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令和４年度第２回「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」有識者会議 

会議録 

 

  日 時  令和４年10月26日（水）    午後２時30分～午後４時35分 

  場 所  麹町区民館 洋室Ａ・Ｂ 

 

議事日程 

第 １ 教育長挨拶 

第 ２ 議題 

    学童クラブについて 

    （一番町学童クラブ、ポピンズアフタースクール一番町、アフタースクール 

こうじ町の視察を含む） 

第 ３ その他 

 

出席者 

点検及び評価に関する有識者（３名） 

上智大学総合人間科学部教授 湯川 嘉津美 

株式会社三菱総合研究所担当部長 武内 志穂 

山梨大学 大学教育センター教授 日永 龍彦 

 

事務局（13名） 

教育長 堀米 孝尚 

子ども部長 亀割 岳彦 

教育担当部長 佐藤 尚久 

子ども総務課長 大谷 由佳 

教育政策担当課長 原水 珠代 

子ども支援課長 湯浅 誠 

子育て推進課長 小阿瀬 広道 

児童・家庭支援センター所長 吉田 啓司 

子ども施設課長 赤海 研亮 

学務課長 大塚 立志 

指導課長 山本 真 

副参事（特命担当） 

（九段中等教育学校経営企画室長兼務） 
大塚 光夫 

子ども総務課子ども総務係長 江口 友規 

子ども総務課子ども総務係 濱本 美那 

 

オブザーバー（２名） 

千代田区教育委員 金丸 精孝 
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千代田区教育委員 佐藤 祐子 

 

 欠席委員（１名） 

千葉敬愛短期大学学長 明石 要一 

 

 欠席事務局（１名） 

教育担当部長 佐藤 尚久 

 

子ども総務課長  では、定刻となりましたので、ただいまより令和４年度教育に関する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価の第２回有識者会議を始めさせていた

だきます。 

 本日もご多忙のところご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 本日、明石委員のほうから、校務の都合により欠席というふうにご連絡を

頂いております。あと、山梨大学の日永先生のほうが到着が遅れているよう

ですが、視察先の関係もありますので、先にスタートさせていただきます。 

 それでは、早速でございますが、本日の次第に沿って進めさせていただき

ます。 

 まず、堀米教育長にご挨拶を頂きます。教育長、よろしくお願いします。 

教 育 長  こんにちは。今日は第２回の会議ということで、お集まりいただきまし

た。今回は、学童クラブ等を見学していただくわけなんですが、放課後子ど

もクラブの位置づけで、学童クラブと放課後子ども教室から構成されており

ますので、そこを見ていただきながら、当面の課題、区としてもいろいろ課

題がございますので、説明を聞いていただいて、またご指導いただければと

いうふうに思います。 

 年間２回ということで、今回２回目ですので、ぜひまた後ほども忌憚ない

ご意見を頂ければというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

子ども総務課長  それでは、続きまして、オブザーバーのご紹介をさせていただきます。名

簿にはございませんが、今回は教育委員の金丸委員と佐藤委員にご出席を頂

いております。 

金丸教育委員  よろしくどうぞ、お願いいたします。 

佐藤教育委員  よろしくお願いいたします。 

子ども総務課長  なお、今回、視察を３か所予定しておりますので、事務局のほうの視察の

メンバーは絞らせていただいて、最終的に有識者の方のご意見を頂戴する場

は、ほかの幹部職員も出席するようになっております。 

 併せてそのときには、会議の傍聴につきましても、申請があった場合は許

可をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料の確認です。次第の下に、資料１として有識者の名簿でご

ざいます。その下に、今回の、資料２として、学童クラブについてというも

のが一式、11ページまであるものをおつけしてございます。そのほか、子育
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て応援ガイドブックと事務事業概要が今回の資料となりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、まず本日の流れでございます。学童クラブについては、一番町

学童クラブとポピンズアフタースクール一番町、あとアフタースクールこう

じ町、３か所見ていただくことになります。まず冒頭、若干説明をさせてい

ただいた後に、一番町学童クラブと、その隣のビルにポピンズアフタースク

ール一番町がございますので、そちらを見ていただいて、その後車で移動し

て、麹町小学校の敷地内にあるアフタースクールこうじ町をご視察いただき

ます。 

 まず一番町学童クラブとポピンズアフタースクール一番町を見学いただく

ときには、貴重品は身につけていただいて、お荷物のほうはこちらに置いた

まま移動をお願いいたします。その後、一旦視察が２か所終わったら戻って

いただいて、荷物をお持ちになって、アフタースクールこうじ町のほうに移

動したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題の２に入ってまいります。視察先の簡単な説明を、吉田所

長、よろしくお願いいたします。 

 （日永委員 入室） 

児童・家庭支援センター所長  本日はお忙しいところをご足労いただきまして、ありがとうございます。

私は千代田区児童・家庭支援センターの所長をしております吉田と申しま

す。学童クラブなどの担当をしておりますので、本日、様々ご説明等をさせ

ていただければと思います。 

 本日の視察先につきまして、３か所ございます。先ほど大谷課長が申し上

げたとおりでございまして、私ども、学童クラブと放課後子ども教室のほう

で、放課後の子どもたちの安全・安心を守りながら健全な育成を支援してい

くという目的の下、これまで対応を行ってきております。近年、千代田区も

人口の増加によりまして子どもも増えているというところで、また様々、例

えば発達に課題のあるお子さんですとか、そういった方への対応も求められ

ているという状況におきまして、その質と量を何とか確保しながら日々対応

しているところでございます。 

 そういった中で、学童クラブは大きく３つ、分類がございます。後ほどま

たご説明いたしますが、この後視察いただきます一番町学童クラブは、この

建物、合築になりまして、たまに子どもの声が壁から聞こえてきますが、す

ぐ隣に行っていただきますと、いわゆる児童館と併設しておりまして、学童

クラブに通うお子さん、親御さんが就労などで保育できない場合、そういっ

たお子さんのほか一般のお子さんも、学校から終わった後こちらで遊んだ

り、また乳幼児のお子さんが遊びに来たりという、地域の遊びですとか体験

を提供します。 

 その次はポピンズアフタースクール一番町ということで、ほかの民間の学

童クラブということで、こちらはいわゆる普通のビルなんですけれども、同

じビルに保育園があったりとか、そういったような特徴もあったり、そこは
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様々民間の事業者さんごとに特徴をつけて運用しているというところでござ

います。 

 その後、アフタースクールこうじ町、これは麹町小学校の中にありまし

て、その学校のお子さんが通うための学童クラブということで、大変人気の

ある学童クラブです。 

 それぞれ特色がありまして、またいろいろ課題等もそれぞれあるところで

ございます。まず実際の保育の様子等をご覧いただきまして、何かご疑問な

点等がありましたら、またその場でも頂きたいと思いますし、最後一括し

て、ご説明の後、質疑応答等をさせていただければと思います。 

 私どももこの今回の点検評価を通じまして、今後の学童クラブの運営、ま

た子どもたちの健全育成に役立てていきたいと考えております。本日はよろ

しくお願いいたします。 

子ども総務課長  それでは、早速ではございますが、まず一番町学童クラブのほうをご視察

いただきますので、貴重品だけお持ちいただいて、お荷物をこちらに置い

て、移動してまいりたいと思います。 

 （施設視察） 

子ども総務課長  視察お疲れさまでした。少々お時間がずれ込んでしまって、申し訳ござい

ません。 

 それでは、児童・家庭支援センター所長のほうから、学童クラブについ

て、配付資料を基にご説明いただきたいと思います。吉田所長、よろしくお

願いします。 

児童・家庭支援センター所長  皆様、長時間にわたりまして、視察、見学いただきまして、ありがとうご

ざいました。今見ていただいたところもイメージしながら、この後、簡単で

はありますが、学童クラブ等についてご説明させていただきます。 

 では、資料の２のほうをご覧いただければと思います。この１ページ目、

学童クラブについてというタイトルでありまして、まず放課後子どもプラン

ということで、文部科学省と厚生労働省で施策を進めており、文部科学省で

は先ほどの放課後子ども教室ということで学校の取組を、厚生労働省では学

童クラブということで、国の事業名は放課後児童クラブですけど、そういっ

たところで進めておりまして、それを一体化させて、同じ学校の中で両方や

れるようにといったような一体的な施策でありますとか、連携しながらとい

うことで進めています。 

 千代田区におきまして、主たるところが学童クラブの事業ということで、

先ほど申し上げましたが、保護者の就労等の理由によりまして、小学生、放

課後に適切な保育が受けられないお子さんを対象に、そういう生活の場を提

供するということで、学童クラブを設置しております。 

 この概要ということで、資料２の（２）のところで、保育時間なんですけ

れども、平日、下校時から基本は17時というところになっております。あと

土曜日もやっております。延長保育ということで、区内全ての学童クラブが

必要な方には17時から19時まで、この夕方部分のところをやっております。



 - 5 - 

夜間の延長ということで、一部の民間の学童クラブでは、19時から21時まで

の延長部分をやっていると。さらに民間の学童クラブのうち、１か所はやっ

ていないんですけれども、そのほかのところは、早朝の預かりということで

７時から８時、こちらをやっているというところでございます。 

 ②の休業日ですけども、日曜日、あと祝日と、あと年末年始の期間はやっ

ておりません。 

 かかる費用ですけれども、育成料ということで、保育料のようなものを、

規定では月額4,000円としていますが、ただし、当分の間2,000円ということ

で、現状2,000円頂いていると。あと所得に応じて減免措置等がございます。

あと早朝・夜間の部分はそのプラスアルファの育成料というのがあります。

あとおやつ代ということで、月額の1,500円を頂いて、これも所得に応じて減

免等がございます。民間の学童クラブにおいては、夕食代ということで、実

費を1回500円程度ということで頂いております。 

 おめくりいただいて、この後は学童クラブの類型ということで、冒頭、私

のほうからは、後ほど、類型がございますということで申し上げました類型

ごとに、少し紹介させていただきます。 

 まず児童館併設学童クラブということで、一番最初に見ていただいた一番

町の児童館の学童クラブが資料に入っております。上から四つまで、西神

田、神田、四番町、一番町、こちらが区立の学童クラブでありまして、それ

ぞれ児童館と一緒になっているという施設でございます。その下、富士見わ

んぱくひろばと、いずみ学童クラブ、こちらの業者はポピンズと、日本デイ

ケアセンターというところで、民営の事業者さんに委託等をしているという

施設でございます。 

 保育時間や定員等は資料にありますとおりでございます。ただ、特に区立

は、定員を定めているんですけども、最大受け入れ可能な人数はこれよりも

多くて、実際にはこれよりたくさん人数は入っております。 

 隣の３ページに行きまして、学校内に設置されている学童クラブというこ

とで、こちらは今見ていただいた麹町のアフタースクールなどが当たりま

す。こちらは、資料にありますとおり、設置されている小学校に通っている

児童のみ入会することが可能ということで、特に低学年のお子さんは、同じ

建物ということで、学童クラブに行くのも近くて安心ということで、人気が

あるというところ。あと放課後子ども教室は、今、麹町小学校でもやってい

ましたが、そこに行くのも、行き来もできるということで、人気がございま

す。 

 こちらは５校、麹町小学校、番町小学校、九段小学校、お茶の水小学校、

あと千代田小学校が学校内の学童クラブを置いております。それぞれ運営主

体は、社会福祉法人、株式会社、ＮＰＯ法人となっており、区から補助金を

出して運営しています。 

 あと、区内に小学校は８つあるんですけども、残り３つについては、戻っ

てしまうのですが、２ページの児童館併設の学童クラブのうち、神田学童ク
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ラブ、こちらが昌平小学校と同じ敷地の建物ということで、あと富士見小学

校、和泉小学校も同じ建物になっています。ただ、その小学校に通っている

お子さんだけというふうに限っていなくて、そのほかの小学校からも来てい

るというところもございます。 

 めくっていただきまして、４ページ目ですね。私立の学童クラブというこ

とで、２番目に行っていただいたポピンズアフタースクール一番町などがこ

こに入っております。こちら、特徴としては、21時まで夜間延長保育をやっ

ているといったところですとか、民間の事業者というところもありまして、

それぞれ工夫して行事や活動を行っているというところがございます。 

 資料にあります８つ、それぞれ法人は違いますけれども、日本保育サービ

スは、２つやっていただいており、それぞれ特徴といっても、なかなか場所

の限りもあり、民間のビルを活用してやっていますので、できることも限ら

れているんですけれども、例えば先ほど見に行っていただいたポピンズアフ

タースクールはダンス教室をやったりとか、別のところでは体操のプログラ

ム、あとは漢字検定というのをやってみたりとか、あとグローバルキッズ飯

田橋は、複合的な施設で大きくてきれいであったりと、それぞれやっぱり特

徴は違います。あと、ベネッセ万世橋、これが一番新しくできたんですけれ

ども、理科の体験教室などをやったりもしているということで、それぞれ工

夫して運営をしていただいております。 

 ５ページ目は区内の学童クラブの配置図ということで、それぞれ小学校の

近くに配置するような形でやっております。今申し上げた３つの類型ごとに

色分けしてやっていますので、後ほどまたご覧いただければと思います。 

 資料、６ページに参りまして、これは学童クラブの現況ということで、ま

ずお子さんの在籍状況、こちらの状況の表でございます。数字ばかりで少々

見づらいんですけれども、今申し上げた３つの類型ごとに見ていきますと、

まず上の段の左のほう、児童館併設の学童クラブということで、区立の４つ

を含めて出ております。 

 区立のほうを見ていきますと、下から２つ目ですね、緑色に塗り潰してあ

ります定員というのがありまして、それに対して在籍人数というのが薄オレ

ンジの帯になっています。いずれもやはり定員を超えて在籍している。た

だ、国の基準を踏まえた受け入れ可能人数というのは守っておりまして、こ

ういったような配置人数になっております。隣の学校内の学童クラブ、こち

らも定員に対して、大体どこも定員と同じか少し上回るような人数が在籍し

ているという状況でございます。 

 下の段の私立の学童クラブ、こちらにつきましては、定員を満たしてい

る、またはそれぐらいのところも増えてきたんですけども、まだ一部の学童

クラブでは、まだ定員に満たないところ、麹町子どもクラブとかキッズクラ

ブ神田、あとベネッセ万世橋といったところは、ちょっとまだ定員に空きが

あるというところで、この私立のところはまだ全体を見ても定員に対して少

し空きがある。児童館併設型とか学校内のところは大体いっぱいという状況
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になっております。 

 ７ページですけれども、人口の増加を背景に、学童クラブの在籍児童数、

これは増えておりますというところを、推移を表にあらわしたものでござい

ます。あと併せまして、それぞれ開設してきました学童クラブの経緯という

のを右側に書いております。平成25年度に先ほど見ていただいたポピンズア

フタースクールが開設されたというところでございます。最近では令和３年

度にベネッセ、あと九段の学童クラブ、じゃんぷというところが開設してお

ります。 

 資料の８ページですけれども、民間の学童クラブの運営事業者に対しまし

て、千代田区のほうから補助金をお出しして運営してもらっているというも

のでございます。その補助金のメニューということで、こちら、区分を書い

てあります。まず運営の経費ということで、教材費とか様々活動費というこ

とで出しているのと、あとその下の法人奨励費は、定員が割れたときの補償

ということで、定員に満たない分の育成料というんですかね、保育料の部分

をお出しする。あとは何か台風が近づいて、その翌日の対応のために、要は

帰れなくなってしまったり、行っても帰ってこられなくなったりとか、出て

こられなくなったりするといったところの備えとしまして、千代田区にとど

まるような対応を取るときに、その宿泊代を出す。あと人材確保の求人費、

指導員の資質向上にかかる研修経費ということで、例えばスーパーバイザー

をお呼びして学童クラブで研修を行うといったような研修を想定した費用、

こういったものを設けております。 

 その下は施設の維持管理運営費ということで、建物の賃借料ですとか光熱

水費、今は物価高騰で上がっていますけれども、この辺は基本的にかかった

もの全て区のほうで負担するというところで対応しております。 

 あと保険料ですとか、あとは障害児指導加算というのがその下にあります

けれども、障害児のお子さんを受け入れていただく、対応するに当たりまし

て、必要な指導員さんを雇えるように加配をしているというものでございま

す。現状は少し複雑なんですけれども、単純化して言ってしまうと、障害の

あるお子さんを２人受け入れると１人分の加算がつくという仕組みに、令和

４年度の当初のところではなっているというものでございます。 

 あとマスクと消毒液と、これはコロナ対策の経費でございます。あと指導

員の人件費ということで、常勤の指導員、または非常勤の指導員に必要な人

件費というのを出していると。あとその下、区でやっているものと、あと国

の制度とありますけれども、処遇改善の経費といったものもお出ししている

というものでございます。 

 その次、最後、放課後子ども教室ということで、先ほど見ていただきまし

た校庭での遊びですとか教室での学びといったような活動を各小学校でやっ

ておりまして、それぞれ延べの開催日数と人数ということで出しております

が、今見ていただいたように、かなりのお子さんがご参加いただいていると

いうものでございます。学び・遊び、あと体験ということで、いろいろ囲碁
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教室ですとかミニバスケットとか一輪車とか、そういったような活動も一部

やっております。 

 最後、10ページのところをおめくりいただきまして、総合的な課題という

ことで、６番に少し書いております。千代田区におきまして、他区でも同じ

ような状況は見られるかと思うのですが、人口の急増、あとは保護者の就労

形態の多様化、共働きのご家庭も多くなっております。ですので、放課後の

居場所が必要なお子さんの数というのも増えてきている。我々の学童クラブ

の在籍人数も当然増えているといったところでございますが、やはり小学校

の在籍児童数の増加もあって、学校内の学童クラブ、あと放課後子ども教室

がいっぱいな状況になっていると。先ほどの施設長の説明にもありましたけ

ど、なかなか教室の空きを探して、そこでというのは難しい場合もあります

というところも言っていたと思います。そういうふうな状況がありまして、

何とかやりくりしてやっているというところでございます。今後も需要の動

向を見ながら、民間の学童クラブの新設を検討したり、学校内スペースの有

効活用というのを工夫していったり、そういったことをしながら、子どもた

ちが過ごす環境を確保していく必要があるというところは課題というところ

でございます。 

 あと先ほど申し上げた障害のあるお子さんへの対応ですとか、まさにイン

クルーシブな対応というのも、それぞれ今もやっていますけれども、またそ

れをさらに丁寧に対応していくというところも課題なのかなと私は思ってい

まして、そういったところに対応も強化していきたいというふうに考えてい

ます。 

 最後、参考ということで、今申し上げた放課後子どもクラブ、そこの区と

しての実施要項ということで、これに基づいて進めているというところで、

ご参考まで、ちょっとお時間があるときに見ていただければと思います。 

 あと机上に先ほど置かせていただいた、今、麹町の運営事業者、共生会の

リーフレット、こちらもお時間のありますときに見ていただけたらと思いま

す。 

 ご説明は以上でございます。 

子ども総務課長  はい。説明ありがとうございました。 

 本日、３種類の学童クラブを見学していただきました。児童館併設型の学

童クラブ、保育園併設型の民間学童クラブ、もう１つは小学校内のアフター

スクールという様々な形を見ていただいたところなんですが、ご視察は短時

間ではあったんですけれども、見ていただいた中で、ご質問であるとか、ま

たこんなところはどうなんだろうという疑問や意見についても、先生方のほ

うからお話しいただけたらなと思います。よろしくお願いします。 

武 内 委 員  よろしいですか。 

 すみません。ご説明ありがとうございました。 

 学童クラブ、非常にたくさんあるんですけれども、ご家庭がそれぞれどの

学童に行くかというのは、どのような形で選択をされているんでしょうか。 
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児童・家庭支援センター所長  各ご家庭がどう選ばれるかという。 

武 内 委 員  はい。どこの学童に行くというのは、小学校によって決まっているのか、

など。 

児童・家庭支援センター所長  決まりはなくて、一応、もうぼちぼち時期なんですけども、入会案内とい

うことで、学童クラブの一覧とこの概要などをご紹介する冊子を作りまし

て、ホームページもありますけれども、それを各ご家庭にお配り、いろんな

ところでお配りしまして、それを見ながら選んでいただくということにな

る。この小学校に行っている子はここじゃなきゃ駄目とか、そういうことは

なくて、基本的に選択してお申し込みをしていただく。 

武 内 委 員  範囲とかはあるのでしょうか。 

児童・家庭支援センター所長  そうですね。範囲は特に定めてはいないんですけれども、ただ、おのずと

その小学校のお近くを選択されるご家庭が多いのかなと。ただ、一部お父

様、お母様のこのお仕事の状況で、交通の便がいい駅の近くのほうを選ばれ

たりとかという、そういうご家庭もあったりもいたします。 

武 内 委 員  はい。あと、保育料というのは、どこも同じという理解でよろしいです

か。 

児童・家庭支援センター所長  はい。そうです。一律同じです。 

武 内 委 員  はい。ありがとうございました。 

日 永 委 員  じゃあ、関連して伺っていいですか。 

 今の質問に関連すると思うんですが、先ほど学童クラブの６ページの資料

で、国の基準というようなお話をされました。確か区立のほうが定員を超え

てオーバーしているところがあるんですが、これは例えば定員の何倍ぐらい

までとか一律のものがあるのか、それとも施設の状況によって違っているの

かというのが１つ。 

 それから、区立の比較的定員を超えて受け入れているところで、希望した

けど入れなかったからほかに流れているなんていうような状況があるのかど

うかというところ。 

 もう１個は、先ほどの資料の８ページのところで、運営補助があるようで

すが、研修経費についてはどんな研修が比較的行われているのかと、全体と

しての補助割合は、経費の何割ぐらいにあたるのかということを教えていた

だけるとありがたいと思います。 

児童・家庭支援センター所長  はい。ありがとうございます。 

 まず定員の関係、国の基準を申し上げますと、子どもの専用のスペース

の、専用区画という用語になっていますが、そこの面積が１人当たり1.65平

方メートルという定めがありまして、図面などから引いて面積を出して、そ

れに対してというところが、そこは必ずチェックしながら受入れを行ってい

るというところでございます。 

 あと入会、定員が超えてしまってということで、学校内のクラブですと

か、第３希望まで入会の申込みに書いていただくので、そこで第１希望で、

例えば今の麹町小学校を選んで書いても、入れない、そういう方々がいらっ
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しゃるので、そうすると、第２、第３希望のところで調整させていただく

と。我々のほうで申込書のところ、最後、全体というんですかね、個別に必

要があればご連絡を取ったりして、また、もしくは提出先が各学童クラブに

なっているので、その辺でもちょっとコミュニケーションを取らせていただ

いて、ご意向を確認して、入れるところというのを調整していくというのを

やっております。 

 あと、補助の件ですが、この資質向上の研修経費は、すみません、今年度

新たに設けたもので、ちょっと実際、今どうかというところ、調査をして、

多分なかなか半年でやっているところというのはまだ少ないのかなと。今後

どういうのをやっていこうかとか、お考えはあるかもしれないんですが、な

るべく我々は活用していただきたいなと思っていて、アンケートのようなも

のをしているところでございます。 

 基本的にこれらの補助、先ほど申し上げた光熱水費はかかったものでお支

払いすると。よっぽど何か水漏れとかそういったことがない限りは、通常の

範囲であればお支払いということでやっています。ただ、例えば人件費など

は、事業者のお給料のお支払いの額と、我々の基準額というところで、そこ

がどのぐらいの関係かというのは正直分からない部分もあるんですが、かか

った経費の２分の１とかではなくて、基準額を設定して、それをお支払いす

るということで人件費などはやっています。 

子ども部長  今、所長が申し上げたとおり、運営費に係る経費は100％補助していること

になっていますが、これは基準額なので、実際の支払い額との差は確認して

おりませんが、100％運営費は払っているという形です。 

日 永 委 員  ということですね。昔の国立大学のような感じですね。 

子ども部長  そうですね。 

日 永 委 員  了解しました。分かりました。 

子ども部長 定員は、弾力枠の受け入れ可能人数ですね。 

児童・家庭支援センター所長  そうですね。ちょっと補足が必要で、すみません。 

 定員、例えば50人のところを60人とかが入っていて、ただ、そのお子さん

たちが常時いらっしゃるかというところ、利用の実態としては、例えば週４

日しか来ないとか、時間帯もちょっと短めのお子さんとか、状況は様々なと

ころがありまして、その辺を、組合せといいましょうか、見ながら、弾力的

に、定員人数にこだわらずに可能な人数をお受けしているという状況です。 

日 永 委 員  分かりました。ありがとうございます。 

子ども総務課長  湯川先生。 

湯 川 委 員  今日はいろいろ見せていただいて、さすがに千代田区は充実しているなと

思いました。定員ですが、先ほど見せていただいたところも、どこを見て

も、子どもがこんなに入っていていいんだろうかというぐらいの状況。もと

もとの定員の計算に無理がある上に、プラスされているという印象をもちま

した。すぐに満杯になって、入れないお子さんも出てくるんじゃないかなと

思います。 



 - 11 - 

 ここも、あの狭いスペースに、雨の日にみんな入ったら大変なことになる

でしょうし、上の部屋を使うにしても、手狭な感じがして、今は何とか運営

されているにしても、すぐに希望者を収容できないような状況になるように

思うですが、その辺りどうかということと、時間帯について基本保育が５時

までということですが、両親が働いている家庭では５時に子どもが帰る状況

というのは考えられないと思うのですが、どうして５時になっているのでし

ょうか。よろしくお願いします。 

児童・家庭支援センター所長  はい。まずスペースの問題は、私も、着任して最初見たときには、やっぱ

りこんなにいるんだというのは、正直思いましたので、できれば、ゆとりの

あるところで保育をというのは思うときはございます。なので、まずは今、

民間のほうに何とかお入りいただける方がいれば、そこで調整していくとい

うところなんですけれども、ただ、先々このままでは多分また増えていくと

思うので、そこは対応を考えていかないといけないという問題意識を持って

やっています。なので、毎年度、予算編成のほうではそういったところも踏

まえて対応していくということでやっています。 

 あと、基本保育の時間が５時というのが、たしかこれも、東京都ですとか

の学童クラブの基本的なところが５時というところになっていたと思うんで

す。そこは、多分それを踏まえて基本は５時までというところで設定して、

延長もいたしますということでやっているというのが、経緯としてあるんだ

と思います。なので、基本的にはやっぱり延長されているご家庭というのが

多いと思いますが、どなたかお迎えに来ていただけるような方がいるご家庭

というのは、５時でお帰りする。または学年が上がっていけば１人で、家が

近ければ帰っていかれるというところですかね。全員が全員迎えに来ると、

私も最初思っていたんですけど、結構学年が上がったら１人で家が近ければ

帰っていく。５時で帰っていくというお子さんもいるというのが分かってき

まして。なので、働いていらっしゃる方は延長保育を使っているというのが

やはり現状、お迎えに来る場合ですかね、そういう方は多いのかなと思って

います。 

湯 川 委 員  ありがとうございます。夜間の延長保育については月額3,000円ということ

ですけれども、通常の延長保育については費用はかからないということです

か。 

児童・家庭支援センター所長  そうですね。夜間延長が3,000円なので、通常のこの夕方保育のところは、

これはご申請いただいて、要は就労のためということで、たしか勤務先の場

所とか、一応確認はさせていただいて、必要ですということであれば、ここ

の延長のところをご利用いただいているというところです。 

子ども部長  学童クラブにおける指導としては、夕飯ぐらいは、家族一緒に食べてほし

いので、なるべく早く帰ってほしいと考えています。よって、基本的には５

時までにお迎えに来てくださいということにしています。したがって、時短

を取ってもらってお母さんに早めに来てもらうというのが基本ですけど、

今、就労支援のニーズが高まってきており、延長申請が増えてきていること
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から、延長手続きを申請いただいています。やむを得ない事情であれば、延

長を受け、７時まで預かります。この3,000円というのは、21時までという夜

間保育なので、人件費も含めてお金を頂いている。という考え方になってい

ます。 

湯 川 委 員  費用はかからなくて、申請すれば延長というのであれば、もう少し基本保

育の時間を延ばしてもよいのでは。 

子ども部長  そうですね。最初から７時にすればというお話ですが、我々としては、や

はり５時までにはお迎えに来ていただいて、もしくは５時までにお家に帰っ

てもらって、30分か１時間でも１人でお留守番して、お母さんが帰ってくる

ということも想定しています。 

湯 川 委 員  ただ、働いている親からすれば、５時に帰るのは難しいですね。普通の勤

務だと。 

子ども部長  そうですね。実は区立では、それほど７時までの延長申請は出ていないで

すよね。 

児童・家庭支援センター所長  そうですね。結構最初は、私も５時で大丈夫なのかなと思ったんですけ

ど、５時で切り上げるご家庭も結構いますね、感じとしては。割合はどれぐ

らいかというのはちょっと手元にないんですけれども、延長しているほうが

少なかったような気がします。クラブによっても違うかもしれないんですけ

れども。だから、１年生でも最初のうちはお迎えに来られて、ただ、その後

は自分で５時に帰っていかれるお子さん、だんだん帰れるようになるお子さ

んというのもやっぱり増えてくるので、そこはまた状況次第なのかなと。 

湯 川 委 員  ちょっと心配なのは、１人で帰って、親が帰ってくるまでの間、家で１人

でいるというような状況というのはないですか。 

児童・家庭支援センター所長  そうですね。ちょっと各ご家庭で帰った後どういう過ごし方をしているか

までは載ってい 

ないんですけれども、どなたかの親族の人が近くいれば来たりですとか、そ

こは多分何らか、安全第一ということで各ご家庭もやっていらっしゃると思

います。だから、そういった意味で延長を当然選択されるご家庭もあります

ので、そこは当然必要があればということでお受けしています。お家に帰っ

た後の１人でお留守番なのかどうか。やっぱり１年生ですとなかなか１人で

お留守番というのは難しいと思うので、もし言われれば、延長でやったほう

がいいんじゃないかということ、それはクラブのほうからも、ご提案といい

ましょうか、するんじゃないかなと思います。 

日 永 委 員  また追加して、いいですか。 

千代田区の小学生が全部で3,000人ぐらいですね。計画的に少しずつクラブ

を開設されていて、一部は定員に満たないところもあったりするんですが、

将来子どもの数が増えていく中で、何か整備目標みたいなものがあれば教え

ていただきたいというのと、場所の確保も含めて、何かこれから先どのぐら

いは拡充していく必要があるのか、何か目安のものが何かあれお話を伺いた

いと思いました。お願いします。 
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児童・家庭支援センター所長  はい。学童クラブそのものの、整備計画のようなものは、すみません、今

立てているものはないんですけれども、区内の児童数の人口、そこの推計で

すとか、小学校ごとの推計みたいなもの、こういったものは別途ありまし

て、そういったものを見ながら考えている。当然、今年度ちょうどそういっ

たものも新しいデータの提供を受けましたので、我々もそれを見て整備の必

要性というのは、それを踏まえて考えているという状況であります。なの

で、長期的な計画のようなものがあったほうがいいのかなという個人的には

思いもありますけど、まずは当面の児童数の状況を見ながら、あとこのクラ

ブの今の配置状況、この辺も見ながら、じゃあ、どこの小学校だとこの辺に

行くのかなとか、その辺いろいろ考えながら、先々の整備というのを考えて

いきたいなと思っております。 

教育政策担当課長  補足して、いいですか。今後の教育のあり方検討の中で、学校内施設の併

設施設の意見ですとか、あとは来年度、学校周辺の民間施設の調査なども行

いながら、もう教室が足りないということは児童が増えているということな

ので、それに伴って学校内学童の需要も増えているということで、今後の教

育のあり方検討の中で一緒にやっていく形です。 

日 永 委 員  ですね。はい。 

子ども部長  ごめんなさい。いろいろ言って申し訳ないです。今、担当課長が申し上げ

たとおり、それは人口推計とともに我々は計画をつくっていくのですが、ご

意見を頂きたかったのは、子どもの放課後の過ごし方というのを、学童だけ

ではなく、先ほどご覧いただいた放課後子ども教室など、特に学童クラブに

入らなくても、放課後の時間帯に宿題をやったり遊びができたりということ

で全校生徒が過ごせる場所がある。しかし、やはり、おやつを食べさせて、

生活の場として預けたいという方は、育成料を払って学童クラブに入ってい

ただいている。そうではなく、放課後に遊んだり、宿題をして帰りたいとい

うことでしたら、児童館を利用していただければ良いので、必ずしも、保育

園と違って、措置しなければならないというものではありません。学童クラ

ブに入れなければ、放課後子ども教室や、児童館で過ごしてから帰ろうと、

特に小学校五、六年生なんかは、そのような状況になっているため、学童ク

ラブでは待機児がなかなか出ない要因となっています。しかしながら、そう

は言っても就労支援のニーズに応え、ある程度の定員数は確保しなければな

らないのですが、そうした中で、放課後の過ごし方の最適なこのバランスと

して、どういうものを行政として用意するのかというのが、今課題になって

います。 

 ここ数年、千代田区の子どもの数が増えてきたので、学童クラブの整備を

民間の力も借りて、進めてきたのですが、今、振り返りの時期に来ているの

ではないかと。では、どこに重点を置くべきなのか。特に公立の学童は人気

があり、学校内学童についても、今ご覧いただいたとおり、大変人気があり

ますが、学校敷地にあるため、手狭です。民間のほうは施設が整っており、

夜間まで預けられるのですが、活動や子どもが限定的であり、遊ぶ友達も少
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ないせいか、空き定員も生じている。そうした中で、今後、どのように展開

していくかということが、課題となっています。 

日 永 委 員  ありがとうございます。先ほど出てきた会議に私も参加させていただいて

ランチルームを教室に換えていいよねとか、いろんなことを言っているんで

すが、今日見ていたら、とてもじゃないけど潰せないんじゃないのかなと。 

子ども部長  そうです。 

日 永 委 員  実感できたので、改めて拝見させていただいてよかったなと思っていると

ころです。 

 あとは、今おっしゃったみたいに、放課後子どもたちだけでも過ごしてい

けるような年齢になってきている中で、和室をすでに教室に換えたりとか、

オープンスペースを使わないと、放課後の支援がうまく回っていかないとい

う中で、外にどれだけ出せるのかというと、確かに難しいなと思うし。 

 あと、今それぞれクラブが閉鎖的でというふうなご発言もあって、僕もち

ょっと気になったのは、例えば一番町児童館の子どもまつりはあそこだけで

やる。別の、すぐ近くの学童クラブはハロウィンのパーティーだけをやっ

て、お祭りは一緒にはやらないとかと、何かもちろん運営者が違うので、そ

この連携というのはなかなか難しいのかもしれないけれども、でも、千代田

区がそうやって、一応区としてそれぞれ民間事業者も利用しながら学童クラ

ブの事業を運営されているということであれば、もうちょっと交流があって

もいいのかななんていうことは、今日見ていて思ったところでしたね。 

 すみません。長くなりました。 

児童・家庭支援センター所長  すみません。１点、今の交流という点で、この近隣の学童クラブ、民間の

ところは、今コロナもあって、頻回かどうかはあるのですが、この麹町小学

校のほうに時々校庭で遊びに来たりとか、その辺はスケジュール調整をし

て、学童クラブのお子さんと一緒に遊んだりとか、そういったこともやって

いるようなので、小学校の近くであれば、そういったことも可能なのかなと

いうところです。 

日 永 委 員  そうですね。もともと同じ小学校に通っているんですものね。 

児童・家庭支援センター所長  そうですね。 

日 永 委 員  だから、放課後も一緒に遊べればそれにこしたことはないなと思いまし

た。 

武 内 委 員  すみません。私立の学童クラブのデータを拝見して思ったんですけれど

も、二番町こどもクラブであるとかグローバルキッズの第一、第二というと

ころでは、小学校１年生から３年生の合計と小学校４年生から６年生の合計

が、ほぼ拮抗しているというか、非常に高学年の利用が高いので、もしかし

たら、保護者が選択する何か理由がきっとおありになるんだろうな、と。名

称からすると、「グローバル」であるとか「英語教育」であるとか、何かそ

ういうことをやっているからかなというふうに思ったんですけれど。小学生

になると、「学童保育」という狭い、狭いというか、そこに限った話ではな

く、教育の一環として何を保護者は求めているのかというようなところも、
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こういうところから見えるのかなと思いました。もし今後、学童についての

広報を検討される場合には、区立と私立の違いや、学童でできること、行か

なくてもできることなど、分かりやすく周知していただくとよろしいのかな

と。数字しか見ていないのではっきり分からないんですけど、感じたことで

す。 

児童・家庭支援センター所長  ありがとうございます。そうですね。私もグローバルキッズなどは、まだ

あまり行けていないんですけども、おっしゃるように特徴があるので、そこ

は何かなというのは、私もこれを見て気になっているところではあります。 

 あと二番町こどもクラブも、そうですね、あと私立ですと、ちょっと字が

小さくてすみません、表の一番下に、私立19とあって、私立の学校からここ

へ来ている子が多いので、地理的な要因もあるのかもしれないんですけど

も、そういったところで、ちょっと数字を見て何か分かることがあれば、今

後参考にしていきたいなと思っております。 

子ども部長  公立と学校内の学童クラブが人気のため、入れない子が私立学童に行くと

想定すると、低学年が優先なので、やはり高学年に偏るのではないかという

ことも想定できます。 

 また、先ほどのこのアフタースクールこうじ町では、あの狭い部屋に、今

日は、ご覧いただけなかったのですが、50名入っている時があり、足の踏み

場もないくらいです。さらに、重度の障害児の子もいらっしゃいます。現

在、小学校のでも障害児の受け入れ態勢というものが充実しており、同じよ

うに授業を受けられるように、支援員を措置しているので、その流れで学童

クラブに来るようになっています。時間は短いんですが、学童クラブでも、

受け入れるために、狭い中でその重度の子を支援員をつけて保育するとい

う、非常に難しい状況にあり、そういった対応も考えると一概に1.65平方メ

ートルの面積だと難しいので、人的措置とともに課題としています。 

子ども総務課長  湯川先生、ご発言どうぞ。 

湯 川 委 員  先ほど言ったことと同じような話ですが、働く親からすれば、小学校１、

２、３年生の低学年の子どもたちの放課後の時間というのはすごく心配で、

私も以前住んでいた地域に学童保育がなかったので、子どもが小学校に上が

るときに学童のある区域に転居して、それで何とか３年生まで学童で預かっ

ていただいたというようなことがありました。親の側からすれば、保育所の

ほうは随分整備されていて、夕方まで保育があるので、保育所に行っている

間は安心して働けるけれども、小学校に上がった途端に学童保育が十分でな

いと働けないというようなことがあります。そういう意味では千代田区はと

ても充実しているので、いいと思うのですが、やらなくてもいいけどやって

いるということではなくて、さらに充実の方向で推進していただければと思

います。そうすると、幼保小とつながって、千代田区で安心して子どもたち

を育てることができる環境が実現するんじゃないかと思いますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

子ども総務課長  ありがとうございます。一旦質問とかご意見のほうを切らさせていただき
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たいと思います。 

 保育園需要もそうなんですけれども、学童のほうの在り方も、もうここ近

年随分変わってきていて、昔であったら、小学校に入ったら預けるところに

も困るような状況であったのが、放課後子ども教室という形で、５時までは

学校にいられるよというような場があったりというふうなところで、保護者

の方々も種々様々な選択肢の中で、自分の子どもにとってどんな場がいいの

だろうかと悩みながら選択されていると思うんですね。そういったところ、

先ほど所長や部長のほうからも発言がありましたが、そういった観点とかも

含めてご意見を頂戴できたらというふうに考えてございますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、今後のスケジュールについて、簡単にご説明をさせていただき

ます。 

 今回の有識者のご意見につきましては、短時間で恐縮なんですけれども、

11月９日水曜日ぐらいまでを目途として、メールでご提出いただきたいと思

います。その後、議事録等をご確認いただきながら、もうちょっと加えたい

というご意見も出てくるかと思いますので、またそこをやり取りさせていた

だきながら、最後、教育委員会として報告書を取りまとめて、今年度中、で

きましたら１月、２月の公表を考えてございます。そういった点でご協力賜

りたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、何か質問とかご不明な点はございますでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 それでは、本日も貴重なご意見を賜りまして、ありがとうございます。子

どもたちにとって、よりよい教育、保育について、いろいろ今後も取り組ん

でまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。本日は

どうもありがとうございました。 

 


