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１ 放課後子ども教室 

 「放課後子ども教室」とは、放課後、子どもたちが安心して活動できる安

全な居場所として、普段からなじみのある学校の特別教室等の施設を一時利

用し、地域の方々の協力を得ながら学習活動や様々な体験・交流活動を行う

事業です。 

「放課後子ども教室」は児童クラブとは異なり、留守家庭の児童を預かる

事業ではなく、３年生以上の児童を対象にした、子どもたちが地域で健やか

に育まれる環境づくりを推進する事業です。 

 

２ 児童クラブとの違いについて 

児童クラブは、共稼ぎ家庭など留守家庭の児童に対して、放課後の適切な

遊び場や生活の場をあたえることが目的で、家庭の代わりの役割をも、もた

せる事業なので、子ども教室とは運営の主体やあり方にちがいがあります。 

 

３ 放課後子ども教室の概要     

(1) 実施日時              

学校給食のある月曜日から金曜日の授業終了後から午後５時３０分まで 

※平日に行われる遠足（校外学習）の日については実施します。 

   ※長期休業日（夏休み、春休み、冬休み）は午後２時から午後５時まで開

室します。 

※土、日、祝日、年末年始（１２月２８日から翌年１月４日まで）、お盆

期間（８月１２日から１５日まで）は実施しません。 

※台風・地震・集中豪雨等により児童の安全に支障をきたす場合は実施し

ません。  

 

(2) 実施場所 

子ども教室実施小学校の教室・特別教室  

 

事業名 

放 課 後 子 ど も プ ラ ン 

放課後子ども教室推進事業 

 【文部科学省】 

放課後児童健全育成事業 

【厚生労働省】 

 放課後子ども教室 児童クラブ 

 

 

内 容 

子どもたちが安心して活動できる

安全な居場所提供をし、学び・遊

び・体験、交流活動を通じて子ど

もたちの健全な育成を図る。 

 

遊びの場  学び・体験の場 

 

共稼ぎ家庭など留守家庭の児童

に対して、放課後に適切な遊びや

生活の場を与え、その健全な育成

を図る。 

 

 保育 生活の場 
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(3) 対 象  

  放課後子ども教室実施小学校に通う３年生から６年生までのすべての児童 

(4) 実施内容  

①学習活動(宿題、読書、読み聞かせなど)  

②自主的な遊び(スポーツ、ゲーム、レクリエーションなど) 

③体験活動(工作、伝承遊び、時節に合った小行事など) 

④その他  

・地域の方やボランティアの協力により行う体験・交流活動など 

   ※児童クラブの児童は教室が開催する体験・交流プログラムに参加する

ことができます。 

(5) 参加費用 

   登録の際に「スポーツ安全保険」８００円に加入します。 

通常活動の消耗品、教材費等として毎月２，５００円を負担していただき

ます。夏季休業日の利用については７月１，０００円、８月２，５００円

の加算料金がかかります。また、体験活動によっては材料費を別途、負担

していただくこともあります。毎月２７日に口座引き落としさせていただ

きます。 

４ 運営体制について 

  市が採用した下記の運営指導員（コーディネーター）と運営補助員が教室 

の運営・管理を行い、子どもと一緒に過ごします。放課後行う事業ですので

学校管理下で行う事業ではありません。 

   ◇ コーディネーター (１名)  

教室を統括して、学校や市関係部局との連絡・調整やプログラムの 

企画など教室運営の責任者。子ども達の安全管理と指導にあたります。 

   ◇ 学習サポーター （１名)  

コーディネーター共に出欠確認や子ども達の安全管理、学習、交流・

体験活動などの支援と指導を行います。 

◇  教室支援ボランティア（児童数に応じて１～２名程度)   

子ども達の安全管理、学習、交流・体験活動などの支援と指導を行い

ます。 

５ 登録・申し込みの方法 

  「放課後子ども教室利用申込書」様式１に必要事項を記入して、生涯学習 

課窓口(北名古屋市役所・東庁舎２階)または実施学校に提出してください。 

  ※ 申し込み受付日の翌々月から参加することができます。 

※ 登録期間は４月１日から翌年の３月３１日です。次年度も参加を希望

される場合には、再度登録が必要です。 

※ 年度途中、転居される場合は市外・市内を問わず教室スタッフにご連

絡してください。 

※ 保険の期間は加入手続日の翌日から翌年の３月３１日までです。 
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６ 登録内容の変更 

住所や電話番号など利用申込書に記入された内容に変更がありましたら、

「利用申込変更届」様式２を教室スタッフに提出してください。用紙は子ども 

  教室にあります。 

７ 登録の取り消し 

市外へ転居などの理由で教室への登録をとりやめる場合は「放課後子

ども教室辞退届」様式３を教室スタッフに提出してください。用紙は子

ども教室にあります。 

８ 参加方法 

① 授業終了後、学校の先生の指示を受けて、子ども教室の実施場所に移

動します。 

※ 授業終了後、帰りの会を経て外履きに履き替え、直接子ども教室専

用の出入口から入室します。 

② 前月に「参加確認」をさせていただきます。 

※ 提出がないと子ども教室への参加はできません。出席予定になって

いる児童が受付をしていない場合は電話で確認させていただきます。 

③ 欠席について 

欠席する場合は教室スタッフに連絡をお願いします。 

 

９ 帰宅方法 

 部活動下校する場合は方面ごとにまとまって集団下校をします。部活動下 

校しない場合は保護者のお迎えをお願いします。 

但し、不審者情報や風水害の緊急時、日没時刻など事情によっては児童の安 

全確保のため、保護者のお迎えをお願いするなど下校の安全を優先し、柔軟 

に対応いたします。その際のお迎えは学校内及び近隣には十分な駐車スペー 

スがありませんので、自動車でのお迎えはご遠慮ください。 

 

10 その他の注意事項 

◇ 事故への対応 

   ・安全面については充分に配慮いたしますが万一の事故、けが、急病の 

場合はスタッフが応急手当を行うとともにケガや病気の程度に応じて 

医療機関の受診を行うなど適切な対応をいたします。保護者の方には申 

込書の緊急連絡先に連絡いたしますので、児童のお迎えをお願いします。 

  【傷害保険】 

子ども教室では「スポーツ安全保険」に加入しています。 

この保険は、活動中に急激で偶然な外来の事故により被った傷害による 

   死亡、後遺障害、入院、手術、通院を保障します。 
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   ・死亡保険金…２０００万円 

   ・後遺障害 …３０００万円まで 

   ・入院保険金日額 ４０００円 

   ・通院保険金日額 １５００円 

◇ 体調不良やケガをしている場合 

お子さんが体調を崩している場合やケガをしている場合は参加をお控

えください。 

 

◇ インフルエンザ等によって学校・学級閉鎖された場合 

・学級閉鎖・学年閉鎖…当該学年、学級の児童は教室に参加できません。 

・学校閉鎖…放課後子ども教室は行いません。 

◇ 災害時等緊急時における対応 

・暴風(雪)警報・特別警報及び東海地震注意情報 (ｶﾗｰﾚﾍﾞﾙ黄)が発表又は

発令された場合は、子ども教室は行いません。 

・子ども教室を実施中に上記警報が発表又は発令された場合は、その時

点で教室は中止します。 

児童の安全を確保しながら保護者に無事に引き渡すまで教室内に待機

させます。 

◇ 持ち物 

・教室内には私物を預かる場所がありません。私物は毎回、「持ち帰り」

をします。 

◇ 体験・交流活動 

子ども教室では教室スタッフや市民講師・地域ボランティアによる活動 

   プログラムを企画し、体験・交流活動を行います。内容によっては事前

の申込みや材料費が必要になる場合があります。 
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放課後子ども教室事業に関するお問い合わせ・連絡先 

 

○ 北名古屋市教育委員会生涯学習課(東庁舎２階) 

電 話  ０５６８－２２－１１１１（内線３２２３） 

        ＦＡＸ  ０５６８－２３－３１５０ 

 

○ 西春小学校放課後子ども教室  ０５６８－５４－１４７１ 

○ 五条小学校放課後子ども教室  ０５６８－５４－１４７２ 

○ 師勝南小学校放課後子ども教室 ０５６８－５４－２６３２ 

○ 師勝西小学校放課後子ども教室 ０５６８－５４－２６３１ 

○ 師勝小学校放課後子ども教室  ０５６８－５４－３２８８ 

○ 師勝東小学校放課後子ども教室 ０５６８－５４－３２８６ 

○ 師勝北小学校放課後子ども教室 ０５６８－５４－３２８７ 

○ 栗島小学校放課後子ども教室  ０５６８－５４－１８４３ 

○ 鴨田小学校放課後子ども教室  ０５６８－５４－１８４１ 

○ 白木小学校放課後子ども教室  ０５６８－５４－１８４２ 
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Ｑ１ 放課後子ども教室では子どもたちはどのように過ごしますか？ 

 

Ａ．学校の特別教室を活動の場にして、宿題や学習プログラムをもとに読み・

書き・計算の自主学習を行います。また、教室スタッフや市民講師が実施す

る体験・交流活動（工作・レクリエーションスポーツ・囲碁・将棋、時節に

応じたイベントなど）に参加して楽しい時間を過ごします。 

 

Ｑ２ 活動場所は毎日同じ場所ですか？具体的にどの教室ですか？ 

 

Ａ．放課後子ども教室は学校の教育活動に支障の出ない「図工室」「多目的室」

などの特別教室を利用して活動します。学校によって、指定場所が違います。 

  同じ場所で活動しますが、学校の事情等で変更する場合は事前に連絡いた

します。 

 

Ｑ３ 活動プログラムの年間スケジュール（月ごと）は決まっていますか？ 

スケジュール表はもらえますか？ 

 

Ａ．毎月の活動プログラムを立てます。活動プログラムが決まり次第、お渡し

します。また、各校ホームページからもご覧いただけます。 

 

Ｑ４ 定員はありますか？ 

 

Ａ．定員はあります。４０名です。利用にあたっては事前登録、傷害保険への  

加入と毎月の利用料が必要です。 

 

Ｑ５ 宿題の指導はしてもらえますか？ 

 

Ａ．宿題は、きちんと指導をします。さらに目標を持って子どもたちが学習で

きるよう教室スタッフによる教室独自の学習プログラムに沿った指導を行

います。 

主要４教科の宿題は対応できますが、図工や音楽など、ご家庭の協力が必

要なものなど内容によっては指導できないこともあります。 

放課後子ども教室 Ｑ＆Ａ  
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Ｑ６ 通学している小学校以外の放課後子ども教室に参加することはできます

か？ 

 

Ａ．お子さんが通学している学校の放課後子ども教室に参加してください。 

 

Ｑ７ 開催時間の途中で帰宅することはできますか？ 

 

Ａ．できます。退室時刻については、事前にお子さんと確認した上で、教室ス 

タッフに連絡をして下さい。 

 

Ｑ８ 一度帰宅してから利用することはできますか？ 

 

Ａ．できます。ただし、自宅から教室までの通学路の安全面等の配慮のうえ、 

保護者のご判断によるものとします。 

 

Ｑ９ 冬季は日没の時刻が早く、教室終了時刻の１７：３０は暗く子どもたち

だけで下校させるのは心配なのですが…？ 

 

Ａ． 登録時に下校の方法について事前確認をさせていただきます。部活動下

校に合わせて退室することをお勧めします。なお、部活動下校しないお子

さんの場合は、保護者のお迎えが必要になります。 

   お迎えの有無については、事前にお子さんと確認をしておいてください。 

   また事前にお子さんと帰り道の確認と寄り道をしないように約束するな

ど十分な安全対策を行ってください。 

 

Ｑ１０ 携帯電話を持参してもいいですか？ 

 

Ａ． 携帯電話を持参することはできません。なお、事情がある場合は教室ス

タッフに申し出てください。 

 

 

Ｑ１１ ＤＳなどのゲームや遊具を持参してもいいですか？ 

 

Ａ． 持参することはできません。 

   読書用の本は、構いません。 
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Ｑ１２ おやつや水筒は持参してもいいですか？ 

 

Ａ． 水筒は持参してください。放課後子ども教室は保育・託児事業ではあり

ませんので、おやつはありません。おやつを持ってくることはできません。 

 

Ｑ１３ 終業式など、学校の行事や授業はあるが給食がない日に子ども教室に

参加する場合、昼食はどうなりますか？ 

 

Ａ．給食ない日は放課後子ども教室を開催しません。 

  開催は給食のある平日、授業後が基本です。 

 

Ｑ１４ インフルエンザなどの学級閉鎖や学年閉鎖になった場合、子ども教室 

はありますか？ 

 

Ａ．子ども教室は開室します。ただし学級閉鎖、学年閉鎖になった学年、学級

の児童は参加できません。 

 

Ｑ１５ 運動会などの代休の日に子ども教室は開室しますか？ 

 

Ａ．代休の日は実施しません。 

  野外学習、修学旅行の前日や帰ってきた日なども関係学年の児童については

教室利用をしません。 

 

Ｑ１６ 活動中にケガや体調を崩した時の対応について教えてください。 

 

Ａ．教室スタッフで応急処置をするとともに事前に提出していただいた連絡先

に電話で連絡をします。但し、緊急を要する場合は、学校と連携して対応

します。 

 

Ｑ１７ スポーツ団体でスポーツ安全保険に加入していますが、再度加入しな

くてはいけませんか？ 

 

Ａ．別団体で安全保険に加入していても放課後子ども教室参加中の事故は保険 

の対象になりませんので、加入をお願いします。 
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Ｑ１８ 登録しましたが、一度も参加しませんでした。参加費を納めなければ

なりませんか？ 

 

Ａ．申出がある場合を除いて、参加費は納めていただくことになります。申請

用紙等、スタッフにご相談ください。 

 

Ｑ１９ 欠席する場合は連絡する必要はありますか？ 

 

Ａ．毎月の予定表で事前に参加確認をしますが、突発的に欠席する場合は、直 

接、教室のスタッフにご連絡してくたさい。 

 

Ｑ２０ 出席カードを紛失してしまいました。 

 

Ａ．紛失した場合は再発行します。教室のスタッフに申し出てください。再発 

行には料金がかかります。 

 

Ｑ２１ 出席カードを忘れた場合は、参加できますか？ 

 

Ａ．参加できますが、入退室の安全管理をするものですので忘れたり、紛失し 

たりしないように各自管理をお願いします。出席カードがない場合、教室スタ 

ッフが保護者に出席確認をいたします。 

 

Ｑ２２ 不審者情報や風水害発生などによる緊急時の対応について教えてくだ

さい。 

Ａ．①教室開始前に、学校の対応が「引渡し・集団下校・一斉下校」となった

場合、教室は実施しません。 

   ※学校からの緊急情報メールに、放課後子ども教室も実施しないお知らせ

を加えて配信していただきます。 

   学校の緊急情報メールには登録をお願いします。 

 

  ②教室開始後に、非常事態が発生した場合は情報確認を生涯学習課で行い、 

  教室を中止にするかどうかの決定をします。 

  【中止になった場合】 

   教室が中止になった時点で教室に参加している児童については、保護者

にメールまたは電話連絡します。速やかにお迎えをお願いします。 
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Ｑ２３ 緊急時、両親とも働いているため、迎えにいけないのですが…？ 

 

Ａ．緊急時は登録申請書に記載されている緊急連絡先の優先順位に従って連絡 

します。事前に必ず連絡がとれ、迎えにこられるご近所の方やご親戚の方に 

 ご協力していただき、緊急連絡先として登録してください。 

 

Ｑ２４ 放課後子ども教室の利用について質問がある場合、どこへ連絡すれば

よいですか？ 

 

Ａ．放課後子とも教室は、学校の先生が指導する事業でありませんので、各放 

課後子ども教室に直接問い合わせるか、生涯学習課までお問い合わせください。 

 

教育委員会生涯学習課     ０５６８－２２－１１１１（内線３２２３） 

西春小学校  放課後子ども教室  ０５６８－５４－１４７１ 

五条小学校  放課後子ども教室  ０５６８－５４－１４７２ 

師勝西小学校 放課後子ども教室  ０５６８－５４－２６３１ 

師勝南小学校 放課後子ども教室  ０５６８－５４－２６３２ 

師勝小学校  放課後子ども教室  ０５６８－５４－３２８８     

師勝北小学校 放課後子ども教室  ０５６８－５４－３２８７ 

師勝東小学校 放課後子ども教室  ０５６８－５４－３２８６ 

栗島小学校  放課後子ども教室  ０５６８－５４－１８４３ 

鴨田小学校  放課後子ども教室  ０５６８－５４－１８４１ 

白木小学校  放課後子ども教室  ０５６８－５４－１８４２ 

 

Ｑ２５ 保護者会や個人面談は、ありますか？ 

 

Ａ．時期を定めて面談する予定はありません。子育てに関する相談などは随時

対応します。教室までお越しになった折にご相談ください。 

   

Ｑ２６ 経済的な理由によって参加費が減免されることはありますか？ 

   

Ａ．  状況に応じた減免措置があります。詳細については、生涯学習課または

教室スタッフにお問い合わせください。 

 


