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　共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次世代を担う人材を育成するため、全ての児童
が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことが出来るように、文部科学省と厚
生労働省が協力し、一体型（※）を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な
整備を進めるため、「放課後子どもプラン」（平成１９年度～）に代わり、平成２６年７月に「放課後
子ども総合プラン」が、また、平成３０年９月に、「新・放課後子ども総合プラン」が策定されました。
　国では、全ての児童の安全・安心な居場所を確保するため、一体型を中心とした放課後児童クラ
ブ及び放課後子ども教室の計画的な整備を進めるほか、新たに放課後児童クラブ又は放課後子ども
教室を整備する場合は、余裕教室などの学校施設を徹底的に活用することを目指しています。
　石川県では、これまで全ての子ども達の放課後のため、従来のスポーツ活動や文化活動、子ども
会活動のほか、放課後児童クラブや放課後子ども教室の取組などを地域の実情に応じて柔軟に実施
するなど、「放課後子ども総合プラン」を着実に実施してまいりました。
　子ども達の放課後において、地域の人 を々はじめとする豊かな社会資源を活用し、子ども達の様々
な体験活動や文化に触れる機会、そして、地域の様 な々世代の方 と々の交流の充実に向けて、今後
とも、皆様のご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
　本冊子では、各市町の放課後子ども教室や土曜日の教育支援体制等構築事業の取組事例を掲載し
ております。取組の情報を共有し、より魅力ある教室となることを願っています。

※　一体型とは、放課後児童クラブと放課後子ども教室の児童が、同一の小学校内等の活動場所において、放課
後子ども教室開催時に、共通プログラムに参加できるものをいう。

放課後子ども総合プランとは

放課後児童クラブに参加している子どもが
放課後子ども教室の共通プログラムに参加

放課後児童クラブ指援員

放課後子ども教室 ～放課後子ども総合プランの推進～
＜文部科学省事業作成説明図から抜粋＞

放課後子ども教室
（文部科学省）

放課後児童クラブ
（厚生労働省）

地域学校協働活動推進員

連携・協力

参画

協働活動支援員
協働活動サポーター

大学生・企業OB、地域の高齢者、
民間教育事業者、文化・芸術

団体等の様々な人材

特別支援学級の介助員、
ホームヘルパー有資格者、
障害者施設実務経験者など

（特に配慮が必要な
　　　子ども達への支援）

（学習支援や多様なプログラム
　の実施、安全管理)

特別支援
サポーター

多様で質の高い
プログラムの提供

『新・放課後子ども総合プラン』
として、実施（H30.9月策定）

共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後を
安心・安全に過ごし、多様な体験・活動ができるよう、厚生労働省と連携して総合的な放課後対策を推進

双方で情報共有
＜学校区毎の協議会などで取組を促進＞

取組の企画、担い手確保、全体調整
放課後児童クラブに登録している児童の参加を促進

【共通のプログラム】
○室内での活動
　・学習支援（宿題の指導、予習・復習、補充学習等）
　・多様な体験プログラム（実験・工作教室、英会話、文化・芸術教室等）
○校庭・体育館での活動
　スポーツ活動（野球、サッカー、一輪車）など

1

①全ての子ども達を対象とした学習プログラムの強化・充実
②放課後児童クラブと一体型又は連携型の放課後子ども教室を
　計画的に整備（特に一体型の取組を加速化）

目標数

放課後子ども教室
２0,000箇所
2023年までに全ての
小学校区で実施



放課後子ども総合プランの実施状況について

令和元年度石川県放課後子ども総合プラン推進委員会について

（１）目的
　子ども達が、安全・安心に過ごすことができるよう放課後対策の総合的な在り方や、土曜日
における教育活動の総合的な在り方を検討し、指導員等に対する研修の企画や、事業の検証・
評価を行うほか、市町の取組を支援する。

（２）推進委員会委員
委員長　　　清水　　茂　　石川県教育委員会事務局生涯学習課長
副委員長　　滝　　仁和　　石川県健康福祉部少子化対策監室子ども政策課長
委　員　　　岡田　憲明　　加賀市放課後子ども総合プランコーディネーター
　　　　　　釜土　達雄　　石川県放課後児童クラブ団体連絡協議会副会長
　　　　　　桑村佐和子　　金沢美術工芸大学教授
　　　　　　嶋　　耕二　　石川県教育委員会事務局学校指導課担当課長
　　　　　　関戸　正彦　　石川県公民館連合会会長
　　　　　　中村　美幸　　石川県ＰＴＡ連合会副会長
　　　　　　益山　雅子　　白山麓ぶなもり自然塾代表（土曜日の教育活動）
　　　　　　毛利　由紀　　石川県公立小中学校教頭会幹事

（３）推進委員会の開催
日　時　令和元年６月２５日（火）　石川県庁会議室
内　容　（１）放課後児童クラブに関する事業について
　　　　（２）放課後子ども教室について
　　　　（３）令和元年度放課後子ども総合プラン研修計画について
　　　　（４）活動事例発表　「館野小学校放課後子ども教室」（野々市市）
　　　　（５）意見交換　　　「よりよい活動にするための連携」について
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開設数

放課後
子ども教室

放課後
児童クラブ

野 々 市 市
川 北 町
津 幡 町
内 灘 町
志 賀 町
宝達志水町
中 能 登 町
穴 水 町
能 登 町
合 計

7
ー
1
18
3
6
6
ー
2
ー

開設数

放課後
子ども教室

放課後
児童クラブ

97
19
37
12
4
22
4
11
37
19

金 沢 市
七 尾 市
小 松 市
輪 島 市
珠 洲 市
加 賀 市
羽 咋 市
か ほ く 市
白 山 市
能 美 市

R1.5.1現在

2



放課後子ども総合プラン研修会

3

日　　時

会　　場

講義・演習

講　　師

参加者数

令和元年１０月２日（水） 10：00～11：30

石川県地場産業振興センター

「発達障害のある子どもとのかかわり方」

１６４名

石川県立明和特別支援学校
　　　教諭　　永田　紀子　氏

＜参加者の声＞
○いろんな子を受け入れながら、子どもの成長を見ることができるこの活動を今後も続けて
いきたいなと思いました。普段子ども達とのかかわりに気をつけているつもりのことも、
あらためてお話を聞くと、「よりそえてないな。押しつけているな。」と感じるところが
ありました。今後の活動に活かしていきたいと思います。ありがとうございました。

（放課後子ども教室関係者）

○日々、困っていることの答えがあったので今後の活動に活かしていきたい。タイミングの
こと、ほめる事がない場合は、簡単なことを頼んでできたら「ありがとう」と言うことは、
すごいテクニックだと思いました。（児童クラブ関係者）

○全ての子ども達が何かしらの特性をもち、「今」を生きている。その「今」を大切にし、
日々の学童の生活を過ごしていこうと考えています。みんなが笑顔で暮らしていけるよう
に支援していきたいです。（児童クラブ関係者）



◆◆放課後児童支援員等研修事業◆◆
　放課後児童支援員等に必要な知識及び技術の習得並びに課題や事例を共有するための研修を行
うことにより、資質の向上を図るため、初任者向けの研修や中堅者向けの研修等を実施した。

◆趣旨：研修を区分毎に分け、対象者ごとにレベルアップを図るための研修を行う。

◆対象：放課後児童支援員及び補助員、放課後児童クラブ運営管理者、各市町放課後子ども総合
プラン担当者、放課後子ども教室関係者

◆研修内容
区分 テーマ 内容 開催場所 日時 時間 実績 講師

リーダー研修 中堅者研修
4

放課後子ども総合プランに関する研修会

放課後児童クラブ
と支援員の役割

放課後児童クラブ
の育成支援

特に配慮を必要と
する子どもの理解

気になる子の
育成支援

放課後児童クラブ
における防災
及び防犯対策

子どもと家族の
理解

放課後児童クラブ
における男性支援
員等の役割

①講義
放課後児童クラブの概要、
支援員の役割、職場倫理等

①講義・演習
育成支援の内容、子ども・
保護者との関わり、記録の
付け方等

①講義
特別の支援が必要な状況を
把握した場合の対応、関係
機関との連携、適切な支援
の在り方など
２回シリーズ（３会場×２回）
①講義
特性理解、支援者意識、子
ども・保護者との向き合い方
など

②演習
事例を通した検討
①講義
災害時における支援者として
の対応、減災、防犯対応など

２回シリーズ（３会場×２回）
①②講義、演習
子どもと家族の課題に対応
するときに必要な技術や関
係機関との連携など

①講義・演習
男性支援員の役割、期待さ
れていることなど

県地場産業振興センター

県地場産業振興センター

県地場産業振興センター

小松市民センター

県地場産業振興センター

小松市公会堂

県地場産業振興センター

県地場産業振興センター

県地場産業振興センター

小松市民センター

5 月24日㈮

10月 7 日㈪

10月29日㈫

11月12日㈫

5 月30日㈭

6 月14日㈮

6 月27日㈭

9 月11日㈬
9 月25日㈬
11月21日㈭
11月27日㈬
12月 3 日㈫
12月11日㈬

6 月 6 日㈭
6 月13日㈭
6 月21日㈮
6 月28日㈮
7 月11日㈭
7 月18日㈭

174

88

46

26

77

74

23
23
126
122
92
90

24
24
124
119
87
86

10:00
～12:00

9:30
～12:00
9:30
～12:00
9:30
～12:00

10:00
～12:00

9:30
～12:00

14:00
～16:00

9:30
～12:00

9:30
～12:00

125 学校法人七尾学院理事長　釡土 達雄氏

津幡町のびっ子クラブ
放課後児童支援員
重木 奈穂美氏

石川県中央児童相談所
児童福祉司
三輪 孝次氏

金沢手をつなぐ親の会
相談支援専門員
笠合 竜明氏

一般財団法人
児童健全育成推進財団
総務部部長
阿南 健太郎氏

一般社団法人
寺本社会福祉士事務所
社会福祉士
寺本 紀子氏
ほか2名

安原こじか児童クラブ
支援員　大音 恒明氏

初任者

中堅者

リーダー
(事業

責任者含）

共通

男性
支援員

県立生涯学習センター
能登分室

県立生涯学習センター
能登分室

県立生涯学習センター
能登分室



◆◆放課後児童支援員認定資格研修事業◆◆
◆趣旨
　本研修は、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」（平成26年厚労省令第63
号。以下「基準」という。）に基づき、基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する者が、放
課後児童支援員として必要な知識及び技能を習得し、有資格者となるための石川県知事が行う研
修である。

◆目的
　放課後児童支援員としての役割及び育成支援の内容等の共通理解を得るため、職務遂行上の必
要最低限の知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識してもらうこ
とを目的とする。

◆対象者
　基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する者で、放課後児童支援員として放課後児童健全
育成事業に従事している者、または従事しようとする者

第１０条
３　放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければな
らない。 
一　保育士（国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）第十二条の四第五項に規定する事業実施区域内にある放課後
児童健全育成事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）の資格を有する者 
二　社会福祉士の資格を有する者 
三　学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）の規定による高等学校（旧中等学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による
中等学校を含む。）若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若
しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した
者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者（第九号において「高等学校卒業者等」とい
う。）であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの 
四　学校教育法 の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者 
五　学校教育法 の規定による大学（旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学を含む。）において、社会福祉学、
心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 
六　学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又
はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入
学が認められた者 
七　学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究
科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 
八　外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当す
る課程を修めて卒業した者 
九　高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適
当と認めたもの 
十　五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの
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◆研修内容

内容

１－①

１－②

10:50～12:20 淑徳大学
教授　柏女　霊峰

学校法人七尾学院
理事長　釜土　達雄9:10～10:40

実施日時・講師
金沢会場
9/3（火）

放課後児童健全育成事業の
目的及び制度内容

放課後児童健全育成事業の
一般原則と権利擁護

１－③

３－⑧

9:00～10:30 金城大学
教授　側垣　順子

津幡町のびっ子くらぶ
放課後児童支援員
重木　奈穂美

10:40～12:10

9/9（月）

子ども家庭福祉施策と放課
後児童クラブ

放課後児童クラブに通う子
どもの育成支援

２－④

２－⑤

9:00～10:30 金城大学短期大学部
教授　和泉　美智枝

金沢大学
教授　滝口　圭子10:40～12:10

9/17（火）

子どもの発達理解

児童期（６歳～12歳）の生活
と発達

２－⑥

２－⑦

9:00～10:30 金城大学短期大学部
教授　和泉　美智枝

県中央児童相談所
児童福祉司
三輪　孝次

10:40～12:10

9/24（火）

障害のある子どもの理解

特に配慮を必要とする子ど
もの理解

３－⑨

３－⑩

9:00～10:30
いしかわ結婚・子育て 支援
財団　専門員
山本　康人

金沢手をつなぐ親の会主任・
相談支援専門員
笠合　竜明

10:40～12:10

10/8（火）

子どもの遊びの理解と支援

障害のある子どもの育成
支援

５－⑬

５－⑭

9:00～10:30 多賀クリニック院長
小児科医　多賀　千之

輪島市河井児童クラブ
放課後児童支援員
山崖　正子

10:40～12:10

10/15（火）

子どもの生活面における
対応

安全対策・緊急時対応

４－⑪

４－⑫

9:00～10:30
児童健全育成推進財団
総務部部長
阿南　健太郎

児童健全育成推進財団
総務部部長
阿南　健太郎

10:40～12:10

10/29（火）

保護者との連携・協力と相
談支援

学校・地域との連携

６－⑮

６－⑯

9:00～10:30
野々市市たちのクラブ
放課後児童支援員
早川　雅代

学校法人七尾学院
理事長　釡土　達雄10:40～12:10

11/5（火）

放課後児童支援員の仕事内容

放課後児童クラブの運営管
理と運営主体の法令の遵守

9:10～10:40 淑徳大学
教授　柏女　霊峰

学校法人七尾学院
理事長　釜土　達雄10:50～12:20

羽咋会場
9/4（水）

9:00～10:30

10:40～12:10

9:00～10:30

10:40～12:10

9:00～10:30

10:40～12:10

9:00～10:30

10:40～12:10

9:00～10:30

10:40～12:10

9:00～10:30

10:40～12:10

9:00～10:30

10:40～12:10

金城大学
教授　側垣　順子

津幡町のびっ子くらぶ
放課後児童支援員
重木　奈穂美

9/12（木）

金城大学短期大学部
教授　和泉　美智枝

金沢大学
教授　滝口　圭子

9/19（木）

金城大学短期大学部
教授　和泉　美智枝

県七尾児童相談所
児童心理司
潟邉　純一

9/26（木）

いしかわ結婚・子育て 支援
財団　専門員
山本　康人

金沢手をつなぐ親の会主任・
相談支援専門員
笠合　竜明

10/10（木）

多賀クリニック院長
小児科医　多賀　千之

輪島市河井児童クラブ
放課後児童支援員
山崖　正子

10/17（木）

児童健全育成推進財団
総務部部長
阿南　健太郎

児童健全育成推進財団
総務部部長
阿南　健太郎

10/30（水）

野々市市たちのクラブ
放課後児童支援員
早川　雅代

学校法人七尾学院
理事長　釡土　達雄

11/6（水）
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■担当課........................金沢市教育委員会事務局 生涯学習課
■住所............................〒920-8577  金沢市広坂1丁目1番1号
■TEL・FAX .................TEL 076-220-2441・FAX 076-220-2488

金
沢
市

8 9

コーディネーター紹介

　地域の伝統芸能を継承していくために立ち上
げた和太鼓教室は、設立から20年余りを経て、
今まさに次の代へとつながり始めたところです。
伝えていくことは太鼓の曲だけではなく、地域へ
の愛着と誇りや礼節、年長者から年少者へ伝え
ることを通しての学びなど、地域コミュニティが持
続していくためのエネルギーとなる様 な々ことで
す。事務局としてしっかりサポートし、安定した教
室運営に役立つよう努めて参ります。

湯涌公民館   田中 悦子さん

　地域で子どもを育む活動として地区公民館が
主体となり、地域ごとに特色あるプログラムを展
開している。また、一部の教室では児童クラブの
子ども達が参加している。
　子ども達は、和太鼓や茶道・友禅染めといっ
た伝統文化や昔遊び・スポーツなどの様 な々体
験を通し、地域の方 と々の交流を深めながら、地
域への愛着心を育んでいる。
　今後、さらに活動を行う地域が増えるよう大学
や関係機関と連携し、より活動しやすい体制づく
りを進めていきたい。

三和あそびの城

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

参加対象

参加方法・費用

今後の課題

放課後子ども教室と
放課後児童クラブの
連携

金沢市三和公民館

月2回（第2･第4水曜日）全20回　16：00～17：30

ニュースポーツ、昔遊び、リトミック、集団遊び、折り紙、映画鑑賞、ケーキ作り他

小学１年生～６年生

小学校を通じてチラシを配布し､申し込み用紙を公民館に提出する｡
材料費がかかる活動時に300円～500円徴収

地域の方2人　協働活動支援員3人
活動に応じて金沢市レクリエーション協会の方等

平成16年度から始まった｢三和あそびの城｣｡毎回70～100人の子ども達が集まり、
友だち作りの場として地域にすっかり定着してきた。活動内容が豊富なのも子ども
達にとって魅力の一つだ。昨年度より北陸学院大学の学生さん達が年１回来てくだ
さり子ども達と「科学あそび」などを通してふれあい、普段なかなかできない体験に
子ども達も歓声をあげていた。また、閉級式では全員に「修了証書」が配られるの
で、それを励みに頑張って参加する子もいる。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

7箇所

97箇所

54校区

23,293人

公民館長、主事、地域住民（7名）

活動内容

検討内容

金沢市放課後子ども教室コーディネーター連絡会

放課後子ども教室関係者、生涯学習課長、生涯学習課担当者、
子育て支援課、教育総務課担当者（合計 11名）

・放課後子ども教室の活動について
・放課後子ども教室と放課後児童クラブの連携について

・放課後子ども教室の企画・運営
・ボランティア地域の協力者との連絡調整

金沢市

クラブの児童で、年間を通して保護者から申し込みがあった児童は、あそびの城の
時間帯は公民館のホールへ移動して、実施している。児童クラブの人数が多い時
は、職員にも手伝ってもらう等、連携を行っている。

・低学年の参加が多く、製作などあまり難しい事は出来ない。
・遊べる広さが決まっているので、思いっきり体を動かしての活動が難しい。
・児童クラブでは出来ない活動や、あそびの城でしか出来ない活動を考えている
が、事前準備が必要で指導者にも余裕がなくなっている。

指導者等
（スタッフ・運営体制）



■担当課........................金沢市教育委員会事務局 生涯学習課
■住所............................〒920-8577  金沢市広坂1丁目1番1号
■TEL・FAX .................TEL 076-220-2441・FAX 076-220-2488

金
沢
市

8 9

コーディネーター紹介

　地域の伝統芸能を継承していくために立ち上
げた和太鼓教室は、設立から20年余りを経て、
今まさに次の代へとつながり始めたところです。
伝えていくことは太鼓の曲だけではなく、地域へ
の愛着と誇りや礼節、年長者から年少者へ伝え
ることを通しての学びなど、地域コミュニティが持
続していくためのエネルギーとなる様 な々ことで
す。事務局としてしっかりサポートし、安定した教
室運営に役立つよう努めて参ります。

湯涌公民館   田中 悦子さん

　地域で子どもを育む活動として地区公民館が
主体となり、地域ごとに特色あるプログラムを展
開している。また、一部の教室では児童クラブの
子ども達が参加している。
　子ども達は、和太鼓や茶道・友禅染めといっ
た伝統文化や昔遊び・スポーツなどの様 な々体
験を通し、地域の方 と々の交流を深めながら、地
域への愛着心を育んでいる。
　今後、さらに活動を行う地域が増えるよう大学
や関係機関と連携し、より活動しやすい体制づく
りを進めていきたい。

三和あそびの城

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

参加対象

参加方法・費用

今後の課題

放課後子ども教室と
放課後児童クラブの
連携

金沢市三和公民館

月2回（第2･第4水曜日）全20回　16：00～17：30

ニュースポーツ、昔遊び、リトミック、集団遊び、折り紙、映画鑑賞、ケーキ作り他

小学１年生～６年生

小学校を通じてチラシを配布し､申し込み用紙を公民館に提出する｡
材料費がかかる活動時に300円～500円徴収

地域の方2人　協働活動支援員3人
活動に応じて金沢市レクリエーション協会の方等

平成16年度から始まった｢三和あそびの城｣｡毎回70～100人の子ども達が集まり、
友だち作りの場として地域にすっかり定着してきた。活動内容が豊富なのも子ども
達にとって魅力の一つだ。昨年度より北陸学院大学の学生さん達が年１回来てくだ
さり子ども達と「科学あそび」などを通してふれあい、普段なかなかできない体験に
子ども達も歓声をあげていた。また、閉級式では全員に「修了証書」が配られるの
で、それを励みに頑張って参加する子もいる。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

7箇所

97箇所

54校区

23,293人

公民館長、主事、地域住民（7名）

活動内容

検討内容

金沢市放課後子ども教室コーディネーター連絡会

放課後子ども教室関係者、生涯学習課長、生涯学習課担当者、
子育て支援課、教育総務課担当者（合計 11名）

・放課後子ども教室の活動について
・放課後子ども教室と放課後児童クラブの連携について

・放課後子ども教室の企画・運営
・ボランティア地域の協力者との連絡調整

金沢市

クラブの児童で、年間を通して保護者から申し込みがあった児童は、あそびの城の
時間帯は公民館のホールへ移動して、実施している。児童クラブの人数が多い時
は、職員にも手伝ってもらう等、連携を行っている。

・低学年の参加が多く、製作などあまり難しい事は出来ない。
・遊べる広さが決まっているので、思いっきり体を動かしての活動が難しい。
・児童クラブでは出来ない活動や、あそびの城でしか出来ない活動を考えている
が、事前準備が必要で指導者にも余裕がなくなっている。

指導者等
（スタッフ・運営体制）



■担当課........................小松市教育委員会事務局 青少年育成課
■住所............................〒923-8650  小松市小馬出町91番地
■TEL・FAX .................TEL 0761-24-8128・FAX 0761-23-3563

10 11

指導者等
（スタッフ・運営体制）

年度初めに募集チラシを配付。説明会を実施して申込書提出。
会費はひとり￥1500/月

湯涌地区の伝統芸能の伝承を通じ、健全育成と地区への愛着心を育てる。技術の
向上だけでなく、礼儀や挨拶などを重んじ、しっかりとした人格の形成、自主性や表
現力を養うことに寄与し、自然な形で異年齢交流にも役立っている。

週2回の練習のほか、地域行事をはじめ様 な々イベントでの演奏、ジュニアコンクー
ルへの参加、施設慰問、特認校のＰＲなど活動は多岐にわたる。

平成30年3月末にはＯＥＫエンジェルコーラスとともに韓国統(トンヨン)国際音楽
祭へ参加した。

地域の大人の和太鼓チーム「金沢百萬石太鼓」が後進の育成・伝統芸能の継承
を目的として22年前に設立した子ども和太鼓教室。小規模校である湯涌小学校の
児童のほとんどが在籍している。今後の児童数の減少を見据え、安定した運営の
サポートを行うため平成24年度より公民館事業に組み入れて活動している。

児童クラブ在籍者のほとんどが教室に参加するため、下校後一旦学童クラブへ来
た後、おやつのボリュームを考慮、宿題を済ませてからの参加、みんなでまとまって
学校へ向かうなどの細かな連携がなされている。

湯涌放課後子ども教室「湯涌ちびっこどこどん鼓真」
金沢市

放課後子ども教室と
放課後児童クラブの
連携

教室立ち上げの
経緯・背景

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

概要

参加対象

参加方法・費用

その他

金沢市立湯涌小学校トレーニングルームほか

練習：毎週月・木曜日　17:30～19:00

和太鼓教室

地域の和太鼓チーム・保護者

湯涌小学校児童　2年生～6年生

子ども和太鼓教室

小
松
市

コーディネーター紹介

　苗代児童館が連携の中心になり、苗代小学
校・校下公民館・保護者・地域ボランティアの連
携を深めて、子ども達が、放課後や週末を安心・
安全に過ごし、地域社会の中で心豊かに成長で
きるよう、地域全体で子どもを育てる環境作りを
進めている。活動として地域の「自然」や「環境」
に子ども達の目が向く「田んぼづくり」を中心に
した活動を進めてきた。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

1箇所

37箇所

23校区

5,833人

小松市立のしろ児童館副館長（１人）

活動内容

検討内容

苗代放課後子ども教室運営協議会（１回）

小松市立のしろ児童館（苗代児童クラブ）、
苗代小学校（校長・ＰＴＡ会長）、苗代校下連合町内会会長、
苗代校下公民館館長、小松市こども家庭課課長、本江駐在所、
苗代地区主任児童委員、苗代校下子ども会育成会会長、
母親クラブ代表、なかよし幼稚園園長（合計 11名）

・放課後子ども教室の企画運営について
・地域の方々との協力体制作りについて

・活動プログラムの企画運営
・地域ボランティアの募集

・地域の自然に触れることで、「環境問題」にも
関心がひろがった。
・地域と学校が連携・協働し、地域住民等の参
画を得ながら、地域の実情に応じた取組が行
われるよう支援していきたい。



■担当課........................小松市教育委員会事務局 青少年育成課
■住所............................〒923-8650  小松市小馬出町91番地
■TEL・FAX .................TEL 0761-24-8128・FAX 0761-23-3563

10 11

指導者等
（スタッフ・運営体制）

年度初めに募集チラシを配付。説明会を実施して申込書提出。
会費はひとり￥1500/月

湯涌地区の伝統芸能の伝承を通じ、健全育成と地区への愛着心を育てる。技術の
向上だけでなく、礼儀や挨拶などを重んじ、しっかりとした人格の形成、自主性や表
現力を養うことに寄与し、自然な形で異年齢交流にも役立っている。

週2回の練習のほか、地域行事をはじめ様 な々イベントでの演奏、ジュニアコンクー
ルへの参加、施設慰問、特認校のＰＲなど活動は多岐にわたる。

平成30年3月末にはＯＥＫエンジェルコーラスとともに韓国統(トンヨン)国際音楽
祭へ参加した。

地域の大人の和太鼓チーム「金沢百萬石太鼓」が後進の育成・伝統芸能の継承
を目的として22年前に設立した子ども和太鼓教室。小規模校である湯涌小学校の
児童のほとんどが在籍している。今後の児童数の減少を見据え、安定した運営の
サポートを行うため平成24年度より公民館事業に組み入れて活動している。

児童クラブ在籍者のほとんどが教室に参加するため、下校後一旦学童クラブへ来
た後、おやつのボリュームを考慮、宿題を済ませてからの参加、みんなでまとまって
学校へ向かうなどの細かな連携がなされている。

湯涌放課後子ども教室「湯涌ちびっこどこどん鼓真」
金沢市

放課後子ども教室と
放課後児童クラブの
連携

教室立ち上げの
経緯・背景

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

概要

参加対象

参加方法・費用

その他

金沢市立湯涌小学校トレーニングルームほか

練習：毎週月・木曜日　17:30～19:00

和太鼓教室

地域の和太鼓チーム・保護者

湯涌小学校児童　2年生～6年生

子ども和太鼓教室

小
松
市

コーディネーター紹介

　苗代児童館が連携の中心になり、苗代小学
校・校下公民館・保護者・地域ボランティアの連
携を深めて、子ども達が、放課後や週末を安心・
安全に過ごし、地域社会の中で心豊かに成長で
きるよう、地域全体で子どもを育てる環境作りを
進めている。活動として地域の「自然」や「環境」
に子ども達の目が向く「田んぼづくり」を中心に
した活動を進めてきた。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

1箇所

37箇所

23校区

5,833人

小松市立のしろ児童館副館長（１人）

活動内容

検討内容

苗代放課後子ども教室運営協議会（１回）

小松市立のしろ児童館（苗代児童クラブ）、
苗代小学校（校長・ＰＴＡ会長）、苗代校下連合町内会会長、
苗代校下公民館館長、小松市こども家庭課課長、本江駐在所、
苗代地区主任児童委員、苗代校下子ども会育成会会長、
母親クラブ代表、なかよし幼稚園園長（合計 11名）

・放課後子ども教室の企画運営について
・地域の方々との協力体制作りについて

・活動プログラムの企画運営
・地域ボランティアの募集

・地域の自然に触れることで、「環境問題」にも
関心がひろがった。
・地域と学校が連携・協働し、地域住民等の参
画を得ながら、地域の実情に応じた取組が行
われるよう支援していきたい。



12 13

苗代放課後子ども教室 ■担当課........................輪島市教育委員会事務局 生涯学習課
■住所............................〒928-0001  輪島市河井町20部1番地1
■TEL・FAX .................TEL 0768-23-1176・FAX 0768-23-1129

輪
島
市

コーディネーター紹介

　各地区公民館職員がそれぞれの地域の特色
を活かしながら関係機関と連携し、地域住民と
一体となって子ども達が安全に過ごせる居場所
づくりと多様な学習機会を提供することで、地域
全体で見守り育むことができるように進めていき
たいと思います。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

18箇所

12箇所

9校区

828人

公民館長・公民館主事・コーディネーター（48人）

活動内容

検討内容

輪島市公民館連合会

公民館長（19人）

・事業実施の方針について
・事業実施における安全体制の確立について
・学校支援活動のあり方について

・子ども教室の企画運営
・地域ボランティア募集とマッチング
・児童クラブや各種団体との連携協力

　地区公民館が主体となり、教育機関と地域住
民が相互に連携・協力し子ども達を見守り育む
体制づくりに努めている。
　今後も地域の特色を活かした体験教室の実
施を含め子ども達にとって効果的な教室となるよ
う地域ボランティアの方 と々協力して進めていく。

「のしろっこ塾」・・・・週一回の「宿題等の自学自習の支援」
「コメづくりを通しての環境学習活動」・・・　年５回（土曜日の午前を中心に）
①小松市滝ケ原において「田んぼづくり」「生き物調査」「農村の伝統文化に触れ
る」活動等
②木場潟公園において「生き物調査」「水質調査」など

木場潟公園や里山地区に実際に訪れてのフィールドワークを通して、環境について
理解が深められた。

活動場所

活動日・時間

活動内容

指導者・協力団体

活動の成果

参加対象

参加方法・費用

今後の課題

苗代小学校、里山自然学校こまつ滝ケ原、木場潟公園　他

毎週水曜日放課後（１時間程度）、土曜日

　

コーディネーター、教育活動サポーター、
木場潟公園協会、里山自然学校こまつ滝ケ原

苗代小学校児童

年度初めに学校を通じて児童へ通知して希望者を募集。
（週一の「自学自習」については登録参加）

・活動に協力いただける支援者（ボランティア）の確保。
・「自然」と触れ合う新しい行事・活動への展開を考える。

小松市

稲刈り

田植え

餅つき

生き物調査
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苗代放課後子ども教室 ■担当課........................輪島市教育委員会事務局 生涯学習課
■住所............................〒928-0001  輪島市河井町20部1番地1
■TEL・FAX .................TEL 0768-23-1176・FAX 0768-23-1129

輪
島
市

コーディネーター紹介

　各地区公民館職員がそれぞれの地域の特色
を活かしながら関係機関と連携し、地域住民と
一体となって子ども達が安全に過ごせる居場所
づくりと多様な学習機会を提供することで、地域
全体で見守り育むことができるように進めていき
たいと思います。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

18箇所

12箇所

9校区

828人

公民館長・公民館主事・コーディネーター（48人）

活動内容

検討内容

輪島市公民館連合会

公民館長（19人）

・事業実施の方針について
・事業実施における安全体制の確立について
・学校支援活動のあり方について

・子ども教室の企画運営
・地域ボランティア募集とマッチング
・児童クラブや各種団体との連携協力

　地区公民館が主体となり、教育機関と地域住
民が相互に連携・協力し子ども達を見守り育む
体制づくりに努めている。
　今後も地域の特色を活かした体験教室の実
施を含め子ども達にとって効果的な教室となるよ
う地域ボランティアの方 と々協力して進めていく。

「のしろっこ塾」・・・・週一回の「宿題等の自学自習の支援」
「コメづくりを通しての環境学習活動」・・・　年５回（土曜日の午前を中心に）
①小松市滝ケ原において「田んぼづくり」「生き物調査」「農村の伝統文化に触れ
る」活動等
②木場潟公園において「生き物調査」「水質調査」など

木場潟公園や里山地区に実際に訪れてのフィールドワークを通して、環境について
理解が深められた。

活動場所

活動日・時間

活動内容

指導者・協力団体

活動の成果

参加対象

参加方法・費用

今後の課題

苗代小学校、里山自然学校こまつ滝ケ原、木場潟公園　他

毎週水曜日放課後（１時間程度）、土曜日

　

コーディネーター、教育活動サポーター、
木場潟公園協会、里山自然学校こまつ滝ケ原

苗代小学校児童

年度初めに学校を通じて児童へ通知して希望者を募集。
（週一の「自学自習」については登録参加）

・活動に協力いただける支援者（ボランティア）の確保。
・「自然」と触れ合う新しい行事・活動への展開を考える。

小松市

稲刈り

田植え

餅つき

生き物調査
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輪島公民館放課後子ども教室

指導者等
（スタッフ・運営体制）

毎月2回と限られた回数ではあるが、子ども達にとっては放課後の居場所であると
の認識が定着してきている。加えて定期的に家庭内で活用できる体験教室を実施
することで家庭教育の支援にもつながっている。

学校から帰った子ども達が安全に過ごせるように、公民館でさまざまな体験を行う
ことにより、有意義な時間を過ごす。

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

概要

参加対象

参加方法・費用

輪島公民館

夏休み、冬休みの月を除く毎月2回の放課後

おやつ作り、工作等

講師、地域ボランティア

河井小学校児童

自主的に参加したい子ども達・活動によっては参加費が必要

輪島市
町野公民館放課後子ども教室

町野公民館

夏休み、冬休み、春休みの期間を除くおおむね毎月1回の放課後

時節に応じたお菓子やご飯作り、ニュースポーツ体験等

講師、地域ボランティア

町野小学校児童

自主的に参加したい子ども達・活動によっては参加費が必要

月1回の回数ではあるが、毎回様 な々内容の教室を実施することで、子ども達にとっ
て楽しく過ごせる放課後の居場所であるとの認識が定着してきている。地域の皆さ
んと触れ合う機会を提供することにより地域全体が子ども達を見守る体制づくりを
推進している。

学校から帰った子ども達が安全に過ごせるように、公民館でさまざまな体験を行う
ことにより、有意義な時間を過ごす。

指導者等
（スタッフ・運営体制）

輪島市

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

概要

参加対象

参加方法・費用



14 15

輪島公民館放課後子ども教室

指導者等
（スタッフ・運営体制）

毎月2回と限られた回数ではあるが、子ども達にとっては放課後の居場所であると
の認識が定着してきている。加えて定期的に家庭内で活用できる体験教室を実施
することで家庭教育の支援にもつながっている。

学校から帰った子ども達が安全に過ごせるように、公民館でさまざまな体験を行う
ことにより、有意義な時間を過ごす。

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

概要

参加対象

参加方法・費用

輪島公民館

夏休み、冬休みの月を除く毎月2回の放課後

おやつ作り、工作等

講師、地域ボランティア

河井小学校児童

自主的に参加したい子ども達・活動によっては参加費が必要

輪島市
町野公民館放課後子ども教室

町野公民館

夏休み、冬休み、春休みの期間を除くおおむね毎月1回の放課後

時節に応じたお菓子やご飯作り、ニュースポーツ体験等

講師、地域ボランティア

町野小学校児童

自主的に参加したい子ども達・活動によっては参加費が必要

月1回の回数ではあるが、毎回様 な々内容の教室を実施することで、子ども達にとっ
て楽しく過ごせる放課後の居場所であるとの認識が定着してきている。地域の皆さ
んと触れ合う機会を提供することにより地域全体が子ども達を見守る体制づくりを
推進している。

学校から帰った子ども達が安全に過ごせるように、公民館でさまざまな体験を行う
ことにより、有意義な時間を過ごす。

指導者等
（スタッフ・運営体制）

輪島市

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

概要

参加対象

参加方法・費用



■担当課........................珠洲市教育委員会事務局 生涯学習係
■住所............................〒927-1295  珠洲市上戸町北方1字6番地の2
■TEL・FAX .................TEL 0768-82-7826・FAX 0768-82-6630

珠
洲
市

16 17

コーディネーター紹介

　子ども達が地域社会の中で、心豊かに育まれ
るよう「地域」「家庭」「学校」が連携し、地域で
子どもを育てる環境づくりを進めている。これか
らも地域の方々の協力を得ながら、子ども達に多
様な交流、体験を提供していきたい。

　子ども達に放課後や週末等における安全・安
心な居場所を提供するとともに、地域の方々の参
画を得たプログラムを通して、様 な々体験や交流
が図られている。今後は要望のある小学校にも
放課後子ども教室を開設していきたい。

珠洲市放課後子ども教室

蛸島小学校、若山小学校、みさき小学校　３校

月曜日～金曜日 放課後～18：00
土曜日、春・夏・冬休み 8：00～12：00

自主学習、手話教室、お茶教室、太鼓教室、グラウンドゴルフなどの軽スポーツ、
俳句教室、生け花教室、国際交流、公民館事業参加等

支援員、協働活動支援員、地域の方々

小学校児童

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

3箇所

4箇所

9校区

407人

生涯学習係職員（1名）

活動内容

検討内容

珠洲市放課後児童クラブ・子ども教室支援員連絡会（12回）

放課後児童クラブ関係者、放課後子ども教室関係者、
福祉課長、教育委員会事務局長、福祉課担当者、
教育委員会事務局担当者（合計 16名）

・放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の運営について
・各クラブ及び教室運営の情報共有

・活動プログラムの企画、運営
・地域の協力者の確保、連絡調整

お茶教室

生け花教室

公民館事業参加（かかし作り）

グラウンドゴルフ教室

珠洲市

子ども達への文化の継承を目的として、珠洲市文化協会による「子ども生活文化体
験教室」が各子ども教室で実施された。教室で子ども達が製作した生花や俳句な
どの作品が珠洲市文化祭で展示され、来場者から高い評価を受けた。

様 な々体験活動や交流活動を通して、子ども同士だけでなく、地域の大人とも交流
を深めることができた。地域で子ども達を育てる意識の高揚も図ることができた。

子ども達が心豊かで逞しく成長できるよう地域の方々の協力を得ながらプログラム
をさらに増やしていきたい。

指導者等
（スタッフ・運営体制）

活動場所

活動日・時間

活動内容

参加対象

活動の成果

その他

今後の予定



■担当課........................珠洲市教育委員会事務局 生涯学習係
■住所............................〒927-1295  珠洲市上戸町北方1字6番地の2
■TEL・FAX .................TEL 0768-82-7826・FAX 0768-82-6630

珠
洲
市

16 17

コーディネーター紹介

　子ども達が地域社会の中で、心豊かに育まれ
るよう「地域」「家庭」「学校」が連携し、地域で
子どもを育てる環境づくりを進めている。これか
らも地域の方々の協力を得ながら、子ども達に多
様な交流、体験を提供していきたい。

　子ども達に放課後や週末等における安全・安
心な居場所を提供するとともに、地域の方々の参
画を得たプログラムを通して、様 な々体験や交流
が図られている。今後は要望のある小学校にも
放課後子ども教室を開設していきたい。

珠洲市放課後子ども教室

蛸島小学校、若山小学校、みさき小学校　３校

月曜日～金曜日 放課後～18：00
土曜日、春・夏・冬休み 8：00～12：00

自主学習、手話教室、お茶教室、太鼓教室、グラウンドゴルフなどの軽スポーツ、
俳句教室、生け花教室、国際交流、公民館事業参加等

支援員、協働活動支援員、地域の方々

小学校児童

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

3箇所

4箇所

9校区

407人

生涯学習係職員（1名）

活動内容

検討内容

珠洲市放課後児童クラブ・子ども教室支援員連絡会（12回）

放課後児童クラブ関係者、放課後子ども教室関係者、
福祉課長、教育委員会事務局長、福祉課担当者、
教育委員会事務局担当者（合計 16名）

・放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の運営について
・各クラブ及び教室運営の情報共有

・活動プログラムの企画、運営
・地域の協力者の確保、連絡調整

お茶教室

生け花教室

公民館事業参加（かかし作り）

グラウンドゴルフ教室

珠洲市

子ども達への文化の継承を目的として、珠洲市文化協会による「子ども生活文化体
験教室」が各子ども教室で実施された。教室で子ども達が製作した生花や俳句な
どの作品が珠洲市文化祭で展示され、来場者から高い評価を受けた。

様 な々体験活動や交流活動を通して、子ども同士だけでなく、地域の大人とも交流
を深めることができた。地域で子ども達を育てる意識の高揚も図ることができた。

子ども達が心豊かで逞しく成長できるよう地域の方々の協力を得ながらプログラム
をさらに増やしていきたい。

指導者等
（スタッフ・運営体制）

活動場所

活動日・時間

活動内容

参加対象

活動の成果

その他

今後の予定



■担当課........................加賀市教育委員会事務局 生涯学習課
■住所............................〒922-8622  加賀市大聖寺南町ニ41番地
■TEL・FAX .................TEL 0761-72-7980・FAX 0761-73-4824

加
賀
市

18 19

コーディネーター紹介

　三木公民館長を機に、「地域の子どもは地域
が育てる」ことを基本に、三木地区の人たちが自
分の趣味や得意なことを子ども達に教え伝える
三木っ子いきいき塾を、平成２１年から１０年以
上続けている。口癖は「いきいき塾は子どもの夢
づくりと元気なまちづくりの第一歩」。人と人をつ
むぐのがまちづくりの活動。中でも、元気・生命力
溢れる子ども達との触れ合いは地域の人たちに
若さを培う。地域の大人が子どもを育てると言え
るかもしれない。

三木っ子いきいき塾   竹本 利夫さん

　活動を続けてきたことで、放課後子ども教室
が地域に浸透しており、地域の各種団体との協
力関係のもと、地域における子どもの居場所とし
て大きな成果を挙げている。
　各教室の活動を続けていくためにも、指導者
となる人材が求められている。

橋立地区放課後子ども教室

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

教室立ち上げの経緯

加賀市立橋立小中学校体育館

平日夜間　概ね2時間から2時間30分

教室活動で仲間づくりと体力づくりができ、競技の上達で自信が付いてきた。
少人数の小中学校であり、中学校の部活の人数が少ない中、市内中学校の大会
でいずれも優勝し県大会でも活躍している。バレーボールでは県大会3位、北信越
大会出場の成績を挙げている。
バレーボール教室経験者の中には、全国都道府県対抗中学大会に石川県代表の
選抜チームの選手として出場した子や、全日本バレーボール高等学校選手権大会
県代表校の選手として出場している子もいる。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

6箇所

22箇所

18校区

3,045人

5人

活動内容

検討内容

加賀市放課後子ども総合プラン運営委員会（1回）

放課後子ども教室関係者、放課後児童クラブ関係者、
学校指導課長、子育て支援課長、生涯学習課長（8名）

・加賀市の放課後子ども教室及び放課後児童クラブの活
動内容について
・放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携についてや、
今後の取組について

・放課後子ども教室と関係団体との連携の促進
・地域の人材の発掘・育成

加賀市

橋立中学校は伝統的にバレーボールと卓球が盛んで各種大会で活躍していが、
少子化による生徒の減少でバレーボール部の存続が危ぶまれる状況になった。生
徒・保護者にバレーボールに関心をもってもらおうと教室を開設した。卓球教室も
長く続いていたが、最近の全日本の若手選手の活躍に刺激され参加者が大幅に
増加し、サポーターも大勢協力を得られることになった。

橋立中学校でバレーボール部や卓球部を経験した人が母校の小中学生に指導
し、保護者や教室に賛同する球技経験者がサポーターとして運営に協力している。

小中学生を対象に、バレーボール教室と卓球教室を行っている。基礎練習から応
用練習、試合形式練習を行い、大会にも参加している。
今年度はホタル観察会も行った。

指導者等
（スタッフ・運営体制）



■担当課........................加賀市教育委員会事務局 生涯学習課
■住所............................〒922-8622  加賀市大聖寺南町ニ41番地
■TEL・FAX .................TEL 0761-72-7980・FAX 0761-73-4824

加
賀
市

18 19

コーディネーター紹介

　三木公民館長を機に、「地域の子どもは地域
が育てる」ことを基本に、三木地区の人たちが自
分の趣味や得意なことを子ども達に教え伝える
三木っ子いきいき塾を、平成２１年から１０年以
上続けている。口癖は「いきいき塾は子どもの夢
づくりと元気なまちづくりの第一歩」。人と人をつ
むぐのがまちづくりの活動。中でも、元気・生命力
溢れる子ども達との触れ合いは地域の人たちに
若さを培う。地域の大人が子どもを育てると言え
るかもしれない。

三木っ子いきいき塾   竹本 利夫さん

　活動を続けてきたことで、放課後子ども教室
が地域に浸透しており、地域の各種団体との協
力関係のもと、地域における子どもの居場所とし
て大きな成果を挙げている。
　各教室の活動を続けていくためにも、指導者
となる人材が求められている。

橋立地区放課後子ども教室

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

教室立ち上げの経緯

加賀市立橋立小中学校体育館

平日夜間　概ね2時間から2時間30分

教室活動で仲間づくりと体力づくりができ、競技の上達で自信が付いてきた。
少人数の小中学校であり、中学校の部活の人数が少ない中、市内中学校の大会
でいずれも優勝し県大会でも活躍している。バレーボールでは県大会3位、北信越
大会出場の成績を挙げている。
バレーボール教室経験者の中には、全国都道府県対抗中学大会に石川県代表の
選抜チームの選手として出場した子や、全日本バレーボール高等学校選手権大会
県代表校の選手として出場している子もいる。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

6箇所

22箇所

18校区

3,045人

5人

活動内容

検討内容

加賀市放課後子ども総合プラン運営委員会（1回）

放課後子ども教室関係者、放課後児童クラブ関係者、
学校指導課長、子育て支援課長、生涯学習課長（8名）

・加賀市の放課後子ども教室及び放課後児童クラブの活
動内容について
・放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携についてや、
今後の取組について

・放課後子ども教室と関係団体との連携の促進
・地域の人材の発掘・育成

加賀市

橋立中学校は伝統的にバレーボールと卓球が盛んで各種大会で活躍していが、
少子化による生徒の減少でバレーボール部の存続が危ぶまれる状況になった。生
徒・保護者にバレーボールに関心をもってもらおうと教室を開設した。卓球教室も
長く続いていたが、最近の全日本の若手選手の活躍に刺激され参加者が大幅に
増加し、サポーターも大勢協力を得られることになった。

橋立中学校でバレーボール部や卓球部を経験した人が母校の小中学生に指導
し、保護者や教室に賛同する球技経験者がサポーターとして運営に協力している。

小中学生を対象に、バレーボール教室と卓球教室を行っている。基礎練習から応
用練習、試合形式練習を行い、大会にも参加している。
今年度はホタル観察会も行った。

指導者等
（スタッフ・運営体制）



■担当課........................羽咋市教育委員会事務局 生涯学習課
■住所............................〒925-8501  羽咋市旭町ア200番地
■TEL・FAX .................TEL 0767-22-9331・FAX 0767-22-9332

20 21

指導者等
（スタッフ・運営体制）

平成19年度からまちづくり推進協議会長を会長、前会長を副会長として出発した。

子ども達にとって、地域の大人との交流の場、文化的体験をする場となっている。習
い事や塾のように費用がかからないので気軽に参加できる。また、地区の文化祭で
の発表や余技展へ出品をすることで貢献している。

作見地区放課後子ども教室
加賀市

教室立ち上げの
経緯・背景

作見地区会館

毎週水曜日　15：15～16：15（年間20回くらい）

折紙、茶道、将棋・五目ならべ、詩吟等

指導者は11名、運営委員1名

32名

無料

平成25年、文部科学省から表彰

羽
咋
市

コーディネーター紹介

　各教室や協力団体との連携を密にし、各行事
が安全で円滑に実施できるよう理事会で協議を
重ねている。また、相撲・ソフトバレー・卓球にお
けるスポーツ交流大会を通じて、子ども達の心と
体の成長に繋がるようなコーディネートを心掛け
ている。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

6箇所

4箇所

6校区

842人

羽咋市生涯学習課職員（1人）

活動内容

検討内容

羽咋市子ども会育成会（年6回）

市内各小学校ＰＴＡ代表（羽咋市子ども会育成会理事）
担当教諭（子ども会育成会学校理事）
生涯学習課職員（合計 20人）

・放課後子ども教室の事業計画の内容について
・スポーツ事業の交流会の内容について
・異学年同士の交流について
・各種活動等における安全性の確保について

・各子ども会教室への情報提供や、相互の連絡調整、
各種行事の日程や事業内容の調整

・各教室の活動内容に対する指導
・活動に対する危険防止対策等に対しての助言など

　各種行事の開催により、子ども同士や地域住
民との交流が深まり、地域の活性化に寄与して
いる。今後、より一層の内容の充実と参加意欲が
高まる内容を検討していきたい。

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

参加人数

参加費用

その他

折紙教室

将棋・五目ならべ教室

詩吟教室

茶道教室



■担当課........................羽咋市教育委員会事務局 生涯学習課
■住所............................〒925-8501  羽咋市旭町ア200番地
■TEL・FAX .................TEL 0767-22-9331・FAX 0767-22-9332

20 21

指導者等
（スタッフ・運営体制）

平成19年度からまちづくり推進協議会長を会長、前会長を副会長として出発した。

子ども達にとって、地域の大人との交流の場、文化的体験をする場となっている。習
い事や塾のように費用がかからないので気軽に参加できる。また、地区の文化祭で
の発表や余技展へ出品をすることで貢献している。

作見地区放課後子ども教室
加賀市

教室立ち上げの
経緯・背景

作見地区会館

毎週水曜日　15：15～16：15（年間20回くらい）

折紙、茶道、将棋・五目ならべ、詩吟等

指導者は11名、運営委員1名

32名

無料

平成25年、文部科学省から表彰

羽
咋
市

コーディネーター紹介

　各教室や協力団体との連携を密にし、各行事
が安全で円滑に実施できるよう理事会で協議を
重ねている。また、相撲・ソフトバレー・卓球にお
けるスポーツ交流大会を通じて、子ども達の心と
体の成長に繋がるようなコーディネートを心掛け
ている。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

6箇所

4箇所

6校区

842人

羽咋市生涯学習課職員（1人）

活動内容

検討内容

羽咋市子ども会育成会（年6回）

市内各小学校ＰＴＡ代表（羽咋市子ども会育成会理事）
担当教諭（子ども会育成会学校理事）
生涯学習課職員（合計 20人）

・放課後子ども教室の事業計画の内容について
・スポーツ事業の交流会の内容について
・異学年同士の交流について
・各種活動等における安全性の確保について

・各子ども会教室への情報提供や、相互の連絡調整、
各種行事の日程や事業内容の調整

・各教室の活動内容に対する指導
・活動に対する危険防止対策等に対しての助言など

　各種行事の開催により、子ども同士や地域住
民との交流が深まり、地域の活性化に寄与して
いる。今後、より一層の内容の充実と参加意欲が
高まる内容を検討していきたい。

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

参加人数

参加費用

その他

折紙教室

将棋・五目ならべ教室

詩吟教室

茶道教室



■担当課....放課後子ども教室担当：白山市教育委員会事務局 生涯学習課
放課後児童クラブ担当：白山市健康福祉部こども子育て課

■住所................〒924-8688  白山市倉光2丁目1番地
■TEL・FAX .....TEL 076-274-9572・FAX 076-274-1665（生涯学習課）

TEL 076-274-9575・FAX 076-274-9547（こども子育て課）

22 23

指導者等
（スタッフ・運営体制）

スポーツ体験の実施により心身ともに成長するほか、異学年や他校の生徒あるい
は地域住民との交流が深まり地域の活性化に寄与している。

地域の子ども会での交流が中心となっていたが、学校単位での活動にする方が効
率が良いことから現在の体制となっている。

参加者：一生懸命練習して交流大会で良い成績が出せた。
他の学校の子と友だちになれたことが嬉しかった。

保護者：練習に参加することで、積極性と自主性、仲間と一緒に努力することで協
調性が育ったように思う。

羽咋市放課後子ども教室
羽咋市

教室立ち上げの
経緯・背景

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

概要

参加対象

参加方法・費用

協力団体との連携

参加者・保護者の感想

今後の課題

羽咋市内小学校６校

年間約５０回　放課後１時間～２時間

各種スポーツ体験の実施

保護者、地域ボランティア、学校教諭

相撲やソフトバレーボール、卓球等のスポーツ体験を実施する。

４年生～６年生

自由参加、参加費なし

各種スポーツ団体や地域ボランティアとの連携あり

スポーツ指導などを行う地域ボランティアの確保。

白
山
市

コーディネーター紹介

　生涯学習課職員が各教室と連絡を取り合い、
円滑な教室運営となるよう努めていきます。各教
室がそれぞれの地域の特色を生かせるよう、住
民主体のこの活動を私たちも支えていきたいと
思います。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

活動内容

2箇所

37箇所

19校区

6,474人

白山市職員（1人）

検討内容

白山市放課後子どもプラン運営委員会（1回）

市社会教育委員、小学校校長、放課後児童クラブ運営者、
放課後子ども教室実施団体（7人）

・子どもの放課後の実態把握について
・放課後子ども教室の活動について
・今後の白山市の展開について

各教室との連絡調整、事業企画等の視察・助言

　子ども達にとって学校外でも安全・安心な居
場所が確保される。そして、子ども同士の交流が
深まるだけでなく、各地域の特色を生かした活
動を通して子どもと地域住民との間に繋がりが
生まれる。また、その活動の中で地域の伝統や文
化、遊び方を大人から学び、地域の愛着心を育
む。
　放課後子ども教室の認知と理解。安定的に参
加する子ども、指導・協力していただける地域住
民の確保。

卓球大会

相撲大会 ソフトバレーボール大会



■担当課....放課後子ども教室担当：白山市教育委員会事務局 生涯学習課
放課後児童クラブ担当：白山市健康福祉部こども子育て課

■住所................〒924-8688  白山市倉光2丁目1番地
■TEL・FAX .....TEL 076-274-9572・FAX 076-274-1665（生涯学習課）

TEL 076-274-9575・FAX 076-274-9547（こども子育て課）
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キッズかがのクラブ

指導者等
（スタッフ・運営体制）

・対象児童全世帯に募集案内送付
・1,000円（スポーツ保険料800円+活動費200円）

ニュースポーツ体験、ビーチバレー、グラウンドゴルフ、卓球、ダンス
野菜苗植え・収穫体験、料理、お菓子づくり、手芸工作、語学、夏休み勉強会

地域住民、地域の教員ＯＢ・高校生・大学生・社会人、公民館職員
・指導者研修会：内容「子供の体や心の成長についての知識や対応のポイント」
　　　　　　　　　　　　金城大学短期大学部准教授　 米川 祥子氏

今年度の成果は指導者研修会開催が実現したことである。指導者が一堂に会し、
日頃子ども達を指導する上での悩みや疑問点を共有し学ぶことが、教える自信や意
欲となったことは有意義である。また、新しく指導者となることを希望する地域住民も
増えたことにより活動内容が多種多様となった。地域の教育力が向上していると感
じている。小学生が学年を超えての交流の中で、多くの大人との関わりをもち、ス
ポーツだけなく充実した様 な々体験をする活動は、生きる力を育んでいると言える。

毎回自分で準備して楽しみに通っている。地域の方に月ごとに色 な々事を教えても
らえて親として喜んでいる。特に今年は大学生のお姉さんのお菓子作り教室が嬉し
かったようだ。放課後はいつも仲の良い友達と遊ぶことが多いが、このクラブのある
時は、普段遊ばない子や違う学年の子と遊ぶ機会となり、とても良いと思っている。

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

参加対象

参加方法・費用

保護者の感想

今後の課題

加賀野体育館、加賀野公民館他

主に毎週水曜日１５：００～１７：００（５月～１月）

加賀野地区の小学校1,2,3年生

地域の対象児童が減少していること。

白山市
はくれい・森の放課後

教室立ち上げの
経緯・背景

白嶺小学校裏の雑木林

水曜日（５～１１月　２回/月程度実施）１５時～１８時

白山市立白嶺小学校の児童　１５人程度

学校に配布したチラシで参加者を募っている。

自然に詳しい人や子ども達の活動を温かく見守る人などの地域住民で結成した
「白山麓ぶなもり自然塾」のメンバーが運営している。

地域に広がる自然の中での子ども達自らの発想による遊び
昆虫採集、木の実摘み、秘密基地づくりなど

子ども達自らが四季折 の々楽しみ方を見つけ出せるようになってきた。
低学年から高学年まで幅広い年齢層の子ども達が参加しているため、上級生が
リーダーシップをとり、下級生の面倒を見るようになってきている。

学校裏の雑木林（丸山公園）を活動の場として探検したり、周りに生えている植物
の実を摘んだり、木の枝を使った基地を作ったり、樹液に集まるクワガタムシなどを
探したり、拾ってきた木の葉、枝、実を使って工作をしたり、豊かな自然の恵みを利
用した活動を行っている。

白山市

自然の豊かな白山麓の地域の子でさえ自然体験の機会が少なくなってきた。そのよ
うな場所で子ども達に自然体験をさせることによって、地域の自然を感じ、地域を愛
するようになる子ども達を育てたいと考え、平成21年度から活動を行っている。

白嶺小学校、尾口公民館、吉野谷公民館、白山瀬波と連携し、夏の渓流遊びなど
で行事を共催している。
令和元年度に白山手取川ジオパーク推進協議会と連携協定を結んだ。

校区が広いため、迎えにくることができる家庭しか参加できていない。
児童館やスポーツ教室などの行事と重なる場合がある。
後継者が不足している。

指導者等
（スタッフ・運営体制）

お菓子作りスカットボール体験

クロスステッチで国旗作り

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

概要

参加対象

参加方法・費用

協力団体との連携

今後の課題
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県立大生とあそぼう アドベンチャードアーズ見学

■担当課........................野々市市教育委員会事務局 生涯学習課
■住所............................〒921-8510  野々市市三納1丁目1番地
■TEL・FAX .................TEL 076-227-6117・FAX 076-227-6258
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コーディネーター紹介

　今年度は「無印良品」の店舗に行き、子ども
達の質問に店長が回答する商業施設見学をし
たり、アドベンチャードアーズでツリークライミン
グの自然冒険体験をしたりと、地域企業の協力
を得て教室の外に出て新しい事業を試みまし
た。地域が協力参加していただける事に感謝の
一年でした。

川上 秀子さん

　本年も多くの申込があり、地域に根付いた事
業となっている。市内の施設見学や地域の方を
講師として招いた体験活動を通じて、多くの地
域の方とも交流を持つことができた。今後も、活
動を維持できるスタッフ数を確保しながら活動
の幅を広げていきたい。

御園小学校放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

野々市市女性センター

毎週水曜日　１５：００～１６：００

コーディネーター、協働活動推進員、協働活動サポーター

参加方法・費用

活動の成果

参加費３，３００円（年会費　保険料を含む）

学校めぐり、英語であそぼう、クッキング、県立大生とあそぼう、出前図書、
アドベンチャードアーズ見学、お米のはなし、ネイチャーゲーム、お茶会

活動場所である施設の特性を生かした活動を行い、子ども達に様 な々体験をさせ
ることができた。また、それを通じて、異学校・異学年の子どもと関わりあいを持つこ
とができた。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

6箇所

28箇所

5校区

3,410人

野々市市家庭教育サポーター（1名）

活動内容

検討内容

野々市市放課後子どもプラン運営委員会（1回）

生涯学習課長、子育て支援課代表、
放課後子ども教室コーディネーター、放課後子ども教室代表
放課後児童クラブ代表（2人）

・放課後子ども教室の運営について
・放課後子ども教室と放課後児童クラブの現状把握
・放課後子ども教室と放課後児童クラブの共通の課題について

・ボランティア
・地域の協力者の募集
・放課後子ども教室、講師等の連絡調整

野々市市

指導者等
（スタッフ・運営体制）

防災教室 校長先生と遊ぼう

菅原小学校放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

菅原小学校プレールーム

毎週金曜日　１５：００～１６：００

コーディネーター、協働活動推進員、協働活動サポーター

参加方法・費用

活動の成果

参加費３，３００円（年会費　保険料を含む）

クッキング、おりがみ教室、サッカーアイス、バブロケット、レクリエーション体操、
県立大学果樹園見学、防災教室、出前図書、校長先生と遊ぼう

今年度も学校では体験できないような活動を、子ども達と楽しみながら取り組むこ
とができた。

指導者等
（スタッフ・運営体制）

野
々
市
市

野々市市
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■住所............................〒921-8510  野々市市三納1丁目1番地
■TEL・FAX .................TEL 076-227-6117・FAX 076-227-6258
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コーディネーター紹介

　今年度は「無印良品」の店舗に行き、子ども
達の質問に店長が回答する商業施設見学をし
たり、アドベンチャードアーズでツリークライミン
グの自然冒険体験をしたりと、地域企業の協力
を得て教室の外に出て新しい事業を試みまし
た。地域が協力参加していただける事に感謝の
一年でした。

川上 秀子さん

　本年も多くの申込があり、地域に根付いた事
業となっている。市内の施設見学や地域の方を
講師として招いた体験活動を通じて、多くの地
域の方とも交流を持つことができた。今後も、活
動を維持できるスタッフ数を確保しながら活動
の幅を広げていきたい。

御園小学校放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

野々市市女性センター

毎週水曜日　１５：００～１６：００

コーディネーター、協働活動推進員、協働活動サポーター

参加方法・費用

活動の成果

参加費３，３００円（年会費　保険料を含む）

学校めぐり、英語であそぼう、クッキング、県立大生とあそぼう、出前図書、
アドベンチャードアーズ見学、お米のはなし、ネイチャーゲーム、お茶会

活動場所である施設の特性を生かした活動を行い、子ども達に様 な々体験をさせ
ることができた。また、それを通じて、異学校・異学年の子どもと関わりあいを持つこ
とができた。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

6箇所

28箇所

5校区

3,410人

野々市市家庭教育サポーター（1名）

活動内容

検討内容

野々市市放課後子どもプラン運営委員会（1回）

生涯学習課長、子育て支援課代表、
放課後子ども教室コーディネーター、放課後子ども教室代表
放課後児童クラブ代表（2人）

・放課後子ども教室の運営について
・放課後子ども教室と放課後児童クラブの現状把握
・放課後子ども教室と放課後児童クラブの共通の課題について

・ボランティア
・地域の協力者の募集
・放課後子ども教室、講師等の連絡調整

野々市市

指導者等
（スタッフ・運営体制）

防災教室 校長先生と遊ぼう

菅原小学校放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

菅原小学校プレールーム

毎週金曜日　１５：００～１６：００

コーディネーター、協働活動推進員、協働活動サポーター

参加方法・費用

活動の成果

参加費３，３００円（年会費　保険料を含む）

クッキング、おりがみ教室、サッカーアイス、バブロケット、レクリエーション体操、
県立大学果樹園見学、防災教室、出前図書、校長先生と遊ぼう

今年度も学校では体験できないような活動を、子ども達と楽しみながら取り組むこ
とができた。

指導者等
（スタッフ・運営体制）

野
々
市
市

野々市市



■担当課........................津幡町教育委員会事務局 生涯教育課
■住所............................〒929-0342  河北郡津幡町北中条3丁目1番地
■TEL・FAX .................TEL 076-288-2125・FAX 076-288-8527
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運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

小学校区数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校児童数

11箇所

9校区

14箇所

2,191人

活動内容

コーディネーター役職等（人数）

検討内容

津幡町放課後子ども総合プラン運営委員会（1回）

町学童保育連絡協議会代表、町ＰＴＡ連絡協議会代表、
町老人クラブ連合会女性委員会代表、
町児童センター運営協議会代表、町ボランティア連絡会代表、
町社会教育委員、町子ども会育成委員連絡協議会代表、
町学校教育研究会代表、町公民館連絡協議会代表、
町民福祉部長、教育部長、子育て支援課長、学校教育課長、
生涯教育課長（14人）

・津幡町放課後子ども総合プラン計画の経過について
・津幡町放課後児童クラブの運営状況について
・津幡町放課後子ども教室の取り組みについて
・教育活動サポーター等の状況について

・行事の企画、教室の運営
・教育活動推進員と教育活動サポーターの連絡調整
 ほか

生涯学習・児童センター所長　元保育士
主婦等（15名）　公民館主事

　様 な々視点から子ども達の成長を見守ってい
く中で、本事業による取り組みが学校生活にお
いても良い影響を与えることができた。今後も
「地域の子どもは地域で育てる」を合言葉に、児
童や保護者の要望を取り入れながら「子どもの
安全安心な居場所づくり」を目指し、放課後児
童クラブと連携を図り、有意義な体験活動を実
施していく。また多くの活動をともに経験し、とも
に学びながら「子ども達と地域住民の絆」を育ん
でいきたいと考えている。

野々市市お誕生日＆おまつりごっこ 無印良品見学

こどもセンター放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

こどもセンター（情報交流館カメリア２階）

毎週月曜日　１５：４５～１６：４５

コーディネーター、協働活動推進員、協働活動サポーター

参加方法・費用

活動の成果

参加費３，３００円（年会費　保険料を含む）

英語であそぼう、ナチュラルクラフト、おりがみ、サッカーアイス、お茶会、
野々市市お誕生日＆おまつりごっこ、能楽体験、パソコン体験、無印良品見学

放課後の限られた活動時間だが、様 な々体験活動を通じて子ども同士はもちろん、
スタッフとも交流を深めることができた。また、地域の方々にも協力していただき、安
全・安心な子ども教室を実施することができた。

野々市市

指導者等
（スタッフ・運営体制）

昆虫館バス見学 お茶会

野々市小学校放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

野々市小学校地域開放ルーム

毎週水曜日　１５：００～１６：００

コーディネーター、協働活動推進員、協働活動サポーター

参加方法・費用

活動の成果

参加費３，３００円（年会費　保険料を含む）

昆虫館バス見学、英語であそぼう、夏祭り、学校めぐり、出前図書、防災教室、
フラワーアレンジメント、輪投げ大会、ミニ運動会、お茶会、レクリエーション体操

さまざまな近郊施設の見学や体を動かす活動を多く行うことで、子ども達が元気に
放課後の時間を楽しむことができた。

指導者等
（スタッフ・運営体制）

野々市市

津
幡
町

コーディネーター紹介

　高学年の参加が少なくなってきていますが、低
学年の子ども達の楽しそうな顔を見ると、やって
てよかったなあと思います。スタッフは地域の男
性4名・女性3名。学童保育の指導員さんも協力
してくれています。毎月のげんき塾は私たちスタッ
フにとって、子ども達とのふれあいを通してやりが
いを感じる場でもあります。安全を考慮しつつ子
ども達と一緒にいろんな体験ができるよう、今後
もげんき塾を続けていきたいと思います。

萩野台校区放課後子ども教室   真田 里美さん
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■担当課........................津幡町教育委員会事務局 生涯教育課
■住所............................〒929-0342  河北郡津幡町北中条3丁目1番地
■TEL・FAX .................TEL 076-288-2125・FAX 076-288-8527
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運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

小学校区数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校児童数

11箇所

9校区

14箇所

2,191人

活動内容

コーディネーター役職等（人数）

検討内容

津幡町放課後子ども総合プラン運営委員会（1回）

町学童保育連絡協議会代表、町ＰＴＡ連絡協議会代表、
町老人クラブ連合会女性委員会代表、
町児童センター運営協議会代表、町ボランティア連絡会代表、
町社会教育委員、町子ども会育成委員連絡協議会代表、
町学校教育研究会代表、町公民館連絡協議会代表、
町民福祉部長、教育部長、子育て支援課長、学校教育課長、
生涯教育課長（14人）

・津幡町放課後子ども総合プラン計画の経過について
・津幡町放課後児童クラブの運営状況について
・津幡町放課後子ども教室の取り組みについて
・教育活動サポーター等の状況について

・行事の企画、教室の運営
・教育活動推進員と教育活動サポーターの連絡調整
 ほか

生涯学習・児童センター所長　元保育士
主婦等（15名）　公民館主事

　様 な々視点から子ども達の成長を見守ってい
く中で、本事業による取り組みが学校生活にお
いても良い影響を与えることができた。今後も
「地域の子どもは地域で育てる」を合言葉に、児
童や保護者の要望を取り入れながら「子どもの
安全安心な居場所づくり」を目指し、放課後児
童クラブと連携を図り、有意義な体験活動を実
施していく。また多くの活動をともに経験し、とも
に学びながら「子ども達と地域住民の絆」を育ん
でいきたいと考えている。

野々市市お誕生日＆おまつりごっこ 無印良品見学

こどもセンター放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

こどもセンター（情報交流館カメリア２階）

毎週月曜日　１５：４５～１６：４５

コーディネーター、協働活動推進員、協働活動サポーター

参加方法・費用

活動の成果

参加費３，３００円（年会費　保険料を含む）

英語であそぼう、ナチュラルクラフト、おりがみ、サッカーアイス、お茶会、
野々市市お誕生日＆おまつりごっこ、能楽体験、パソコン体験、無印良品見学

放課後の限られた活動時間だが、様 な々体験活動を通じて子ども同士はもちろん、
スタッフとも交流を深めることができた。また、地域の方々にも協力していただき、安
全・安心な子ども教室を実施することができた。

野々市市

指導者等
（スタッフ・運営体制）

昆虫館バス見学 お茶会

野々市小学校放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

野々市小学校地域開放ルーム

毎週水曜日　１５：００～１６：００

コーディネーター、協働活動推進員、協働活動サポーター

参加方法・費用

活動の成果

参加費３，３００円（年会費　保険料を含む）

昆虫館バス見学、英語であそぼう、夏祭り、学校めぐり、出前図書、防災教室、
フラワーアレンジメント、輪投げ大会、ミニ運動会、お茶会、レクリエーション体操

さまざまな近郊施設の見学や体を動かす活動を多く行うことで、子ども達が元気に
放課後の時間を楽しむことができた。

指導者等
（スタッフ・運営体制）

野々市市

津
幡
町

コーディネーター紹介

　高学年の参加が少なくなってきていますが、低
学年の子ども達の楽しそうな顔を見ると、やって
てよかったなあと思います。スタッフは地域の男
性4名・女性3名。学童保育の指導員さんも協力
してくれています。毎月のげんき塾は私たちスタッ
フにとって、子ども達とのふれあいを通してやりが
いを感じる場でもあります。安全を考慮しつつ子
ども達と一緒にいろんな体験ができるよう、今後
もげんき塾を続けていきたいと思います。

萩野台校区放課後子ども教室   真田 里美さん
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■担当課........................志賀町教育委員会事務局 生涯学習課
■住所............................〒925-0198  羽咋郡志賀町末吉千古1番地1
■TEL・FAX .................TEL 0767-32-9350・FAX 0767-32-3933

30 31

指導者等
（スタッフ・運営体制）

平成２６年度より、地域の教育活動推進員(教員ＯＢ)３名が中心となり「予習や復
習、補充等の学習」「子ども達が自主的・意欲的な学習」ができる場として、子ども
達を側面的に支援している。今年度の学習活動では、『宿題をやろう』（２・３年生
対象）にテーマを決め、活動している。他、様 な々体験活動も行っている。

１年間継続して学ぶことで、学習マナーなどが身につき、進んで宿題に取り組むこと
ができるようになってきた。

初めて取り組んだ菊作りでは参加者を募ったが希望者が少なく、来年度は参加人
数が増えるような工夫が必要である。

毎回参加するのが楽しみ。（参加者）公民館という身近な場所に、学習指導を行う
場がありとても助かる。（保護者）

英田地区放課後子ども教室
津幡町

参加者・保護者の
感想

活動内容によって必要な知識・技術を持った地域住民の協力を得ている。
菊作りでは英田園芸愛好会の団体に協力してもらうことができた。

活動場所

活動日・時間

活動内容

概要

活動の成果

参加対象

参加方法・費用

協力団体との連携

今後の課題

津幡町英田公民館

主として平日（水曜日）放課後の時間帯に活動

公民館が運営を行い、教育活動推進員と学校との連絡調整を行っている。

津幡町立英田小学校児童

事前参加申込み。行事内容によって参加費が必要な場合あり。

コーディネーター紹介

　夜間練習ではなく放課後に練習することの狙
いは、暑い中での練習することによる競技力の
向上、そして何よりも子ども達を早く寝かせ成長
させることを目的としています。モットーは「大きな
声」「感謝の気持ち」「全力プレー」です。野球だ
けではなく礼儀を大切にし、子ども達の成長を
見守っていきます。

志賀小放課後子ども教室   大森 弘一さん

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

3箇所

5箇所

2校区

749人

3人

活動内容

検討内容

志賀町心の教育推進協議会（1回）

区長会会長、社会教育委員、公民館連絡協議会会長、公民館会長、
PTA連合会会長・副会長、女性団体協議会会長、保育士会会長、
教育長、生涯学習課長、生涯学習課職員（13名）

・地域協力者の確保
・各教室の取組状況について

・学校・保護者等の連絡調整
・企画と運営
・協力者の確保

　地域の大人たちが関わることで、地域全体で
子どもを見守ろうという意識が高まっていたと感
じる。また、より多くの協力者を確保したり、放課
後児童クラブと連携したりすることで、子ども達
の放課後がより多様的になると考えている。

教育学習活動、折り紙教室、和菓子作り教室、風鈴作り教室、夏休み親子バス研修、
書き初め教室、書道展・菊作り・野鳥観察

和菓子作り教室 教育学習活動

風鈴作り教室

菊作り教室

志
賀
町



■担当課........................志賀町教育委員会事務局 生涯学習課
■住所............................〒925-0198  羽咋郡志賀町末吉千古1番地1
■TEL・FAX .................TEL 0767-32-9350・FAX 0767-32-3933
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指導者等
（スタッフ・運営体制）

平成２６年度より、地域の教育活動推進員(教員ＯＢ)３名が中心となり「予習や復
習、補充等の学習」「子ども達が自主的・意欲的な学習」ができる場として、子ども
達を側面的に支援している。今年度の学習活動では、『宿題をやろう』（２・３年生
対象）にテーマを決め、活動している。他、様 な々体験活動も行っている。

１年間継続して学ぶことで、学習マナーなどが身につき、進んで宿題に取り組むこと
ができるようになってきた。

初めて取り組んだ菊作りでは参加者を募ったが希望者が少なく、来年度は参加人
数が増えるような工夫が必要である。

毎回参加するのが楽しみ。（参加者）公民館という身近な場所に、学習指導を行う
場がありとても助かる。（保護者）

英田地区放課後子ども教室
津幡町

参加者・保護者の
感想

活動内容によって必要な知識・技術を持った地域住民の協力を得ている。
菊作りでは英田園芸愛好会の団体に協力してもらうことができた。

活動場所

活動日・時間

活動内容

概要

活動の成果

参加対象

参加方法・費用

協力団体との連携

今後の課題

津幡町英田公民館

主として平日（水曜日）放課後の時間帯に活動

公民館が運営を行い、教育活動推進員と学校との連絡調整を行っている。

津幡町立英田小学校児童

事前参加申込み。行事内容によって参加費が必要な場合あり。

コーディネーター紹介

　夜間練習ではなく放課後に練習することの狙
いは、暑い中での練習することによる競技力の
向上、そして何よりも子ども達を早く寝かせ成長
させることを目的としています。モットーは「大きな
声」「感謝の気持ち」「全力プレー」です。野球だ
けではなく礼儀を大切にし、子ども達の成長を
見守っていきます。

志賀小放課後子ども教室   大森 弘一さん

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

3箇所

5箇所

2校区

749人

3人

活動内容

検討内容

志賀町心の教育推進協議会（1回）

区長会会長、社会教育委員、公民館連絡協議会会長、公民館会長、
PTA連合会会長・副会長、女性団体協議会会長、保育士会会長、
教育長、生涯学習課長、生涯学習課職員（13名）

・地域協力者の確保
・各教室の取組状況について

・学校・保護者等の連絡調整
・企画と運営
・協力者の確保

　地域の大人たちが関わることで、地域全体で
子どもを見守ろうという意識が高まっていたと感
じる。また、より多くの協力者を確保したり、放課
後児童クラブと連携したりすることで、子ども達
の放課後がより多様的になると考えている。

教育学習活動、折り紙教室、和菓子作り教室、風鈴作り教室、夏休み親子バス研修、
書き初め教室、書道展・菊作り・野鳥観察

和菓子作り教室 教育学習活動

風鈴作り教室

菊作り教室

志
賀
町
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コーディネーター紹介

　生涯学習課職員が、住民福祉課職員と連携
及び各子ども教室とも連絡を取り合い、円滑な
活動ができるよう相談しながら運営しています。
　活動内容については、今後も各教室と相談し
ながら新たな活動も視野に入れ運営していきた
いと思います。
　今後も関係機関と連携を取りながら、子ども
達の自主性の尊重、体力の向上、道徳心の尊重
などを掲げて子ども達の楽しい時間作りをして
いきたいと思います。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

6箇所

5箇所

3校区

864人

活動内容

コーディネーター役職等（人数）

検討内容

中能登町放課後子どもプラン運営委員会（1回）

教育長、公民館長、町PTA連合会長、町子ども会連絡協議会長
住民福祉課長、生涯学習課長（6名）

・放課後子どもプランの事業計画について
・放課後子ども教室と放課後児童クラブの連携について

・放課後児童クラブ
・児童館との連絡調整

生涯学習課職員：１名
住民福祉課職員：２名

　関係機関や子ども達の意向も聞きながら、楽
しい教室になるよう努めていきたい。
活動内容についてはマンネリ化がおこりつつあ
ります。今後は新しい企画も視野に入れ、関係機
関と協議しながら、子ども達の興味を引くような
企画を考え、安全・安心に活動できる放課後の
居場所づくりに取り組んでいきたい。

志賀中放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

町民テニスコート

放課後の時間帯に活動

硬式テニス教室

コーディネーター、教育活動サポーター、地域協力者

スポーツを通して心身ともに成長していると感じる。
異学年の交流が図れた。
高学年にリーダーとして自覚の芽生えが見えた。
また、指導するスタッフとのコミュニケーションを図ること
で人間関係を深め信頼も築けた。

志賀町

指導者等
（スタッフ・運営体制）

富来放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

富来小学校グラウンド

平日　放課後の時間帯に活動

学童野球教室

コーディネーター、教育活動サポーター、地域協力者

志賀町

指導者等
（スタッフ・運営体制）

志賀小放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

志賀小学校グラウンド

火・水・木の午後４時から７時（放課後）

学童野球の練習

コーディネーター、サポーター、保護者多数

志賀町

指導者等
（スタッフ・運営体制）

スポーツを通して、子ども達の人間性が成長していると
感じる。また、地域の大人たちが主体となる事で、地域
全体で子ども達の安全を見守ろうという意識が高まる
きっかけとなっている。

スポーツを通して心身ともに成長している。
保護者など大人との交流や異学年の交流により社会性
が身についている。
高学年のリーダーシップが発揮された。
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コーディネーター紹介

　生涯学習課職員が、住民福祉課職員と連携
及び各子ども教室とも連絡を取り合い、円滑な
活動ができるよう相談しながら運営しています。
　活動内容については、今後も各教室と相談し
ながら新たな活動も視野に入れ運営していきた
いと思います。
　今後も関係機関と連携を取りながら、子ども
達の自主性の尊重、体力の向上、道徳心の尊重
などを掲げて子ども達の楽しい時間作りをして
いきたいと思います。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

6箇所

5箇所

3校区

864人

活動内容

コーディネーター役職等（人数）

検討内容

中能登町放課後子どもプラン運営委員会（1回）

教育長、公民館長、町PTA連合会長、町子ども会連絡協議会長
住民福祉課長、生涯学習課長（6名）

・放課後子どもプランの事業計画について
・放課後子ども教室と放課後児童クラブの連携について

・放課後児童クラブ
・児童館との連絡調整

生涯学習課職員：１名
住民福祉課職員：２名

　関係機関や子ども達の意向も聞きながら、楽
しい教室になるよう努めていきたい。
活動内容についてはマンネリ化がおこりつつあ
ります。今後は新しい企画も視野に入れ、関係機
関と協議しながら、子ども達の興味を引くような
企画を考え、安全・安心に活動できる放課後の
居場所づくりに取り組んでいきたい。

志賀中放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

町民テニスコート

放課後の時間帯に活動

硬式テニス教室

コーディネーター、教育活動サポーター、地域協力者

スポーツを通して心身ともに成長していると感じる。
異学年の交流が図れた。
高学年にリーダーとして自覚の芽生えが見えた。
また、指導するスタッフとのコミュニケーションを図ること
で人間関係を深め信頼も築けた。

志賀町

指導者等
（スタッフ・運営体制）

富来放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

富来小学校グラウンド

平日　放課後の時間帯に活動

学童野球教室

コーディネーター、教育活動サポーター、地域協力者

志賀町

指導者等
（スタッフ・運営体制）

志賀小放課後子ども教室
活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

志賀小学校グラウンド

火・水・木の午後４時から７時（放課後）

学童野球の練習

コーディネーター、サポーター、保護者多数

志賀町

指導者等
（スタッフ・運営体制）

スポーツを通して、子ども達の人間性が成長していると
感じる。また、地域の大人たちが主体となる事で、地域
全体で子ども達の安全を見守ろうという意識が高まる
きっかけとなっている。

スポーツを通して心身ともに成長している。
保護者など大人との交流や異学年の交流により社会性
が身についている。
高学年のリーダーシップが発揮された。
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とりや学童放課後子ども教室

指導者等
（スタッフ・運営体制）

遊びやいろいろな体験を通し、子ども達の自主性の尊重、体力の向上、道徳心の
尊重など目的をもって取り組むことができた。

当町で登録されている「まちの先生」のより一層の活用や、地域の協力者を探して、
充実した活動を図りたい。

今後は新しい企画を取り入れ、引続き、子ども達の安全・安心に活動できる居場所
づくりに努めていきたい。

【参加者】マジック教室は、最初はびっくりした。だんだんマジックの魅力にはまって
いった。すごく面白かったです。

【保護者】子ども向けとはいえ、かなりクオリティの高いマジックに驚きました。マジッ
クを楽しそうに見ている息子を見て、とても微笑ましく嬉しくなりました。あ
の日から毎日、子どもが一人マジックショーの練習を始めました。

参加者・保護者の
感想

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

参加対象

参加方法・費用

協力団体との連携

今後の予定

とりや放課後児童クラブ

不定期　２時間程度

お話し教室、マジック教室、腹話術教室、料理教室、読み聞かせ教室

地域協力者

鳥屋小学校児童

自由参加で費用は特になし

中能登町
ろくせい児童館放課後子ども教室

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

参加対象

参加方法・費用

協力団体との連携

今後の予定

参加者・保護者の
感想

ろくせい児童館

不定期　２時間程度

レクリエーション教室、料理教室、工作教室、腹話術教室

鹿西小学校児童

自由参加で費用は特になし

内容を工夫して、子ども達に安全に活動ができる場所を今後も努めていきたい。

地域協力者

学校とは違う環境の中で、体験することやチャレンジすることを通して、子ども達が
自分でもやればできるということに気づいてくれたのではないか。

中能登町

当町で登録されている「まちの先生」のより一層の活用や、地域の協力者を探して、
充実した活動を図りたい。

【参加者】お友達と一緒に作ると楽しく、食べる時も楽しく、おいしかったです。包丁
の使い方等に気を付けて、沢山お料理をしたいと思います。

【保護者】家では体験できない事もたくさんさせて頂き、大変喜んでおります。包丁
の使い方がまだまだ不慣れでハラハラさせられました。玉ねぎが目にし
みて中断したりしましたが、楽しそうに作っていました。

指導者等
（スタッフ・運営体制）

マジック教室 料理教室

読み聞かせ教室 腹話術教室

レクリエーション教室 料理教室

工作教室 腹話術教室
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とりや学童放課後子ども教室

指導者等
（スタッフ・運営体制）

遊びやいろいろな体験を通し、子ども達の自主性の尊重、体力の向上、道徳心の
尊重など目的をもって取り組むことができた。

当町で登録されている「まちの先生」のより一層の活用や、地域の協力者を探して、
充実した活動を図りたい。

今後は新しい企画を取り入れ、引続き、子ども達の安全・安心に活動できる居場所
づくりに努めていきたい。

【参加者】マジック教室は、最初はびっくりした。だんだんマジックの魅力にはまって
いった。すごく面白かったです。

【保護者】子ども向けとはいえ、かなりクオリティの高いマジックに驚きました。マジッ
クを楽しそうに見ている息子を見て、とても微笑ましく嬉しくなりました。あ
の日から毎日、子どもが一人マジックショーの練習を始めました。

参加者・保護者の
感想

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

参加対象

参加方法・費用

協力団体との連携

今後の予定

とりや放課後児童クラブ

不定期　２時間程度

お話し教室、マジック教室、腹話術教室、料理教室、読み聞かせ教室

地域協力者

鳥屋小学校児童

自由参加で費用は特になし

中能登町
ろくせい児童館放課後子ども教室

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

参加対象

参加方法・費用

協力団体との連携

今後の予定

参加者・保護者の
感想

ろくせい児童館

不定期　２時間程度

レクリエーション教室、料理教室、工作教室、腹話術教室

鹿西小学校児童

自由参加で費用は特になし

内容を工夫して、子ども達に安全に活動ができる場所を今後も努めていきたい。

地域協力者

学校とは違う環境の中で、体験することやチャレンジすることを通して、子ども達が
自分でもやればできるということに気づいてくれたのではないか。

中能登町

当町で登録されている「まちの先生」のより一層の活用や、地域の協力者を探して、
充実した活動を図りたい。

【参加者】お友達と一緒に作ると楽しく、食べる時も楽しく、おいしかったです。包丁
の使い方等に気を付けて、沢山お料理をしたいと思います。

【保護者】家では体験できない事もたくさんさせて頂き、大変喜んでおります。包丁
の使い方がまだまだ不慣れでハラハラさせられました。玉ねぎが目にし
みて中断したりしましたが、楽しそうに作っていました。

指導者等
（スタッフ・運営体制）

マジック教室 料理教室

読み聞かせ教室 腹話術教室

レクリエーション教室 料理教室

工作教室 腹話術教室
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コーディネーター紹介

　教室を利用する児童は、スクールバス・路線
バス・家族の迎えを待つ場合など、多様な時間
幅の子ども達が訪れている。こうした中で、曜日
毎に変化をもたせて活動することにより、児童達
に笑顔があふれ、育ち合いの場所となるよう取り
組んできた。
　今後も、小学校や担当者、保護者との連携を
取りながら、児童の安全安心はもとより、その子の
心に1つでも宝物を残せる居場所づくりに努め
たい。

　今年度は、書家、学芸員の方々の協力のもと、
書では４色の墨と様々な物からできている筆に
触れ、個性豊かな作品が完成。満天星職員に四
季の星座を教えてもらい、星座パネルが出来上
がった。それら全てを地区の文化祭に出展した
ことで、地域の方々の感心する所となった。また、
施設職員の提案で俳句を募集し、茶会での俳
句軸としたことで、子ども達の喜びや興味付けと
なった。

柳田放課後子ども教室

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

協力団体との連携

今後の課題

柳田教養文化館

主に平日の毎週月曜日～金曜日　放課後時間帯に活動

指導者が企画したプログラムを行っている。
読み聞かせ、ものづくり教室、自習見守り、お茶会、囲碁、将棋、地域の方 と々の交流
活動

コーディネーター、教育活動サポーターと柳田教養文化館が連携して運営している。

教室を利用する児童は、スクールバス・路線バス・家族の迎えを待つ場合など、多
様な時間幅の子ども達が訪れている。こうした中で、曜日毎に変化をもたせて活動
することにより、児童達に笑顔があふれ、育ち合いの場所となるよう取り組んできた。

運営委員会名
（開催回数）

構成役職
（合計人数）

放課後子ども教室箇所数

放課後児童クラブ箇所数 

小学校区数

小学校児童数

コーディネーター役職等（人数）

1箇所

4箇所

1校区

108人

柳田放課後子ども教室代表（1名）

活動内容

検討内容

柳田放課後子ども教室運営委員会（3回）

放課後子ども教室コーディネーター、
放課後子ども教室協働活動サポーター、
柳田教養文化館職員、教育委員会事務局員（計8名）

・放課後子ども教室の活動計画について
・放課後子ども教室の運営状況について

・放課後子ども教室実施行事の企画立案
・関係団体との連絡調整

能登町

柳田教養文化館職員と連携して施設の内外を見回り、子ども達を見守っている。ま
た、子どもが怪我した場合は、隣接する柳田小学校の保健室と連絡を取り合い安
全確保に努めている。

運営での変化やサポーターの減少という中で、その時 を々臨機応変にどう対応して
いくかが課題である。

指導者等
（スタッフ・運営体制）

星座パネルづくり

あえのことすごろく 文化祭での作品展示

書道教室
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コーディネーター紹介
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放課後子ども教室：中条校区放課後子ども教室
放課後児童クラブ：のびっ子くらぶ
　　　　　　　　　第２のびっ子くらぶ
　　　　　　　　　第３のびっ子くらぶ

輪投げゲーム 絵手紙づくり七夕飾りづくり

津幡町

指導者等
（スタッフ・運営体制）

ミニクッキング、科学実験教室、防犯教室、ＤＶＤ鑑賞、宿題、軽スポーツ（ペタン
ク・ドッヂビー・輪投げゲーム）、手作り教室（フェイクグリーン・絵手紙・クリスマス飾
りづくり）

放課後子ども教室・放課後児童クラブとも同一敷地内にあり、子ども達の移動も安
全にできて連携がしやすいため、すべての事業に放課後児童クラブの子ども達が
参加している。また、地域の住民が教育活動サポーターとして運営に参加するなど、
地域のネットワークが構築されているので、安全・安心な子どもの居場所づくりがで
きている。同時に教室運営を通じて地域の大人達自身も交流の機会を創出してい
る。

小学校近くにある公民館を会場に運営。公民館の呼びかけで運営組織を立ち上
げ活動している。
地域住民の力を活用した公民館事業となっている。

年度初めに学校を通じて児童へ年間行事予定表を配布し参加者を募る。参加者
は事前申込みのみとし、参加費は基本無料で行っている。また、毎月発行の「公民
館だより」に次月の予定を掲載している。

連携している団体は特には無いが活動内容によって知識・技術を持った地域住民
の協力を得ている。

（保護者）お世話をしてくださる大人の方や他の学年の子ども達と交わる事ができ、
貴重な経験が出来た。

（参加者）たくさんの友達と一緒に、いろいろな事を体験できるので楽しい。

津幡町中条公民館

主として月１回（水曜日）放課後の時間帯に活動

公民館と教育活動サポーターが企画、運営を行っている。

中条小学校児童

活動をサポートするボランティアの確保。

活動名

活動日・時間

活動内容

活動の成果

概要

参加対象

参加方法・費用

参加者・保護者の感想

協力団体との連携

今後の課題

放課後児童クラブ・放課後子ども教室連携活動事例紹介

放課後児童クラブ・放課後子ども教室連携活動事例紹介
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活動名
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活動内容

活動の成果

概要

参加対象
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放課後子ども教室：かしま放課後子ども教室
放課後児童クラブ：かしま放課後児童クラブ 中能登

町

参加者
（人数、対象学年）

指導者等
（スタッフ、職員の声）

参加者・保護者の
感想

児童が、みんなで遊ぶ楽しさを感じながら、体力や運動能力を高めることができた。
児童クラブとの連携により、遊びが固定化せず、さまざまな遊びを通して、体と心を
解放し、友達との交わりを豊かにできた。

児童はさまざまな遊びを知ったり、経験したりすることにより、遊びの幅が広がり外遊
びをする児童が多くなった。

分かりやすく教えてもらったので、すぐにルールが分かり、仲よく遊べた。６年生や４
年生と友達になれた。

レクリエーション教室

スポーツリズム、じゃんけん大会、ゲーム、おにごっこなどの行事

不定期で年５回

かしま放課後児童クラブ

１回：約３５人

多くの外部の方 と々交流を深めながら体を動かすよい機会となった。

活動名

実施内容

実施日

実施場所

活動の成果

子ども達の声

放課後児童クラブ・放課後子ども教室連携活動事例紹介

地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業各市町の取組事例
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串校下土曜学習

加賀市　加賀っ子休日スクール

野々市市　子どもミュージアム 白山市　感性のびのびジオサタデー

串小学校、各種施設　等

年間で１０回程度（土曜日）

施設見学（防災センター、新幹線車両基地　等）
体験活動（陶芸、木工教室、菓子作り、地引網　等）

校下公民館が中心となって企画・運営

それぞれの活動において、目的を持って最後まで取り組むことができた

・マンネリ化にならないための工夫
・多世代交流につながる仕掛けづくり
・コーディネーター、スタッフの育成
・ボランティアスタッフの確保

串小学校児童

学校を通じて参加希望者を募集

小学校・育友会・校下スポーツ協会

　平成１４年に学校５日制が完全実施されてから、１５年以上経過し、学習塾や、習い事、地域行
事に参加するなど、様 な々経験を積み、有意義な土曜日を過ごしている子ども達がいる一方、必ず
しも有意義に過ごしていない子ども達も存在するとの指摘がありました。

　そこで、文部科学省では、平成２５年１１月に学校教育法施行規則を改正し、学校設置者の判
断により土曜授業を行うことを可能としたほか、質の高い土曜授業実施のための支援策や、地域
における多様な学習、文化やスポーツ、体験活動など、様 な々活動促進のための支援策を講じるこ
とにより、子ども達にとって、より豊かで有意義な土曜日の実現を目指すこととしました。これが土曜
日の教育活動推進プランのねらいです。

　これを受け、石川県では、子ども達の土曜日の教育活動を充実させるため、様 な々経験や技能
を持つ地域の人材・企業等の豊かな社会資源を活用した体系的・継続的なプログラムの実施や、
地域と連携した土曜日の教育支援を通じて、土曜日の教育支援体制等の構築を図る、「地域の
豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業」を平成２６年度から開始しまし
た。

　今年度は、県内６市町において、各地域の特色を生かした活動に取り組んでいただきました。

子ども達にとって真の「有意義な時間」とはどのような時間なのかを考えながら、活
動を継続していきたい。

子ども達が「楽しい時間」を過ごせるようにするとともに、学校の外で人とのつなが
りを感じられるような各種行事を実施。

子ども達に、将来少しでもプラスにつながることをやってみよう！と土曜学習を平成
30年度から開催。

・参加者から楽しかったと言ってもらえ、また、予想以上に小学校、育友会、教育委
員会から支援や協力が得られた。
・自分から挨拶をする子どもが増えた。

活動場所

活動日・時間

活動内容

運営体制

活動の成果

今後の予定

今後の課題

活動概要

教室立ち上げの経緯

参加対象

参加方法

サイエンスヒルズ見学 防災センター見学航空プラザ見学

お菓子作り 陶芸地引き網

土曜日の教育活動推進プランとは 土曜日の教育支援体制等構築事業における取組事例

小松市

協力団体（協力者）
との連携

参加者・保護者の
感想
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石川っ子ジュニア文化サークル
石川公民館  他

第２土曜日　９：３０～１１：００　他

茶道教室　　　茶道稽古、文化祭で呈茶
三味線教室　　演奏練習、夏祭り・小学校運動会で演奏
夏休み教室　　料理、おにぎり作り、松任消防署などの施設見学
お楽しみ会　　物作りとゲーム大会

地域の人でその道に長けている人、食生活改善推進協議会、子ども会役員  他

文化祭や夏祭り・運動会で練習の成果を発表
学年を超えて交流ができる

ふるさとの自然や歴史・伝統の体験を継続

茶道　　学年にこだわらずみんな仲良く意欲的に稽古ができた。
　　　　難しい道具の名前をしっかり覚えており感心した。
　　　　明るく楽しんでいるようで、これからの長い人生の１ページであってほしい。
三味線　自宅で練習して全て覚えている子がいるが、まだ覚えていない子には基本
　　　　をていねいに教えていきたい。
　　　　夏祭りが近づいたのでみんなで合わせて演奏練習をした。低学年はまだ
　　　　覚えきれていないので根気よく教えたい。
おにぎり作り（１年生対象）
　　　　子どもの食生活が聞けてよかった。　
　　　　クイズ形式で食育学習ができた。
　　　　順番にお米を磨ぎ、ガラス鍋でご飯が炊き上がる様子を興味深く見ていた。

児童センターやこども園・小学校と行事日程が重なることがあるので、連携して『公
民館でしかできない体験』をさらに充実させていきたい。

活動場所

活動日・時間

活動内容

指導者等

活動の成果

今後の予定

今後の課題

指導者の感想

土曜日の教育支援体制等構築事業における取組事例

白山市かがっ子休日スクール
【小学生】加賀市市民会館・片山津地区会館
【中学生英語】加賀市交流プラザさくら
【中学生夏休み特訓】加賀市中学校区の地区会館など６会場

【小学生】土曜日（長期休業中を除く５月から２月）　1コマ1時間
【中学生英語】実用英語技能検定試験日の１ヶ月前からの日曜日　１コマ２時間
【中学生夏休み特訓】８月後半の平日７日間（土曜日・日曜日は除く）１コマ２時間

【小学生】加賀市内の小学５・６年生
【中学生英語】実用英語技能検定試験（３級・４級・５級）を受験予定の加賀市内の中学生
【中学生夏休み特訓】加賀市内の中学生

【小学生】算数科の基礎的・基本的な課題について解答解説と個別指導
【中学生英語】試験の合格をめざして、問題や聞き取りの解説と面接等の個別指導
【中学生夏休み特訓】英語科と数学科の基礎的・基本的な課題について解答解説と個別指導

【小学生】退職教員、教育支援員
【中学生英語】英語検定の資格を持つ教育支援員等
【中学生夏休み特訓】　退職教員、教育支援員、大学生

【小学生】
個別指導を進めることで、「わかった・できた」という達成感や成就感を持つことが
でき、算数科の問題に積極的に取り組むようになった。
【中学生英語】
受験する級に合わせた教室を開設することで、生徒は目的意識をはっきりさせて参
加し、進んで英語の課題に取り組むことができるようになった。
【中学生夏休み特訓】
個別の補充学習を進めることで、英語と数学への苦手意識が改善され、主体的に
学習に取り組む習慣づくりの機会を設けることができた。

児童生徒の学習意欲・学力の維持や向上にむけて、引き続き丁寧な個別指導に取
り組んでいきたい。

休日スクールの質の向上や継続のために、講師の確保・充実を進めていきたい。ま
た、児童生徒が参加しやすくするために、開催会場や開催時間などについて、必要
に応じて学校や保護者との情報交換にも取り組んでいきたい。

活動場所

活動日・時間

参加対象

活動内容

活動の成果

今後の予定

今後の課題

土曜日の教育支援体制等構築事業における取組事例

加賀市

指導者等
（スタッフ・運営体制）

夏休みおにぎり作り教室

茶道教室　文化祭呈茶 三味線教室　運動会演奏
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こどもミュージアム
にぎわいの里ののいち　カミーノ

夏休み期間　７月26日（金）、30日（火）、31日（水）、８月２日（金） 10:00～14:30
冬休み期間　12月25日（水）、26日（木） 10:00～14:30

夏休み期間　KID’sラボ、音楽、アート、笑学、サイエンス、写真遊び
冬休み期間　KID’sラボ、音楽、アート、筋肉運動、カメラ、自由遊び

協働活動推進員、協働活動サポーター

活動場所

活動日・時間

活動内容

土曜日の教育支援体制等構築事業における取組事例

野々市市はくれい生き物キッズレンジャー
白嶺小学校校区を中心とした白山ろく地域

土曜日　9:00～15:00　月1回程度実施

山や渓流での生き物観察、アサギマダラのマーキングなど

より地域に根差した活動を行っていく。

白嶺小学校児童を中心としているが、希望があれば他地域の児童も受け入れる。

児童へは年度当初に年間計画を配付し、行事ごとにもチラシを配付し参加を募る。

親子で楽しみ、地域の素晴らしい自然を知るきっかけとして欲しいと考えているが、
子どもだけを活動に参加させる保護者も少なくない。

自然に詳しい人や子ども達の活動を温かく見守る人などの地域住民で結成した
「白山麓ぶなもり自然塾」のメンバーが運営している。

白山麓の自然のなかで、子ども達の自主性を育みながら、地域のすばらしさを感じ
る活動を行う。高倉山やオンソリ山、明神壁など地域にある山に登りながら、ギフ
チョウやカタクリ、ブナ林など生の自然を体験する。瀬波川の渓流をさかのぼって、
淵に飛び込んだり、泳いだり、ゴリを探したりして体全体で自然を感じてもらう。

子ども達が主体的に活動することで、社会性や人間性が少しずつ育まれてきた。
いろいろな経験を積んでいく中で、できないと思っていたことが、できるようになって
いき、それを自信につなげていく機会が多くあった。
自然の中で様 な々ことを体験しながら活動することで、今まで気づかなかったことに
気づけるようになるなど、自然に対する見る目ができてきた。

活動場所

活動日・時間

活動内容

活動の成果

今後の予定

今後の課題

活動概要・コンセプト

参加対象

参加方法・費用

土曜日の教育支援体制等構築事業における取組事例

白山市

指導者等
（スタッフ・運営体制）

指導者等
（スタッフ・運営体制）

電子チケットでWebからの申し込み

1日3,000円（保険料込み）

小学生

子ども達に学校や家では体験できない場を提供することができた。

今後も継続的に長期休暇の小学生を対象に実施していきたい。

子ども達に接することに慣れている適切な講師や、実施時期の選定。

参加方法

参加費用

活動概要・コンセプト

参加対象

活動の成果

今後の予定

今後の課題

子ども達が自分たちで感じ、考え、つくり、伝えるという力が培える場で、子ども達の
可能性を引き出したい。長期休暇の小学生向けに、安全安心が前提の、クリエイ
ティブ体験ができる環境をととのえることを目指す。

KID’sラボ 音楽

アート サイエンス
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茶道に親しもう
土曜日の教育支援体制等構築事業における取組事例

内灘町

日本の伝統文化を体験し相手を思いやる心を学ぶ。

内灘町文化会館等

年４回（１０:００～１１:３０）

お茶の立て方や会話の仕方、床の間の拝見等

町内の小学校の児童

内灘町茶道協会の会員

今後も活動を維持できる指導者を確保しながら活動の幅を広げていきたい。

参加人数の増加や指導者の確保に努める。

最初はうまくできなかったお点前が回数を重ねるごとに上手にたてられるように
なった。思いやりの心を持って相手と接することができるようになった。

活動の概要

活動場所

活動日

活動内容

参加対象

指導者

成果

今後の予定

課題
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