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第１

目的
この要綱は、区 市町村が実施する放課 後子供教室推進事業に ついて、円滑に進める と と
もに、放課後等におけ る子供たちの安全で健 やかな居場所づくりを 推進するために必要 な
事項を定めることを目 的とする。

第２
１

放課後子供教室 推進事業
趣旨
放課後や週末等 において、学校の余裕 教室等を活用して、 全 ての子供たちの安全・ 安心
な活動場所を確保し、 地域と学校が連携・協 働して学習や様々な体 験・交流活動の機会を
定期的・継続的に提供 する放課後等の支援活 動を行う。これらの取 組を通じて、子供たち
かん

の社会性・自主性・創 造性等の豊かな人間性 を 涵 養するとともに、地 域社会全体の教育力
の向上を図り、地域の 活性化や子供が安心し て暮らせる環境づくり を推進する。
２

実施主体
本事業の実施主 体は、区市町村とし、 事業の一部を適当と認 められる社会教育団体 等に
委託して行うことがで きるものとする。
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３

事業の内容
本事業の運営は 、次により実施するも のとする 。
（１）放課後子供教室 の実施
区市町村におい ては 、域内の 放課後子 供教 室推進事業及び児 童福 祉法（昭和２２年
法律第１６４号）第６ 条の３第２項に規定す る放課後児童健全育成 事業（学童クラブ ）
（以下「放課後対策事 業」という。）の運営方 策等を検討する運営委 員会の設置や域内
の放課後対策事業等の 総合的な調整を担う者(以下「地域コーディネ ーター」という。)
等の配置、様々な学習 ・体験・交流活動の実 施等を行う。
本取組を実施す る場 合には、 「放課後 子ど も総合プラン」（ 平成 ２６年７月３１日
付２６文科生第 ２７７ 号、雇児発０７ ３１ 第 ４号）に基づき 、事業 を実施するよう努
めること。
また、文部科学 省の 「学校・家庭・地 域連 携協力推進事業費 補助 金実施要領（学校
を核とした地域 力強化 プラン）」（平 成 ３０ 年３月６日生涯 学習政 策局長・初等中等
教育局長決定） による 、「幅広い地域 住民や 企業・団体等の 参画に より、子供たちの
成長を支え、地 域を創 生する活動（以 下「地 域学校協働活動 」とい う。） 」への発展
に努めること。
ア

運営委員会の設置
（ア）区市町 村は、域内の放課後対 策事業の運営方法等を 検討する運営委員会を 設 置
する。
なお、運営委員会は、 地域の実情に応じ、運 営委員会に代わり得る 既存の組織
をもって代替すること ができる。
（イ）運営委 員会では、事業計画の 策定、安全管理方策、 広報活動方策、ボラン テ ィ
ア等の地域の協力者の 人材確保方策等の検討 、活動プログラムの企 画、事業実施
後の検証・評価等を行 う。
（ウ）運営委 員の選定に当たっては 、 地域学校協働活動を 推進する趣旨を踏まえ 、実
情に応じて行政関係者（教育委員会、福祉部 局及びまちづくり担当 部局等）、学校
関係者、学童クラブ関 係者、社会教育関係者 、学識経験者、児 童福 祉関係者、Ｐ
ＴＡ関係者等幅広い分 野の方々の参画を得て 実施するよう努めるこ ととする。

イ

研修等の実 施
（ア）区市町 村は、域内 の地域コー ディネーターに対して 、放課後子供教室の現 状 や
推進 方策 、地 域の 協力 者や 企業 との 連携 や人 材確 保方 策、 資質 向上 を図 るた めの
研修 や、 他の 事業 関係 者等 との 情報 交換 ・情 報共 有を 図る ため の研 修 等 を実 施す
るよう努めることとす る。
（イ）区市町 村は、放課後対策事業 等における学習支援・ 体験・交流活動等のプ ロ グ
ラムを 中心的 に実 施す る者 (以下「 協働 活動支 援員」 という 。 )やプロ グラム の実
施 の サ ポ ー ト や 子 供 た ち の 安 全 を 管 理 す る 者 (以 下 「 協 働 活 動 サ ポ ー タ ー 」 と い
う。)等に対して 、事業 実施上必要な研修や 、情報交換・情報 共有を 図るための研
修等を実施するよう努 めることとする。

ウ

地域コーディネー ターの配置
（ア）区市町 村は、地域コーディネ ーターを配置し、学校 関係者や地域の団体、 地域
住民等のボランティア 、学童クラブ関係者、 保護者等と連携・協働 しながら活動
を行うものとする。そ の選任に当たっては、 各地域の中心的な役割 を担い、地域
の様々な関係者と良好 な関係を保つなど社会 的信用があり、地域学 校協働活動の
推進に熱意と識見を有 するとともに、定期的 な連絡調整を行うこと が可能な者が
望ましい。
2

（イ）地域コ ーディネーターは、放 課後子供教室と学童ク ラブとの連携について の 調
整のほか、学校や関係 機関、地域の団体等と の連絡調整、地域の協 力者の確保・
登録・配置、地域の実 情に応じた定期的・継 続的かつ多様な活動プ ログラムの企
画等を行うこと。
また、事業の実施に当 たっては、学校支援活 動、土曜日の教育活動 、家庭教育
支援活動等の活動間の 連携を図るよう努める こと。
エ

放課後子供教室の 実施・運営
放課後子供 教室の実施・運営に当 たっては、地域の実情 に応じた仕組みの下に 、 無

償ボランティアを含む地域の様々な方々の参画を得て実施するよう努めるとともに、
協働活動支援員や協働 活動サポーター等を配 置し、活動の充実を図 ることとする。
また、 特別な 支援を 必 要とす る子供 たちに 対 する放 課後等 の支援 活 動を行 う場合に
は、活動の内容や実施日数、対象とする子供の数等各地域の実情に応じて特別支援サ
ポーターを配置するこ とが可能である。
オ

一体型の放課後子 供教室及び学童クラブ の実施
放課後子供教室を 実施する場合において は、学童クラブが存在 しない地域を除き 、
学童クラブと連携して 実施に努めること。
一体型の放課 後子供 教室及び学童ク ラブと は、全ての児童 の安全 ・安心な居場所を
確保するため、同一の小 学校内等で、放課後子供 教室と学童クラブの両 事業を実施し、
共働き家庭等の児 童を 含めた全ての児童 が放 課後子供教室の活 動プ ログラムに参加で
きるものをいう。

カ

学校区ごとの協議 会の設置
（ア）本事業におけ る地域学校協働活動等 の実施・運営に当たっ ては、具体的な教育
活動の実施方法等の検 討や事業関係者の情報 共有を図るために、地域 の実情に応じ
て、学校区ごとの協議 会を設置することがで きる。
（イ）一体型の放課後 子供教室と学童 クラブ を実施する場合には、 活動プログラムの
充実や学校施設等の活 用を具体的に検討する 必要があることから 、学 校区ごとの協
議会を必置とする。
（ウ）協議会の参加 者 は、学校関係者、学童ク ラブの従事者、地域 コ ーディネーター、
協働活動支援員等が想 定される。
なお、協議会につい て は、地域の実情に応 じ て、既存の組織等を も って代替する
ことができる。

キ

放課後子供教室と 学童クラブの連携によ る実施
現に公民館や児童 館等 、小学校以外で実 施し ている放課後子供 教室 及 び学童クラブ
については、保護者や 地域のニーズを踏まえ 、引き続き当該施設で 実施することは差
支えない。このような 一体型でない放課後子 供教室及び学童クラブ についても、両事
業を連携して実施でき るよう努めること。

（２）放課後子供教室 備品の整備
（１）に基づく放課後 子供教室を新たに実施 するため、実施施設に 必要な設備の整
備（備品の購入）を開 設初年度に限り行うこ とができる（既存施設 の改修を伴わない
ものに限る。）。
また、既に実施されて いる放課後子供教室が 、新たに学童クラブと 一体的に活動す
る初年度についても補 助対象とする。
４

事業計画書の提出
補助金の交付を受けよ うとする区市町村は、東京都が指定する期日 までに事業計画書を
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提出するものとする。
５

事業報告書の提出
補助金の交付を受けた 区市町村は、東 京都が 指定する期日までに 、事業報告書を提出す
るものとする。

６

留意事項
（１）放課後子供教室 は、子供たちが学校の 教育活動外の時間帯に 多くの大人と接する こ
とにより、子供の多様 な側面を把握すること ができ、これらを学校 の教職員等と共 有
することなどを通じて 学校運営の円滑化にも 資するものであること から、学校の教 育
活動と連携・協働した 仕組みづくりに努める こと。
（２）放課後子供教室 の計画・実施に当たっ ては、 「放課後子ども 総合プラン」の推進を
図る観点から、学童ク ラブと一体的に実施す ることにより、学童ク ラブの児童を含め
た全ての子供たちの参 加促進に努めること。
（３）国庫補助対 象と なる 実施日数は、 学校 の課業日数や家庭 教育 との役割分担等を 勘案
し、原則として、年間 ２５０日未満、１日当 たり４時間以内（休業 日等で特に必要な
場合には８時間以内。 準備や片付け等に要す る時間を含む。）を標 準的な日数・時間
数として、積算するこ ととする。
（４）取組の充 実や保護 者等の要望に対応する 観点から、特別 な催し物 等を実施する場合、
又は国庫補助対象とな る標準的な実施日数・ 時間数を超えて実施す る場合等において 、
その経費の一部につい て、保護者等に費用負 担を求めるなどの工夫 を行うことは差し
支えない。
（５）対象となる 子供 の範囲は、地域の 子供 全般であり、保護 者が 就労等により昼間 家庭
にいない子供に限定し たり、国公私立の設置 者別に制限を設けたり することなく、で
きる限り多くの子供た ちが参加できるよう配 慮すること。
また、小学生に限らず 中学生を対象とする取 組等も実施できるもの であるこ と。
（６）事業の一部を社 会教育関係団体 ・民間 教育事業者等に委託す る場合には、事業の 趣
旨や内容、留意事 項を 踏まえ、適切な団 体等 を選定するととも に、 適切な事業運営が
なされるよう、指導を 徹底すること。
（７）国及び都に おい て本事業の成果等を収 集・分析し、事業の改善 及び充実を図るため、
区市町村においては、事業実施前に地域学校協働活動に参画した地域住民等の数等、
地域の実情に応じた目 標を設定し、都に報告 すること。また、事業 実施後に設定した
目標の達成度合いにつ いて検証・評価等を行 うとともに、その成果 ・課題等について
都に報告すること。
（８）本事業の実施に 当たっては、政治活動 又は宗教活動に利用し ないこと。
７

費用
都 は、 上記 １から ６まで の要 件を 満たし た放課 後子 供教 室推進 事業（ 一部を 委 託して

実施する場合も含む。）に対して、別に定める 東京都放課後子供教室 推進事業費補助金交
付要綱の規定により費 用の一部を予算の範囲 内で補助するものとす る。
附

則

この要綱は、平 成３０年４月１日から 適用する。
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