
 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブについて 
市長メッセージ 4/13「市内の放課後児童クラブの支援員が感染」 

を見て、市民から放課後児童クラブについて質問等がありました。 

●放課後児童クラブの役割 

小学校の下校後、保護者が就労等の理由により留守家庭になり、児童の支援が必要な場
合、心身共に健やかに育成することが目的の放課後児童健全育成事業です。 

●放課後児童クラブ 実施場所 計 58施設 

＊一宮市立児童館 25（一宮 16、尾西 6、木曽川 3） 

＊学校敷地内・町内の公民館など 31 

＊特別支援学校 2（一宮東特別支援学校―けやき、一宮特別支援学校―ポプラ） 

●開催日時 

＊月曜～金曜日 下校後～午後 7時 

＊土曜日 午前 7時 30分～午後 7時 

＊夏・冬・春休み 

●３月議会で予算が決定した内容 

＊児童館増築改修工事（敷地内にプレイルーム増築で定員増 

各 66人→95人） 葉栗児童館、西成児童館、北方児童館 

＊萩原児童クラブ棟建設工事（萩原小学校内に 定員 60人） 

 

●新型コロナ 放課後児童クラブ スタッフの声 

＊2月末「 3/2から全国一斉休校」決定で、スタッフのシフト大幅組み換えになりました。
（平日も朝から受け入れのため。本来なら 3月は平日下校後から） 児童を離れて座ら
せるため机に 2人とした。児童館は部屋の余裕がまだあるが、ない施設は大変と思いま
す。3月末 国からマスクがスタッフ 1人に 2枚届く。4/2 「7～19日まで学校休校」の
連絡で、またシフトの大幅変更に。人員確保が十分でないまま、換気、児童やおもちゃ
の消毒、今まで以上に手洗いの指導など実施しています。スタッフは「自分が、子ども

が感染してはいけない」「施設から感染者を出してはいけない」と思いつ 

つ仕事をしています。現場は非常に混乱し、疲労こんぱいです。   

また、子どもたちの声を聞く機会も作ってほしいと思います。 

放課後児童クラブ施設一覧      2020年 4月 1日（予定） 

小学校名 施設名 定員 小学校名 施設名 定員 

宮西 宮西児童館児童クラブ 126 大和東 大和東校下児童クラブ 163 

貴船 
貴船児童館児童クラブ 66 大和西 大和児童館児童クラブ 66 

貴船児童クラブ 88 大和南 大和南校下児童クラブ 88 

神山 

神山児童館児童クラブ 66 
今伊勢 

今伊勢児童館児童クラブ 66 

神山児童クラブ 66 今伊勢校下児童クラブ 108 

神山第２児童クラブ 63 
今伊勢西 

今伊勢西校下児童クラブ 72 

大志 大志児童館児童クラブ 66 今伊勢西校下第 2児童クラブ 68 

向山 
向山児童館児童クラブ 66 

奥 
奥児童館児童クラブ 155 

向山児童クラブ 72 奥児童クラブ 60 

富士 
富士児童館児童クラブ 66 萩原 萩原児童館児童クラブ 60 

富士児童クラブ 111 中島 中島校下児童クラブ 64 

葉栗 葉栗児童館児童クラブ 66 千秋 千秋児童館児童クラブ 66 

葉栗北 葉栗北校下児童クラブ 117 千秋南 千秋南校下児童クラブ 127 

西成 西成児童館児童クラブ 66 千秋東 千秋東校下児童クラブ 60 

西成東 西成東校下児童クラブ 76 
起 

起児童館児童クラブ 77 

瀬部 瀬部校下児童クラブ 116 起児童クラブ 58 

赤見 赤見校下児童クラブ 75 
小信中島 

小信中島児童館児童クラブ 66 

浅野 浅野校下児童クラブ 113 小信中島児童クラブ 98 

丹陽 丹陽児童館児童クラブ 66 
三条 

三条児童館児童クラブ 77 

丹陽西 
丹陽西校下児童クラブ 132 三条児童クラブ 73 

丹陽西校下第２児童クラブ 44 朝日東 朝日東児童館児童クラブ 66 

丹陽南 
丹陽南校下第１児童クラブ 72 朝日西 朝日西児童クラブ 40 

丹陽南校下第２児童クラブ 53 開明 開明児童館児童クラブ 110 

浅井南 浅井南校下児童クラブ 72 大徳 大徳児童館児童クラブ 66 

浅井北 浅井北校下児童クラブ 88 黒田 黒田児童館児童クラブ 99 

浅井中 浅井児童館児童クラブ 95 木曽川東 黒田南児童館児童クラブ 164 

北方 北方児童館児童クラブ 66 木曽川西 外割田児童館児童クラブ 166 

末広 
末広校下児童クラブ 39 特別支援

学校 

ポプラ児童クラブ 21 

末広第２児童クラブ 104 けやき児童クラブ 8 

 

葉栗児童館 

 



 

日本共産党は 4月１６日、感染爆発、医療
崩壊を止める緊急提案を発表しました。概
要をご紹介します。 

全文は⇒ 

 

外出自粛・休業要請と一体の補償、 

検査体制強化と医療現場への本格的財政支援を 

――新型コロナ対策補正予算案への提起 
2020年４月 16日 日本共産党 

まず、政府が編成した補正予算案の問題点を挙げています。 

―「外出自粛や休業要請と一体に補償を」という国民の圧倒的多数の要求に背を向けて
いること、この姿勢を根本から改めることが必要です。 

―医療崩壊を阻止するための実効ある措置が、まったく盛り込まれていないこと 

―消費税５％減税をはじめ、経済危機から国民生活を守る責任を果たすこと 

 

そして、次の提案を行っています。 

１．すべての個人と事業者に対して、生活と営業が持ちこたえられる補償の
実施 

・緊急にすべての日本在住者を対象に１人１０万円の給付金支給 

・生活と事業を支える継続的な補償 

―労働者、個人事業主、フリーランスなどの賃金・収入の８割補償 

様々な制度の活用・特例設置で、賃金・収入の８割を早急に補償し、継続補償(３
ヶ月単位)することで安心して休業出来るようにする。 

―国保料（税）の緊急減免、税・社会保険料の減免、消費税の延納 

―無担保・無利子融資の審査を迅速化し、中小企業の資金繰りの支援 

―イベント中止などによるキャンセル料、会場費などの必要経費の補填 

―「地方創生交付金」の規模をせめて２倍にして、地方経済を支援 

 

２．医療崩壊を止めるために、検査体制を抜本的に改善・強化するとともに、
医療現場への本格的財政的支援を行う 

・ＰＣＲ検査センターを各地につくり、必要な人を速やかに検査する体制に転換 

―仕組みを抜本的に改善し、感染が疑われる人が医師の判断で検査が受けられるように。 
―検査を実施し、陽性の場合には、症状に応じた施設を活用し、万全な体制で対応。 

―発熱外来をつくり、不安がある人が「電話での相談」だけでなく、受診できるように 

―国の責任で、ＰＣＲ検査センターや発熱外来に、必要な予算、体制、医療用マスクを
はじめ医療機器を配置する。抗体検査を早期導入。 

 

・医療機関への財政的補償と、地域医療全体を支える財政支援 

―新型コロナ対策にあたる医療機関に対するコロナ対策費用の全額補償 

―新型コロナ対策の受診抑制による深刻な減収への財政的措置 

―軽症者、無症状者のための宿泊療養施設の大規模確保、中等症者、重症者を治療する
コロナ特別病棟の確保と臨時の病床増設 

―不足している医療材料を国がメーカーに要請して増産・調達などし、国の責任で確保 

―治療薬とワクチンの研究・開発予算を抜本的に増額 

・医療崩壊を止めるための予算を数兆円規模に増額する 

―予算を数兆円規模に拡大し、医療崩壊を止めるために、あらゆ
る手だてをつくす 

 

３．介護・障害者など社会保障の体制を守り、ジェンダ
ーの視点での対策をすすめる 

・介護・福祉施設での感染防止、事業所の受けている損失と負担を補償する 

―介護施設での感染を防止することは、犠牲者を最小にするうえで、きわめて重要 

―介護事業の大幅な減収を全額補償 

―感染の疑いがある利用者への対応などを、相談にのれる体制を早急に整備 

―感染者や濃厚接触者への訪問介護等に関する介護報酬や、訪問サービスを含む新型コ
ロナウイルスに対応した事業所の従事者への特別手当の創設 

―介護事業所の感染症対策の必要経費を補償し、感染防止に最善をつくします。 

―不足しているマスク、防護服、消毒液などを、病院と同等に優先的に供給します。 

―障害者施設についても、介護事業と同様の問題が起きており、補償します。 

・ＤＶ・子どもの虐待への相談体制と緊急避難先確保をはじめ、コロナ対策でもジェンダ
ーの視点を重視する 

―ＤＶや虐待に対する相談窓口やワンストップ支援センターなどの相談・支援体制を緊
急に拡充し、緊急避難先（ホテル、公共施設など）を確保。子どもの状態の把握 

―女性が多いパート、派遣などの非正規労働者の不当な解雇・雇い止めをやめさせ労働
行政の監視と指導を強めます。 

―出産予定の病院が突然閉鎖になる、里帰り出産を断られる、両親学級が閉鎖されるな
ど、妊婦にさまざまな影響と不安を広げています。ネットや電話での特別な相談体制、
「コロナ対応」転院による負担増を起こさないなど、必要な対策を強化します。 

・学生への支援を国の対策に位置づける 

―学生アルバイトの収入減も８割を補償。休校や構内立ち入り禁止期間中の学費（授業
料）を、国が全額補填して返還するなど支援。また同期間、奨学金の返済猶予。 

 

４、消費税５％への減税に踏み切る 

―消費税５％への減税に踏み切ります。 

―財源は、コロナ終息後に、大企業や大金持ちに応分負担の税制の見直しで確保。 


