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よう各市町村に働きかけ
てください。
（ ２ ）県内 の 学 童保育が

学童保育の充実に向け岩手県の取り組みを求めた参加者

性」をテーマに講義。指
導員・保護者・各クラブ
等がつながり合い学ぶこ
とや、共に支え合い運動
を進めていくことの大切
さを再確認しました。

等しく拡充できるように、 請してください。
各市町村の事業計画の策 ２．放課後児童支援員の
定においては、正確なニ 人材確保及び人材育成に
ーズ把握のもと、質及び ついて
量が充足するような計画 （１）学童保育の担い手
となるよう、各市町村に である放課後児童支援員
働きかけてください。
の人材育成及び人材確保
（３）放課後児童支援員 のため、県主催の「放課
認定資格の受講要件の緩 後児童支援員等資質向上
和をしないよう、国に要 事業」を実施してくださ
い。
（２）「放課後児童支援員
等資質向上事業」の促進
について、各市町村に働
きかけてください。
（３）放課後児童支援員
等処遇改善事業や放課後
児童支援員キャリアッッ
プ処遇改善事業の促進に
ついて、各市町村に働き
かけてください。
（４）全国学童保育連絡
協議会や当協議会が実施
している指導員学校・研
究集会等の研修会を放課
後児童支援員の現任研修
として認定してください。
▼主なやり取り
県連 新制度が始まって

学習会では門田弘之
事務局長が「指導員の仕
事の大切さ」
、
阿部勝副会
長が「連絡協議会の必要

久慈市で学習会開く
県連協は 月 日に
久慈市内で学習会を開催
し、保護者、指導員 人
が参加しました。
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県連協と岩手県子ども子育て支援課との懇談会は 月 日に
岩手県庁で行われ、千田広幸会長ら役員６人が出席しました。県
連協は懇談会に先立ち 月 日に岩手県に要望書を提出してお
り、懇談会ではこの要望書を基に同課と意見交換を行いました。

懇談会の冒頭 、県連協
の門田弘之事務局長は
「市町村で制度の理解が
進んでいない。県として
市町村に働きかけを行っ
てほしい」と訴えました。
県の担当者は放課後児
童健 全育成事 業が 市町村
事業であることを前置き
した上で、
「市町村が自ら
定めた条例にしたがって
事業実施できるよう、県
としても働きかけを行っ
ていく」と答えました。
要望書の内容と当日の
主な やり取りは次のとお
り。
▽岩手県への要望書
１・学童保育の水準を確
保することについて
１(）「支援の単位」が実
質的に適正なものとなる
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３年になるが市町村での
制度理解が進んでおらず、
大規模学童が解消してい
ないなどの現状がある。
学童保育は市町村事業で
はあるが県としても質と
量を確保するよう市町村
に働きかけをしていただ
きたい。また、人材の確
保、育成は県の役割。研
修の充実や処遇改善を促
進してほしい。研修につ
いて県連の研修会を現任
研修として認定してほし
い。
市町村に要望すると、
それは県に要望してほし
いと回答される。
岩手県 要望 書の１の
（１）
、
（２）
。２の（２）
、
（３）については、市町
村に働きかけをしてく。
前提条件として市町村事
業ではあるが、市町村の
担当課長会議などで働き
かけをしていく。１の
（３）については今後国
の動向を注視していく。
２の（４）についてはど
の研修を（現任研修とし
て）位置づけるかは市町
村の裁量。市町村への働
きかけと合わせて説明し
ていく。
県連 私たちは学童保育
の水準をよりよいものに
するため活動しているが、

岩手県は市町村間での格
差があまりに大きい。そ
の事実を県はどう認識し
ているか。
岩手県 大規模等の実態
があることは把握してい
るが、中身としてそれで
よいのかということに県
として踏み込めない。市
町村自らが定めた条例に
従って事業実施できるよ
う働きかけをしていく。
県連 現在、県の放課後
児童支援員の資質向上研
修は放課後子どもプラン

県連協は 月 日に
花巻市交流会館で学習会
を開き、各地域連協から
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の研修会の中で行われて
が、
（全児童対策、放課後
子ども教室と）合同では
なく、放課後児童支援員
に特化した形で研修を行
ってほしい。
岩手県 子どもプランの
研修会が３回あるうち１
回を放課後児童支援員の
研修と合同で実施してい
る。放課後健全育成事業
の資質向上の研修にのっ
とり実施している。
県連 ある市町村ではこ
の研修がキャリアアップ

人が参加しました。学
習会では全国学童保育連
絡協議会の木田保男会長
35

事業の対象研修となって
いる。
（他事業と合同で）
年１回１００人の枠で希
望者全員が受講可能なの
かという問題がある。
岩手県 他に市町村が行
う研修もあるので、それ
らを活用してほしい。
県連 行政研修が県の研
修しかない市町村もある。
その点について市町村に
噛み砕いた説明があるべ
きではないか。
岩手県 キャリアアップ
事業の対象研修の位置づ

県連学習会
が「学童保育の現在とこ
れから」と題して講演。
学童保育の現状や国の動
向を知り、今後の活動の
方向性を考える場となり
ました。
木田会長は「新制度で
学童保育の設置数と入所
児童数は急増したが、大
規模学童は解消するどこ
ろか増えている。
」
と現状
を説明。さらに「学童は
あっても生活の場にふさ
わしくない施設もあり、
講演する木田保男全国連協会長
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けについて、現行あるも
ので足りないというので
あれば県もそうだが、市
町村で研修会を行うよう
働きかけていく。
県連 研修の認定につい
て、どの研修を対象とす
るかは市町村で決めてよ
いということだが、現場
で働きかけし、市町村が
認めれば
（県連の研修も）
認定していただけるとい
う理解でよいか。
岩手県 そういうことで
す。
質、量ともに拡充してい
く必要がある」と課題意
識を述べました。
前日に政府予算案が閣
議決定されたことから、
来年度の学童保育関連予
算についても説明。処遇
改善事業について「補助
単価が若干増額となった
が、全国の市町村のおよ
そ２割しか事業実施でき
ていない。このままでは
予算が確保されなくなる
恐れがある」との懸念を
示し地域での働きかけを
求めました。
また、地方分権改革の
中で地方団体が放課後児
童支援員の資格要件や配
置基準などの緩和を提案

していることに触れ、「基
準引き下げの動きを押し
とどめ、現場が運営指針
を進められるようにして
いく」と述べ、各方面へ
の働きかけに注力してい
く考えを示しました。

新制度始まってから
３年が経過しましたが県
内市町村では事業計画の
不十分さや、新制度への
理解不足から事業を軌道
に乗せられていない現状
が見えます。県連協では
県内すべての市町村で施
策改善が進むよう各地域
連協と連携しながら働き
かけを行っていきます。

また、市町村では今年
度から現計画の見直し作
業に着手します。行政へ
の要望事項は各市町村で
開催される「子ども子育
て会議」のなかで発言し
ていくことが重要です。
地域の課題や要望事項を
整理し、現場の声をしっ
かりと次期計画に反映さ
せていきましょう。

新会員紹介

奥州市立佐倉河放課後児
童クラブ第１・第２／奥
州市立真城放課後児童ク
ラブ第１・第２／奥州市
立姉体放課後児童クラブ
第１・第２／奥州市立羽
田放課後児童クラブ／奥
州市立黒石放課後児童ク
ラブ／奥州市立江刺愛宕
放課後児童クラブ第１・
第２／奥州市立胆沢笹森
放課後児童クラブ／奥州
市立南都田放課後児童ク
ラブ／衣川放課後児童ク
ラブ／衣里放課後児童ク
ラブ／小山キッズクラブ
／南都田キッズクラブ／
若柳キッズクラブ／胆沢
愛宕キッズクラブ（奥州
市）

▽一般会員 学童保育ク
ラブけやき子供会／スコ
ーレ学童クラブ
（盛岡市）
▽団体会員 奥州市立水
沢放課後児童クラブ第
１・第２／奥州市立みな
み放課後児童クラブ第
１・第２・第３／奥州市
立ときわ放課後児童クラ
ブ第１・第２・第３／

