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令和４年度 鳥取県社会教育振興大会兼社会教育委員研修会

～安心・安全な居場所づくりと
心豊かなたくましい子供たちの育成～

伯耆町教育委員会事務局
生涯学習室 CSディレクター兼統括コディネータ－ 伊藤 静也

伯耆町の放課後子供教室の目的

放課後に小学校等の施設を活用して、子どもたちの安
全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域住民の参画
を得て、子ども達とともにスポーツ、文化・体験活動、地
域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子
どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれ
る環境づくりを推進する。
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伯耆町放課後子供教室の概要

【開設年度】 平成２７年度（２０１５年４月～）

【 設 置 校 】 岸本小学校、溝口小学校
※他の小学校からの希望者も受け入れるが、

移動については保護者の責任において行う

【対象学年】 全学年

【 開 設 日】 週３回（４月下旬～３月中旬）
※長期休業中は開設しない

伯耆町放課後子供教室の特徴

児童クラブ在籍の希望者を含めたすべての児童が、
放課後子供教室に希望参加できる一体型の運営を行う。

各校の在籍児童数と子供教室参加者数（令和４年１０月）

1年 2年 3年 4年 5年 6年

岸本小

在籍
児童数

５０ ５４ ５７ ４５ ５５ ５８

参加者 ３１（２１） ２８（１７） １５（９） ５（２） ２（０） ０（０）

溝口小

在籍
児童数

１２ １７ １６ １５ ２０ ２２

参加者 ６（５） １４（１１） ８（５） １（０） ６（３） １（１）

（ ）内は児童クラブからの参加者数
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１年間の流れ（計画）

月 内 容

４月 ・委嘱状交付、指導スタッフと教委担当者との打ち合わせ
・放課後子供教室開催の準備（活動計画、名簿等の作成）
・参加決定通知書（保険料納付書も）と１学期の計画を送付
・放課後子供教室開始

６月 ・第１回放課後子供教室運営委員会

８月 ・２学期の計画を作成、送付

１０月 ・放課後子供教室見学週間
・第２回放課後子供教室運営委員会

１２月 ・３学期の計画を作成、送付

２月 ・次年度の利用者募集開始（３月中旬までに申込書を提出）

３月 ・放課後子供教室の終了
・第３回他後子供教室運営委員会
・放課後児童クラブとの合同保護者説明会

岸本小放課後子供教室 溝口小放課後子供教室

開設時間

火：１５：００～１７：００
水：１５：００～１７：００
木：１６：００～１７：００

（低学年は１５：００～）

月：１６：００～１７：００
火：１６：００～１７：００
木：１６：００～１７：００

（低学年は１５：００～）

内 容

学習活動
体験活動
体力づくり 等
※体力づくりは週１回 木曜日

学習活動
体験活動
体力づくり等
※体力づくりは週１回 火曜日

活動場所 教室、体育館等 図書館、オープンスペース、体育館
等

参加人数 ８１名（児童クラブより４９名）
※児童クラブは２グループに分け隔週参加

３６名（児童クラブより２５名）

費 用
・無料
・傷害保険料（年額８００円）＜児童クラブ参加者は児童クラブ申込時に支払う＞
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２．活動内容
・学習・・・算数と国語のプリント学習（指導員が点検）、宿題の取組等
・読み聞かせ ・読書
・工作・・・紙コップ・プラ板工作、七夕かざり、ハロウィン工作等
・物づくり・・・町役場産業課との連携による木材加工など
・体力づくり・・・町内のスポーツクラブから指導員を派遣、業務を

委託し専門性と楽しさを追求する

運営について

１．指導スタッフ等
・コーディネーター（兼指導員）・・・６名（各校３名ずつ）

※うち５名は元小中学校教員
・その他のスタッフ・・・学校司書、地域ボランティア

スポーツクラブ指導員等

児童の動き

授 業 終 了

放 課 後 子 供 教 室

〇出席確認

〇活動

〇活動終了後

バス・徒歩・保護者の迎えで下校
（１７：００）

子供教室利用者

放 課 後 児 童 ク ラ ブ

・出席確認
・引率
（子供教室参加希望者）

・児童クラブでの活動

保護者の迎えで下校（１８：３０までに）

児童クラブ利用者
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コーディネーター（指導員）の動き

欠席者は保護者が、開始時間までに教育委員会（生涯学習室担当者）へ連絡

教育委員会から放課後子供教室コーディネーター（指導員）へ連絡

開始時間までに教室へ、コーディネーターでの打合せ（準備等）

児童が教室へ集合（出席簿での確認）

活動の開始（本日の活動内容の説明・注意）

活動終了（後片付け・次回の連絡）

放課後子供教室参加児童の下校確認

１５：００
（１６：００）

・・・

１７：００ ・・・

児童クラブの参加者合流
（児童クラブ指導員が引率）

児童クラブの参加者は児童クラブへ
（児童クラブ指導員が引率）

実施にあたっての工夫

１．放課後子供教室運営委員会の開催

・開催時期・・・学期に１回（年３回）

・運営委員・・・各小学校長（２名）・各小学校学校運営協議会長（２名）
各小学校放課後子供教室コーディネーター（代表１名ずつ）
各小学校保放課後児童クラブ指導員（代表１名ずつ）
元小学校長・保護司・役場福祉課職員
教育委員会事務局４名（教育長・生涯学習室長他担当者）

・協議内容・・・放課後子供教室の申込み・参加の状況
放課後子供教室の活動状況及び課題

※その他・・・放課後子供教室見学週間の設定
（子供教室運営委員対象）
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２．安全管理マニュアルの作成
・年度初めの担当者会で配付し、共通理解を図る （年度ごとに内容を確認し、改善）
※新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドラインの配付と注意喚起（改訂版の配付）

 
 
 
 

  令和４年度 

 

 放課後子供教室 安全管理マニュアル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           伯耆町教育委員会 

 
 
 
 

（１） 事故・災害の発生 

○急病・傷害発生時の指導員の対応 

 設備や遊具等の事故の場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて立ち入り

禁止としてください。 

 事故により、けが人が発生した場合や急病が起こった場合には、直ちに応急

手当を実施すると同時に、他の指導員等に連絡を行ってください。また、必要

ならば、応急手当を始めるとともに、躊躇なく１１９番通報し、救急車を要請

してください。また、事務局に第一報を連絡してください。 

 けが人、または病人を搬送した後は、他の指導員等に依頼し、残った子ども

たちへの対応に配慮するとともに、搬送先医療機関の所在地や連絡先について

も把握し、保護者へ連絡してください。 
  

＜救急車を要請するときの内容＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
〇災害発生時の指導員の対応 

 子どもたちと指導員等の安全確保を図るために、速やかに避難誘導してくだ

さい。また、地震に伴うガス漏れや漏電、津波等に注意し、二次災害の発生に

気をつけてください。火災発生時には、速やかに初期消火を行ってください。 

 避難場所に避難後は、けが人への応急手当や保護者への連絡を行い、確実に

緊急時の対応 

① 事故の発生した場所 

② その場所の目印となるもの 

③ 連絡先 

④ 通報者名 

⑤ 事故の状況 

⑥ けがや症状の状況 

⑦ けがをした人の名前、人数 

安全管理マニュアル（一部抜粋）

３．放課後子供教室の活動計画の作成と配付

各学期の開始までに、活動計画を作成し（学校の行事との調整）、学校・保護者に配付

主催：伯耆町教育委員会

月 日 曜 活動時間 　活　動　場　所 活　　動　　内　　容 児童クラブ スタッフ 持ち物 備考

6 火 １５：００～１７：００ わかあゆ教室 学習・読み聞かせ ② コーディネーター

7 水 １５：００～１７：００ わかあゆ教室 オリジナル下じき作り ② コーディネーター ネームペン、色鉛筆

8 木 １６：００～１７：００ 体育館 体力づくり ① コーディネーター、クラブ指導員

13 火 １５：００～１７：００ わかあゆ教室 学習・読み聞かせ ① コーディネーター

14 水 １５：００～１７：００ わかあゆ教室 オリジナル下じき作り ① コーディネーター ネームペン、色鉛筆

15 木 １５：００ ～１７：００ 体育館 体力づくり ② コーディネーター、クラブ指導員 学年別参観日　短縮６校時

20 火 １５：００～１７：００ わかあゆ教室 学習・読み聞かせ ② コーディネーター

21 水 １５：００～１７：００ わかあゆ教室 紙工作（たたきざる） ② コーディネーター ネームペン、色鉛筆、はさみ、のり

22 木 １６：００～１７：００ 体育館 体力づくり ① コーディネーター、クラブ指導員

27 火 １５：００～１７：００ わかあゆ教室 学習・読み聞かせ ① コーディネーター

28 水 １５：００～１７：００ わかあゆ教室 紙工作（たたきざる） ① コーディネーター ネームペン、色鉛筆、はさみ、のり

29 木 １６：００～１７：００ 体育館 体力づくり ② コーディネーター、クラブ指導員

令和４年度　岸本小放課後子ども教室活動計画（２学期）

9

例：岸本小学校放課後子供教室２学期活動計画（一部抜粋）
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４．放課後子供教室の約束の提示と共有
年度当初に、保護者・児童に子供教室参加時の約束を提示し、共有する。

また、学期ごとに配付する活動計画にも表示しし、確認できるようにする。

「放課後子供教室の約束」

○社会性を身に付けさせるための約束
・あいさつや返事、場に応じた言葉づかいをすること
・準備や片付け、掃除をすること
・時間を守ること

○仲間と仲良く活動するための約束
・ふざけないこと
・わがままを言わないこと
・活動や遊びのルールを守ること

○安全上の約束
・無断で活動場所を離れないこと
・遊具や道具を正しく使うこと

５．その他（広報・啓発等）
伯耆町広報紙への掲載、伯耆町有線TVでの活動紹介番組放映等

広報ほうき６月号抜粋
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活動の様子 学習活動

工作（岸本小）
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木工教室
（溝口小）

全員遊び
（溝口小）
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体力づくり

取組の効果・成果

＜参加児童の声＞
「工作は色々な物をつくるので楽しい。」
「学習の時に、自分で調べたりすることが面白い。」
「プリントを、どんどん先に進んで何枚もできるようになるとうれしい。」

「みんなで一緒に遊ぶのが楽しい。」 等

＜保護者の声＞
「放課後の子供たちの居場所があって助かる。」
「様々な活動を工夫していただいて、子供たちも喜んで参加している。」
「宿題なども見ていただき、お世話になっている。」
「子供教室での様子もわかったら、ありがたい。」 等
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＜コーディネーターの声＞
「体力づくりは短い時間の中に、厳しさと楽しさがあり充実した活動となって
でおり、児童の体力向上につながっている。」
「工作や体験活動を実施し、多くの児童が感想発表を行った。」
「全員遊びなどで異学年交流が深まっている。」
「指導者の話を聞けなかったり、自分勝手な行動をとる児童への指導の
在り方が課題。」
「活動中に児童がふざけあったり、集中力に欠けることがあり、ケガをし
ないように指導したい。」 等

課題と今後に向けて

・コーディネーター（指導者）の確保と人材育成

・子供教室受け入れ人数（どこまで受け入れ可能か）
※子供教室の広さと、児童に対応できる指導者の数

・魅力ある子供教室の活動内容（プログラム）の工夫

・保護者との連携
※安全確保のための確実な欠席連絡など

・保護者への情報提供

伯耆町有線テレビでの活動紹介番組放送、保護者への広報活動
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ご清聴ありがとうございました


