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はじめに 

 ２０１８年（平成３０年）１月１３日に，日弁連としては初となる，学童保育をテーマ

としたシンポジウム｢子どもの貧困と学童保育～学童保育が子どもの居場所であるために｣

（以下「本シンポジウム」といいます。）を開催しました。 

 学童保育（放課後児童健全育成事業）は，小学生の子ども達の放課後や長期休みにおけ

る安全・安心な生活の保障や子ども達の健全な育成にとって必要不可欠な事業であるにも

関わらず，学童保育で働く職員の資格，児童一人あたりの専用区画の面積基準等のごく基

本的な事項についてすら，法的拘束力のある規制のない状態が最近まで続いていました。 

 ２０１５年度（平成２７年度）から，いわゆる子ども子育て支援新制度の施行に伴い，

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（以下「設備運営基準」といいます。）

が施行され，上記の基本的な事項について，法的拘束力のある規制がなされることになり

ました。設備運営基準の定める基準は，そのほとんどが｢参酌すべき基準｣でしたが，学童

保育の質の要となる，｢放課後児童支援員の資格｣及び｢放課後児童支援員等の配置基準｣

（｢支援の単位｣ごとに２人の職員を配置し，そのうち一人は必ず｢放課後児童支援員｣の有

資格者であること）については，｢従うべき基準｣とされることとなりました。 

しかし，２０１８年１２月２５日，「平成３０年の地方からの提案等に関する対応方針」

閣議決定がなされ，学童保育における従うべき基準－放課後児童支援の資格及び員数につ

いての基準－が参酌化される方針が決定しました（日本弁護士連合会は，同月２１日付け

で「放課後児童支援員の資格及び配置に関する「従うべき基準」の堅持を求める意見書」

を取りまとめ，同月２５日付けで，内閣総理大臣，厚生労働大臣，文部科学大臣，総務大

臣宛てに提出しています。）。 

上記の閣議決定を受け，２０１９年（令和元年）５月３１日，「地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（令和元年法律第

２６号）（第９次地方分権一括法）が成立しました。 

そして，同法第９条により，現行の児童福祉法三十四条の八の二第二項の「放課後児童

健全育成事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で定める基準に従い定め

るものとし，その他の事項については」を｢削る｣という｢改正｣がなされ，｢改正｣された児

童福祉法が施行される２０２０年（令和２年）４月１日以降は，放課後児童支援員の資格

を持った職員が配置されていない学童保育や，職員が一人しか配置されていない学童保育

も容認されることとなります。 

｢地方分権｣の名の下に，職員の資格や配置基準と言った，学童保育の質の確保のための

最低限の事柄についてすら，最低限の｢従うべき基準｣が存在しない状態で，学童保育が困

難な状況にある子ども達をも包摂する，子どもの居場所としての役割を十分に果たすこと

ができるでしょうか。 

本報告書が，全国のどの自治体においても，学童保育が子どもの居場所として十分な役

割を果たすための一助となることを祈念します。 
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※本報告書は，平成３０年１月１３日実施のシンポジウム「子どもの貧困と学童保育～学

童保育が子どもの居場所であるために～」の反訳資料であり，登壇者の発言は，日本弁護

士連合会会員の登壇者のものも含め，当連合会の公式見解を示したものではありません。 
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 開催挨拶（日本弁護士連合会副会長加藤裕） 

 本日は，祝日ではございますけれども，多数の方にお集まりいただき，ありがとうござ

います。ただいまから「子どもの貧困と学童保育」と題しまして，シンポジウムを開催い

たします。 

 日弁連でこのような取組をすることは，実は初めてでございます。学童保育。私も元々

はぴんとこないです。というのも，自分の子どもの頃，大昔でございますけれども，振り

返ってみますと，そのようなものは全くない田舎ですし，小学校では，私も鍵っ子で母子

家庭だったのですけれども，家に帰ると，かばんを置いて，すぐに出かけて，日が沈むま

で遊びまくっていた。ですから，そのような生活をしていると，一体学童保育とか何なの

かなと思っていたりもしていたわけです。やはりそのように思われるのは，何が原因なの

か。それは，学童保育がこれまで制度上，きちんと位置付けられてこなかったということ

があったのだろうと思います。 

 学童保育の歴史は，資料を見てみますと，実は日露戦争の頃の出征兵士の 15 人に設置さ

れたということが萌芽だといわれるのですが，そこまで遡らなくても，戦後の早い時期か

ら，民間の人々や地方公共団体の取り組みによって，学童保育の取り組みが展開されてき

た。その中で，国の支援は，制度上のものができていないために，しっかりしたものがさ

れてこなかった。それが長年続いてきた。 

 やっと 97 年になって，児童福祉法の改正で，放課後児童健全育成事業という形で，初め

て法制度の中に学童保育が位置付けられるようになった。そしてさらにまた 20 年近くた

って，2015 年に子ども子育て支援制度の中で，学童保育について，国の設備運営基準が定

められ，放課後児童クラブ運営指針も整備されるに至り，そこから３年たっております。

しかし，学童保育の現状は十分とは到底いえません。 

 今日もいろいろな数字が報告されますけれども，待機児童も，昨年度の厚労省の発表で

も１万 7,000 人以上という現状であります。このような中で，まず学童保育の量を拡大し

なければいけない。これは当然の課題としてあります。さらに，その中で，低所得者への

支援も必要です。様々な質的な拡大も必要です。学童保育の設備の充実，運用時間の延長

などに対する様々な支援などが必要です。 

 障害がある子どもたちが，安心して学童保育に行けるような取り組みも必要です。そこ

で働いている方々の職の待遇改善，そのスキルをアップしてもらうための支援も必要です。

このような様々な課題にこれから取り組まなければいけないということが，現代のところ

だと思います。 

 最初に，日弁連がこのような取組をすることは初めてだと申し上げましたが，学童保育

がようやく整備され始めつつある中で，本当に充実した学童保育を作り上げていくために，

このシンポジウムが一つの契機になればと期待しております。 

 簡単ではございますけれども，以上をもちまして，主催者としての開会の挨拶とさせて

いただきます。ありがとうございました。 
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第１「学童保育の現状について」（貧困問題対策本部委員 鈴木愛子） 

 

１ 当事者及び弁護士としての学童保育との関わり 

 最初に，私と学童保育との関わりですが，実は，私は学童保育との関わりが先にあって，

日弁連の委員になりました。６年生と３年生の息子がおりまして，今，名古屋市内にある

学童保育クラブの父母会長をしております。 

 次のフィルムでお話しするのですけれども，ちょうど子ども子育て支援新制度の前後の

時期に，自分の学童の分割と移転を両方やらなくてはいけないことになりまして，その担

当者をしたことがきっかけで，学童保育の現実にいろいろな面でカルチャーショックを受

けました。その後，日弁連の委員になって，今回のシンポジウムも企画させていただいて

おります。そのような背景の人間だと御理解いただいて，お話を聞いていただければと思

います。 

２「子ども子育て支援新制度と学童保育の状況」 

 （１）登録児童数の急激な増加 
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 まず「子ども子育て支援新制度と学童保育の状況」ということで，現在，学童保育の利

用数が急激な伸びを示していること。そして，急激な伸びを示している一方，昔からです

が，現在さらに学童保育を取り巻く状況が多様になっていること。その背景について，そ

れぞれのパネリストの報告の前に，前提の共有という感じで，お話をさせていただきたい

と思います。 

 学童保育は，法律上は，放課後児童健全育成事業です。児童福祉法第６条３第２項に規

定された，小学校に就学している児童，小学校１年生から６年生の子どもたちで，保護者

が労働等により昼間家庭にいないものに，遊びと生活の場所を与える。そして，健全な育

成を図る事業でございます。全国に，平成 28 年５月１日現在のデータで，23,619 か所。

登録児童数は 100 万人を大きく超えて 1,093,085 人になっています。 

 そのあとの運営主体などは，また別のスライドで詳しくお話しさせていただくのですけ

れども，公営が 8,735 か所で，全体の，28 年では 37％ぐらいで，大きな民営は 14,884 か

所になっています。ここ数年で，学童保育の急激な拡大状況をデータで見させていただい

ています。 
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 学童保育で，特にトピックとなる年は，1998 年，97 年に改正された児童福祉法が施行さ

れた年。この時点ではまだ児童数が 33 万 3,100 人。施設数も１万を切っていました。それ

から，新制度の施行の前年である 2014 年でも，まだ児童数は 100 万人に達しておらず，施

設数も２万 2,000 くらいということでした。そこがやはり，子ども子育て支援新制度の施

行で，それまで 10 歳未満までであった対象児童が小学生全体に拡大したことで，８万人以

上も増加になりました。 

 学童保育の施設数も，このデータでは，支援の単位，保育を行うユニットの規模である，

おおむね 40 人以下で構成されている支援の単位の観点では，本当に 2017 年の時点で３万

近い数になるということで，児童数と施設数ないし支援の単位数とも，本当に急激な伸び

を示している現状がお分かりいただけるかと思います。 
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（２）学童保育の運営主体 

 

 学童保育はどこで運営しているか，です。非常に運営主体が多様化しています。先ほど

のデータは，厚生労働省のホームページにある 28 年の５月の時点のデータですが，こちら

の方は全国学童保育連絡協議会の 2017 年調査で，もう少し新しいデータになっておりま

す。 

 ここで見られることは，公営の減少傾向です。28 年５月のデータでは 37％ぐらいだった

のが，34％ぐらいにまた減少している。 

 公営の減少傾向の背景にあるものは，やはり指定管理者制度の広がりで，営利企業の増

加です。公益の施設を行政に管理してもらうような形での制度を取り入れる自治体が，や

はり増えてきて，営利企業，株式会社が運営主体である場合は，全体ではまだ少ないです。

全国学童保育連絡協議会のデータでは 5.4％ですけれども，３年前の比較した増加率です

と，本当に 312％と，まだ全体としては少ないけれども，急に割合がものすごく増えてき

ているということがいえます。 

 それから，学童保育の特徴としては，運営基盤の脆弱な運営主体がまだかなりあるとい

うことだと思います。私の子ども達も地域運営委員会方式の学童保育に通っています（名

古屋市）。地域の役職者，名古屋市の区政教育委員や児童委員やＰＴＡの役員の方々，子ど

も会の会長等と，保護者の代表者が運営委員会を構成して，その運営委員会が運営主体と

なっているけれども，現実としては，実際の経営は親がやっているというような状態です。 
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 さらに，地域運営委員会・父母会の他に，ＮＰＯ法人もありますけれども，ＮＰＯ法人

といっても，法人格は取っているけれども，実際は保護者たちがＮＰＯ法人を取得してや

っている学童保育も多い点が，他の児童福祉施設や他の社会福祉事業とはかなり異なる特

徴，学童の特色であると思います。 

 

（３）学童保育施設はどこにあるか 

 

 次に，学童保育施設はどこにあるのかということも，学童保育の現状を語る上で大きな

テーマの一つだと思います。こちらは視覚的に分かりやすいように全体に数字が概数にな

っています。 

学校の敷地内と敷地外で，おおよそ半々のイメージ。ただ，敷地内がやや多いというこ

とと，これからは学童保育の施設を学校内に造ろう，放課後子供教室と一体化して運営し

ようという動きもあって，これからは学校内の学童保育が増えていくのではないかと思っ

ています。 

 やはり，学童保育がどこにあるかは，放課後の子どもの過ごし方ということでとても意

味がある。学童の性質にも影響を与えるところだと思っています。学校外にある場合は，

放課後の場所，学校から解放されて，学校とは違う場所で遊べる，生活できるというとこ

ろや，あとは学校の中だけに閉じこもっているのではなくて，地域のいろいろな公園に出

掛けたり，いろいろな遊び場所に行ったりできるというメリットがあると思います。 
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 ただ，一方で，私自身も名古屋市の学童で，学校の外の施設に民間の建物を借りてやっ

ていますが，例えば子供を学童に送迎する，学校に指導員が子どもたちを迎えに行って，

学童に来てもらう等の，送迎時にトラブルがあったときの学校の連携，そもそも送迎でき

るだけの指導員を獲得する。そもそも学童保育を作るときに，学童保育ができると，保護

者達の迎えで周りの交通が渋滞する，子どもたちがうるさいということで，学童保育には

なかなか物件を貸してもらえないということがあったり，設置に住民の反対があったりと

いう課題も，学校外の学童保育にはあります。 

 一方，学校内であれば，小学校と連携しやすかったり，送迎の問題は学校内なので，学

校から外に出て送迎することについての問題はないですけれども，やはり｢放課後の時間｣

にすることができるのか，学校から解放されて，子どもにとってリラックスできる場にで

きるのかという課題や，学校施設を利用する場合に，学童に通っていない子どもたちとの

関わり。そして，子どもが学校に閉じ込められて，その地域，子どもが小学校で過ごす間，

もうずっと学校の中ばかりで過ごして，外の公園で遊んだりということがないままに成長

していってしまわないかという課題があります。やはりいろいろな面で課題が違ってくる

と思います。 

 

（４）学童保育の多様性とその背景 

 

 ここで改めて，学童保育の多様性とその背景について，振り返ってみたいと思います。
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児童福祉法が制定された 1947 年の時代から，保育所は児童福祉施設として規定されてい

ました。学童保育は全く，当然この時代には，法律上になかったわけです。そして 50 年代，

60 年代に，都市部で親たちの，働くことと子どもの豊かな放課後の生活の両立をあきらめ

なかった親たちが，学童保育の「つくり運動」を始めて，都市部で共同保育が始まりまし

た。 

 そして 1967 年には，全国学童保育連絡協議会が結成され，1976 年に，都市児童健全育

成事業実施要綱として，国庫補助が始まりました。そして，やっと 1997 年に「放課後児童

健全育成事業」として児童福祉法上，法制化されています。ですから，児童福祉法制定か

ら半世紀たってというところですね。 

 しかも，保育所と違って，児童福祉施設ではありませんし，また，法制化されても，面

積基準や職員の資格基準，配置基準という，子どもが関わる事業であれば当たり前の基準

も，法的な拘束力のないまま，1997 年に，放課後児童健全育成事業はできたものの，子ど

も子育て支援新制度が 2015 年に始まるまで，ずっとガイドラインだけの状態が続いてい

ました。 

 このように，やはり自助共助が制度に成功して，放課後児童健全育成事業の法制化より

もずっと前から，学童保育を親たちが先行して作ってきたという歴史がありますので，ど

うしても運営の在り方も自治体によりさまざまですし。私もまさに，今でも親が運営して

いる学童の役員を，いろいろあって，小学校１年生から６年生までずっと６年間やってい

るのですけれども，お金を払って預けていながら，経営もしているというような，事業者

なのか，利用者なのか，よく分からないという実感を持ちながら，今でもやっている状況

があります。 

 そのような中で，やっと基準ができたわけです。放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準ができ，それに沿った条例が各市町村でできました。学童が多様であるが

ゆえに，質は向上させないといけないけれども，あまり厳しい基準を作ってしまうと，そ

の基準に合わせられない学童保育がたくさん出てきてしまいますし。かといって，あまり

緩い基準では質の向上にはつながらないというところで，本当にそのバランスが難しい中

で，質の向上が目指されていますし。しかし，対象となる児童が，３年生までを一気に６

年生までに大幅に拡大したので，同時に質の基準もできて，量も拡大されたということが，

現在の状況だと思います。 

 話が前後しますけれども，学童保育と放課後児童健全育成事業ですが，今回のシンポジ

ウムでは，放課後児童健全育成事業は児童福祉法上の制度としての位置付けで考えている

のですけれども，学童保育の場合，それよりももう少し広い観念といいますか，放課後児

童クラブ運営指針にもあるように，子どもたちの最大の利益を図って，子どもたちが主体

的に遊んで，生活して，子どもたちが自分の気持ちを出して，関わり合って育てていける

場所，そのような機能を果たす場所が学童保育ではないかと考えています。 

 今回のシンポジウムでは，児童福祉法上に，1997 年，約 20 年前に制定された，でき上
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がった放課後児童健全育成事業が，そのような学童保育の役割，学童保育が法制化される

以前から親たちが目指してきた，子どもたちの，本当に放課後のおうちとしての役割を，

これからも量的な拡大が非常に進む中でも果たしていけるようにするためには，どのよう

にしていったらいいのか。何が必要で，何が課題で，その解決には何が必要なのか。それ

を議論するようなシンポジウムにしていきたいと考えています。 

 

（５）放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

 

 最後に，新しくできました放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の中身

を，見ていきたいと思うのです。本当にすごいことだと思うのですけれども，子どもによ

っては，学校よりも長い時間，生活する場所なのに，そこで働く職員の資格が今回はじめ

てできたわけです。 

 この資格がどのような資格かといいますと，施設及び運営の基準の 10 条３項に列挙さ

れている方が，放課後児童支援員認定資格研修という研修を受講することで得られる資格

です。保育士，社会福祉士，教員免許などの，子どもや育児に関する資格を持っている方

や，高卒以上で２年以上児童福祉事業に従事している方，あるいは高卒以上で２年以上，

放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事された方。あと，社会学，福祉学などを学

んだ方というものもありますけれども，元々関連する基礎知識を持っている方や，児童福

祉事業や学童保育の経験者が，研修を受ければいい制度ということに今のところなってい
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ます。 

 研修を受けて，履修レポートなどの提出はあるけれども，合否の判定はないということ。

そして，やはりこれも学童保育の歴史からのことでしょうけれども，研修の実施主体は都

道府県ですけれども，直営での研修実施はごくわずかであって，日本学童保育指導委員協

会や，学童保育関係者が設立したＮＰＯ法人等が認定研修の委託先になっていることも多

い状況になっています。 

 

 

 設備及び運営に関する基準のうちで，施設の面積基準や規模についての基準について，

少し見ていきたいと思います。専用区画の面積基準ですね。トイレなどの一般部分を除い

た，子どもが遊んだり生活したりするためのスペースが，基準では専用区画１人当たり

1.65 平米以上となっています。そして，学童保育の規模についての基準は，一つの支援の

単位あたり，おおむね 40 人以下となっています。 

 基準ができたことはいいのですけれども，先ほどから何度も申し上げていますように，

学童保育はすごく多様ですし，しかも長年，それこそ法律ができる前からいろいろな地域

で，いろいろな形で行われてきました。加えて，仕事も育児もある保護者が実質運営して

いるような所も多いので，なかなか「はい，基準ができました。その基準に合せたものを

作ってください」といっても，そう簡単にはできません。 

 ですから，面積基準や規模に関する基準は，基準はできたものの，いろいろな自治体で
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経過措置が定められています。私もいろいろ調べてみたのですけれども，経過措置の定め

方も，経過措置がある場合もありますし，経過措置がある所でも，どのような定め方をし

ているのかということも，やはりさまざまです。 

 まず，面積基準については，そもそも面積基準を満たしていないクラブもまだ，面積基

準を満たしている所が７割強なので，満たしていないところもまだ多くあるという前提で

す。経過措置がない自治体もあり，例として大阪市がありますね。また，大阪市は，この

資料には書いていないですけれども，専用区画が確か 1.75 など，少し省令の基準よりも厳

しい基準をとっていたりします。 

 経過措置を５年とする自治体もある。例えば横浜市などがそうですし。私が住む名古屋

市では，面積基準の経過措置は「当分の間」となっていて，1.65 よりも狭い所でやってい

る学童もまだ幾つもあります。「当分の間」厚生労働省の基準よりも緩い基準を適用してい

る自治体などもあって，例えば熊本市などがこれに当たります。 

 規模の基準の「おおむね 40 人以下」のところでも，やはりいろいろな例がありまして，

経過措置を５年とした上で，段階的に，例えば今は 60 人だけれども，何年後には 50 人に

して，最終的に５年後には 40 人にしましょうなど。あとは，当分の間「おおむね 40 人」

を「おおむね 70 人」で，しかたがないということで，していきましょうという例など，い

ろいろな例があります。 

 

 ですから，厚生労働省の基準ができました。各自治体が，基本，それに沿った省令を作
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りましたとはいっても，現段階では，かなりいろいろな自治体で経過措置の最中であるの

で，基準ができたとはいっても，現実に基準どおりの学童保育が全国にあるとは，とても

いえないのが現状であると思います。 

 今後は，パネリストからの報告に当たっては，学童保育のこのように置かれている現状

を前提とした上で，お聞きいただければと思います。皆さん，どうも，ご清聴ありがとう

ございました。 

 

第２ リレー報告 

１「学童保育が担える役割」 

（元全国学童保育連絡協議会副会長・社会福祉士 下浦忠治） 

（１）自己紹介 

 ご紹介いただきました，下浦と申します。よろしくお願いいたします。簡単に，私がど

のような人間かというところで，自己紹介をさせていただきます。東京の品川区という所

で，35 年間，指導員生活をしておりました。その後，東京都内に，11 児童相談所があるの

ですけれども，その一つの児童相談所で 65 歳まで働いておりました。 

 主に携わった業務としては，実親と暮らせなくなった子どもの支援と里親さんの支援で

す。70 ぐらいまではやらせてもらおうかと思っていたのですが，いかんせん，３年前の子

ども子育て新制度のスタートに伴って，各地に放課後児童支援員認定資格研修があるので

すけれども，そちらの依頼がかなりあるということで，これは児相との兼務は難しいと判

断をし，児相を退職しました。現在，一都七県でその資格認定研修に携わっている下浦で

す。 

 今，鈴木さんが，放課後児童健全育成事業，学童保育の概略の説明をされたわけです。

私の持ち時間は 20 分ですけれども，普段 90 分かけてお伝えさせていただいているところ

を，20 分でコンパクトに皆さん方にお伝えさせていただく中身は，本日のシンポジウムの

テーマでもある，子どもの貧困と，子どもにとっての学童保育とは何なのか，どうあるべ

きなのか，そこに触れながら，改めてそこに携わっている放課後児童支援員，従来私ども

は「指導員」という言い方をしてきたわけですが，その支援員に何ができるのか。貧困や，

あるいは子どもの居場所に関わって，何ができるのか，そこのところを，３点に絞った形

でお伝えさせていただこうと思っているところです。 

  

 ただ，本論に入る前に，来るべき子どもが来なければ，指導員は子どもや保護者に関わ

ることができないですね。そのような意味で，今，今日，学童保育の領域において，いわ

ゆる入り口の問題ですけれども，入るべき，入れなければいけない子どもたちが，なかな

か入れていない，この現状があります。言い方を変えれば，支援員が自らの役割を果たす

ためにも，その前提となる入所してしかるべき子どもが，入所する，そのような入り口の

話です。ずばり，保育料の問題です。 
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 私のパワーポイントのレジュメにも，スライドの方でいいますと，４番目。ページでい

えば７ページに，保育料の問題をデータとして掲載しております。現在，このような状況

なのです。要するに，免除をしているところは，放課後児童クラブ数という言い方をもっ

てすれば，50％もいかない。46.7％にとどまっているという現状があります。 

 

 皆さんもご認識のとおり，経済的困難は，一言で申し上げれば，極めて暮らしていく上

において，選択を狭める，選択をする可能性を狭めるという状況があります。さらに言い

方を換えるならば，不利を招いている。今申し上げたこの２点を，学童保育の領域で言え

ば，文字どおり経済困難を抱えている家庭の子どもについては，選択制を狭められている

状況に対して，国レベルできちんと保障すべきだろう。入所を必要とする子どもたちが，

すべて入所できるように。そうしていくことが，この入り口の喫緊の課題だということを

お伝えしておきたいと思います。 

 お金のある家庭の子どものみが入所できる，そのような学童保育であってはいけないだ

ろう。ましてや，児童福祉に関わるこの事業において，本当に必要とする子どもが利用で

きず，入所できない。これは，この学童保育の領域において最大の課題だということを，

まずお伝えしておきたいと思います。不利を背負った親子が，さらに不利を重ねていくこ

とがないようにしたいということであります。 

 

（３）放課後児童支援員に何ができるのか 
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  ア 親子の笑顔をつくり出す 

  さて，本題として，冒頭に申し上げましたとおり，放課後児童支援員に何ができるの

か。ここのところを３点にわたってお伝えさせていただきます。１点目は，分かりやす

く言えば，親子の笑顔を引き出す。親子の笑顔をつくり出す営みです。言い方を換えれ

ば，「また明日もね」と言い合える子ども同士の人間関係を紡いでいくことが，学童保育

の事業においては極めて要の仕事なのだと。 

  「また明日も遊ぼうね」と言って，子ども本人が，明日を楽しみにできる人間関係と

生活を作り出していく。そこに行けば，安心できる仲間がいて，そこに行けば，楽しく

過ごせる，そのような時間と空間が保障されている。その保障を担当する者が放課後児

童支援員だと，このようにお受け止めいただければ幸いかと思います。 

  子どもの安全はもとよりですけれども，安全を確保しながら，それこそ安心して，年

齢に見合った遊びを，共に楽しむ暮らし，そのような環境と，共に安心して「楽しかっ

たね」と共感し合える人間関係を保障することは，子どもが生きていく上での権利擁護

の最たるものだと。いってみれば，子どもの権利擁護を具現化する事業が，この学童保

育なのだと置き換えることができようかと思います。 

  子どもにとって，「居場所」，よく使われるフレーズですが，私は子どもにとって居場

所と実感できるためには，本当に，そこの学童保育に通うに当たって，子ども一人一人

に生活の目当てが根づいていかなければ，居場所にはならないと思うのです。 

  では，生活の目当てとは何なのか。車の両輪です。一つは，右と左という言い方をす

れば，右の方に心から湧き出る「やりたい」と思える遊び。この「やりたい」をどう保

障するのかという課題です。 

  それともう一方，左には，心から湧き出るやりたい遊びを，一緒に楽しめる。「楽しか

ったね」「また明日もやろうね」と言い合える子ども同士の人間関係が，この両輪のごと

く保障されていかないと，子ども一人一人にとっての目当てにはならない。学童保育に

通う生活の目当てにはなっていかないということです。 

  「行ったってつまんない」「もう飽きた」「お母さん，やめさせてよ」という言葉が出

てきても不思議ではない。小学校に上がるや，子どもが初めて，家に帰る子どもがいる

のだということを知るわけです。保育園時代は，みんなお母さんは働いている。そのよ

うな意味では，一枚岩。ところが，学校に上がるや，初めて子ども目線で「お，今日，

ケンタんちで遊ぼうぜ」「今日，アッコちゃんち行ってもいい？」と，子ども同士が誘い

合う声を耳にし，目にするわけですね。「家に帰る子がいるんだ」「お母さん，家にいる。

そういう子どもがいるんだ」ということを知る。 

  そのような子どもたち，同じクラスメートの姿を目にし，耳にする中で，「でも，僕は」

「でも，私は学童に行くんだ」と思えるためには，一人一人の，Ａ君，Ｂ君，Ｃちゃん

の心の中に「行きたい」と思わせるような魅力ある生活を作り出していく必要があるの

だと，学童保育にはそれが求められているのだと思います。 
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  そのように，共に生活をする，共に暮らす中で，子どもの中に，所属意識や仲間意識，

そして，私はよく研修等でこのことを申し上げるのですけれども，改めて申し上げます。

自分のことを受け入れてくれて，認めてくれて，そして当てにしてくれている，この実

感。これを自己有用感といいます。自己肯定感は，結構皆さん，お聞きになったことが

あろうかと思うのですけれども，自己有用感。自分のことを受け入れてくれて，認めて

くれて，当てにしてくれている，そのような関係は，文字どおり遊びの世界でしか育ま

れません。授業というスタイル，あるいは課題を出される塾，習い事の世界では，なか

なか育まれない実感ですね。 

  私たち大人も含めて，自己有用感を実感している限り，生きていける。極めて人が生

きていく上で，大事な実感だろうと思うのです。その実感を子どもの頃から育んでいく

領域は，遊びの世界なのだと。だからこそ，日本医師会，日本小児医師会が「遊びは子

どもの主食です」と言っているわけです。 

  今，申し上げたような，それこそ子ども一人一人が，学童保育に自らの意志で「行き

たい」と。自分の足で通えるその姿を見るにつけ，働きながら子育てをしているお父さ

ん・お母さんは安心を覚え，そして笑顔が生まれるわけですね。冒頭に申し上げた「親

子に笑顔を作り出すこと」がこの事業の要の仕事だと。その要となるものは，親子の笑

顔だということです。 

  そのようなことを思って，改めてこの放課後児童健全育成事業が，今日，今から３年

前，子ども子育て支援事業と。そして，かつていわれていた児童福祉が，今日は家庭福

祉という文言で語られるようになってきているわけです。 

  私が，もう一つこの領域でお伝えしておきたいことは，とかく民間企業，あるいは塾

と称される方々が，学童保育，いや，言い方は丁寧に，ここは伝えなければいけません

が，放課後児童健全育成事業に参入してきている。そこには付加価値と称する様々なサ

ービスが展開されている。 

  しかし，私に言わせれば，それこそ子どもにとって，放課後という，課題から放たれ

たあとの時間に，何が大切にされなければいけないのか，何を大切にするから子ども一

人一人にとっての居場所になっていくのか，ここのところをしっかり繰り返し，繰り返

し，それこそエンドレスで検証して，検討を重ね，現場実践につなげていかない限り，

子どもがいつの日か置き去りにされていくという，極めて危険性があるだろうと思いま

す。 

  もう一度申し上げます。学童保育の領域はエンドレスで，「これでいいのか。こういう

関わりでいいのか。子どもの生活のありようとして，これでいいのか」ということを，

繰り返し，繰り返し振り返りながら，検証していくことこそが，求められているのだと

思います。 

 イ 一人一人が，気づきの目を持つ 

  さらに続けます。二つ目になります。放課後児童支援員として，現場で実践していけ
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ることの形。今申し上げたことが一つ目ですね。一人一人の子どもにとって「また明日

ね」と言い合える人間関係を紡いでいく，このことが要なのだと申し上げました。 

  二つ目は，放課後児童支援員一人一人に，気づきの目を持っていただきたい。気づい

てあげてほしい。気づきの問題です。気づきとは何ぞや。子どもが困っている可能性を

見逃さない。見過ごさない。困難に向き合っている，困難に出くわしてしまった子ども

を見逃さないということです。 

  そのためにも，毎日毎日，昨日の 40 人，昨日の 50 人がどうだったのか，指導員チー

ムで振り返りをしながら，とりわけ気になる子どもについては，「あの子，どうだったん

だろう」「本当に楽しかったんだろうか」「家に帰っては，どうなんだろう」と，家庭の

養育をも支援していくことが，改めてこの運営指針に今日うたわれています。 

  そのような意味では，その子の家庭にまなざしを向けながら，一人一人が楽しく日々

を送っているのだろうかということを振り返りのミーティングの中でやっていく。そし

て，「今日はどう関わるのか」「どう声を掛けていこうか」という，放課後児童支援員と

しての日々の検証が求められているのだと思います。 

  そして，ここに関わってお伝えしておきたいことは，その子の言動が，その子の固有

の発達課題なのか，はたまた，その子を取り巻く生活環境や人間関係がもたらしている

言動なのか，そこの見極めですね。ソーシャルワークの世界では，「エコロジカルな視点」

という言い方をよくしますけれども，さまざまな環境，さまざまな人間関係から影響を

受けて，その子の今の言動が出ているのではないかという視点。この視点で，Ａ君，Ｂ

君，Ｃちゃんはどうなのだろうという振り返りが，支援員には求められているのだと思

います。 

  子どもからすれば，「いつも自分のことを気にかけてくれている」「いつも私のことを

見てくれている」という実感，そのような中でこそ，初めて子どもはその支援員に自分

の心の内なる声，本音を吐露できる人間関係につながっていくのだと思います。 

  先ほど「居場所」という言い方をしましたけれども，子どもからすれば，子どもが自

分の気持ちを出せて，それを聴き取ってくれる大人の存在がなければ，居場所にはなっ

ていきません。言い方を換えれば，自分の気持ちを吐露できるような人間関係を子ども

自身が実感できる。親でもない，学校の教員でもない，いわば放課後における第３の大

人である放課後児童支援員は，評価をする立場にはありません。 

  学校の教員は評価をしなければいけません。成績をつけなければいけない。しかし，

放課後に携わる私たち，放課後児童支援員は，むしろ子どもに共感して，一緒に喜び，

一緒に悔しがって，「また明日もね」と言える大人の存在なのだと。このように子供に共

感できる大人の存在は，極めて大事な存在だと思います。人は，私たち大人も含めて，

分かってくれている人の存在を感じればこそ，「頑張ろう」というエネルギーが湧き出て

くるのだろうと，頑張れるのだと思うのです。 

ウ 親子を孤立させない 
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  それでは，放課後児童支援員が学童保育の現場で何ができるのかということの三つ目。

二つ目は，気づきをキーワードにお伝えさせていただきました。三つ目は，親子を孤立

させない。今日の子どもが置かれている，いや，保護者が置かれているさまざまな困難

な状況を見るにつけ，聞くにつけ，とりわけ放課後事業においても，親も子も孤立させ

ない。非常に上から目線の言い方に聞こえるかもしれませんが，言い方を換えるならば，

「孤立しない」「させない」という問題です。 

  とりわけ，親族がそばにいない，田舎暮らしである，あるいは，東京においては特に

そうですけれども，1990 年代までは，少なからず各学童保育に父母の会がありました。

私が勤めていた品川区は，当時，43 学童のすべての学童に父母の会があり，そして父母

の会のすべてが品川区学童保育連絡協議会に結集しておりました。ところが，施策の変

更で，すべての父母の会がなくなっていった。その施策の変更とは，いわゆる，すべて

の児童を対象とした健全育成事業。今日的な言い方をすれば，放課後子供教室に学童保

育をドッキングさせて，一体的な運営に移行していったのです。 

  それと同時に，従来重ねてきた学童保育の丁寧な関わりが，すべてできなくなってい

って，親のつながりも父母の会がなくなっていったことで，希薄化どころか，なかなか

つながれない事業に変わっていったのです。そのようなことも含めて，今日，非常に親

が自分の家庭だけでわが子を育てようとしている。そのように頑張るお父さん・お母さ

んの姿が散見できますね。 

  特に今日の貧困に関わって申し上げるならば，人との付き合いは，結構お金がかかる

ものですね。そのような意味では，人と付き合うに当たって，あるお母さんは持ってい

る自分の財布と相談をする。そのような暮らしぶりの中で，人と距離を置き始める人も

出てくるわけですね。そのような状況があるということ。 

  だからこそ，せめて学童保育という現場においては，そこで働く放課後児童支援員に

お願いしたい。親をつないでいくという課題意識と，もう一つは，親の仲間に入れない

でいるお母さん・お父さんもいますね。むしろ意識的に距離を持っている方もいます。

あるいは，精神疾患，うつを患っているがゆえに，なかなか大勢の人の中に交わってい

けないお母さんも増えてきています。 

  だからこそ，支援員の皆さんにお願いしたいし，また，全国の支援員の皆さんは，こ

の意識を持って親と向き合ってくださっていると思っていますけれども，要は「一人で

育てようと思わないでね」。特にお母さん，「一人で育てようと思わないでね」，このメッ

セージをぜひ届けていただきたい。いや，今，現在進行形でそのような思いを持って，

子どもや保護者に向き合っている放課後児童支援員は，この日本には，北は北海道から

沖縄に至るまで，全国 10 万を超えているわけです。その目線を，そのまなざしを，ぜひ

引き続いて持っていただきたいと思います。 

  そのことを具体的に申し上げるならば，まさに日々の子どもたちの放課後における遊

ぶその姿，生活の様子，それを働きながら子育てをしているお父さん・お母さんに伝え
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るという営み。これは，連絡帳や，迎えどきの立ち話や，あるいは日々の子どもの様子

を伝える通信や，おたよりなど，さまざまな伝えるツールはありますね。 

  いずれにしても，お父さん・お母さんにわが子の様子を伝えることを通して，「お母さ

んも大変だよね」「お疲れさん」と声を掛けながら，親にも「私たちはきちんと向き合っ

ているよ」。お母さん・お父さんからすれば，わが子のみならず，自分のことも気にして

くれている，気に掛けてくれていると思えたときに，とりわけ一人で頑張っているお母

さん，シングルマザーは「頑張ろう」という思いになれるものです。 

  そのような支え，寄り添い支援こそが，今日の子どもの貧困に関わって申し上げるな

らば，極めて求められているのだとお伝えしておきたいと思います。そのような子ども

の姿が伝わってこそ，改めて共育て。共育てとは，昔の言葉かもしれませんね。「一緒に

育っていきましょうよ」と。「一緒に」というパートナーとしての意識を持ってもらえる

のだと思います。一緒にわが子を育ててくれるパートナーだと認識してもらえたときに，

親，お父さん・お母さんは「わが子のことで相談してみようか」「学童の何々先生に聞い

てもらおうか」と，思えるものだと思うのです。 

  そのような関係を紡いでいくことが，悩みや自分の思いをさらけ出せる人間関係を，

親が親の仲間に入っていけないにしても，支援員の皆さんがいらっしゃる。よって，全

くの孤立にはならないのだと。そこはまさに防波堤になれるポジションだと思います。

そこのところをぜひご認識いただいて，支え役になっていただければありがたいと思い

ます。 

  親同士をつないでいく時空間を作り出していた 90 年代までの学童保育の現場を，再

度改めて作り直していく営みに私たちは入っているわけですけれども，そうはいっても

一筋縄ではいきません。もうはびこっているスマホ文化の中で，「何で役員会っていちい

ち集まんなきゃいけないのよ。疲れて帰ってきて，学童の父母会？ 役員会？ それは

スリム化していきましょうよ」という言葉すら出てきている昨今。 

  人と人との関係において，スリム化，あるいは効率化という文言は，果たして適切な

のでしょうか。まさに子ども時代に子どもたちが，時間，空間，仲間が奪われていった

ように，そこにプラス手間も奪われていくという，この４間が奪われていくという構図

にしてしまっては，本当に人間が人として生きていく上で，どうなっていくのだろうと

いう危惧感すら覚えますね。 

  東京三多摩の学童保育連絡協議会の会長をされている妹尾さんが，この４間の問題を

ある 集会で言われて，「なるほど」と私自身も思いました。人が人を育てていく子育て

は，手間暇を掛けることなのだと，むしろ思います。いかに手を掛けていくのか。それ

は暴力やどう喝や体罰ではない。愛情のこもった，愛のあるまなざしを持った，人と人

との関わりをどう紡いでいくのかの問題だろうと思います。 

  私からは，今申し上げた３点，この学童保育という領域で，現場に携わる放課後児童

支援員というポジションにいらっしゃる皆さんが，何をしているのか，はたまたこれか
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ら先，何をできるのか，そのようなことを今日ご参集の皆さんにお伝えさせていただき

ました。語り切れなかった部分は，後ほどパネルディスカッションで，口を挟みたいと

思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

（下浦忠治先生ご提供の資料，｢学童保育が担える役割｣を次ページ以下に掲載します） 
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２「学童保育の待機児童問題」（貧困問題対策本部委員 鈴木愛子） 

 

 

（１）待機児童数増加の背景 

再びお話しさせていただきます。今回は学童保育の待機児童問題です。貧困部会の委員

というよりも，保護者運営の学童において，実際に学童の分割や移転など，その中で施設

づくりをした経験をベースに，むしろ一保護者としてお話をさせていただければと思いま

す。 

 先ほどもお話ししましたように，やはり学童保育は，新制度になって対象児童が拡大し

た，子ども子育て支援新制度のスタートのところで，特に４年生の子どもが非常にたくさ

ん入ってきて，26 年の時点ではまだ１万人を切っていたものが，27 年には１万 6,931 人の

待機児童が出ているということで，非常に急増しているところになります。 

 ちょっと振り返りになりますけれども，やはり対象児童が拡大した上に，放課後学童保

育の設置に関する基準，面積基準ができ，規模の基準ができ，またこれまではきちんと定

員が定められていなかったけれども，運営規定で定員を定めて，市町村に届け出なければ

いけないことになり，また，放課後児童支援員の資格ができ，きちんと資格者を配置しな

ければならないということになりました。 

 

 



 35

 

 



 36

 

 対象が拡大して，それと同時に質の維持のための規制ができるわけですから，当然，待

機児童数は増えるということになっていきます。でも，この待機児童数は，では，保育園

での待機児童と同じかというと，やはり問題状況がかなり違うわけです。まず，そもそも

のところで，学童保育の場合，学童保育の待機児童数を把握できるかという問題がありま

す。これはまだ新制度前のものですが，国民生活センターの学童保育サービスの環境整備

に関する調査研究というものがあります。これは，公式な調査で，きちんと学童保育に待

機児童数がいることが分からない市町村がありますということが出ているデータとして，

持ってきました。 

（２）待機児童数把握の問題  

新しい公式のデータとしては，先ほども紹介した，平成 28 年の放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ）の実施状況の中に，利用できなかった児童数が出ているのです。そ

の中で，28 年とも 27 年とも待機児童数が０だった自治体が並んでいますね。札幌市，横

浜市，新潟市，名古屋市，京都市，大阪市と，私が住んでいる名古屋市も出ているのです

けれども。私は名古屋市０のデータを見ると，いつも腹が立つのです。どうして腹が立つ

かというところは，これからお話をさせていただきたいと思います。 
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 名古屋市の実例のところですが，定員を超える入所希望者があり，抽選が行われ，補欠

となったという例があります。実はこれは，今度小学校１年生になる年長のお子さんがい

る，私が所属している愛知県弁護士会の子どもの権利委員会の後輩の仲のいい弁護士と，

私はよく学童保育の話をしていて，親運営で本当に大変だけれども，やはり絆もできるし，

何回か昔から，新制度の前からずっと６年生まで子どもたちを見ている伝統があって，本

当にキャンプなど。うちの子どもは上が６年生なのですけれども，キャンプなどのリーダ

ー活動をしたり，バザーなどで，自分たちで企画したお店を出して，大人と別会計でいろ

いろな物を売ったり，すごくたくましく育ってくれるから，「本当に大変でしょうがないけ

ど，でも，子どもにはいいから」という話をしていて，そのようなことを分かった上で，

「入りたいです」と言ってくれていたのですが，実際に行ってみたら，去年の 12 月の忘年

会で，「愛子先生，私，学童待機になっちゃいました」と言われたのですね。 

 それでも，待機児童数としては，名古屋市では０とカウントされて，「（彼女のお子さん

は待機児童には）入らないよ」と言ったのです。彼女は「どうしてですか」と私に聞きま

した。保育園のように，保育園も認可外の保育園に行っていると待機児童としてカウント

されないこともあるのと同じで，やむを得ないので，放課後児童健全育成事業ではない，

高額な企業運営の｢学童保育｣が名古屋にもだんだん出てきましたが，そのようなところに

登録したので，「だから，カウントされないんですか」と言われました。それに対して私は，

「そもそもカウントできる仕組みになってないんだよ」という話をしました。 
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 彼女に，お子さんの入所のときの，手続きのことを詳しく聞いてみたのですけれども，

名古屋の場合，留守家庭児童育成会というところによって育成会の入所の申し込みをして

います。そして，私たち親が，今年の育成会の，今月の育成会の登録児童数は何人ですと

いうような届出をするのです。彼女に「そういう書類書いた？」と聞いたら，「あ，書いて

ないです。学童保育では，ただ住所と名前を書いただけです」。それで，抽選が行われて，

補欠の３番目になってしまいましたという状況だということを聞いています。 

 ですから，また新しいデータが出たら，名古屋市が０かどうか，ぜひ皆さんも気をつけ

て見ていただければと思います。ここは抽選をやったのですけれども，そことはまた別の

学童で，先着順を実施して，例年だったら 12 月と２月と，２回入所説明会をやるのだけれ

ども，今年は「１回目の入所説明会で打ち切りました」ということを，あるとき，学童の

ホームページを見て，お母さんが驚く，困ってしまうという例も聞いています。 

 先ほどから申し上げましたように，名古屋市の学童は完全に親が運営しておりまして，

親が運営しているというのは，本当に，名古屋の場合は，特に施設の場所探しや賃貸借契

約をするのも親，一番押している人は学童の運営委員長の名前でやっていますし，法人格

もないので，肩書き付きの代表者名の口座に，うちの学童の場合だと，今，支援の会を二

つ持っていることもあって，年間で二，三千万くらいの予算規模にはなるのですけれども，

それをもう一人のお母さんが，働いていて子どももあるのに今管理していますし，指導員

の求人や雇用などもやっている状況です。 
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（３）「入所に係る優先的な取扱い」の問題 

 そのような状況なので，そもそも同じ小学校に通うことになる親同士で，入所について

の優先基準を設定して，基準に適合しているかどうかを審査するので，「書類を出してくだ

さい」とやって，それで選定してなどということは，やはりできないのですね。ですから，

本当に，ただこのような抽選や，先着順で切ってしまうなどにして，それ以上にやりよう

がないという状況があります。 

 ここで，優先入所に関する規定が，では，全くないのかということで見てみたいのです

けれども，法律上の規定としては，「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に，この場合，法律

上では母子家庭と書いてあり，父子家庭も含むのですけれども，放課後児童健全育成事業

について，母子家庭の福祉が増進されるような配慮をしなければならないという規定があ

ります。そしてまた，法律ではないですけれども，「放課後児童健全育成事業の事務手続き

に関する留意事項について」というところで，優先利用の対象として考えられる事例につ

いて例示されています。 

 

 これで例示されている対象は，ひとり親世帯や，生活保護世帯や，主として生計を維持

する者の失業により就業の必要が高い場合，虐待又はＤＶのおそれがあるなど，社会的擁

護が必要な場合などです。確かにそのような事情がない方よりも，優先して入所できるべ

きだねとは思うのですけれども，では，それがそのとおりに今できているかというと，先

ほども話したように，全くそのようなことはないわけで，厚労省のデータによると，そも
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そも利用に係る優先的取扱いを行っている自治体は 45.3％というところです。 

 ですから，保育園の待機児童のときのように，点数帳があって，それに従って，「私は結

構優先順位高いな」「親がすぐ近くに住んでるから，ちょっとそれがマイナスだな」など，

そのようなものがある所もあるし，ない所もある。ない所だと，そもそも待機児童がいる

かどうか，どれぐらいいるかどうかも分からない状況にあるのが現状といえます。 

（４）過密・施設の質の問題 

 次に話を変えまして，待機児童の問題と切っても切れない問題として，過密の問題があ

りますね。入れないよりは，多少ぎゅうぎゅうで，すし詰めでも入りたい。親としてはそ

のような本音も出てきうるかとは思います。先ほどの冒頭の概要のところでも，面積基準

の話をしました。面積基準はできたけれども，やはり学童は運営基盤が非常に脆弱なとこ

ろも多いので，それほど簡単には学童の面積基準や規模を基準どおりにはできないですね。 

 これも名古屋の例ですけれども，名古屋市の場合は，親たちが土地を用意すると，名古

屋市がプレハブの建物を建ててくれるという，土地にプレハブというパターンがすごく多

いのです。新制度の施行前は標準仕様が 9.0×5.4 平米で，トイレや水回りを含めても 50

平米を切る状況だったのです。 

 

 私は子どもたちが保育園に通っているときに，学童だなとは思ったのですね。そのとき

まだ学童のことを何も知らなかったのです。当時，賃貸物件に住んでいたので，家を買う

学区を調べようと思って，学童のことを調べ始めて，たまたまそのとき住んでいた近くの
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学童を見て，結構ショックを受けたのです。「え，プレハブ？ プレハブって，工事中の仮

の建物じゃないの？ しかもすごい狭そうだし」。実際あまり広くないし，すごく壁なども

薄いし。中に入ってみても，がらんと部屋があって，小さい台所があって，申し訳程度の

事務スペースがあるぐらいのところが一般です。 

 私は結構田舎の広い家に住んでいたこともあって，本当にそれがショックで，夏休みな

ど，雨が降っても１日中そこに子どもは閉じ込められるのか。自分だったら嫌だと思って。

それで，「そんなとこに通わせて，かわいそうじゃないの？」と言われたら反論できないと

思ったのが，すごく記憶にあった。 

 プレハブでない学童はないのかなと思って探して，たまたま３階建ての，すごく古くて

汚いビルなのですけれども，ワンフロア 100 平米ぐらいあって，３階丸ごと借りているよ

うな，すごく広々とした学童を見つけて，「あ，ここに入れよう」と思って。家を買って引

っ越したら，子どもが小学校２年生になったときに，名古屋市の助成基準が変わって，「こ

の建物は現行の耐震基準を満たしてないので，３年以内で出ていってください。出ていか

ないと，もう助成金もらえません」という話になったのです。 

 私はたまたま１年目から会計をしていたので，「え，助成金もらえなかったら，もう学童

やっていけないよね」ということがすごく分かって，本当にそれがすごくショックで。で

も，もうやるしかないし。私もまだそのとき，長男が２年生だったのですけれども，夫婦

事務所でやっている弁護士ということもあって，学童の移転をするプロジェクトを任され

てしまいました。 

 場所を探しに。あと，そのとき，うちの学童は広かったので，60 人以上の子どもたちが

いたのです。64 人ぐらいがピークでいて。もう新制度が施行されることは分かっていたの

で，丸々引っ越してもだめではないですか，40 人などの基準ができるので。しかもうちの

学童は複数の学区から子どもが通っていたので，学童がまだない隣の学区に一から学童を

立ち上げて，残った自分の子どもが住んでいる学区でも学童の引っ越しをすることを，３

年前後の間に全部やらなければいけないという羽目に陥って。ですから，私は今ここにい

るのですけれども，そのような状態です。 

 本当にそれも，ものすごく大変なことなのです。ですから，やはり先ほどのように，名

古屋市でも断る例が出てくるということは，要するに人数が多くなり過ぎると，分割をし

ないといけない。その場合には，働きながら子どもがいるのに，空き物件を探す。それで，

オーナーさんに納得してもらって，契約をする。学童で土地が，例えば見つかったとして

も，プレハブを建ててくれるだけで，クーラーなどは付いていないので，そのような備品

も自分たちでどのようなものを買うのか，準備する。 

 民間の建物を借りる場合であっても，私もやったのですけれども，ロッカーの整備や，

保育の場とするための改修などをやらなければいけない。やはり当然そのようなことはで

きない。ですから，人数が増えそうになると，断るという事態が名古屋でも出てきている

のが現状です。前は定員がなかったので，やはり同じ小学校に通う親同士で断ることもや
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りにくいですし，結構，多少定員オーバーぎみでも入れていたのですけれども，その状況

が変わってきています。 

 

 過密やスペースの問題ということで，これは所沢市の例です。シンポジウムに先だって，

学童保育の国内調査ということで，所沢市で訪問調査を実施しました。所沢市の場合は，

所沢市が建ててくれる。いわゆる公設民営といわれる場合です。学校内の専用施設で，専

用面積が 52.2 平米の所に，29 年４月時点で利用児童数が 76 人いる。１人当たり面積が

0.69 平米で，今の基準だと 1.65 なので，半分以下で，やはり子ども１人に与えられてい

るスペースが，畳半畳などという世界になってしまっている所もあるということが現状で

す。 

 待機児童問題は，私も働く親なので，入れないよりは，と思ってしまう気持ちはすごく

分かるのです。どんどん，プレハブでも何でもいいから造っちゃえと言って，長い目で見

ていいかというと，一度建てられれば，この所沢の建物も平成５年に建っているものなの

で，やはり 20 年以上。子どもの放課後のおうちとして，子どもが遊んで生活する場になる

のですね。そこが，もうどんどん適当に造っちゃおうと言って，造ってしまってから後で

変えることは，大変なのです。 

 １年生から６年生までの児童。これまで３年生だったのが，前期思春期の男の子も女の

子もいる建物になるのに，何の配慮もない空間設計や，いろいろな理由で着替えをするた

めの満足なスペースもないままで，高学年になって「もう行きたくない」と言われたら，
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「それは行きたくないよね」と思ってしまうのですね。でも，やはり高学年になっても，

低学年までとは違う理由で，異年齢の子どもたちの集団で，安心して過ごせる場もやはり

必要ですし。 

 うちは６年生までの伝統が長いので，すごくリーダー活動といって，班ごとのリーダー

に子どもたちがなって，それこそ，その学童を卒業してから，高校生になってアルバイト

に来てくれて，また子ども達よりちょっと上のお兄ちゃん，お姉ちゃん達との人間関係が

出てくる設定が伝統的にあって，すごく大変だけど，学童のそのような部分もすごく好き

でもあるので，そこはやはりつながっていってほしいと思います。 

 今話したことは，ちょっと宣伝のようになりますけれども，学童の施設づくりを一から

した経験が『子どもにやさしい学童保育』という本に詳しく書いてありますので，もしご

興味のある方は販売していますので，お求めいただければと思います。 

（５）職員の待遇問題 

 次に学童保育が今足りないということで，増やすためには，まず今話した，箱を造らな

ければいけないということがあります。箱だけではなくて，やはり人を増やさないといけ

ないのですけれども，皆様は御存じだと思いますけれども，本当に待遇や身分の安定性と

いうところで非常に厳しいものがあります。 

 私も子どもが１年生の時から，いろいろあってずっと役員をしているのですけれども，

会計になったときに一番ショックだったことは，経験加算がないのだ，補助金に，という

ことです。なぜなら，保育料と補助金しかないわけなので，本人がどんどん上げるわけに

は当然いかないし，親も替わっていくわけなので，保育料と補助金だけだったら，昇給が

根本的に困難といいますか。特に，頭打ちになることが目に見えている仕組みだというこ

とに，まず，すごくショックを受けました。 

 それは，後でも少し話す，処遇改善事業などで，多少給料などが上がってきたり，経験

加算などを想定した助成ができたりはしているのですけれども，やはり学童の指導員は，

保育士とも求人の層がかぶりますし，保育士も人手不足なので，本当に求人は大変です。

実は私も，現在，うちの学童でも正規指導員で辞められる方がいるので，求人を担当して

いまして。昨日もここで会議だったのですけれども，その後，名古屋に戻って，自分の学

童の役員会をして，「求人の広告出したけど，なかなか応募がないね」「やっぱりハローワ

ークに行こうか」「チラシを作ってどこに配ろうか」などという話をしてきたところです。 

 私もまだ今年で６年目ですけれども，正規指導員の退職に複数回立ち会っていて，その

ときに，いろいろな意味でつらいのですね。やはり指導員がいて，子どもと関わってくれ

ているから安心して働けているのに，その人たちに，特に今など，貧困の問題を扱ってい

るのに，満足な待遇を与えられていないし。 

 もちろん保護者の立場としても，ずっと働き続けてくれるのか。辞められてしまったら，

いい人が見つかるか。役員で同じ保護者の立場なのに，子どもと毎日会ってもらう人を自

分たちの責任で採るということ，しかもそれほどいい待遇を出せなくて採ることは，すご
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く怖さもあります。 

 本当に，それこそこのご時世なので，もし子どもに変な興味がある人だったらどうしよ

うかなど，本当にいろいろな怖さもある中で，でも，求人をして何とか来ていただかない

と，学童が回っていかないという思いの中で，今も現在進行形でやっているのが現状です。 

 放課後児童支援員の待遇については，詳しい内容は見ていただくとして，処遇改善事業

ができたりして，すごく画期的ではあると思うのですけれども，やはりこれも６時半を超

えて開所していることが要件で，６時半を超えていない学童も，６時半を超えて開所して

いる所が全体の 52％で，ですから，半数近い所ではそもそもこの事業の適用の要件になっ

ていないというところもあります。 

 

 

 うちの学童は，１番の非常勤職員を前提とした処遇改善を受けているのです。でも，う

ちの職員は非常勤ではなくて正規ですけれども，２番の方は受けていないのです。という

のは，まだうちの学童の指導員たちは，先ほど話したように，分割や移転をしたばかりな

こともあって，正規になってからの年数が浅いのです。このような保護者運営の中で，他

機関との連携のいろいろな要件，ここにも少し書いてあるように，要保護児童対策協議会

等に出席するなど，そのような要件を満たすことが，指導員の資質など，いろいろな観点

からも難しいところがあって，そちらの金額が高い方の助成は受けていないという状況も

あります。 
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 あと，こちらの学童保育指導員の待遇改善の兆しということで，やっとできた経験加算。

やはり経験を積めば上がっていくというところ，待遇が上がるというところがないと，キ

ャリアパスも何もあったものではないので，これはすごくうれしいのですけれども。 

 

 

これは新しく平成 29 年度からできた事業ですが，名古屋市の場合は，このキャリアアップ

事業についての説明会が，12 月 21 日だったか，先月ありました。今年度の事業だったの

ですけれども。それもやはり平日の午前中に，働いている保護者が行くわけです。 

 行って，説明を受けて，まだこれ用の書式などもできていないのですけれども，今年度

中に受けたかったら，３月７日までに給料規定や運用規定を整えて出せと言われるような

状況なので，今年度中にできるかどうか。これもどうしようねという話も昨日してきたと

ころです。 

 ですから，いろいろな助成，処遇改善などの事業ができていても，こちらの処遇改善事

業の方も，申請していない市町村も結構ある状況ですし，できている所とできていない所

があるということで，せっかく処遇改善ができてきても，学童の運営形態や市町村のやる

気などによって，かえって，全体では上がっているのでしょうけれども，指導員間の待遇

の格差が出ていかないかということも心配しているところです。 

 すみません，駆け足になりましたが，私からの報告は以上とさせていただきます。 
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３ 学童保育支援員の視点から（弁護士・社会福祉士・精神保健福祉士 安井飛鳥） 

（１）自己紹介 

今，御紹介にあずかりました，「支援員の視点から」という形で話させていただきます。安

井です。今，御紹介がありましたが，私のプロフィール，このような格好（＝以前の勤務

先の学童保育で作成したＴシャツ）をしていますけれども，一応，私も弁護士のはずです。

弁護士の他に，社会福祉士，精神保健福祉士，いわゆるソーシャルワーカーとしての仕事

もしていて，あと，今は児童相談所の非常勤の仕事をしています。 

 今回，私がここでお話しすることは，恐らくこの経歴。元々私は，弁護士になる前は，

学童保育の指導員の仕事を東京都で７年ほどしていまして，それをしていく中で，そこか

ら弁護士になったという変わり者で，今のところ，そのような弁護士を他に私も見たこと

がないところです。 

 
 今日，登壇されている方と比べてみると，私は一番の若造ですし，しかも現在は，私は

学童保育の現場からは遠ざかっているわけで，指導員としてのキャリアも決して長いわけ

ではないので，その私が指導員・支援員についてのお話をすることは，非常に気後れする

ところもあるのですが，一方で，このような弁護士や社会福祉士，精神保健福祉士，ある

いは児童相談所での勤務経験なども踏まえて，今，外の立場だからこそ見える，言えると

いう指導員・支援員の意味や，また，今後支援員についてどのようなものが必要かという

お話をしていきたいと思っています。 

 私も気持ちを鼓舞するために，初心に返って，当時のクラブＴシャツを今日は着てみま

した。某目黒区のクラブです。お話しします。 

（２）学童保育の専門性について 

ア 放課後子供教室及び民間学童との比較 
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 私は，普段はいろいろな子どもに関わっています。学童だけではなくて，どちらかとい

うと，非行少年や，虐待を受けた子どもや，不登校や，あるいは，最近多いＪＫビジネス

や性風俗などで働いているような，そのような子とも関わったり，いろいろな子と関わっ

ています。 

 私が，ただ，今日お話しすることは，支援員についてのお話です。前提として，「指導員・

支援員」と言葉がいろいろ混ざっていてややこしいのですけれども，元々，多分学童保育

の関係の方々からすると，指導員という言葉の方がなじみが深いと思うのです。私も実際，

指導員という言葉の方がすっと入るのです。一応，今，国の放課後児童支援員という形で，

支援員という名前での職ができたということと，福祉の言葉としては支援員の方が実際正

しいだろうということもあるので，このシンポでは「支援員」という言葉で，このあと統

一して使わせていただきます。 

 学童保育支援員の専門性とはそもそも何なのか。下浦さんのお話で，私も横で聞いてい

て感動したのですけれども，そこで語り尽くされているところもあるかと思うのですが，

改めて話します。 

 学童保育というと，よくあまり学童保育のことを知らない人からすると，「あ，小学校の

子どもを預かってる場所でしょ」，あるいは，「子どもを預かる，しかも放課後の時間だけ

なんだから，放課後の授業が終わったあとの数時間，それだけで十分なんでしょ」「子ども

の遊び相手なんだから，そういうのって，ボランティアとかでも，何だったら，なれるん

じゃないの」ということを，やはり言われます。 

 でも，本当にそうなのか。学童保育が果たす専門性とは，ここにいろいろありますが，

一度ここで立ち返って，類似の，例えば放課後子供教室ともよく比較されるので，そこな

どをちょっとお話ししてみたいと思います。放課後子供教室と学童保育は，何が全体的に

違うかといいますと，学童保育は厚生労働省の福祉に関する制度，放課後子供教室は文部

科学省，教育に関する制度です。そもそも発想の起点が違います。 

 対象は，学童保育は，法改正前は主に小学校１年生から３年生で，現在小６まで拡大さ

れていく予定になっています。原則は，共働き家庭のお子さんというくくりになっていま

す。これに対して，放課後子供教室は，まさにすべての児童が対象。目的としては，学童

保育は預かり。そして，共働き家庭の生活の中で足りないものは充足するという福祉の発

想に立っています。それに対して，放課後子供教室は，まさに教育と学び。より上澄みの

部分の獲得を目指すものという位置付けになっています。 

 予算ですが，学童保育は，このような福祉，生活を支えるものですので，当然支援員が

必要で，おやつの提供なども必要なので，予算が多く取られています。多いといっても，

他のものよりは圧倒的にそこは苦しい部分ですが，放課後子供教室との比較でいえば，多

いです。放課後子供教室は，逆に地域のボランティアの活用がある程度前提の制度ですの

で，元々予算が少ないです。 

 利用料も，学童保育に関しては減免もありますが，基本的には有料。それに対して放課



 48

後子供教室は無料です。これは，例えば利用しやすさや，導入のしやすさを考えたら，つ

いつい放課後子供教室の方が導入しやすいし，こちらの方がいいのではないかという形で，

やはり役所の関係の人などは考えてしまいがちになるのですが，元々原点に立ち返ってみ

ると，そもそも目的が違うものだということを，一つ押さえておかないといけないです。 

 
  

もう一つ，民間学童保育についても話をしようと思います。民間学童保育，これもやや

こしいのですけれども，放課後児童健全育成事業の中で，民設民営でやっているような学

童保育のことを民間学童保育ということもあれば，放課後児童健全育成事業外で学童保育

を実践されている方々のことを民間学童保育ということもあります。その中には本当に寄

付金や助成金などを頼りにＮＰＯなどでやっている所もあれば，もう少し企業寄りのとこ

ろで，まさに付加価値などをつけて高級の保育料でやっている所など，いろいろあります。 

それとさらにまたややこしいものが，主に塾などが始めている，別名，放課後アフター

スクールなどといわれているもので，これはもう完全に学童保育とは違って，区別する上

で，民間学童といわれたりするのですけれども，要するに保育ではなくて，もう完全にそ

のような教育サービスのように理解して，割り切ってやっているところ。でも，用語の上

では民間学童と言われたりする。 



 49

 
 このあたりを見て，皆さん，恐らくこう思うと思います。 

 
「ややこしい」と。このシンポジウムの打ち合わせをする中でも，私たちの中でも実は言

葉がなかなか共通に通らないところがあって，本当にややこしさを感じている。でも，こ

のややこしさが学童保育の本質でもあるのかなという気もします。 

イ 学童保育の専門性は｢遊び｣ 

 本題に戻りますが，このようにややこしい中では，学童保育の専門性は何なのか。いわ

ゆる高級な学童などだと，英語を教えてくれたり，忍者が来たりしてくれますけれども，

なかなか放課後児童健全育成事業としての学童保育は，英語を教えてくれないです。忍者

は多分来てくれないです。 

 その中で，では，何ができるかというと，こちら。先ほども下浦さんのお話にあったと
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おりなので，それを繰り返すわけですが，まさに家庭の生活の場。子どもや保護者を支え

る場。あと，何も教えてくれないと言うけれども，教えないことがすごく大事で，教えな

いかわりに，自分たちで学んでいく機会が保障されているという，それも実はすごく育ち

において大事な場だと思っています。 

 
 それを支えるものが，まさに遊びです。「単なる遊ぶのが仕事でしょ」と言う人もいるの

ですけれども，そのときにはこう言いかえしてください。「学童保育の支援員は，遊びのこ

とです。遊びが仕事です。遊びが仕事で何が悪い」と。遊びの重要性は，皆さん，ぜひ胸

を張って言っていいと思います。 

 その中で，子どもの異変に気づいたり，日々成長されたり，周りの者の気持ちを受け止

めるという，このような関わりをすることは，その場その場のボランティアさんの関わり，

もちろんそれでもそのようなところを見ることはできますけれども，やはりこれは，日々

継続的に関わっているからこそ，そのような些細な変化が見えるわけです。 

 子どもの自己肯定感や意欲を認めるといっても，「すごいね」「すごいね」とただ言うだ

けでは，子どもはだまされません。子どもの何気ない，ちょっと頑張った，ちょっとでき

たなどというところにしっかり気づき，変化，成長に気づいて，それを一言「よくできた

ね」と言える，やはりその関係，関わりがないとやはりだめで，それができるということ

は継続的な関わりですので，ボランティアはでなくて，かつもっと言えば，非常勤ではな

くて，常勤としての関わりが必要になってくるのであります。 

 そしてかつ，常勤であるだけではなくて，そのような職員たちが安定している場所でな

いと。職員が１年ごとにころころ替わっていってしまうのでは，やはりそこで育った子供

たちは，そこの職員たちに，いつまでたっても，何というのでしょう，安心を抱くことが

できないと思います。ですから，常勤職員と職員の安定雇用が必要というわけです。 
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（３）学童保育支援員の雇用と育成の現状について 

 では，学童保育支援員の雇用と育成の現状について。これは鈴木さんの発表の方で御指

摘がありましたが，支援員雇用の現状として，正規職員がやはり少なくて，多くは非常勤

採用。あるいは，本当に子どものいる時間に非常勤勤務が主体である。ここで若干データ

としては古くなってきますが，年収 150 万円未満の職員が多数である。これも大きい，勤

務年数が増えて賃金が上がらない，退職金もないという形で。 

 
 私もやはり学童保育の仕事をしていました。私はすごく学童保育の仕事をやっていて，

やりがいをものすごく感じて，続けていきたいと思いました。思いましたが，弁護士にな

った理由の一つは，それでずっと一生の仕事としてやっていくには，なかなか収入面の不

安は残るし，将来のビジョンやキャリアパスが描きにくかったということがあります。も
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う一つは，私自身が学童保育について違った観点でやりたいと思うようになったというこ

ともあるのですけれども，それはこのあとでお話しします。 

 どこの自治体においても，人材確保が，今，深刻な課題です。人材確保に向けて，処遇

改善に向けての動きができましたが，これについても，各自治体で，研修や補助金活用実

施状況はまちまちです。研修といっても，本当に中身が，これでいいのかという研修をや

っている自治体もあると聞いています。補助金についても，補助金の規定があっても，非

常に使い勝手が悪くて，「これじゃ，結局，補助金申請できないよ」というような規定にな

ってしまっている所もあります。自治体関係の方，議員などがいましたら，ぜひそのあた

りをチェックしてください。 

 
 そのような中で，ただ，資格付与と研修さえ実施すれば，では，支援員はそれでいいの

かというと，私はそうは思いません。まさに今，鈴木さんのお話にもあったように，いい

人材，優秀な人材に定着してほしいということは，恐らくどこの現場でも抱いている思い

だと思います。これはなにも学童保育に限った話ではなくて，福祉業界全般，障害者，介

護，児童養護，どこでも同じ状況になっています。 

 ただ，一方で，やはり「いい人が欲しいな」「優秀な人に来てほしいな」と言っているだ

けでは，今，人材は来ないです。人材は，若い人ほど，やはりどんどん職を選ぶようにな

っています。その中で，選ばれるようになっていかないといけないですし，もう一つ言う

と，初めから何か優秀な人，すごい人に来てほしい，それを安い待遇で来てほしいと，そ

れはやはり採用する側としては傲慢な考えではないのかなと思ってしまいます。 

 

（４）支援員も楽しさを感じられる環境整備 

 では，何が言いたいかという形で，少しここで話を変えて，私が支援に関わっている民

間学童保育を紹介します。足立区の中心でやっている民間学童保育，ＣＦＡｋｉｄｓとい
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うところです。ここは民間学童保育なので，保育料はちょっと高めですけれども，いわゆ

るもっと世田谷などにある学童保育に比べれば，ずっと安い金額で。それで，しかもあえ

て足立区という，どちらかというと，全体的にも所得層がそれほど高くない地域で，民間

学童を実施しようという取組をやられています。 

 
 ここで何が言いたいかというと，ここでは結構職員たちが，民間にしてはという言い方

も失礼かもしれないですけれども，ものすごく研修に自主的に取り行なっています。その

研修の講師としても，国の人や，私，弁護士などを呼んだりしています。私がこの研修に

参加して本当にすごいと思ったことは，職員皆がやらされている感のようなものが全然な

くて，本当にみんなが意欲的に話に食いついていきますし，いろいろ質問してくるしとい

う形で，何かやはり，自分たちで資質向上につなげようというところで貪欲さをすごく感

じました。 

 何が言いたいかというと，このような，よりよい支援を目指したいという現場での職員

の気持ちを支えられる環境を作れているかどうかは，支援員を育てていく上で大事だと思

います。初めからそれほど優秀な人を雇うよりは，やはりこのような環境の中で，職員た

ちをどんどん育てていくという発想も一方では必要であると思います。 

 私は，支援員は別にスーパーマンである必要はないと思っています。というよりも，ス

ーパーマンばかりの現場は，むしろ子どもにとってどうなのかなと。子どもに見せる背中

がみんな超人のような人ばかりだと，それはそれで子どもが何か息苦しくなってしまうか

と。子どもに見せる背中は，むしろ等身大の背中でいいと思います。等身大だからこそ，

日々子どもと職員が一緒に楽しく，ガチンコで関わって，お互いに学んで，お互いに成長

していくことも，また学童保育の素晴らしいところかと思います。 

 私は学童保育の中で，本当に子どもたちから教えてもらえて，成長したと思っています。

その基礎があるからこそ，今，私の弁護士やソーシャルワーカーとしての仕事に，非常に
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生きていると感じます。安定した職員待遇はもちろん必要です。魅力的なキャリアパスで

ないと，今の若者はやはり近づきません。そして何より，日々の楽しさ，子どもに楽しさ

は大事ですけれども，働く支援員も楽しさを感じられる環境をつくっていかないといけな

い。 

 これは，でも，単にやりがいや，何か職員内で「頑張ろうね」という精神論だけではだ

めです。やはりそれを支えるためには，きちんとした環境の整備が必要です。そこのお金

的なところは，きちんと自治体がもっとお金を付けていかなければいけないですし，雇用

する側ももっとそのようなところも考えていかなければいけない。 

 

（５）支援員の支援と連携について 

 では，支援員の支援と連携について。とはいっても，支援の現場はなかなか難しくて，

元気，多感な子どもが 30 人，40 人いるわけですから，日々あちらこちらでけんかが起き

るわけです。本当に，言い方が適切かどうかは分かりませんけれども，元気で腕白な子だ

と，本当にもう「ここはどんなサファリ―パークだ」というぐらいに，あちらこちらで子

どもが飛び交い，自分にもキックが飛んできて，わーと。それが楽しいのですけれども。 

 むしろ私はそのような学童の方が好きで，子どもが皆，すごくシーンとして，何かおと

なしくて，言うことルールに従っている学童は，本当に子どもが出したいものを出せてい

るのかなとやはり感じてしまいます。 

 家庭の支援などをしていくと，やはりいろいろ家庭の難しい問題などを見ると思います

し，場合によっては，やはり支援員と保護者との間での意見の対立などもあると思います。

そのような中で，個別支援や集団支援，保護者の支援，あるいは子どもと保護者のニーズ

の対立。元々学童保育は，いろいろなニーズやいろいろな思いが積み重なっているので，

それがきれいにまとまるはずがないです。そこでは常にいろいろな衝突があるわけです。 
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そうすると，支援の現場には常に悩みやかっとうが続くわけです。支援員はそこで日々

悩んで傷つきます。傷ついた先で，もう一つやはり心配することは燃え尽きです。私が学

童保育の支援員から弁護士を目指した理由の一つ，もちろん一つは待遇やキャリアパスも

ありましたが，もう一つは学童保育のこの仕組み，システムは素晴らしいと思った。でも，

ここで，今のままではいけないと思いました。やはり年々まさに世の中の保護者事情も変

わってきて，支援員の負担も年々増えていくことが，勤めていく中で分かりました。燃え

尽きを実際にしてしまう職員さんを，私は実際に見ています。 

 そのような中で，やはり支援員の支援のようなことも必要なのかなと思います。このよ

うに燃え尽きる人は，元々何かそのような資質がちょっと弱いのではないかと思う人もも

しかしたらいるかもしれませんが，違います。熱心な支援員ほど，悩み苦しむわけです。

ここで悩まないようにすることは簡単です。悪いことする子にもがつんと怒鳴って，叱っ

て，もうやらせない，制限すればいいのです。利害が対立してしまう保護者は「もう，で

は，うちをやめてください」と迫ればいい。そうすれば，そこでの悩みはなくなります。 

 でも，そのようなことをしていたら，学童保育の本当に意義がなくなってしまいます。

そうならないように，日々支援員が悩み苦しむからこそ，だから，支援員も傷つき，燃え

尽きそうにもなるわけです。支援員の支援の必要性も，ここでぜひとも訴えたいとも思っ

ています。 

 では，支援員を支援するためにはどうすればいいのか。私は，放課後児童クラブ運営指

針などがつくられて，そこに書いてある内容などもすごいなと思うのです。あれにやはり，

皆さんは近づけていってほしいと思うのですけれども，一方で，あれがすべての学童保育

それぞれの現場で実践できたら，もう本当に児童相談所はいらないのではないかというぐ

らいのもので，本当にあれをすべて実践することは実際問題かなりハードルが高いと思い

ます。 

 先ほども言ったように，学童保育の支援員一人一人がスーパーマンである必要はないで

すし，それは現実的にはないと思います。やはり，足りない部分は外の機関と外の専門家

と連携していくことが必要です。日々の悩みなどについては，やはりスーパーバイズする

体制がもっと増えていく必要があるかと思っています。私が今，試験的にやっていること

として，弁護士として，ソーシャルワーカーとして，実際に現場の人たちの悩みを聞いて，

助言するようなことなどを，いくらか千葉で実践したりしています。 

 地域の連携，地域の子どものための機関はそれだけではありません。このあとにありま

すが，いろいろなもの，例えば障害を持っているお子さんなら，障害者サービスとの連携

が一つありえます。外部の専門職は他にもいろいろいると思います。身近なところで，学

校との連携。今，スクールソーシャルワーカーが学校に入って，学校の生徒の，生活面で

の課題にも対処していこうとなっていますが，なかなかやはりスクールソーシャルワーカ

ーの配置が進まなくて，高校・中学で手いっぱいで，小学校まで進まないのが現状です。 

 小学校でむしろこのような部分を補うという意味では，学童保育はすごくそこに意義が
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あるかと。学童保育，学校，スクールソーシャルワーカー，ここの連携にはものすごく可

能性があるのではないか。ただ，一方で，連携が必要だということはどこの分野でも言わ

れているけれども，なかなか連携は進みません。ですから，「連携しましょう」という言葉

にとどめないで，まずここから，互いに関心を持つことから始めましょう

 
 学童保育は本当に素晴らしいと思うのに，何か一歩外に出てみると，児童福祉のそのよ

うな何か業界の中でも，学童保育はちょっと関心を持たれていなかったり，学童保育自体

も一歩外にということがなかなか及ばなくて，関心を持たない。ですから，まずお互いに

関心を持つことから始めていきましょう。そこから教育や医療など，また横の分野ともつ

ながっていって，司法ももちろんそこに入ってきます。学童保育連携の可能性に期待をし

ます。 

 

（６）支援員ができること 

 最後に，私は，これを指導員学校などでもお話をしていて，皆さんにも，ぜひ，今日は

現場の方もいらっしゃるということでお話ししておきたいことです。支援員があらゆる貧

困などの問題を解決することは，やはり到底できないです。そこまで支援員は万能ではな

いです。そうなると，支援員ができることは何なのか。 

 ここで，私は弁護士として，ある非行少年，犯罪者の少年とお話をします。非行少年は

いろいろいますけれども，もう本当に中学・高校生ぐらいの年齢で，髪も金髪で，目つき

もすごく鋭い，そのような非行少年と私は警察署でお話をします。お話しする中で，すご

く話が入りやすい子と，入りにくい子という，大きく分けると二つに分かれるのですね。

話が入りやすい子は何が違うかというと，何かその子に話を聞いていくと，親との関係は

結構，壊滅的に悪いのですけれども，過去に何かしら親以外の第三者の大人に，何かを受

け入れられたという経験を持っていることが多いのです。 
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 その一つが，例えば学童保育。本当に髪が金，ぱんぱんで，目つきが鋭い，そのような

ヤンキーのような子が，話をしていく中で，「ああ，あの頃の学童の先生，あのときは自分

のこと全部分かってくれて，あのときはなんかすごい居心地よかったな。あの学童の先生，

まだいるかな。また会いたいな」というようなことをぼそりと言うのです。 

 このようなやはり経験を持っている子は，その後も，誰か他の大人を信用しようという

ベースを持っているので，その後の生きる糧になるわけです。ありのままを受け止めると

いうことの大事さとは，このようなことにもなります。皆さんが支援した子どもたちも，

いずれ非行に走ったり，いじめられたり，不登校になってしまったり，そのような困難に

ぶち当たることがあるかもしれません。あるかもしれませんが，皆さんがそこで，ありの

ままを受け止める，その関わりをきちんとしているかどうかで，その先が全然違ってくる

わけです。 

 皆さんは，実は非常に大事な子どもの育ちを支えていることを，私は，弁護士となって，

後の年代の子どもと関わるようになって，それをよく実感しています。ですから，皆さん

も今の自分たちのお仕事に誇りを持って，仕事をしていただきたいと思います。最も身近

な支援者だから，できることがあります。ご清聴，ありがとうございました。 

 

４ 作業療法士と学童保育の連携で，子どもの育ちを支える 

（岡山県学童保育連絡協議会会長 糸山智栄） 

（１）自己紹介 

岡山県学童保育連絡協議会の，会長の糸山です。よろしくお願いします。私は保護者Ｏ

Ｂです。 

 先ほど名古屋の方もありましたが，岡山県の場合は地域運営委員会方式のやり方が多く

て，地域運営委員会の中に保護者が参加して，保護者が実質やっているという形になりま

す。 

 私は，子どもが 20 年前に学童保育に入りましたので，そのときに見ましたが，本当に悲

しいかな，「こんなところに預けるのかな」というようなプレハブで。子どもは走り回り，

先生は大きな声で叫んでいる状況でやってきました。あれがなかったら，今のこのような

活動もないかと思います。 

 当時は，市民団体，子ども劇場というところの専従として働いておりまして，退職を経

て，当時は介護保険がスタートした頃で，退職するとみんな「ヘルパー，どうぞ」と言わ

れたので，ヘルパー資格を取りました。現在は株式会社えくぼで代表取締役をして，介護

事業をしながら，今はそれよりも一生懸命，作業療法士との連携で学童保育をよくしよう

ということをやっております。 

 

（２）なぜ，作業療法士との連携か 

 なぜ作業療法士かということ，なぜここで貧困というテーマで話をしているのかという
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ところを，ちょっと紹介します。確信があります。貧困家庭や困難な家庭で育った子ども

たちに，作業療法士は絶対いいと思うのです。それは確信があるのですけれども，そこに

至る道筋はちょっと長いので，今日は専門家との連携ということで，障害児を支援してい

る指導員たちを支援するために，作業療法士と連携するというお話です。 

 作業療法士とは，皆様，全国にどれぐらいいるでしょうか。というデータですが，先ほ

ど支援員が 11 万人と言われたのですけれども，作業療法士は８万人ぐらいという感じ。そ

の８万人は，ほぼ病院で勤務，または施設で勤務ということで，しかも高齢者や障害者に

携わっていることが多くて，そのうちの２，３％ぐらいが子ども。ということは，二千数

百人ぐらいしか，子どものことに関わる作業療法士はいないという状況ではあります。 

 なぜ私がひらめいたかといいますと，一つは，倉敷の作業療法士さんが，保育園の巡回

指導で保育園を回って指導されていたら，効果があった。ならば，学童保育にも行ったら

いいのではないかという要望書を一つ上げていてくださったことが，あとから分かります。

一番のきっかけは，友人に 30 年ぶりに会いましたら，作業療法士になっておりまして，

「アメリカには学校に作業療法士がいる」という話を聞いたのです。これではないか。 

 私たちは，指導員にいい保育をしてもらいたいし，先ほどの話ではないですけれども，

燃え尽きられる先生が多いし，そこを何とかしたいとずっと思っていたのです。ひょっと

してこれは，何か使えるかもしれないと思いまして，「よし，やるぞ」と思いまして，スタ

ートしました。 

 

（３）作業療法士との連携を実現するために 

 先ほど言いましたように，最初は子ども劇場というところに勤めておりましたので，市

民活動をずっとやってきていたので，結構，助成金や補助金を取ることが上手なのです。

これはおととしから始めた話で，今２年少しの話ですけれども，「よくぞ，ここまでやった」

と私も思うので，それを聞いていただければと思います。 
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 最初に出会った友人は大学の教授だったので，まず調べないといけない。先から実践し

たらだめと。まず調査をしないといけないということで，岡山県の学童クラブに対してア

ンケート調査をしましたところ，１施設当たりの障害を持つ子は 3.8 など，文科省が調べ

られたような話がありまして。専門的な知識等を有する人を配置している施設は，何と

46％と出たのです。これは多分，年に一度の研修を受けている人がいるという意味です。

これをもって専門的知識を有する指導員とする言うのも，何かすごい話だなと思うのです

けれども，それが約半数。相談窓口を有する所も半分。それからリハ職による巡回指導が

あるかというと，４％。一つか二つはあるよと答えてくださったのだと思います。このよ

うな感じです。 

 これでは障がい児支援は成立しないはずです。学童保育での職員配置に思うのですけれ

ども，40 人の子どもたちに支援員が２人配置されていて，その１人は補助員でもいいので

すが。必要に応じて補助員がついてくる，配置しているクラブもある。障害児が１人くら

いいれば，その係で１人つく。３人を超えれば，もう１人つけられるという仕組みです。

障害児の受け入れが増えれば増えるだけ，人は増えるのですけれども，専門家と連携しよ

うという観点がないまま，とにかく「見といてくれ」のような制度で，現在，あります。 

 先ほど言いましたように，このような形で「始めるぞ」と思ったのですけれども，たま

たまですが，倉敷市には，発達障害教育の作業療法士さんが勉強しているグループがあり

まして，その方々の１人が要望書を上げてくれていたのですが，学童にも行ったらどうか

という。「よし」ということで，岡山県は三つの区画に分かれて県民局となっているのです

が，そこの一つ，備中県民局に応募しましたら，200 万円。それが通りまして，200 万円を

使って，作業療法士にとにかく来てもらうということをやりました。 
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 何をやったかというと，作業療法士による保育コンサルということで，先ほどの最初の

アンケートの中で，どのようなことを指導員は望むかとお聞きしたら，「現場に来て指導し

てほしい」と。座学は結構していらっしゃいます。よく勉強してくださっている先生たち

が多いのですけれども，では，目の前の子にどのように対応していいのかがなかなか分か

らないので，「これに来てほしい。できれば月１回ぐらい」という希望があったので，とに

かく行ってみようということで，行ってもらうことにしました。 

 それから作業療法士は，どのような視点で発達障害の子どもたちを見るのかなというこ

との講座をしました。それから啓発ということで，就労支援を見通した子育て支援のシン

ポジウムをしました。というのは，先ほどからありますように，６年生まで受け入れるよ

うになると，６年生の保護者の相談を受けるようになるのですね。 

 障害がある，ちょっとグレーかもしれない子どもたちが，どこへ進学するか。進学の問

題に直面するようになる。地元の中学校に行くのか，特別支援学校を選ぶのか，はたまた

その先，自分の子どもは就職できるのか，親がいなくなってもきちんと食べていけるのか

などを悩まれるところでは，「就労までを見通して，やるぞ」という勢いで，そのときはや

りました。 
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 このような感じです。実際の現場に来てもらって，ある程度の情報を，名前を出さずに

提示しておいて，「あの子です」という形で見てもらい，済んでからミーティングをすると

いう形でやりました。 

情報を提示しておいて，見てもらって，プロなので観察してもらって，そのあとミーテ

ィングをして，指導員たちは「この子にこうなってほしい」のようなものを出し合って，

「じゃ，これこれこれのようなことをやってみましょう」ということで実践して，また何

か月か後に行ってみるという形でやりました。 

 そのときに，いろいろミーティングで話したことなどを文字化して，指導員に届けてく

れることはすごくよかったようです。指導員たちは本当に現場の実践の中で，大変たくさ

ん蓄積を持っているけれども，それを言語化することがあまりない。それから理論化する

ことがない。ですから，それを評価してもらうこともない。「よくやれてますよ」と他人か

ら，しかも専門家から評価されることがなかった中で，「もう何度も読んで泣きました」と

いうような感想も聞きまして，専門家が関わることはすごくいいと思いました。 

 このような感じで講演会をして，ファックスを１枚流せば，100 人集まるぐらいの好評

でした。「就労を見通したシンポジウム」ということで，このような形で行いました。その

ようなことをしながら，いろいろ，これは絶対制度にすると。嘆いていてもしかたがない。

早くやるぞと。早くしないと私もおばあちゃんになるので，動けるうちにやるということ

で，いろいろなことをやりました。 

 一つは，厚生労働副大臣がちょうど岡山県の選出だったのでお願いに行ってみたり，厚

生労働省に岡山県学童連絡協議会としてお願いに行ってみたりしました。そうしたら，あ

りがたい，保育所と訪問指導等の等には学童保育も入っていますよという通知が改めて出

たりはしたのですけれども，入っていても，実際に学童保育までは順番が回ってこない。

幼稚園・保育園・学校が手いっぱいで，なかなか回ってこない。さらに，そこに作業療法
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士がいるなどということもめったにないということで，併せて作業療法士を要請せねばな

らぬと私が勝手に思って，今頑張っているところです。 

 それから，やれることは何でもやろうということで，岡山県保健福祉学会という県庁が

事務局をしているところがありまして，そこで，発表したところ，岡山県保健福祉部長賞

をもらいまして，そこのところは結構行担当者がたくさん聞きに来てくださっているので，

「聞きましたよ」のような話は何度もしていただきました。  

一番すごかったことは，倉敷市ですが，地域運営委員会方式なので，運営委員長たちが

毎年，毎年「巡回指導をしてほしい」という要望を，何年も倉敷市に向けて出されていた

そうなのですが，倉敷市の担当課としては，どうしていいか分からないところだったのに，

私たちがモデル事業をしまして，本当にいいことに，倉敷市立の病院にいた作業療法士さ

んが退職するタイミングだったので，その人が学童の担当課に行きたいと言ってくれたの

で，２年間限定ではありますが，今，学童保育の担当課に作業療法士が配置されて，回っ

ています。 

 回られたら，あんまりな学童の施設のひどさをメモして，書いてくださっています。作

業療法士の仕事をぽんと飛ばして行ってしまいましたけれども，人と何とかと環境とを調

整する役で，環境は本当にその子の育ちにとって非常に重要なところで，「こんなとこで育

てるんだな」のようなことは，どの作業療法士からも聞くところであります。 

 このような感じで厚生労働省に行き，大臣に会い，発表し，盾ももらったから，わざわ

ざ写真も撮りに行き，これをどんどんフェイスブックで発信するということをやり，この

ように，ＯＴが今年の４月には配置された。しかし，２年間限りなので，この間に何とか

して，きちんとした職員として倉敷市に配置してくれということを言わないといけないの

で，そこはちょっと議員たちにも頑張っていただいて，何とかしていきたいと思っていま

す。 
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（３）作業療法士との連携を｢制度化｣するために 

 助成金を取ることは上手ですが，助成金は１年か２年か，３年ぐらいしかないので，こ

の先もずっと続けていこうと思ったら制度にするしかないので，最初からそれを狙って，

新聞にも上手に取り上げてもらい，議員にも視察にきてもらいということを今やっていて。

しかし，あまりにも作業療法士が学童に来るということが唐突過ぎるので，何とかしばら

くは補助金などを取りながら，実際にやってみて「どういうことなんだ」ということをや

ってみようと思って，今年，２年目に入っています。 

 備中県民局は引き続き取れ，備前県民局という岡山市がある方でも取れました。ここに

関しては，全く同じものでは通らないので，子どもシェルターや自立支援ホームや，もう

少し小さい，受診まではいかないけれども，幼稚園に入る前の子どもたちで「ちょっと困

っているわ」というような親子のところに行ってみたり，来年は児童養護施設に行こうか

なということがあるので，そのあたりのところで，絶対貧困の子どもたちの支援にはつな

がるという確信があるところです。 

 津山市では 20 万円だったのですけれども，行政に介護予防の作業療法士さんがいらっ

しゃって，その方が非常に関心を持ってくださって，多分，今いる職員もその方が興味を

持って，何かやってくれるのではないか，とてもやりたそうな感じに見えています。 

 「よし，全国に広げるぞ」ということで，ＷＡＭというものも出しましたところ，900 万

円取れました。何とかやってくれということで，一生懸命，全国組織の会議を利用したり，

ＳＮＳでつながりながらやりまして，何とか 30 都道府県で，これ全部はできませんでした

けれども，クラブコンサルをやったり，研修会をやったり，説明会に行かせてもらったり

ということがされています。そのようなことを，みんなイメージはできなかったけれども，

「ああ，それ面白そう」と食いついてくださるところが幾つかあって。 
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 沖縄の南風原町というところでは，来年度は，学校・保育園・小学校全部に作業療法士

が絡んで子育て支援をやるということを，始められることになりました。そこの課長が言

うには，とにかく行政はゼロから１が苦手だと。いいと思っていてもなかなかそこはでき

ないので，とにかくゼロから１を見せてくれたら，あとは「政府に打診するぞ」のような

ことを言ってくださって，南風原町はそれが実現しました。 

 今日も来てくださっていますけれども，明石市が，突然火がついて，「残った予算でやろ

うかな」というようなことを言ってくださって，市の予算でやってみる。しかも微妙な話

ではあるのですけれども，臨床心理士の巡回もあるそうなので，そことの連携をどうして

いくかが課題ではあるのですが，工夫しながらうまいところ進めていってくださる。 

 特にそこで頑張ってくださっている作業療法士さんは，子ども系の方ではなくて，精神

科系の方です。恐らく大きくなって，大変な姿を見ておられて，子どものところでアプロ

ーチすれば，もっと何か解決方法があるのではないかということを感じておられるのでは

ないかとも思っています。ですから，子ども系が少ないから，狙うなら精神科系の作業療

法士だと，私たちはこっそり岡山で思っています。 

 今は宮城県の方も一緒に取り組んでくださって，宮城県はまだ地震・津波という大きな

災害もありましたので，そのところでの子どもたちの様子がどうかということで，小林教

授にアンケート調査をしてもらっています。残念ながら，仙台市が入っていないので，ち

ょっとがっかりなところはあるのですが。 
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 指導員の要望としては，学校，保護者との連携をどうするか。暴力などのトラブルを起

こす児童への対応をどうするか。発達障害かなと疑いのある子への働きかけをどうするか。

先ほど先生の方でもありましたけれども，集団の中での指導と個々の対応をどうすればい

いのかが，非常に大きな課題ではあるようでした。それから，専門的知識を持つ指導員の

不足をどうするかがあるのですが。 

 最初は「１か月に一ぺんくらい来てくれたらいいのに」というアンケート調査だったの

ですけれども，実際行ってみて，１回，２回くらい経験すると，指導員さんたちは蓄積と

座学で勉強しているので，「あ，そういうことなんだ」。少しだけ視線を変えるだけで，そ

のような対応。心もち，見方を変えれば「そう見えるんだ」というようなことがあって，

「そんなに来なくていい」というありがたい結果にもなっているので，作業療法士を増や

すのですけれども，それほどものすごく増やさなくてもやれるかなということを今思って

います。 

 作業療法士の連携によるということで，保育の充実を期待しています。作業療法士たち

は専門家なので，そして，珍しい。学校の先生もあまり見たことがないので，保護者，学

校，児童養護施設など，なかなか今までつながりたくてもつながれなかったところの人た

ちも関心を持ってくれるので，よく聞きにこられる。「何をやったの」「どういう話だった

の」ということで，新たな関係づくりができるかなと思っています。よい触媒だなと思っ

ています。 

（４）学童保育と作業療法士の親和性 

 課題としては，飛ばしてきましたけれども，「作業療法士が何か分かりにくい」。いまだ

にあまり話せないので，ちょっと今日は飛ばしますが，学童保育との親和性は非常にある。

遊びと生活を通して，子どもたちの生活を支援する。学童保育が言っていたのに，という

ようなことを，作業療法士はやっておられます。作業療法士なので，子どもだけではなく
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て，どの年齢層の方に対しても，作業や生活を通して，その人のやりたいことを実現する

ことを，心理的な側面や医学的な側面，知識などから丸ごと支援するという仕事のようで

す。 

 
 といいながら，「作業療法士，作業療法士」と言うばかりで，他の専門職との何か熱さが

違うので，他の専門職とどのようにうまく関係をつくってやるかは大事だなと思っていま

す。それから作業療法士，特に発達領域の人たちの育成をしてもらわないと，私たちは困

るなと非常に思っています。先ほど，何度も言いますけれども，集団の中での問題行動を，

個別に当たりながら，集団の中でどうやっていくかは非常に大きな課題。 

 作業療法士たちも，病院で働いているところは，療育はマンツーマンでしているので，

まだまだ集団の中の子どもたちを見ることにはあまり慣れていらっしゃらないので，そこ

は実習といいますか，育成といいますか，経験してもらわないといけないとも思っていま

す。 

 やりました，これだけ。今度は北海道にできるので，北海道に行ったらすごく広くて，

ばっと増えるので，うれしいと思っています。 

 課題が見えているなら具体的なアクションを起こすということで，あまりもたもたせず

に，早いうちにこれはやってしまいたいと私は思っております。 

 というのが，今年からですか，医療ケア人に対する看護師等の配置等という一文が入っ

て，医療ケアの子どもに関しては，そのような補助の制度ができたので，そこをちょっと

広げてもらいたいなと思っているのですけれども，今のところ，「等」には作業療法士が入

っていないと，きっぱり国会で質問をしてくれた議員のお返事で，「入っていません」と言

われたので，そこで「等」に入れてもらうか，発達障害等の支援のためにリハ職専門とい

うようなものを入れてもらうか，そのようなものを作っていきたい。 

 ただし，ＯＴが地域で子どもに関われる職場がないと，医療職ですから，給料がやはり
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指導員とは全然違う。同じことをやっても，医療職にこちらに来てもらうには，相応の職

業にしないといけないので，それを上げながら，そこに便乗して，指導員の方の給料も上

げようと。同じことを日々やっているのに，ということも思っていて，そこも狙っていま

す。やっかんでくれたらいいなと思います。「え，作業療法士さんにそんなに払うの？」と

指導員の方から言ってもらいたいです。なかなか「この枠以上働けない」という人たちも

多いので，ぜひプロとしてやっていただきたいと思います。 

 何でもやりたいので，本も作って，フェイスブックに載せるなどもしました。それから

この備中県民局の報告書を作ったので，４冊だけあるので，必要な方があったら差し上げ

ますので，どうぞ見てください。来年も出すつもりで，もう少したくさん出そうと思って

いるので，もし関心がある方がいらっしゃいましたら，私はフェイスブックおばさんをも

のすごくやっていますので，嫌でなければお友達になっていただければと思います。 

 では，どうもありがとうございました。 

 
 

第３ パネルディスカッション 

 

司会  

貧困問題対策本部委員 弁護士 篠田奈保子 

パネリスト 

  元全国学童保育連絡協議会副会長・社会福祉士 下浦忠治 

  岡山県学童保育連絡協議会会長 糸山智栄 

  弁護士・社会福祉士・精神保健福祉士 安井飛鳥 

貧困問題対策本部委員 弁護士 鈴木愛子 
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１ 学童保育の保育料 

司会 パネルディスカッションの司会を務めます，弁護士の篠田奈保子です。私自身は４

人の子どもの母親です。現役の保護者として学童保育には大変お世話になっております。 

です。 

 本日は，これまで皆様の報告から出てきた様々な課題について，時間はわずかではあり

ますけれども，議論を深めさせていただきたいと思います。 

 まず私から，今日の御報告を聞いていて，子どもは学校でも家庭でも，大人からあるべ

き姿を求められ続けていて，なかなか実際に子どもの居場所にはなっていなくて，そんな

中で学童保育は本当に何か姿を求められるのではなくて，ありのままを受け止めてもらえ

る，本当に貴重な場なのだということがよく分かりました。 

 しかしながら，学童保育，いわゆる福祉サービスとしてされているものですけれども，

実際の利用には利用料がかかったりしていますので，直接的には貧困なご家庭，生活困窮

にあるご家庭は，学童保育の保育料を前にして，この学童保育のそもそも入り口にも入れ

ないという問題があるのだと思います。 

 それで，まず学童保育の保育料について，鈴木さんのところは父母運営会方式というこ

となのですが，実際にはお一人につき，月どの程度の費用がかかる学童保育なのでしょう

か。 

鈴木 うちは低学年で１万 8,000 円です。ひとり親家庭の減免はあるので，ひとり親だと

確か１万 3,600 円ですか。夏休みだともう少し高くて，夏休みは低学年だと３万円で，今

うちは低学年と高学年と２人いて，６年生と３年生といて，うちはひとり親ではないので，

減免なども特に何もないので，年間大体 40 万ぐらい払っているという感じです。 

 

司会 私は今それを聞いてすごくびっくりしたのですけれども，うちは小学生が３人同時

にいたことがあるので，掛ける３だとすると家計から幾ら出ていくのだろうということで，

とてもびっくりしました。 

 私は北海道釧路市で弁護士をしているのですけれども，釧路市はそもそも学童保育全部，

全員無料なのです。それで，毎月 2,000 円程度のおやつ代の実費を取られて，あと，お泊

まり会やキャンプのときにまた必要な費用を徴収されるということで，貧困家庭が学童保

育から排除されるというようなことはないのですけれども，なぜ同じ国の中で，これほど

格差があるのでしょうか。そこは，下浦先生，お願いできますか。 

 

下浦 従来，放課後授業といえば，すっきりくっきり学童保育と児童館，このような時代

が長年あったわけです。校庭開放や校庭を遊び場に使うということは地域によってはあり

ましたけれども，改めて放課後子ども教室がどうして登場してきたかといえば，皆さんも

ご記憶にあるかと思いますけれども，栃木県小山市で小学校１年生の女の子が車で拉致を

され，殺害をされていく。その事件の後に，広島，奈良と続いたわけです，あってはなら
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ない痛ましい事件が。それを受けて，放課後の問題とはなにもお母さんが働いている家庭

だけの問題ではないだろうと。すべての子どもの安全・安心な居場所作りということが，

社会的な課題になっていくのです。 

 それを，国レベルでいえば次世代育成支援という文言が出てきたのが，2004 年なのです。

その３年後に出てきたものが，放課後子どもプランという，いわゆる学童保育と放課後子

供教室を同じ学校区に置いて，併存をさせて，連立，あるいは一体的に運営をしなさいと

いうように言っていたと。 

 ところが，それをいち早く先行的にやったのが東京 23 区で，文字どおり学童保育の機能

を徹底的に薄めた上で，指導員が学童にいるのだから，この指導員に地域の子どもたち，

分かりやすく言えば，放課後子供教室に遊びに来る子どもたちも一緒に見てくれればいい

ではないかと言って，一体的運営をしたのです。 

 ところが，なぜ，今から４年前になるのですか，2014 年，今度，「放課後子ども総合プラ

ン」という「総合」という冠を付けてリニューアルさせた形で，今度は一体的ではなくて，

一体型といって同じ小学校の中にこの２本立てをした上で，今度どう言い改めたかという

と，学童保育の機能役割をしっかり担保してくださいと。生活の場を保証するということ

についてはしっかりやってくださいと。しかし，学童保育に入っているからといって，放

課後子供教室で主催をする体験プログラムに参加ができないということはないようにして

くださいという，これをもって一体型というリニューアルして出されたものがそうなって

います。 

 だから，今のご質問で言えば，なぜこのように，それこそ先ほど飛鳥さんのスライドに

もあったけれども，ややこしい状態になっていったのかと言えば，もう１回申し上げます

けれども，放課後の安全・安心の居場所作りという視点において言えば，お母さんが働い

ている家庭だけの問題ではないだろうという，ここが出てきたという，これが背景です。 

 

司会 本当にその上，全国各地，自治体によって制度や受付けがさまざまということで，

まだ名古屋はひとり親家庭や困窮家庭の減免があるというところでは，まだましな方なの

でしょうか。実際，減免もないところもあるのでしょうか。 

 

鈴木 そうですね。例えば大阪市なども名古屋と同じで，保護者が運営して，施設探しか

ら何もかもやらなければいけないところで，例えば横浜市などでもそうです。そのような

ところだと，保育料がやはり高めで，２万から１万 5,000 円ぐらいの間にあって，なおか

つ大阪市は自治体としての助成はないのです。 

 でも，各クラブが本当に親同士の自助・共助という形で，きょうだい割引をやっている

ところがあったり，副業や減免をやったりするところがあったりもします。でも，大阪市

は市としてはないです。あと，名古屋もひとり親の減免はあるのですけれども，それ以外

にはないのと，あと全部減免してもらえるのではなくて，学童が割引してくれた分の一部
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を払ってくれるという形で，一部，ある意味，われわれが持ち出しをしているような形で

す。 

 

司会 学童保育料を払えない家庭の子どもほど，学童が必要なのではないかと思うのです

ね。その意味では，保育料の問題はかなり深刻な問題で，早急に解決しなければいけない

問題だと思うのですが，どのような方策が考えられますか。そこはまた下浦先生にお願い

してもいいでしょうか。 

 

下浦 特に今，東京を例にとるならば，児童館は全く無料なのです。放課後子供教室，あ

るいは全児童対策事業といわれるような事業では，年間通して登録料とスポーツ安全保険，

いわゆる保険と登録料，2,000 円ぐらいですね。片や，学童保育に学童保育登録と一般登

録というものがあるのです。一般登録だと年間 2,000 円ぐらい。しかし，この学童保育登

録をすると，例えば 23 区の平均値で言えば 5,000 円を少し超えるかなという。 

 要は，これは毎月です。こちらは毎月ね。ところが，働きながら子育てをするお父さん・

お母さんの一つの判断としては，２年生に上がるときに，もう学童保育といっても，おや

つがあるか・ないか，５時までか・６時までか，そのような違いでしか，なかなか学童と

この一般放課後子供教室の違いがはっきりしない。 

 言い方を換えれば，学童機能が，先ほど申し上げたように，非常に薄められていった。

行政の言葉を借りれば，分け隔てをしない施策なのだと。それがいいのだというようにス

タートしているわけです。ですから，手厚い関わり，一人一人の子どもをどう理解して，

どう関わるかというのは，それはやり過ぎだというようになっている。 

 よって，例えば品川区の例をとれば，来る者拒まず，去る者追わず。来なくなったら来

なくなったで，「ああ，あの子，なじめなかったのよね」と，これで済まされていた。しか

し，片や学童保育でいえば，この子の毎日帰っていく生活の場なのだ。だから，行かなけ

ればいけない子どもたちだからこそ，行きたいところにしていかなければいけないのだと，

私はそのように主張してきたのです。 

 今，ご質問に戻りますけれども，例えば東京でいえば，本当に２年生になったぐらいで

5,000 円の保育料を負担するのがちょっときつい。それならば，お金のかからない児童館

か，放課後子供教室の利用に移りましょうということで，年度末にこの登録を変える。こ

れが，例えば江戸川区でいったら 1,000 人を超えるというような状況です。学校数が多い

ですからね。トータルで 1,000 人を超える。要するに，これをもって対外利用という，学

童の機能・役割を持っていないけれども，せめてお母さんが帰るまでの５時までは，そこ

で所在の確認はできると，このようなことなのです。 

 

司会 ありがとうございました。 

 安井さん，糸山さん，この学童保育の保育料問題について，経験から何かこのような施
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策が必要なのではないかといったご意見など，ありますでしょうか。 

 

安井 私は弁護士的な視点にはなるのですね。保育料に関してもう一つ気にかけていただ

きたいことが，貧困世帯の本当に保育料の支払い自体が困難といった面もありますが，で

は，支払えている世帯は問題ないのかというと，決してそうではないというところにも目

を向けてほしいということはあります。 

 皆さん，いわゆる中間の世帯は，保育料を払えているから，そこの部分は全く問題ない

というわけではないですし，本当に民間の学童保育に高級な保育料を払って入っている人

たちは，みんなお金が潤沢にあるから保育料を払っているかというと，そうでもなくて，

やはり夜間保育など，そのようなニーズがある中で，そこまで働かないといけないからこ

そ，そこに対応できるのはもう民間のそのような付加価値をやっているようなことしかな

いから，そのようなところを利用する。そうする以上は，もうそのような高い保育料を払

わざるを得ないという状況があって，保育料の負担というのは，学童保育を要する保護者

全体についていろいろ関わってくるところがあります。 

 施策をやるときに，このようなやり方はやらないでほしいということは，一定の低所得

世帯の場合には何か申請をしたら減免をしますという形にやってしまうと，いわゆる中間

層以上の人たちはそこからあぶれてしまって。でも，実は，子どもの貧困は単純な経済的

な部分だけではなく，そのようなところにも学童保育の必要性がものすごくあります。そ

のような人たちが，また今度入口の部分ではじかれてしまう恐れもあります。 

もう一つ，本当の結構貧困の世帯の方は，そのような申請をすること自体が一つハードル

になってしまうので，結局その入り口のところの申請に至らないために，何か制度は作っ

たけれども，結局申請しないで入所に至らないというようなこともあり得てしまいます。

だから，制度設計としては，やはり貧困の部分は大事ですが，その貧困の部分だけを見た

その場づけのような制度設計はあまりよくないのではないかと思います。 

 

司会 はい，ありがとうございました。糸山さん，いかがでしょうか。 

糸山 はい。それをすると，保護者の中で割れる。「何であの人たち安いの？」というよう

なことで，何回も出てきて，もういつもそれで保護者会運営のところは苦労しているから，

何か全体がもう少し安い金額で預けられるようになってほしいとは思います。 

 

２ 学童保育の待機児童問題 

司会 ありがとうございました。 

 入り口の申請というところの問題でいきますと，市に学童保育を申し込みたいですと言

って申請をして，市がそこで，どこの学童に入れるか・入れないかを審査する自治体と，

親がとにかく学童保育を計画して，自分で自ら動いて選んで申請しなければいけない自治

体と，これもさまざまにありますね。これに関してなのですけれども，これがまちまちだ
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から，学童保育の待機児童がきちんと把握されていないという理解でよろしいのでしょう

か。鈴木さん，お願いします。 

 

鈴木 はい。それでよいかと思います。今日の報告でもあったのですけれども，やはり保

育園の場合は，待機になるときは，待機になる前にたくさんいろいろな書類を書きますね。

私は何点になるかと思いながら，そして承諾の通知が来たり，不承諾の通知が来たりする

のですけれども，今日お話しさせていただいた名古屋のような例と，本当に純粋な抽選，

純粋な先着順，その人の，例えば経済状況や社会的要項が必要な状況など，そのようなも

のはもう全然配慮していないといいますか，同じ小学校に通っている親同士の間では，そ

もそもできないですし。 

 でも，そこで私がやはり思うのは，そこで自治体の方にも，今，児童福祉法の 22 条の 11

でしたか，調査したり，あっせんしたりしなければいけないということになってはいるの

です。なので，せめてまずその調査の仕方を工夫して，例えば定員を超えた希望があって

抽選を実施したことはありますかなど，そのような調査も表に出てこない。 

 うちの名古屋市の場合ですと，地域運営委員会の留守家庭児童育成会というところがあ

るのですけれども，そこに申し込みをする登録のものを書いてもらって，その登録児童数

を市に報告するのです。でも，やはり同じ小学校に通う親同士で，書類を書いてください

と書いてもらうけれども，書いてもらったけれども，入れないかもしれないです。書いて

もらった上で，誰が入れないか，こちらで決めるというのは，なかなかそれはやはりでき

ないので。もう本当に入り口の段階で，先着順や抽選などにせざるを得なくて。しかも，

その先着順や抽選で断った人がいるということを，別に報告する仕組みもないし，そもそ

も申し込みがされていないので，待機児童がゼロという形になってしまっている。 

 でも，今日お話しした私の後輩も，本当に学童は大変だけれども，すごくいいところも

たくさんあるという話を私から聞いて楽しみにしてくれていたのに，待機になって，学童

の話ができなくなって非常に残念です。本当にそのような実態があります。 

 ですから，まずは本当の実態をきちんと調査をしていただくところからしてほしい。し

かも，保護者運営の学童だと，情報がやはり，私も学童の発信をするようになって特に，

周りから学童保育の情報がないという話を聞くのですけれども，自治体がその情報を発信

しているというよりも，私たち親が区などに懇願して，「入所説明会のチラシを区役所に置

かせてください」，「ホームページにもっと私たちの発する情報を反映させてください」と

いうことを，こちらがお願いしているような状況。しかも，それを親の一部がやっている

というような状況なので，まずそこを知ってほしいと思います。 

 

司会 保育のときにはよく「隠れ待機児童」という言葉が出てきますけれども，そもそも

隠れ待機児童自体も把握できていないといいますか，待機児童自体をそもそも把握できて

いないというところなのですね。 
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鈴木 そうですね。あと，やはり待機児童をどう定義するかという。やはり保育園なら，

認可保育園に申請したけれども，承諾通知が出なかったなど，そのような定義ができるで

はないですか。でも，市に届けるところもあれば，そのとき親がやっているところに届け

ずに，頼んで事実上断られるというところもあるので，そこで，その両者で同じ定義はで

きないですね。 

司会 そうですね。 

鈴木 なので，まずそもそも定義からできないということが難しいところだと思っていま

す。 

司会 ありがとうございました。 

 実際に，待機児童を解消しようとすると，次に来る壁は箱の壁と人の壁なわけですけれ

ども，まずは箱の問題として，事業体がさまざま，千差万別ということが，またこれは大

変に分かりにくいところなのですけれども，これについてはどなたにお願いしたらよろし

いでしょうか。 

 まずは，事業体がさまざまというところでは，やはり営利企業の株式会社の参入があっ

たり，あとは指定管理制度になって，なかなか永続性を確保できなかったりという問題が

出てきていますけれども，これについてまた，下浦先生，よろしいでしょうか。 

 

下浦 なかなか区分けというところでは本当に難しくて，例えば塾，民間企業だからすべ

てだめと，まずいということにもならない。というのは，例えば東京都内でいえば，委託・

受託の関係なのですけれども，受託している株式会社は極めて運営指針を学ぼうとしてい

るし，のっとった運営をしようとしている。私を講師に呼ぶぐらいの研修をやっているわ

けです。私が学童保育にものすごくこだわりを持っているということを知っていた上で，

呼んでいるわけです。だから，そこから学ぼうという，その姿勢そのものが私たちのいう

ところの学童保育をやっていこうと，このようなところもあるわけです。 

 ところが，同じ民間株式会社で，それこそ運営の中身については，先ほども申し上げま

したけれども，付加価値を付けることによって，うちはこのようなサービスをやります。

例えば品川でいえば，すまいるスクールという，全児童を迎えにいって，学童保育まで来

させた上で，そこから更に塾・習い事に送っていきますなど，このようなサービスをやっ

ているわけですね。フルタイムで働いているお母さんからすれば，心をくすぐられる一つ

のサービスなわけです。 

 だけれども，私に言わせれば，先ほどのリレートークの１番バッターとしてお伝えをさ

せていただいたように，学童保育という限りにおいては，子どもにとってどうなのだ，こ

のスタイルはどうなのだ。例えば課題を与えて，「ただいま」と帰ってきたら 45 分は必ず

勉強しなければいけないという学童保育があるのです。そこは学童保育を名乗っているの

です。それは，お母さん・お父さんからすれば歓迎すべき運営スタイルの一つかもしれな
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いけれども，子どもにとってみれば課題から放たれた後に，また課題もあって帰っていっ

た学童保育で課題を出される。課題，課題の連続で，正に心の許容量がパンクしないのか。

改めて放課後の時間のありよう，過ごし方のありようというものが，本当に丁寧にやって

いかないと課題ずくめになっていく危険性をあるということは，皆さん，どのようなポジ

ションの方であれ，押さえておいていただければ幸いかと思います。 

 

司会 そうですね。保護者運営もなかなか困難を伴っているとは思うのですけれども，逆

に，株式会社や，ある程度形のきちんとした組織体が永続的に行うということになると，

親の方の思いというのでしょうか，親から選ばれるサービスをということに傾いていって，

やはり学童保育でも子どもがあるべき像を求められ続けて，学校でもあるべき像を求めら

れ，親にも求められ，学童でもとなると，本当に疲弊してしまうという状態になりますね。 

 親運営の良さは，正にそのようなところで柔軟にできるというところもありますけれど

も，また難しさも多いですね。そのあたりを鈴木さんからお願いできますか。 

 

鈴木 そうですね。保護者視点の難しさは本当に言い出すと止まらないところなのですけ

れども，やはり事業者と扱われるのです。特に新制度になってから事業者ということが強

調される面が強くなってきて，すごく一生懸命運営に関わる保護者と，関わらない保護者

との間で，どこの学童でも保護者運営だとそうだと思うのですけれども，やはり分断され

てしまうというところが一番難しいところだと思います。 

 そして，やはり保育料と絡むだけではなくて，保護者運営の，運営の負担があるからや

めるということを，それを，子どもが結構なじんでいても，でも，やはり大変だし，いろ

いろ言われるしということで，やめてしまうという例もあって，そのあたりもジレンマが

あります。 

 でも，やはり一番は，事業者であり，かつ利用者である。特に新制度になって苦情の受

付制度などということもありますし，もちろん労働基準法などもきちんと守って指導員さ

んを雇用しなければいけないなどということも，その親がやらなければいけないし，しか

も一部の親がやらなければいけない。 

 学童保育に苦情があったとき，私のように運営にどっぷり関わっている人間はどこにい

ったらいいの，苦情を一体どこに伝えたらいいのだろうというようなことが，そのあたり

ですね。 

 なので，保護者がすごく関わって，親同士が関わって保育の内容を親も一緒に作ってい

ったり，自分の子ども以外の子どももたくさん声を掛けてくれたり，子どもが主体で，う

ちの学童など，バザーのときなど，先ほども少し話したのですけれども，子どもたちが自

分で企画して，ゲームのお店を作って，大人のお店と別体系で販売して，売上を作って，

それをまたクリスマスのときなどに，自分たちで買いたいものを選んで買うなど，そのよ

うなことで，本当にすごく成長させてもらっていて大好きなのですけれども，でも，その
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事業者にもならなければいけないという部分がすごくジレンマなので，事業者の部分だけ

を切り離して，保護者が地域と関わっていく部分だけ残す方法はないのかと悩みながら，

やっている感じです。 

 

司会 はい，ありがとうございました。この保護者運営の課題と今後の展開の仕方につい

ては，糸山さんの方で何かご意見はございますか。 

 

糸山 やはりそれはとても課題で，でも，岡山市は今までものすごい差があってやってき

たものを，一つに一括してまとめてどこかにやってもらおうという大胆な案を出してきて

はいるのですが，多分無理なのではないか，あまりにもばらばらにやってきた歴史が長く

て，ということを感じています。ただ，今のような大金が１人の個人に下ろされて運営し

ていくやり方ということも，いつまでも続かないだろうということも思います。 

 また，ただの社員や働き方でいろいろなのですけれども，例えば待機児童など，入れな

い子が出たら，そこは，もし経営的感覚があれば，１個借りて保育料を集めればもう一つ

成り立つというような新しい発想が，保護者だとやりにくい。事なかれ，頼む，入れない

でいこうというようなことで，なかなか地域そのもののニーズを吸い上げていくというこ

ともまたそれも難しく，どの辺がいいのかは，ずっと 20 年間模索中です。 

 

３ 学童保育施設の問題 

司会 ありがとうございます。 

 それからあと施設の問題なのですけれども，私は保育の問題をやっていて，ドイツで保

育料を無償にして，専業主婦家庭の子でも保育を受ける権利を保障して，誰でも入れるよ

うになって，それで箱が足りなくて，コンテナで保育園を取り急ぎ作ったという話を聞い

てすごくびっくりしたのですけれども，今日，プレハブも同じぐらい，とてもびっくりし

たのですね。 

 学童保育ではなくて，もっと年齢が低い保育の世界で，プレハブで保育をやると言った

ら，多分みんなこぞって反対すると思うのです，間違いなく。でも，なぜ学童でプレハブ

が，デフォルトなのですね，名古屋は。 

 確かに小さな子どもは，毎日だけれども，学童でも夏休み期間は，50 日毎日ですね。そ

れを考えたら，放課後だけと全然言えないのに，なぜプレハブなのですか。そこは，糸山

さんと鈴木さんに，ぜひお願いしたいのですが。 

 

糸山 何かあったら移動しないといけないということを，岡山市はずっと言われます。運

動場に建てておくのは，常駐のものは建てられないと言っているのですけれども，それは

どうも本当ではないようなので，そのようなところで保護者は負けてしまうのだけれども，

実際，倉敷では木造で建て替えたということがあるから，できないことはないではないか
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ということがあるから，あきらめない。何か前例はあるはずなのです。 

 先ほどの保育料減免にしても，保護者がそれを見るからできないというけれども，全国

的にはやっている例があるから，何か方法を賢い行政マンはきちんと考えているから，そ

れを集めていって具体的に提案するというようなことをやらないと，期間が短いからちょ

っと我慢したら学童は卒業してしまうので，なかなか運動が続かないということが残念だ

けれども。だから，私は急いでいるのです。もう私がおばあちゃんにならないうちに，や

るぞという感じで。 

 

司会 そうですね。やはり現場の保護者や子どもたちの声をつくって，世間にどんどんと

発信していかないと，粗製乱造な施設で，粗製乱造な学童保育が展開されていってしまう

という状況ですね。これは本当に，日弁連としても何とか運動が皆さんの支えになればと

思っています。 

 それから，箱のこともそうなのですけれども，そこで最も大事な。飛鳥先生，何かこの

点に関して，はい，お願いします。 

 

４ 事業としての学童保育 

安井 事業体の関係で，ちょっと民間の関係で，下浦さんの話に補足したいことがありま

して。というのも，私自身，実は民間のそのような，正にビジネス寄りの学童などに結構

経営的な相談に関わったりしているので，そのあたりの事情など，明らかに超えていると

ころがありまして。 

 おっしゃるとおり，やはり民間系の企業などがやっている学童保育は，大きく分けると

３種類に分けられて，本当に学童保育としてしっかりやっていこうという気概のところと，

どちらかというと，もう教えたい，教育させたいという発想で，でも，何かそれと学童保

育の違いがよく分からないでやっているところと，何となくぼやっと子どものためのこと

をやりたいと思っているところなどがあって，民間のすべてがやはりよくないというわけ

ではなくて，その中で何を目指そうとしているところなのかということの区分けがすごく

大事で，民間の学童保育が大事だと思っているところは，やはりそのような中で学びや，

そのような要素があくまで本当についでだと。一番大事なのは（不明）ところが分かって

運営しようとしていて，そのようなところは地方にいろいろあります。そのようなところ

と私は付き合いがあります。 

 ただ，そのようなところがやはりぶつかっている壁は，でも，その夢を実現しようとし

ていたときなどに，なかなか保育料をある程度取らないと事業としては維持できない。保

育料を下げようとする代わりには，別に何かを本当に犠牲にしなければいけない。自治体

として，そのように民間ということで減免などが受けにくいということなどもあって，な

かなかそのような変革ができないという事情もあるので，その民間の中でどのようなとこ

ろを目指そうとしているのかということを，見極めていく必要があります。 
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 もう一つ，やはり特に自治体関係の人にしっかり押さえておいてほしいことが，今，民

間の学童保育の比較的大手と呼ばれているところですら，基本的には赤字経営が続いてい

ます。基本的には，民間ビジネスの理論にのせれば，この部分は何かといったら，やはり

なかなか民間の力を使ってでも，事業を維持していくのは相当難しい分野だということは

言われていて，かつやはり，もうそこで続かないから，途中で結局公営のところになし崩

し的にもう盛らなければいけないのではないかということが，現に起きているような気が

するのです。どうしてもこの話になってくると，民間を活用すればという話になりがちで

す。やはりそこは一つ落とし穴があるということ。 

 ただ，一方で，正に今ここで箱の話などあったように，そのようなものが出てくる背景

には，やはり公営の方が保護者から見て選びたくないと思わせてしまっているようなとこ

ろがあって，そこはきちんと自治体が予算を付けてやっていかないと，そのことが起きて

しまうというところがあります。 

 だから，そのような予算にあたり，箱を作るに当たって，やはりとりあえず何かこう仮

のものがあればいいだろうという発想ではなくて，そこを根本的に変えていかないとだめ

なのかと思います。 

 

５ 学童保育の予算－学童保育本来の役割を守るために－ 

司会 お話を伺っていますと，これほど意義が重要な学童保育に，なぜこれほど国がお金

を出さない方向に進んでいっているのかということに，すごく納得がいかない思いがある

のですけれども，その点については，下浦先生。 

下浦 よろしいですか。 

司会 はい。 

下浦 歴史を振り返ってみると，毎年毎年，厚労省の予算額というのは確かに増えてはい

るのです。国は増やしているというようには言っているのですけれども，全体的なバラン

スの問題ではないですか，お金の問題は。どこにどれだけのお金をかけるのか。そのよう

な意味では，ひとり親家庭や子どもに，やはり国がお金をかけてこなかったことを反省し

たからこそ，安倍さんは前の国会で，お金を投入していくのだということを表明せざるを

得なかった。それは全国の本当に心ある子ども食堂をやったり，無料塾をやったりという，

貧困家庭と向き合っている様々な尽力が動かしたのだろうとは思うのです。 

 この学童保育も本当に，御質問とちょっとそれますけれども，私が一番危ぐすることは，

今出ていた施設の問題と待機児童の問題をいっぺんに解消する，その方策としては，全児

童対策事業に替えてしまうという。これは非常に危ぐされているところです。運営指針も

出され，基準もうたわれて，それはないでしょうと。安心をしていられるかどうかという

ところが，非常に。私は，頭，行政のトップが代われば，施策は変わるということを自ら

経験していますので，本当にこの二つの課題を乗り越えていくためには，すべての児童を

対象として，保育などはやめればいいのだと。学童保育など，もう古いと。あれは平成の
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時代に終わったのだと。もうそろそろ年号も変わりますし。そのような意味では，本当に

いつそのようなことを言い出しかねないという。 

 そうなったら何が問題か。保育料もかからないではないですか，お金もかからないでは

ないですか，分け隔てをしない施策の方がいいではないですかと思われるかもしれないけ

れども，本当に必要な子どもに，それこそ，先ほど言った援助の手を差しのべることもで

きない。気づくこともできない。その子の本音を，心の内なる声を聞くこともできない。

寄り添うことはやりすぎだというように言われていく。このような構図がもう明らかに見

えるので，やはり改めて子どもたち一人一人の権利を保障していく施策は何なのか。子ど

もがほっとして，本当に安心して楽しい人間関係を築けるためには，何が必要なのか，条

件整備として。そこのところを，ぜひ皆さん自身も，自らの課題として押さえておいてい

ただければと思います。 

 

司会 ありがとうございました。確かに親の立場からしてみると，留守家庭ではなくても，

そうではなくても，みんなが自由に通えるところがあって，そこが無料だったら，そちら

でいいではないかという気にはなりますね。だけれども，よく考えると，行く・行かない，

誰が来ているのか，いつどのような子が来ているのかということ自体も，全部の児童を対

象にしていたら把握されていないわけですね。ですから，親としては全児童対策事業に行

っているのかと思ったら，実は全然そうではないところで，子どもが危険に会っていたり，

たむろしていたり，目配りがされていなかったりということにもなりかねませんね。だか

ら，そうすると，本当に放課後のおうち機能の崩壊ですね。 

 分かりました。そのような，私たちが待機児童の問題や運営の問題を指摘すると，また

逆にそのように足元をすくわれるような形になりかねないということは，今後しっかり心

の中に入れて活動していきたいと思います。 

 

６ 支援員の待遇改善と魅力の発信 

 それから，やはりもう人が頼りの制度ですので，支援員さんの質の向上，それから支援

員さんの待遇の問題ですね。これについては今後どのようにしたらいいという施策，アイ

デアがありましたら，まず安井さんからお願いします。 

 

安井 身もふたもないかといえば，本当に待遇をもっとよくしてくれという話しかもう言

いようがないのですが，ただ，一方で，ちょっとそれを言っているのはかなり厳しいかと

思っています。というのも，やはり人が全然続かないというのは，これは学童だけではな

くて，福祉業界全体に起きている現象なので，学童保育よりもはるかに給与が高い児童養

護施設などですら，今，本当に新人採用などで苦労しているという世情がある中で，もう

そこにものすごく予算を入れるというところを，長期的には目指していきたいのですけれ

ども，やはりそこだけを見ていてもちょっとなかなかビジョンを描けないのかなというこ
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とがあって。そこに対しての，私も解決策というものは何か見出しにくいのですが。 

 ただ，待遇は同じなのですけれども，やはり働いていく上での働きやすさ，やりがいの

ような，正に支援員，子どもを支援しますけれども，支援員自身がやはり職場の中で支援

されていくというようなところを，もっと意識を一方でしないといけないのかな。そうし

ないと，特に若い人たちは，もうそこは感覚がするどいので，自然と離れていってしまう

と思います。 

 

司会 支援員さんの頑張りや奮闘などは，全然市民の方に知られていないですね。多分，

支援員の皆さんが謙虚なのかもしれませんけれども，もっともっと支援員さんの頑張りを

広く市民の方に知っていただく必要があるかと感じました。 

安井 その関係で一つ参考になる，これは待遇が直接上がるわけではないのですが，今，

結構介護関係の若い人たちなどが結構中心になっていて，やはり福祉のイメージがどうし

ても地味で，若い人がなかなか集まらないから，ちょっとイメージを変えるために，もっ

と学校，大学などに，自分たちからたくさん飛び出していって，魅力をどんどん発信して

いこうという動きなどを結構始めたりしています。 

 普通の企業などは当然そのようなリクルート活動などはしているので，学童保育は自分

たちの魅力，指導員の魅力というものをもっと，発信するのは大事ですけれども，それを

もっとより一歩踏み込んで発信していくという取り組みのようなものは，今後一つ求めら

れるかと思います。 

 

７ 支援員の質 

司会 はい。そのような観点では，学童保育に異分野の方に入っていただいてという活動

がすごく大事に思い，今日聞いていたのですけれども，指導員の質の問題について，糸山

さん，お願いできますか。 

糸山 そうなのです。最初からそれを求めていたわけではないのですけれども，結果とし

て，作業療法士さんという本当に異分子の人が入ってくれることで，観察していいところ，

悪いところを言ってくれるし，指導員それぞれのキャリアが違っても，分かりやすい提示

の仕方をされるので，そこでではここを目指してどうやっていくというようなことをチー

ムでやれるということが，すごくいいやり方で，多分たけた指導員さんたちは自らやられ

ているのだろうけれども，中でやったら誰も見てくれないので，やはりここは作業療法士

さんや，臨床心理士さんや，ひょっとして弁護士さんという異分子を入れながら，「あなた

たちの仕事はすばらしい」といって言える場面を，あちらこちらで，このような場や，Ｓ

ＮＳなどに載せるなど，いろいろ工夫していくときではないか。 

 結局この仕事はなくならないはずなので，何かに置き換わらずに，ロボットにも置き換

わらず残るはずだから，そこの魅力はやはりがんがん。でも，介護系はロボットに置き換

わるという話もあるけれども，どうでしょうか。その辺を発信したらいいと思います。 
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下浦 いいですか。 

司会 はい，どうぞ。 

下浦 私も長く学童保育のこの領域に携わっているのですけれども，かれこれ 44 年目に

なるのですが，そのうち，学童保育連絡協議会の役員をやっていたときに，厚生労働省に

正に要請行動をかけていたのです，指導員の処遇の改善ということで。 

 それに伴って並行してやっていたのは，指導員自らのそれこそ実践を言語化して，社会

に発信をしていくという営みを並行してやっていかないと，「学童って何？」。先ほどの飛

鳥さんのスライドにあったけれども，「ただ遊んでるだけじゃん。安全管理人でいいじゃん。

なんで指導員っていう専門職置かなきゃいけないの？」っていうことに対して，明確に自

らが自らの言葉で返していけるようになっていくことは，本当に足腰を鍛えていかないと，

指導員自らが。 

 ただ，それだけを言っていたのではあまりにも気の毒なので，入ったばかりの若い人た

ちにきちんと理路整然と言語化していこうということは，なかなかすぐにできることでは

ないので，本当に大事なことは，正にチームとして，子どもたち，あるいはその保護者を

支えていくという，正に個の指導員の資質向上というものもあるけれども，チーム力を高

めていくという，ここも大事な視点かと。 

 私は，従来チームというときにはその現場の指導員のチームという，この狭い狭義のチ

ームということが語られることが多かったのですけれども，今，糸山さんが言われたよう

に，それこそＯＴとの連携も含めて，地域でのチーム。特に虐待の予防ということについ

ては，本当にケースワーカーから，児童相談所の児童福祉士から，例えば生活保護の領域

に至る前に，母子自立支援員というこのポジションがそれぞれの自治体にいらっしゃる。 

 そのような意味では，地域の中で保育園や学校や学童や児童館など，とにかくその子に

関わる，その保護者に関われるいろいろな職種，いろいろなポジションの人が一つのチー

ムを作って，この子を支えていくのだ，この家庭を支えていくのだというような，正に連

携をもっと広い視野で作っていく必要が，この先あるのかと。 

 そうなったときに，そのような力量を付けたときに，アウトリーチ型，家庭にそれこそ

訪問をかけて，困り感を抱いていないのか，煮詰まってはいないかと，そのようなことも

見極めることができるのではないかとは思っています。 

 

８ 学童保育と他機関・他の専門職との連携 

鈴木 私からもよろしいですか。私は，実は去年の秋まで，子どもが，今長男が６年生な

のですけれども，２年生の秋から６年生の秋まで，割とついこの間まで家事調停官という

仕事をしていました。それは，弁護士など，非常勤の裁判官で，家庭裁判所で１日裁判官

をするという仕事なのです。そこで，やはり心配のあるお子さん，特に親権に争いがあっ

たり，面会交流で非常にもめていたりする場合に，家庭裁判所の調査官という専門家の方
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が関係機関に調査をすることがあるのです。 

 保育園などは結構，調査の例はあるのです。でも，その当時，私は正に学童保育のこと

に関わっていて，本当にこのようなことになるなんてと思いながら，週に１回は裁判官を

やっているのに，その中で自分の子どもの居場所探しに必死になっていたのです。ちょう

ど，でも，そのようなときだったので，調査官が学童保育を調査することはないのかと思

ったのです。 

 離婚の時など，子どもの心情や生活面のことを調査するわけです。私が学童にどっぷり

関わった実感として，正直，子どもの学校の先生などよりも，うちの指導員さんの方がは

るかに私のキャラクターを知っているし，私の表立ったすました顔ではなくて，もうちょ

っと感情的になったり，キャンプでばかやって踊ったりなど，そのような顔も知っている

し，子どもたちも，私の子どもたちの本当に遊んだり，生活したり，一緒にご飯を作った

りするという場所を知っているので，なので，保育園はまた別ですけれども，保育園に上

がって小学校になると関係対象は学校になるのですね。 

 でも，私がもし離婚するとして，子どもと親権の悩みや面会交流の悩みを聞いてもらう

としたら指導員さんの方がいいです。でも，そのような調査は私のいた間ではなかったし，

調査官の方々も全国転勤などをされるのですけれども，何人かの方に聞いてみたけれども，

直接経験した方はどなたもいらっしゃらなくて，お一人だけ他の地域でやられているケー

スが，あることは知っているというようは方がいらしただけなのです。 

 そこでやはり，すごく思ったことは，子どもの成績やそのようなことではなくて，その

生活の中での顔や感情，親との関わりなど，そのようなことを子どもの遊びの生活のプロ

としてすごく情報を持っていらっしゃるのに，その情報が他の子どもに関わる専門家に全

然共有されていないところがすごくたくさんあるのだろうということを，とても感じまし

た。 

 やはり私も今回，学童保育のこのシンポジウムの担当者をさせていただいているのです

けれども，たまたま本当に自分の学童で，分割や移転など，新制度の前後にもうやらざる

を得なくなって，もうそれで必死で調べざるを得なくなって今ここにいるのですけれども，

他の方々に言ったら，学童保育に関わった年数もまだ６年目ですし，学童保育の全国県な

どで報告したりしたこともない。初めてのシンポジウムで，担当者になって，私がメーン

で準備してきたのですけれども，すごくプレッシャーもあったのです。逆に言えば，それ

は，私たち弁護士も，私も子どもの権利委員会にも入っているのですけれども，子どもの

権利に関わる弁護士などであっても学童保育とつながっていなくて，学童保育の指導員さ

んたちが持っている，困っている子どもたちの一番近くでキャッチしている情報が，全然，

他の機関や専門家との間で活用できていなかったということは，家事調停官をやってみて

も感じたことなので。 

 やはり私も，本当に学童保育のシンポは，これほど大きなところでやるのは初めてなの

で，他の皆さんに比べるとシンポ慣れしていなくて，本当に緊張していたのですけれども，
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私がこのような立場でシンポを準備することで，本当に学童の方たちと私たちの，法律の

専門家もやはりそれこそ離婚事件などでも正にそうですけれども，本当に困った子どもが

なぜ傷づいているところに，直接関わる場面も結構ある仕事なので，そこで本当につなが

るきっかけにはしていきたいと思います。 

 

司会 ありがとうございました。 

 私たちは人の権利の専門家としてさまざまな分野にいろいろ提言をしたりして，今日，

改めて学童保育が子どもの権利の根幹というのか，問題だということを痛感しました。 

 それで，今日は弁護士以外の糸山さんと下浦さんに，今後，弁護士会としてこのような

ことをやっていただきたい，私たちに対する何か叱咤激励，もしくはご批判でも結構です

けれども，何かありましたら，お願いいたします。 

 それでは，最後に，糸山さんからお願いします。 

糸山 私はやはり，あまり，保護者は入れてよかったというところからスタートするので，

それは変だろうということがたくさんあるのです。岡山など，みんな板の上に座っている

のですけれども，これは普通の生活で，今はもうやっていないでしょう。作業療法士に見

てもらうと，姿勢が崩れると。それはこの板の上では崩れるでしょう。勉強もできないで

しょう。もう鍛錬しているのかというような，普通感覚を，弁護士さんには限らないのだ

けれども，何かもうちょっと外から言った方がいいとは思っています。 

 あとは，何かと戦うおばさんは指定管理のところに競争で出たこともあるのです。そう

しないと，もう企業に一気に持っていかれてしまうので，行政に，要望，要望もいいので

すけれども，何かがあったときにはきちんと受けるというぐらいの気合いを持って，特に

大きくなった先輩，保護者の皆さん，今はそれをやるときではないかと思っています。そ

のときには，やはり法的なサポートというものが，弁護士さんに期待できると思います。 

 

司会 はい，ありがとうございました。はい，それでは最後に，下浦さんにお願いいたし

ます。 

下浦 日本弁護士連合会に物申すのはおこがましいという思いはあるのですけれども。た

だ，お願いをさせていただくならば，一言で申し上げれば，子どもが本当に，すべての子

どもが，貧困であろうが，虐待リスクを背負っている家庭であろうが，どの家庭の子ども

たちも，生きていく権利をしっかりと保障してもらえる施策，お金の配分，そのようなも

のを，弁護士の立場で子どもが生きていく権利を守っていくためのポジションとして，国

に声を上げていただくということをお願いできるのかな。 

 それこそ地域ごとにある児童相談所，子ども家庭支援センター，そのようなところなど

も，私は常々思っていたのですけれども，例えば何々学童保育の何々くんが保護されまし

たと。ところで，その学童保育は何なのかと聞かれるような，このご時世は何とかしたい。

少なくとも学童保育や児童館など，そのようなことを，児童福祉に携わる児童福祉士は知
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っている，弁護士の先生方も知ってくれているという，正にチームワークを作っていくた

めにも，まずは関心を寄せるという。飛鳥さんがそのようにおっしゃっていたけれども，

本当に関心を寄せてもらう。そのためにも，私たち自身がそれぞれ発信をしていく自分た

ちの努力も，忘れてはいけないだろうと思います。 

 

司会 大きな期待をかけていただきありがとうございました。私たちも市民の注目を集め

る活動を作ることは，割と得意な団体かもしれませんので，がんばっていきたいと思いま

す。 

 それでは，長時間，今日，３時間にわたるシンポジウムでしたが，最後までご参加いた

だき，ありがとうございました。最後に，日弁連貧困問題対策本部本部長代行の竹下義樹

より，閉会のご挨拶を申し上げます。竹下代行，よろしくお願いいたします。 

 

閉会挨拶 

竹下 皆さん，こんにちは。長時間にわたり，このシンポジウムにご参加，どうもありが

とうございました。とりわけ下浦さんをはじめ，シンポジストの皆さん，ありがとうござ

いました。私自身は学童保育のことを全く知らない人間ですけれども，今日二つだけは学

んだつもりです。 

 一つは，学童保育を通じて子どもを豊かに成長させるためには，今の環境を，更にどう

充実すればいいのかということを今日議論いただいたと思うのですけれども，その学童保

育において貧困などを考えるときに，保育に携わる人たちの労働条件も含めてだと思うの

ですけれども，豊かな学童保育所をつくる必要があるということが，少し分かったつもり

です。 

 もう一つは，僕は学童保育の保育料が入所を妨げているということを，今日初めて知り

ました。京都の実情を正直全く知らないので，少し勉強する必要があるとは思いましたけ

れども，国が働き方改革などということを口にして，共働きをいわば余儀なくするような

労働状況を作っておきながら，もう片一方で，学童保育すら保障されないということは極

めて貧困な状況だろうと思います。 

 その点からも，必要な子どもたち，場合によっては全員かもしれません。単に貧困にか

かわらず，共働きにかかわらず，豊かな成長のためには学童保育が必要ということがある

かもしれませんので，望む子どもにはすべて学童保育が保障されるような仕組み作りにつ

いて，今後，皆さんと一緒にも考えますし，われわれ貧困本部でどのような政策を提言し，

どのような働きかけをすればいいのかについても，ぜひこれから取り組んでいきたいと思

います。 

 本日は長時間にわたってのご参加にお礼を申し上げ，今後われわれ自身もこの問題に引

き続き取り組んでいくことをお約束し，閉会の挨拶にさせていただきます。今日はどうも，

ご参加，ありがとうございました。 


