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令和３年度第3回
大野城市総合教育会議（R4.2.9）



１．今までの大野城市の放課後事業

• 学童保育（留守家庭児童保育）

共働き等で放課後に家庭保育ができない児童が

安心安全に過ごすための居場所。

平日・土曜・長期休み問わず利用できる。

教育・育成が目的

保育・福祉が目的

厚生労働省所管厚生労働省所管

文部科学省所管文部科学省所管

活動内容など、同じところや似ているところは多々あるけれど…

もともとの事業目的が違う！

• ランドセルクラブ
放課後の「体験」と「学習」活動の場。

誰でも参加できる、週３日。

学校や地域と連携した活動が特徴。

ちなみに…
ランドセルクラブの前は…

「アンビシャス広場」

自由あそびがメイン。週２日。

だれでも登録できて参加も自由。

S50年から…
（H28から４年生以上受入開始）

H28年から…
（H28～29 ３校 → H30 ６校 → H31 １０校 ）

の違いのようなもの…
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国では、共働き家庭等の児童数の増加などを背景に、学童保育所を所管する厚生
労働省と、本市ではランドセルクラブにあたる放課後子供教室を所管する文部科学
省との共同により、平成26年に「放課後子ども総合プラン」を策定。

２．国の動き

これは、共働き家庭に限らず、すべての児童が放課後を安全・安心
に過ごし、多様な体験や活動ができることを目的とし、受け皿となる
学童保育所等の環境整備や、すべての小学校で両事業を一体的に
実施することなどの目標を定めたもの。

放課後子ども総合プラン
現在は「新・放課後こども総合プラン」
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３．一体運営

放課後を過ごす児童が一緒に活動し、学習・遊び・体験活動な
どをとおして自主性・社会性を養うことのできる居場所づくりとして、
令和４年４月からすべての小学校で、 従来の「学童保育（留守家
庭児童保育）」と「ランドセルクラブ」の統合（一体運営）を行う。
一体運営に伴い、これまで別々であった児童の活動場所や、運

営に係る費用などを共有することで、限られた学校施設や予算の
有効活用を図る。

Onojo放課後こども事業

ランドセルクラブ

名称が・・・・

に変わります

先行して令和２年度から
大野北小、東小の２校、
令和３年度から月の浦
小を加えた３校で一体運
営を実施
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ランドセルクラブのマスコット

４．従来のランドセルクラブって？

名前の意味は?

お家に帰らず、ランドセルを
背負ったままいける場所(活動)



どんなことをするの?

・学習・・・宿題

習い事の宿題

読書

ランドセルクラブが用意したプリント(ぬりえやその他)
・遊び・・・外遊び、室内遊び、体育館遊び

・体験活動・・・地域や地元事業者の方の協力による様々な活動
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◆目的◆
様々な活動を通して、児童の自主性や社会性を養うこと

・放課後の小学校で週に３日（6月～2月）
開催 ※長期休暇を除く
・受け入れ要件はなし
・学童の児童も登録可能



・「がんばったね」の声かけや
家庭での会話

・見守りボランティアへの参加

・昔遊びの伝承
・ニュースポーツの指導
・活動中の見守り

地域 学校
（先生）・使用施設の調整

・子どもの情報や
生活ルールなどの共有

家庭
（保護者）

外部支援
・企業や団体
・大学生や中学生
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地域学校協働活動



５．学童保育とランドセルクラブの違い

事業名 学童保育（留守家庭児童保育） ランドセルクラブ

対象者 保護者が家庭で保育できない児童 全児童

目的 就労支援・居場所づくり 学習・体験機会の提供

開催期間 平日・土曜・長期休暇 学校のある平日

開催頻度（平日） 週５日 週３日

活動内容 学習、自由あそび、制作など 学習、体験活動、制作など

料金 6,500円（おやつ込み） 1,500円

おやつ あり なし

場所 学童施設・学校施設 学校施設
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６．学童入所者数推移
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学童入所者数推移（H25～R3） ※各年4月末現在

年度
学校児童数

①
学童
②

ランドセルクラブ
③

重複
④

放課後事業
利用人数⑤

（②+③）‐④

放課後事業
利用割合
⑤/①

Ｒ３ 6,377 965 724 290 1,399 21.9%

ちなみに放課後事業全体では →

※11月末現在



７．一体運営をする目的

教育委員会教育委員会

児童数が増えていて、学童の施設も学校の

施設も空きがない…。

学童とランドでそれぞれ教室を確保すると、

より多くの人手や施設が必要になってしまう。

共有することで効率的に環境を整え、

より多くの児童を受け入れたい。

一体運営により
場所や人手確保の
逼迫状況を緩和

一番の目的は…

・同じ学校の子どもたちが分け隔てなく、安心安全な居場
所で放課後を過ごせるように…
・全ての子どもたちが一緒に参加できる、さまざまな学習・
体験活動を地域等と連携して行えるように…

国も「新・放課後子ども総合プラン」
で一体化方針を掲げている！
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８．一体運営になってどうなるの？
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今まで学童保育を利⽤していた⽅は

Ｇ登録（従来の学童保育の登録区分）

今までランドセルクラブを利⽤していた⽅は

Ｒ登録（従来のランドセルクラブの登録区分）

●学校がある平日の週５日利用
●延長利用、学校が休みの日（長期休
み・学校代休日・土曜日）の利用あり
●入所の要件あり

●学校がある平日の週３日利用
●延長利用、学校が休みの日（長期休
み・学校代休日・土曜日）の利用なし
●入所の要件なし（定員あり）



８．一体運営になってどうなるの？
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登録の区分に関わらず、主に学年（低学年・中高学年）で教室を分け、宿題・遊び・
体験活動等を一緒に行う。（Ｇ登録の児童も体験活動を行う。）

Ｇ登録の児童も、Ｒ登録の児童も一緒に活動Ｇ登録の児童も、Ｒ登録の児童も一緒に活動

おやつは全員に提供おやつは全員に提供

登録の区分に関わらず、おやつは全員に提供する。ただし、今までのような栄養を
補うためのおやつ（パンなど）ではなく、簡易的なおやつ（せんべい、ミニゼリー、チョ
コ、ソフトキャンディなど）を提供する。（延長利用の児童にはパンなどの補食を提供）



８．一体運営になってどうなるの？
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Ｒ登録は、週４日の開催日から３つの曜日を選択して参加Ｒ登録は、週４日の開催日から３つの曜日を選択して参加

今までのランドセルクラブは、固定の曜日で週３日開催していたが、Ｒ登録の児
童は、学校のクラブ活動や委員会活動で教室使用が難しい曜日を除く週４日のう
ち、３日を選んで参加する。

支援員や連絡先を統一支援員や連絡先を統一

今までは、学童とランドセルクラブの現場ごとに従事する支援員が違い、連絡す
る窓口も別々であったが、事業を統合することにより統一となる。



９．運営体系

PTCA活動連絡協議会
（学校長・ＰＴＡ会長・
学校運営協議会会長）

大野城市（教育委員会）

共育サポーター
学習補助・体験指導

主任支援員
児童管理・保護者対応

出欠管理
支援員管理

専任支援員
クラス運営

児童支援・活動補助

コーディネーター
全体調整・学校連携

プログラム企画
実施場所調整

事業所
（シダックス・ワーカーズコープ）

現場運営現場運営

活動支援
（ボランティア）

活動支援
（ボランティア）

実施主体実施主体

連携

参画

業務を一部委託 業務を一部委託

コーディネーターを配置 支援員を配置
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各校に２人

各クラスに
２人～３人

各校に１人



10．基本となる活動

中・高学年（３年生以上）中・高学年（３年生以上）

低学年（１・２年生）低学年（１・２年生）

学習（宿題） ＋ 体験活動 など
前半の時間は主に宿題をし、後半の時間はコーディネーターが企画する

体験活動を、ボランティアや支援員の指導・サポートのもと実施。

学習（宿題） ＋ 制作・自由あそび など
前半の時間は主に宿題をし、余った時間や、後半の時間は事業所が計画する

制作物やプログラムにとりかかる。

縦割活動（１～６年生）縦割活動（１～６年生）

自由あそび・運動教室・特別プログラム など

体験活動がない日の自由あそびや、全学年対象のプログラム（音楽鑑賞・サイエンス

ショー等）を、縦割班やクラスで行う。

＋おやつ
せんべい・グミ・
ミニゼリー等、

短時間で
食べられるもの

そのほか、
延長・土曜・長期休みの
保育もあります。
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11．課題

①体験活動の実施と活動の選択性について
学校の授業時数が増えていることや、感染症対策によっておやつの提供に時間がかかることなど

から、放課後の活動時間が充分に確保できず、「宿題が終わらない」、「体験活動の時間を確保でき
ない」という場合がある。また、体験活動をしたくない等の個別の要望もある。

⇒従来の学童においても、ある程度の決められたスケジュールで生活しており、集団生活である
以上は、過剰な個別対応はできないが、体験ではなく宿題を優先したい、というニーズは高いことか
ら、そのような活動の選択性についても考えていく必要がある。

②おやつの提供について
パン等のおやつがなくなったことに対する不満や苦情はほとんどないものの、簡易的なおやつに

変更して以降、提供しても食べない児童も一定数いる。また、短時間で食べられることをねらいとし
ておやつを簡素化したものの、感染症対策により、少量のおやつであっても手洗いから片付けまで
に時間がかかり、結果的に学習や体験、遊びの時間が不足する一因となっている。

⇒おやつの需要については、保護者アンケートを行う等して、ニーズや実態を把握する必要がある。
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11．課題

③運営体制について
２つの事業が統一されたことにより、同じ理念のもとで運営できるようになったが、それまでの運

営方針の違いや立場の違いから、現場で意見が食い違うこともある。

⇒一体運営を契機として考え方を整理し、児童が活動しやすい環境にしていく必要がある。

④活動する教室の確保
学童は、専用施設を学童本所として主たる活動場所とし、学童本所の定員を超過する場合は、放

課後の時間帯に学校が使用していない多目的室や家庭科室などの特別教室を分所として使用し、
ランドセルクラブは、全て学校の特別教室を使用している。一体運営においては、学童本所と特別教
室を使用するが、学校によっては特別教室が不足し、十分な活動場所の確保が難しい場合がある。

⇒学校と調整のうえ可能な限り多くの児童の受け入れを行っていく必要がある。
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今後も大野城市の子どもたちが

放課後に安全かつ充実した活動ができるように

学校・家庭・地域・行政で

連携して取り組んでいきます

12．最後に


