
■生涯学習課資料 

 

 放課後子供教室 児童クラブ（補助執行） 

対  象 希望する全ての児童（定員あり） 
保護者が就労や疾病等により、放課後等に

家庭で保育できない児童 

場  所 小学校の余裕教室や市民センター等 小学校の余裕教室等 

体  制 
協働活動サポーター（地域のボランティ

ア）による 
職員による 

実施内容 

概ね小学校区を単位として、放課後等に協

働活動サポーターにより企画された体験

活動や地域住民との交流を実施 

（週１回、週数回、長期休業期間等、地域

の実状に合わせて実施） 

小学校区を単位として、放課後等に、児童

の適切な遊びや生活の場を提供 

（ほぼ毎日実施） 

設 置 数 

（Ｒ3年度実績） 
32教室  45教室 （24小学校区・25箇所） 

 

事 業 名 学校・家庭・地域の連携協力推進事業  ≪継続≫     現計予算額(前年度)：12,277(12,244)千円 

事業内容 子どもたちの育ちや学びを地域ぐるみで支援するため、各中学校区において、コミュニティ・ス

クールを核として学校・家庭・地域が連携・協働する「やまぐち型地域連携教育」を推進し、地域

学校協働活動による「学校を核とした地域づくり」に取り組みます。 

 【Point】 

・地域学校協働活動推進のため、全中学校区に配置する「地域学校協働活動推進員」の地域における

コーディネート活動を積極的に支援します。 

・「放課後子供教室」を全小学校区で実施するため人材確保に向けた地域との調整などに取り組みます。 

・教育の基本となる家庭での教育力向上を図るため、「家庭教育支援チーム」の活動充実に取り組みます。 

 

◆放課後子供教室の取組状況                令和 4（2022）年 2月 28日現在 

指     標 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4 年度 

放課後子供教室と児童クラブの一体型教室数 15教室 15教室 16教室 16教室 16 教室 

放課後子供教室の協働活動サポーター数 380人 389人 269人 259人 390 人 

 

事 業 名 児童クラブ事業  ≪継続≫                 現計予算額(前年度)： 296,037(274,208)千円 

事業内容 国が示す「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後子供教室との連携を深めつつ、保護

者が就労等の理由で放課後に家庭で保育できない児童の安心・安全な居場所づくりに取り組みます。 

【Point】 

・学校内を基本とした児童クラブの教室の確保及び職員の継続的かつ安定的な確保に努め、待機児童の

解消を図ります。 

・児童クラブに対する保護者からの多様化するニーズに応えるため、専任アドバイザーを中心とした指導・

助言や各種の研修により、職員の質の向上を図ります。 

 

◆児童クラブの定員状況 

 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4 年度 

児童クラブの定員 1,750人 1,750人 1,750人 1,905人 1,905人 

資料３ 



令和３年度 放課後子供教室及び児童クラブの状況 

 

 

 

 

 

 

校区 教室名 場所 開催日 活動内容 定員 会場

1 徳山 徳山小学校放課後子ども教室 小学校 水曜日（月１回） ＡＦＰＹ、科学工作　等 120 小学校

2 遠石 遠石小学校放課後子供教室 小学校 水曜日（月数回） 昔遊び、室内遊び　等 120 小学校 ○

3 今宿 今宿遊ビバづくり 小学校 水曜日（毎週） けん玉、紙芝居、点字　等 120 小学校

80 小学校

45 東福祉館

5 菊川 きくがワハハクラブ
市民センター
小学校

水曜日（毎週） レクリエーション、ＤＶＤ　等 115 小学校

水曜日（月数回） 工作、季節行事　等

土・日曜日（月１回） 生花、編み物

7 夜市 うりんぼうの会
市民センター
小学校

火・金・土曜日（月数回） 学習、絵画、手芸　等 50 小学校

8 戸田 戸田小学校放課後子ども教室 小学校 金曜日（月数回） 学習、工作、昔遊び　等 35 小学校 ○

9 湯野 湯野小放課後子供教室「にじ」 旧幼稚園 水曜日（月数回） 工作、体験活動　等 50 旧幼稚園 ○

水曜日（毎週） けん玉、ハンドベル　等

土曜日（月２回） 茶道、そろばん、生花、将棋

11 須磨 すがね放課後子供教室 市民センター 水曜日（毎週） ボール、読書、映画鑑賞　等 － －

12 沼城 須々万放課後子供教室 小学校 水曜日（月１回） ものづくり、まち歩き　等 85 小学校 ○

13 周陽 周陽放課後子ども教室 小学校 水曜日（月２回） 工作、読み聞かせ　等 80 小学校 ○

14 桜木 桜木子ども教室 小学校 水曜日（毎週） 学習、自由遊び　等 80 小学校 ○

15 秋月 秋月小学校放課後子供教室 市民センター 月１回 けん玉、季節行事　等 80 小学校 ○

16 鼓南 鼓南小学校放課後子供教室 小学校 金曜日（毎週） 楽器、ボール、読書　等 － －

17 富田東 ※未設置 120 小学校

18 富田西 富田西小学校放課後子供教室 小学校 水曜日（毎週） ものづくり、読み聞かせ　等 140 小学校 ○

19
富田東
富田西

富田西小土曜日教室（物づくり、自
然体験）

三世代交流センター

西部市民交流センター 土曜日（月数回） 自然体験、ものづくり　等

20
富田東
富田西

お茶の子クラブ
学び・交流プ

ラザ
土曜日（月２回） 茶道

21 福川 福川小学校放課後子供教室 小学校 水・金曜日（毎週） 読み聞かせ、けん玉　等 45 小学校 ○

22 和田 「和みネット」放課後子ども教室 市民センター 水曜日（月１回） 体力づくり、読み聞かせ　等 35 小学校 ○

23 福川南 福川南小学校放課後子ども教室 小学校 月・水曜日（毎週） ドッジボール、マット　等 50 小学校 ○

24
福川
福川南

福川地区土曜子供教室 福川会館 土曜日（月２回） 将棋

25
新南陽
全地域

新南陽子供音楽教室
西部市民交
流センター

土曜日（月１回） 音楽

26
新南陽
全地域

新南陽子供手芸教室
西部市民交
流センター

土曜日（月１回） 手芸

27
新南陽
全地域

新南陽子どもおやつづくり教室
新南陽ふれあ
いセンター

土曜日（月１回） おやつづくり

28 三丘 三丘放課後子ども教室
市民センター
小学校

木・金曜日（毎週） 学習、ものづくり　等 35 小学校 ○

29 高水 高水子ども教室
市民センター
小学校

水・土曜日（月数回） 料理、さをり織り　等 40 小学校 ○

30 勝間 勝間子供教室 市民センター 土曜日（月１回） 生花 130 小学校

31 大河内 大河内放課後子供教室 市民センター 土曜日（年５回） 料理、ニュースポーツ　等 40 小学校

32 八代 八代放課後子供教室 小学校
月・木・金曜日

（毎週）
学習、読み聞かせ、料理　等 － －

33 鹿野 鹿野地域放課後子供教室
コアプラザ
かの

水・土曜日（月数回） 体験活動、季節行事　等 50
すくすくセ
ンター

○

No.

カルタ、缶バッジ作り　等
市民センター
小学校

4 水曜日（月数回）

放課後子供教室
一体型

久米放課後子供教室久米 ○

児童クラブ

80 小学校
市民センター
小学校

櫛浜子ども教室櫛浜6

10 岐山 岐山放課後子供教室 市民センター 80 小学校 ○


