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資料６

放課後児童健全育成事業と放課後子供教室の運営のあり方について

１ 放課後の居場所づくりのこれまでの経緯

⑴ 放課後児童健全育成事業（以下「学童クラブ」という。）

学童クラブは、小学校に就学している児童が、保護者が労働等により昼間家庭にいな

く放課後や長期休業時において保育を必要とする場合に、遊びや生活の場として過ごす

場所であり、児童の健全な育成を図る事業です。市内全小学校区域に設置し、令和元年

５月１日現在１３施設（公設１２施設、民設１施設）で運営しています。

平成２７年３月に策定した和光市子ども・子育て支援事業計画に基づき、待機児童対

策として学童クラブを整備した結果、平成２７年度の定員数の合計６８４人が令和元年

度では、８７９人となり１９５人拡大しました。定員拡大とともに申請者数及び待機児

童数も年々増加し、申請者数では、平成２７年度７７２人が、令和元年度では９６６人

に増加。待機児童数では、平成２７年度２１人が、平成３０年度では８１人に急増しま

した。この状況を受け、平成３０年度にモデル事業として学童クラブとわこうっこクラ

ブの一体型施設「さつきのこ学童クラブ」を整備したところ、令和元年度の待機児童数

は６４人に減少しました。

[参考１] 学童クラブの申請者数及び定員数の推移

[参考２] 学童クラブの待機児童の推移（単位：人） 各年度５月１日現在

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

市内全域 ２１ ３６ ５２ ８１ ６４

南エリア 12 36 8

北エリア 10 16 33 40 33

中央エリア 11 20 7 5 23
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資料６

⑵ 放課後子供教室（わこうっこクラブ・子ども教室）

放課後子供教室は、コーディネーター及び教育活動サポーターの見守りのもと、子ど

も達が宿題・自主学習・室内遊び、外遊び等をして放課後を安全に過ごす居場所として

の事業である「わこうっこクラブ」と、地域の方々の参画のもと、子どもたちが文化、芸術、

スポーツ等に親しむプログラムに参加する事業である「子ども教室」の２事業で構成さ

れます。

「子ども教室」は、市内全小学校で実施していますが、「わこうっこクラブ」は、平成

２７年度に第四小学校に開設し、現在は市内７校で実施しています。令和２年度には、

本町小学校と広沢小学校で開設し、市内全小学校で実施する予定となっています。

令和元年９月末現在の「わこうっこクラブ」登録者は市内７校合わせて１，７５３人

で、平均すると、市内の約半数の児童が登録しています。

なお、「わこうっこクラブ」の開設に伴い、子ども達の安心・安全な居場所が確保され

ることから、プログラム事業である「子ども教室」については、開催数を減少させてお

り、今後「子ども教室」については、「わこうっこクラブ」に包含して運営を行う予定で

す。 【資料３参照】

[参考３] 学童クラブ及びわこうっこクラブ設置状況 令和元年 5月 1日現在（ ）内定員数

令和元年８月末現在【 】内児童数・[ ]内登録者数

【南エリア】

【北エリア】

【中央エリア】※広沢学童クラブは令和 2年度定員 80 人に拡大予定

第四小学校【457】 第五小学校【668】

学童

クラブ

（263）

諏訪学童クラブ(78) ･南学童クラブ(70 児童館併設)

･さつきのこ学童クラブ(60)

・南地域センター学童クラブ(55)

わこうっこ 実施（Ｈ27.5 開設）[201] 44.2% 実施（Ｈ31.4 開設）[361] 54.0%

第三小学校【395】 広沢小学校【470】 本町小学校【314】

学童

クラブ

（208）

･中央学童クラブ(58)

･中央ひなた保育クラブ(22

民間）

・広沢学童クラブ(58※) 本町学童クラブ(70)

わこうっこ 実施（H30.5 開設）[166] 44.1% 開設予定(R2.5) 開設予定(R2.5)

白子小学校【540】新倉小学校【561】 北原小学校【463】下新倉小学校【512】

学童

クラブ

（385）

･白子学童クラブ

(70)

･白子第２学童ク

ラブ(65)

新倉学童クラブ(80

児童館併設)

･北原学童クラブ

(80)

下新倉学童クラブ(90

児童館併設)

わこうっこ 実施（Ｈ31.5 開設）

[252] 47.0%

実施（Ｈ28.5 開設）

[295] 52.9%

実施（H29.5 開設）

[237] 52.5%

実施（H30.5 開設）

[241] 47.3%
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資料６

２ さつきのこ学童クラブの設置・運営状況等

⑴ 開設までの背景

平成２９年度から南学童クラブで待機児童数が発生し、南地域センター学童クラブの

利用者数も徐々に増加して、平成３０年４月入所の申請では第五小学校１年生児童数の

約５割が学童クラブへの入所を希望するなど、学童クラブの利用ニーズが急増しました。

また、第五小学校児童の保護者の多くがわこうっこクラブの開設を期待し、今後も放

課後の居場所の需要が見込まれることから、モデル事業として定員６０人規模の学童ク

ラブとわこうっこクラブの一体型施設の施設整備を行い、平成３１年４月にさつきのこ

学童クラブ及びわこうっこクラブを開所しました。

⑵ 運営状況等

令和元年１０月１日現在、さつきのこ学童クラブは、定員６０人に対し３７人が入所。

その内、３７人がわこうっこクラブに登録しています。運営では、学童クラブの児童が

わこうっこクラブの活動部屋や校庭を行き来することが自由に出来る時間帯を長く確保

していることから、わこうっこクラブ等に参加している児童と楽しく活発に遊んでおり、

最大のメリットとなっています。

また、年度途中に退所することができる当市の学童クラブにおいて、第五小学校児童

が在籍する南エリアの学童クラブを退所する事由は「わこうっこクラブで対応が可能で

あるため」とするものが大多数を占めています。保護者が両事業や児童の様子を確認し

た上で、居場所を変更できることも１つのメリットとなっています。

去る９月２５日に開催した和光市子ども・子育て支援会議では、さつきのこ学童クラ

ブの運営事業者より、保護者が学童クラブとわこうっこクラブの児童同士が仲良く遊ぶ

姿を見て安心して預けられる事業と感じている旨の報告を受けたところです。

[参考４] 第五小学校区学童クラブ入所者数とわこうっこクラブ登録者の推移（単位：人）

※令和元年度の（ ）内は、学童クラブ入所者数の内、わこうっこクラブ登録者数

[参考５] 第五小学校区学童クラブの退所者数と理由（令和元年と前年度比８月末）

平成 27年度平成 28 年度平成 29年度平成 30 年度令和元年度

放課後児童健全育成事

業

南学童クラブ 76 77 77 83 68(37)

南地域学童クラブ 19 29 48 53 39(13)

さつきのこ学童クラブ ― ― ― ― 39(39)

さつきのこ わこうっこクラブ ― ― ― ― 361(89)

平成 30 年度 主な理由 令和元年度 主な理由

南学童クラブ 2 育休、留守番可能 3 わこうっこへ移行

南地域学童クラブ 4 習い事、留守番可能 4 わこうっこへ移行、留守番可能

さつきのこ学童クラブ ― 3 わこうっこへ移行

合計 6 10
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資料６

３ 学童クラブの利用状況から見える特徴

⑴ 入所状況

学童クラブは、定員を設定していますが、学童クラブによる支援が特に必要な児童が

多い地域においては、一人当たり概ね 1.65 ㎡の面積を確保した上で、定員を上回って児

童を受け入れています。前年と生活環境が大きく異なる 1年生、成長段階において大人

の見守りが必要な２年生の他、特に支援が必要な児童等を優先的に受入を行っています。

[参考６] 学童クラブの学年別入所者数

⑵ 退所から見える利用状況

前述のとおり、当市の学童クラブは、年度途中での退所希望を受け付けていることか

ら児童の成長等に伴い、生活の場を学童クラブから他の居場所へ変更する等を理由とし

て年度途中の退所児童が年間１００人を超える特徴があります。

例年、年間を通して見ると、夏休みを境に児童の成長等に合わせて「1人で留守番が可

能になった」「習い事が増えた」等の理由により８月末をもって学童クラブの退所が多く

なっています。※[参考７]参照

学年別では、１・２年生では、保護者の勤務形態の変更や産休・育休により、３・４年

生では、わこうっこクラブ、習い事、留守番が可能など生活の場を変更を理由にした退

所が多くなっています。※[参考８]参照

[参考７] 月別の退所状況（人数と主な理由）

年度 定員合計 １年生 ２年生 ３年生 ４年生以上 入所合計

27 年度 699 245 206 157 90 698

28 年度 797 259 227 160 90 736

29 年度 819 286 245 170 75 776

30 年度 819 324 265 160 63 812

元年度 856 318 287 198 71 874
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資料６

[参考８] 学年別による退所状況（人数と主な理由）※複数理由の場合は複数カウント

⑶ ニーズから見える利用状況

入所者数と待機児童数の合計を必要量として学年別でみると、１・２年生の人数が多

く、４年生以上では 1年生の概ね３分の１の人数まで減少しています。一方で、３年生

で学童クラブを必要とする人数は、1年生までの人数程ではないものの年々増えていま

す。[参考９]参照

更に、就学前児童の保護者に、子どもの放課後の過ごし方のニーズ調査を行ったとこ

ろ低学年の居場所で「学童クラブ」を選択した方は約 45％、高学年では約 22％となって

います。「わこうっこクラブ」の利用は、低学年も高学年も 36％を超えており、特に高学

年では学童クラブより、約 14 ポイント上回るなど、放課後の居場所としての期待が高い

ことが伺えます。よって、市が把握する必要量とニーズ調査結果の乖離はさほどありま

せん。[参考１０]参照

また、毎年開催されている和光市学童保育連絡協議会の総会や同協議会による要望書

でも、待機児童を解消するための学童クラブの新たな整備、わこうっこクラブの周知及

び未開設の小学校におけるわこうっこクラブの開設等の意見が多数寄せられています。

[参考９] 学年別の学童クラブ必要量（入所者数及び待機児童数の合計）各５月１日現在

- 5 -
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資料６

[参考１０] 就学前児童保護者ニーズ調査より

保護者が希望している放課後の過ごし方

４ わこうっこクラブの利用状況から見える特徴

わこうっこクラブは、就労の有無に関わらず利用しやすい事業として高い評価を受けて

います。

８月末日現在の市内７小学校におけるわこうっこクラブの登録率は、平均４９．３%です

が、モデル事業として委託事業で実施している「さつきのこわこうっこクラブ」の登録率

は５４．０%であり、市内第 1位となっています。

モデル事業ではわこうっこクラブの開設時間について、月曜日から金曜日を放課後から

１７時、夏休みなどの長期休業中については、市直営事業では９時から正午である開設時

間を、午後５時までの開設としました。学期末の給食のない日にも開所し、２日間で６１

名が利用しました。夏休み平均利用人数は、お盆の期間を除くと３７．３人であり、最も

利用者の多いわこうっこクラブとなりました。

他校の保護者からは、モデル事業と同様の運営を行ってほしいとの声を多くいただいて

います。

現在、市直営事業については、ボランティアの協力により運営していますが、現状では

モデル事業と同様の運営をボランティアが行うことは難しい状況となっています。

また、市直営事業では低学年児童の利用が多いわこうっこクラブですが、モデル事業で

は中学年以上の利用も多いことから、今後、学童クラブを補完する安心・安全な居場所と

しての機能が期待できます。

さらに、学童クラブとわこうっこクラブが同一事業者内で連携することにより、専門性

を有する職員が中心となって組織として個に応じた支援が可能となります。怪我などの緊

急事態が発生した際には、迅速で臨機応変な対応を行うことができます。また、何よりも、

学童クラブ在所児童とわこうっこクラブ利用児童が日常的に交流できることは、子どもの

目線に立った運営であると言えます。【資料４参照】

低学年の放課後の過ごし方の希望 高学年の放課後の過ごし方の希望

こども教室 こども教室
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５ 放課後の居場所づくりの在り方について

市としては、上記１～４までの学童クラブ及びわこうっこクラブの状況等を踏まえ、次

のとおり捉えています。

まず、学童クラブでは、学童クラブの特色、利用状況及びニーズから、主として低学年

の放課後の居場所として選択されていること、近年では３年生の利用ニーズが上昇してい

る一方で、夏休みを境に習い事やわこうっこクラブ等放課後の居場所を変更する学年も３

年生以上が多いことがわかりました。又、一体型施設では、学童クラブからわこうっこク

ラブへ居場所を変更する人も多く、保護者が両事業の内容を把握し、家庭状況や児童の成

長に応じて適切な居場所を選択していることが伺えます。低学年利用者の増加による３年

生以上の待機児童の発生はあるものの、中学年への進級をきっかけとして家庭の判断によ

り習い事やわこうっこクラブ等へと放課後の居場所を変更している実態も分かりました。

わこうっこクラブでは、低学年を中心に中学年までの放課後の居場所として十分に機能

していることを把握しました。特に中学年では学童クラブの補完事業となっていること、

学童クラブに所属している児童もわこうっこクラブを利用していることがわかりました。

これらの状況から、児童の成長に応じた適切な放課後の居場所の提供体制を整えるとと

もに、家庭が選択した児童の放課後の居場所が異なった場合においても、児童同士が交流

できる環境の確保が求められています。

国では、平成３０年９月１４日に策定した「新・放課後子ども総合プラン」において、

放課後児童クラブと放課後子供教室の両事業の計画的な整備を推進するため、放課後児童

クラブについて、２０２１年度末までに約２５万人分を整備するとともに、全ての小学校

区で、両事業を一体的に又は連携して実施し、うち小学校内で一体型として 1万箇所以上

で実施することを目指すとしています。

また、両事業を新たに整備する場合には、学校施設を徹底的に活用することとし、新た

に開設する放課後児童クラブの約８０％を小学校内で実施することを目指すとしています。

国の方針を踏まえ、今後の市の放課後の居場所づくりの在り方を総合的に勘案すると、

学童クラブとわこうっこクラブの一体型施設による運営又は一体的な運営等により両事業

を推進することが、児童及び家庭においても望ましい在り方であると考えるものです。具

体的には、モデル事業で得た一体的運営のメリットや小学校等において他事業の実施が可

能な教室等を最大限活用した事業展開を図るべきと考え、令和３年度からの新たな学童ク

ラブの事業者を選定する際に、学童クラブとわこうっこクラブを一体的に運営していくこ

とのできる事業者の選定を要として、全ての小学校で両事業を推進していきたいと考える

ものです。

以上。


