に選ばれていない

など、当事者の声を反映しているのか疑問が残る面もありました。 

結果は結果として受け入れざるを得なく、やむを得ず事業縮小、希望退職を募ること

になってしまいました。 

次回の公募が 3 年から 5 年後と言われていますので、今回の結果を踏まえ、今から次

回のプレゼンに備える必要があると考えています。 

＊委託化に伴い、学童名が「小学校名＋放課後児童クラブ」に変更しました。 

 

2. 児童数・保育体制 

① 児童数 参考資料参照 

2003 年 4 月に 565 名で法人運営がスタートし、2018 年 4 月には 1028 名で約 1.8

倍に伸びています。年間の退所率は 2016 年度 15.5％、2017 年度 9.7％に対し 2018

年度は 8.0％でした。 

児童数増加に伴い借家の利用や学校教室の一時借用など行政の協力も得ながら、

12 学童のうち 9学童が複数の施設（教室、借家等）を利用して保育を行いました。 

② 保育体制 

専任指導員は 2003 年 4 月 25 名でスタートし、2018 年 4 月の定数は 47 名で約 1.9

倍に増えています。しかし、今年度も定数に満たないまま 38 名でスタートし、随時

募集をかけ 9名の採用がありましたが、契約満了（3ヶ月の有期雇用）を含め 4名の

途中退職、1名の産休がありました。パート指導員の協力や専任指導員の努力によっ

て保育を行ってきましたが不十分な体制となりました。 
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注：市の条例は 1 単位あたり支援員 2 名以上とし、そのうち 1 名を除いて補助員で可と

しています。「支援員」とは保育士や教員の有資格者あるいは 2 年間・2000 時間以

上の実務経験者でパート指導員でも資格がある人です。「補助員」とはそれ以外の人

で、専任指導員でも補助員登録という人がいます。市への支援員・補助員の登録と

法人の専任指導員・パート指導員の位置づけが異なりますが、条例にある支援体制

は維持しています。 

注：現在、国の省令で「放課後児童支援員」の資格と配置基準を「従う基準」として定

め、市はこのことに基づいて条例を定めています。 

しかし、人手不足の解消策のために一部の地方自治体・地方三団体から「参酌すべ

き基準(参考基準)」へと緩和の提案があり、政府は 2019 年 1 月に閣議決定しまし

た。 

基準の参酌化で「資格者がいない」「一人配置」という事態も考えられ、子どもの命

や安全を守ること、豊かな保育内容づくりに多大な影響が予測されます。 

国の基準が緩和されても、市が条例を変えないように要望していくことが必要にな

っています。 

 

3. 保育内容・保育環境 

① 保育環境 

A) 多人数保育問題 

児童数の増加に伴い多人数保育問題がますます顕著になっています。本来、条

例で定める１単位おおむね 40 名を超える場合は施設を分けて、希望する児童は

全員受け入れるべきだと考えています。 

その一方、市には定員の設定がなく、施設の確保がされないまま受け入れざる

を得ないことが多人数保育問題を大きくしている要因にもなっています。 

2018 年度は 9 学童が複数の施設を利用していますが、学校教室の一時借用の

場合は学校優先で物が置けない、時間制限がある、水道やトイレがないなど子ど

もたちの生活の場としては不十分な施設です。また、ワンルームで生活している

学童が 3 つありますが多人数で子どもたちが落ち着かずトラブルにつながる環

境になっています。定員を定め、適正規模で保育できる施設の確保が必要となっ

ています。 

保育面では子どもたちの居場所づくりや、きめ細かい対応が難しくなってい

ます。一人一人の指導員が保育づくりができる児童数には限界があり、複数施設

による適正規模化が望まれます。 

同時に複数施設で保育をしている学童では、担当していない部屋の様子が分

からず指導員同士の意思疎通や連携が難しくなっています。また、分かれて生活

する子どもたちの関係づくりも課題となっています。 

B) 施設 

ひまわり第 2 学童の大規模改修が行われました。敷地の関係で大幅な拡大は
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されませんでしたが、壁と天井を始め、エアコン、台所、トイレなどすべて新し

くなりました。このことを先例として老朽化が進んでいる学童の改修を市に要

望していきたいと考えています。 

寒風台わくわく（借家）の移転は市に要望しましたが実現しませんでした。引

き続き要望していきます。 

各学童の個別要望に対応してきましたが、学校と調整が必要なことは市が窓

口になっていますので今後も要望していきたいと考えています。 

C) 修繕備品 

各学童から修繕備品の年間要望アンケートをとり、計画的に進めました。多く

の学童でロッカー・下駄箱の増設、畳・カーペットの張り替え、エアコンのクリ

ーニング・点検等を行いました。 

老朽化に伴い蛍光灯・エアコン・冷蔵庫など電化製品や水回りの修繕や購入が

増え、今年度は予算を超えることになりました。 

② 保育内容 

年間の重点課題である「異年齢の集団を活かした保育」「保護者会活動の活性化」

「学校・地域との連携」を各学童の保育方針・日々の保育に反映させ実践しました。 

全学童で月間保育予定を立て、お誕生会やみんなで遊ぶ日、夏休みや一日保育のお

出かけなど行ってきました。その中で、意図的に高学年が活躍できる場を設けたり、

一人一人が主役になれる機会を作るようにしてきました。 

一方で多人数保育のため、全員で行う企画は準備に時間がかかりすぎて小回りが

利かないこと、日常は同じ学年の子同士だけのあそびになってしまうことがありま

した。学童のよさである異年齢の子どもたちとの関わりあいや育ちあいのために、よ

り一層工夫していく必要があります。 

配慮が必要な児童への関わりも課題となっています。子どもと大人が 1 対 1 の保

育が必要なときもあり、全体を見渡した保育ときめ細かい保育の両面が必要ですが、

多人数保育の影響できめ細かさが難しくなってきています。 

事務局による保育見回りで、各学童の様子を把握し指導員と相談してきましたが、

児童数や指導員数の増加に加え委託に向けて膨大な準備があり、指導員への支援を

十分に行えませんでした。 

市の方針で放課後 KIDS ルームとの連携を要請されています。勉強のために KIDS

ルームに行ったり、共同で行事開催を行ったりしている学童もありますが、事業目的

が異なることでの難しさがあります。 

③ 行事 

全学童が参加する「おひさまフェスタ」を例年通り開催しました。コマ、けん玉等

の伝承遊びに加え、実際に学童で取り組んでいる遊び等も加えました。保護者の参加

も多くなっていますので、今後も参加して頂けるよう工夫していきたいと考えてい

ます。 

キャンプ・合宿、学童まつり、入所卒所式を行うことを法人として推奨しています。

キャンプ・合宿は 9学童が 1泊 2日で実施（3学童はデイキャンプや交流会を実施）、
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学童まつりは 9学童が開催しました（3学童は学校や地域のまつりに参加）。 

行事を通して大きい子と小さい子の関わりや活躍できる場を意図的に作ったり、

事前の取り組みも通して体験することが子どもの成長につながっています。 

また、2015～2017 年度に実施した保護者アンケートで「行事を通して保護者同士

や指導員と子育てのことを話せるようになった」「他の子どもたちと仲良くなった」

という意見が多くあり、保護者同士の関係づくりや自分の子以外の子を見るよい機

会となっています。 

④ 安全管理 

職員部会等で緊急時マニュアル・事故発生時の対応（図）の再確認、年複数回の避

難訓練、月 1 回の指導員による施設点検を行いました。全学童に災害時備品を常備

しています。また、事故（けが）や不測の事態に備え職員同士で対応の仕方や役割分

担、学童と事務局との連携や連絡方法を周知してきました。また、事故（けが）の事

例を指導員同士で共有し、類似例の再発防止を進めてきました。 

 

4. 保護者会・保護者との連携 

① 代表者会議の開催と保護者会への出席 

学期に一度代表者会議を開き、指導員も年 2 回は参加するようにして保護者と連

携をとれるようにしてきました。代表者会議では国や松戸市の学童保育施策、財政状

況、各学童の保護者会活動の様子など情報交換を行ってきました。 

しかし、今年度は秋に委託公募・プレゼンがあったため 2学期は実施できず、情報

を指導員経由で伝えるにとどまってしまいました。 

個別学童での保護者と理事との懇談会を行いました。直接要望を聞く機会となり

改善につなげてきました。その一方で全ての学童で実施できていませんので今後も

実施を呼びかけたいと考えています。 

② 保護者会への支援 

子どもたちの成長発達を促し、豊かな保育を築くために保護者会との協力関係を

築くようにしてきました。学童まつりや入所卒所式は学校や地域の方々に案内状を

出すなど学童への理解が得られるよう努めていただきました。 

保護者とともに行う行事では、子どもたちの生き生きとした姿や保護者が楽しむ

姿がありました。過去 3 年間実施した保護者アンケートでも「子どもと一緒の行事

が楽しい」「保護者同士や指導員との関係ができて子どもの話ができるようになった」

という意見があり、行事が豊かな生活づくりのためのよい機会となっています。その

一方で参加人数の減少、費用や準備の負担などについてのご意見もありました。行事

や保護者会の意義と過度な負担にならないバランスも大切だと考えています。 

③ 子どもの様子を伝える 

保護者が安心して子どもを預け働けるように、全学童で定期的におたよりの発行、

お迎えの時や保育懇談会、保護者会などを通して日々の子どもたちの様子を伝えて

きました。 
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また、保護者が話しやすい雰囲気や相談しやすい関係づくりに努めるとともに子

どもの成長や子育ての悩みを共有し共感できるよう努めてきました。 

④ 保護者アンケート 

2015～2017 年度に、保護者へ利用状況や保育内容等に関するアンケートを実施し、

その結果を代表者会議や保護者に報告してきました。今年度は委託準備を優先した

ため実施しませんでしたが、今後も法人運営や保育に役立てるためアンケートを実

施していく予定です。 

 

5. 職員部会・職員 

① 職員部会 

今年度から法人組織と職員部会との関係を見直し、職員部会は研修・情報交換・行

事に特化し、法人運営に関わることは新たに設けた主任会議や学童会議などが受け持

つようになりました。 

主任会議で各学童の月間保育報告を行い、情報交換や他の指導員からのアドバイス

を得る機会としました。また、報告書の書式に個別学童や個人の意見や要望を記入で

きる欄を設け、必要に応じて理事会に具申できるよう、トップダウンとボトムアップ

ができる仕組みにしました。 

② 研修 

職員部会に研修担当者を置き、救急法、情勢学習会、実践レポート、新人研修を行

ってきました。新人研修は経験 2年未満の指導員を対象に講習・実践・検討など行い

ました。実践レポートは指導員全員が書きましたが、予定していた検討会は委託準備

の影響で実施できませんでした。 

その他に指導員が他の学童に行く交換研修、新規採用時の事務局主催の新人研修、

全国・千葉県の学童保育連絡協議会主催の外部研修、MAC 主催研修などに参加しまし

た。 

厚労省作成の放課後児童クラブ運営指針解説書を全専任指導員に配布し、自己研鑽

するようにしました。 

支援員の資格を得るための県による認定資格研修に 14 名が受講し資格を取得しま

した。 

③ 待遇・労働条件 

指導員の労働条件を整備し、長く働き続けられる事がより良い保育内容の実現に

つながると考えています。 

2017 年度の保育料軽減の影響もあって厳しい財政となってしまいましたが、予算

を工夫し例年程度の待遇を維持するようにしました。 

委託化の結果、運営する学童が 12 から 8になってしまい規模縮小を免れず、指導

員の雇用確保を 大の課題としてきましたがやむを得ず希望退職を募りました。受

託できなかった学童の指導員のうち、当該学童に残留を希望する指導員については、

運営を引き継ぐ法人に継続雇用を求め、実現しました。 
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④ 理事と職員面談・労働組合との協議 

5 月に学童単位の面談、12 月に個人面談を行いました。 

労働組合と労働条件全般の協議を進め改善に努めてきましたが、委託準備の関係

で継続課題となっていた定年制などの論議が不十分となってしまいました。 

 

6. 学校・地域、行政等 

① 学校・地域との連携 

年度始めに理事が各小学校にあいさつに伺い、校長先生や教頭先生と情報交換を

し、日常生活のルール確認など行いました。また、全学童がおたよりを該当小学校の

校長先生・教頭先生に渡し学童の様子を伝えました。 

入所卒所式に、校長先生・PTA 会長・町内会長・民生委員など地域の方たちを招待

した所もありました。学童まつりや入所卒所式などは学童保育への理解を広げるよ

い機会なので、より多くの学童で招待をお願いしたいと考えています。 

学校主催あるいは学童主催の地域懇談会に指導員が出席し、学童への理解を深め

ていただく機会としました。 

 安全管理やごみの出し方などで学校に迷惑をかけることがありました。再発を防

止するとともに良好な関係づくりをするように周知しました。 

② 行政との関わり 

2017 年 3 月に市から運営管理能力について強い指摘があり、主張することは主張

し、改善すべきことは改善を進め、そのことをまとめた事業改善計画（案）を 2017

年 12 月に市に相談という形で渡しました。2018 年 9 月にあった委託応募要領に主任

の配置などが含まれていたことから結果的に改善計画（案）の作成を進めた成果があ

りました。 

委託プレゼンで法人が大切にしていることを前面に出しました。保護者の協力と

は保護者負担につながるので時代にそぐわないという委員もいて、受託結果は厳し

いものとなりました。その一方で、立ち会っていた担当課職員には学童保育事業のあ

り方や、法人のよさを理解してもらえる機会にもなったようです。 

保護者から市に直接苦情が行くことがあり、その都度対応や報告書を提出してき

ました。保護者には苦情ルートを周知するとともに内容によっては防げるものもあ

りましたので全学童に再発防止策を周知しました。 

 

7. 法人運営 

① 財政 

2017 年度に標準保育料が 12000 円から 9000 円、準要保育料が 6000 円から 4000 円

になりました。また、通常保育時間の延長に伴い、延長料金が廃止され従来要望して

きた保育料軽減が実現しました。しかし、保育料収入の減少分を補助金の増額で賄い

きれなかったため、2017 年度は指導員の一時金を減額しましたが、指導員の生活を
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守るために 2年続けての減額を避ける予算を組みました。 

老朽化に伴う大型の修繕備品、専任指導員・パート指導員の募集のための宣伝広告

費および応募者に目が留まるようにとの入社祝い金（単年度のみ）を設けたこと、後

期の事業縮小に伴う希望退職者への退職慰労金（単年度のみ）が発生したこと、おや

つ代が大きくなったことなどにより事業費が大きく予算額を超え、大規模な赤字決

算となりました。 

2019 年度は収入が委託金 1 本になり、赤字を埋める保育料収入がなくなるため、

よりきめ細かい予算執行が必要になっています。 

保育料未納のまま退所し法的措置（支払督促申立書）も取れず、未収分を徴収不能

で処理をするケースがありました。 

② 法人運営 

2017 年度に法人運営を洗い出して事業改善計画（案）をまとめる中で、事業の目

的、目指す保育内容や順守事項、職員研修、各種規約やマニュアル関係、財務労務関

係、職員の日常業務等については法人として一定の整備を行っていることを確認し

ました。 

その一方、理事会の機能と権限を分割しスピード感と小回りが利くような組織を

作るために、理事会と各学童との中間に新たな組織をつくるなど、職務・責任・権限

を明確にした組織改革が課題になっていました。 

2018 年度はその中間組織として主任制度を導入し、主任会議をおきました。各学

童の様子が他の学童に分かる「見える化」を進め、その場で決められることや相談・

解決できることを多くし、そのことによって理事や事務局の個別対応が必要なこと

を絞り、小回りが利くようにしてきました。また、理事会や事務局の一方通行になら

ないように、個別学童や個人の意見や要望を主任会議で議題にする仕組みをつくり、

主任会議で判断できないことは理事会の議題にする仕組みを取り入れ、個別学童・個

人の意見や要望の表明権を保障するようにしてきました。 

委託化への対応が優先され、十分機能が果たせていない面がありますが、パートさ

んを融通し合ったり、保育の悩みを話したりする機会にもなっていますので、今後発

展させていきたいと考えています。 

 


