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令 和 ４ 年 ５ 月 2 6 日 

こども家庭部子育て支援課 

 

区立学童クラブ在籍・待機児童数および待機児童対策について 

 

１ 学年別在籍・待機児童数（令和４年４月１日現在）          （人） 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計 

在籍児童数 2,331 2,072 1,307 52 22 16 5,800 

待機児童数 30 74 168 0 1 0 273 

 

２ 在籍・待機児童数の推移（各年４月１日現在） 

 

３ ねりっこクラブ実施状況 

 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 

校 数 ８ 13 19 27 37 45 

・ねりっこプラスの実施（4 月 1 日現在 26 校で 334 名登録） 
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４ 待機児童対策 

（１）令和４年度待機児童への対応 

 【放課後の居場所】※重複登録可 

・ランドセル来館事業（児童館等 40 施設）（４月１日現在 81 名登録） 

・放課後等居場所づくり事業（全小学校で実施） 

・児童館、地区区民館、厚生文化会館児童室（40 施設） 

【夏休みに一日過ごせる居場所】※重複登録可 

  ・夏休みひろば事業（３校予定）※ねりっこクラブ未実施校の一部で実施 

  ・夏期緊急受入れ事業（１施設予定）※近隣に児童館等のない学童クラブで実施 

  ・児童館、地区区民館、厚生文化会館児童室（40 施設） 

     「昼食場所の提供事業（４月１日現在 79 名登録）」 

  

（２）令和５年度に向けた取組 

 【ねりっこクラブの早期実施】 

  区では、「学童クラブ」と「学校応援団ひろば事業」それぞれの機能や特色を活

かしながら事業運営を一体的に行う「ねりっこクラブ」の早期全校実施を目指し、

計画を進めている。 

  現在の 45 校の「ねりっこクラブ」の円滑な運営を支援していくとともに、早期

全校実施に向けて、学校との緊密な調整や地域団体への丁寧な説明を行っていく。 

 【ねりっこプラスの拡大】 

  令和３年度から、ねりっこ学童クラブの待機児童を対象に、ひろば事業終了後の

ひろば室を活用して、学童クラブに準ずる保育を提供する「ねりっこプラス」を開

始した。令和５年度の新規ねりっこクラブでも「ねりっこプラス」を実施し、児童

館等のランドセル来館事業や夏休みひろば事業等と併せ多面的に対策を講じていく。  



令和４年６月現在 

練馬型放課後児童対策事業 

ねりっこクラブ 
事業のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月から新たに下記７校で開始します！   

 

 

南町小・練馬第三小・石神井小・上石神井北小・関町北小・大泉第二小・泉新小 

 

 

 

 
 

 

 

 

【実施校 令和４年４月現在】 

豊玉小、豊玉第二小、豊玉東小、中村小、中村西小、開進第一小、開進第二小、開進第三小、 

開進第四小、仲町小、北町小、北町西小、練馬小、練馬第二小、練馬東小、田柄小、田柄第二小、 

向山小、旭町小、高松小、春日小、光が丘春の風小、光が丘夏の雲小、光が丘秋の陽小、光が丘第八小、 

石神井東小、石神井西小、石神井台小、上石神井小、下石神井小、谷原小、北原小、立野小、関町小、 

大泉小、大泉第一小、大泉第三小、大泉第六小、大泉東小、大泉南小、大泉北小、大泉学園小、 

大泉学園緑小、富士見台小、八坂小 （計 45 校）  

 

                                    

＜問い合わせ先＞ 

練馬区 教育委員会事務局 こども家庭部 子育て支援課 放課後対策第一係  

（練馬区役所本庁舎１０階） 

                       電話 ０３－５９８４－１５１９ 



 

 

 

 

実施校・実施校学童クラブの児童ならだれでも 

放課後や夏休みなどの長期休業中を安全にすごせる居場所です 

 

「学校応援団ひろば事業(※１)」と「学童クラブ(※２)」それぞれの機能・特色をそのままに、一体的に

事業の運営を行います。小学校の敷地内で安全に安心してすごせる環境に加え、地域の方々の支えの

もと、様々な学年の子どもたちやひろばスタッフ、学童クラブの職員等と交流しながら充実した放課

後の時間をすごします。 

将来的には全小学校での実施をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※１)学校応援団ひろば事業・・児童の遊び場の確保や異年齢児の交流、読書の推進を目的として、 

放課後帰宅せずに参加できる「安全・安心な居場所」を学校施設内に確保する事業です。 

(※２)学童クラブ・・・・・・・保護者の就労等により放課後保育を必要とする児童をお預かりする施設で、 

職員の指導のもとに遊びや生活を通じて協力し合い、楽しく生き生きと放課後をすごします。 

ねりっこクラブって 

なに？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後のねりっこクラブのながれ 

※「授業のない実施日」（長期休業中等）は午前９時から（学童クラブは午前 8 時から）すごせます。 

 

 

どんなふうに 

すごすの？ 

学童クラブに

入会の子ども

宿題

＜活動＞

ひろばを利用

するかどうか、

何時に帰るかは

お家で約束をして

きてください

ひろばに

登録の子ども

出欠確認・連絡帳提出 ＜集団あそび＞

みんなでワイワイ？

一人でじっくり？

今日は何しようかな？

＜自由あそび＞＜宿題＞

＜読書＞

＜休息＞ ＜おやつ＞

学童クラブの

子どもたちは

補食として

おやつを

食べます

＜自由あそび・読書・宿題等＞

暗くなってからはクラブ室を

中心にゆったりと

すごします

＜帰宅＞

グループ下校やお迎え等

安全な方法で帰ります

受付

＜ひろばの実施時間＞ 放課後から 午後５時（冬期は午後４時半）まで

＜学童クラブの実施時間＞ 放課後から 午後６時まで 延長は午後７時まで

ひろばを利用する子どもは

午後５時（冬期は４時半）まで

に全員帰ります

ねりっこクラブ 

３つの特色 

学校施設を活用し、活動スペースを確保することにより、 

学童クラブの受け入れ人数も増えます。 

様々な学年の子どもたち、学童クラブの職員、ひろばスタ

ッフ、地域の方々等…多様な関わりの中で、子どもたちの

遊びや経験が広がります。 

夏休み等、学校が長期休業の間もすごせる居場所です。 



「ねりっこひろば」と「ねりっこ学童クラブ」の特徴 

  ねりっこひろば ねりっこ学童クラブ 

対象児童 

実施校の全児童および、実施校のねりっこ学童ク

ラブ入会児童 

※利用日数に制限は無く、希望する日は何日でも 

利用できます 

練馬区内に在住、または区外在住で練馬区立小学校

に通学する児童で、保護者が就労等により、保育を

必要とする児童（小学 1～３年生） 

実施日時 

授業のある日：放課後～午後５時 

授業のない日：午前 9 時～午後 5 時 

（夏休み等の長期休業中） 

※授業のない土曜、日曜、祝日、年末年始等はお休みで

す。冬期は午後４時半までです。 

※災害や感染症により、学校が休校、学級閉鎖、集団下

校等の対応を行った場合は、「休止」となります。 

月～土曜日 

(日曜、祝日、年末年始はお休みです) 

授業のある日：放課後～午後 6 時 

授業のない日：午前 9 時～午後 6 時 

土曜日   ：午前 9 時～午後 5 時 

拠点 ひろば室 学童クラブ室 

遊ぶ場所 校庭、体育館、図書室、ひろば室など 

申込・ 

利用方法 

利用には、保護者による事前登録が必要です。 

【登録時期】在校生…2～3 月頃 新 1 年生…入学後 

      年度途中での登録も可能です。 

※1 年生の利用開始日は、決定次第お知らせします。 
ねりっこ学童クラブ入会申請書類(11 月中旬配付・受

付予定)をご提出ください。就労証明書等が必要で

す。（区立学童クラブの申請手続きと同じです。） 

入会基準をもとに審査を行った後、入会できる場合

は「入会承認通知書」を郵送します。 

授業のある日 長期休業中等授業のない日 

授業終了後、家に帰らず直

接ひろばに参加すること

ができます。 

 

 

一日を通して、ひろばに参

加することができます。 

利用料 

および補償料 
補償料：500 円/年 

保育料：5,500 円/月 

延長保育料：午前 8 時～午前 9 時 +500 円/月 

      午後 6 時～午後 7 時 +2,000 円/月 

出欠確認 

学童クラブとは異なり、児童をお預かりするものではあ

りません。出欠や帰宅時間については、登校前に児童と

保護者で必ず約束してきてください。 

 

 

保育を必要とする児童をお預かりします。 

出席予定でありながら登室しない場合は、職員が 

児童の所在確認を行います。 

 

おやつ なし あり 

昼食 
給食の無い日はお弁当を持参することができます。 給食の無い日はお弁当を持参します。 

 

延長オプションあり 

お子様の成長やご家庭の状況に 

合わせて放課後の過ごし方を選べます 

朝 午前 8 時～午前 9 時 

夕 午後 6 時～午後 7 時 

(土曜は午後5時～午後7時)     

一度家に帰ってから遊びに来ることもできます 

 

児童の入退室をメールでお知らせするシステム（有料）をご利用いただけます。 



 
 

 

令和４年４月 

子育て支援課 学校応援団・開放係 

 

学校応援団 組織概要  
 

 

 

 

 

 

学校応援団とは   

 ・学校応援団は、小学校ごとに結成された地域住民を主体とする組織です。 

・児童や地域のために、地域の核としての開かれた学校づくりを推進しています。 

・主な活動は、「学校開放事業」「ひろば事業」、および「応援団まつり」などです。 

 

区は、学校、家庭、そして地域が一体となって子どもを見守り育てていく環境を目指し

ています。親でも教師でもない「第 3 の大人」である地域の方々と関わることは、子ど

もにとってかけがえのない機会であります。そして、地域の絆を体感した子どもたちが、

やがて大人となったときには、かつて自分自身の支えとなった地域活動を担う立場となり、

地域社会への貢献が引き継がれていくことを期待しています。また、学校にとっても地域

の方々の存在は、学校運営の面で強い後ろ盾となっています。 

そのような目的から、子どもや地域のために、地域の方々の知識やパワーを活かしてい

ただき、地域の核としての開かれた小学校づくりの推進を目的として設置をお願いしてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校開放事業・ひろば事業にかかわる経緯】 

・昭和 29年～ 「学校開放運営委員会」を通じた開放事業の実施 

・平成 16年～ 「学校応援団」の立ち上げとひろば事業の開始 

・平成 28年～ 「ねりっこクラブ」の展開 
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学校開放と学校開放運営委員会 

学校開放事業は、学校施設を（学校教育に支障のない範囲で）地域住民の学習、文化、

レクリエーション活動の場として学校を開放する事業です。 

練馬区では、４種類（①校庭 ②体育館 ③図書館 ④教室）の開放事業を実施してい

ます。 

また、「学校開放運営委員会」は学校応援団の前身となる組織です。地域の実態に即応

した開放事業を実現するため、地域の方々に組織いただき、運営を委託しておりました。 

 

※学校施設は、「開放事業」とは別に、学校判断による「（教育）目的外利用」も実施されています。 

 

【校庭開放】※昭和 29 年より事業開始 

 地域の児童の健全な遊び場・スポーツの場として全小学校 65 校の校庭を開放しています。ボ

ールなどの遊具貸しが可能な、児童を対象とした「個人開放」と、児童を主とした団体活動のた

めの「団体開放」を行っています。 

 

【体育館開放】※昭和 51 年より事業開始 

 身近なスポーツの場として、「健康増進、親子や近隣住民のふれあい、コミュニティの醸成」を

目的とした地域のスポーツ振興事業です。小学校 33 校、中学校４校で実施し、個人開放と団体

開放の２種類があります。 

個人開放中は管理指導員２名を配置し、安全の確保やスポーツの指導を行っています。 

  

【図書館開放】※昭和 52 年より事業開始 

 小学校 40 校の図書館を、児童を主とした地域に開放しています。図書館開放指導員が配置さ

れ、利用登録をした方には、図書を貸し出しています。 

 

【教室開放】※平成元年より事業開始 

 地域の方々の身近な学習・文化・レクリエーション活動の場として和室や会議室等を貸し出し

ており、小学校 15 校で開放しています。 

 

学校応援団の組織化とひろば事業の実施について 

従来の「学校開放運営委員会」は、学校設備の地域活用に特化した組織でしたが、地域

の方々の力を、学校や地域、地域の子どもたちのために活かしていただき、地域の核とし

ての開かれた小学校づくりを目指して再編成した組織が「学校応援団」です。 

平成 16 年度より、既存の「学校開放運営委員会」に PTA 関係者、町会・青少年委員

などを加えて組織化され、平成 23 年３月に 65 校全ての小学校に設立されました 

また、学校応援団の設立と併せて「ひろば事業」を開始しています。 

※ 学校応援団の組織： 団長をはじめとした「理事」、庶務を担当する「事務局」と、各事業の担当

部署（ひろば、開放部会など）で組織されています 
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ひろばとは？ ～児童放課後等居場所づくり（ひろば）事業～ 

「児童放課後等居場所づくり（ひろば）事業」には、国の推進する「放課後子供教室」

の位置づけがあります。社会環境や家庭環境が変化する中で、児童が安全に遊べる場所、

安心して過ごせる場所を確保するため、平成 16 年以降、区は学校の協力により、校内に

放課後の「ひろば」を設けるとともに、学校応援団に運営を委託しました。 

ひろばでは、授業終了後に、児童が帰宅せずにそのまま学校のひろば室や校庭、図書室

などで、自主遊びや自主学習、読書などをしています。また、学校応援団による、地域人

材の知識やパワーを活かしたイベント等を行っています。 

≪ひろばの概要≫ ※実施日・活動場所など学校によって異なる場合があります。 

 

対象者 原則としてその学校に在籍し、事前登録をした児童 

実施日 
学校の授業のある月曜日～金曜日 

※ 既存の校庭・図書館開放は、土・日・祝日や長期休業日も実施しています。 

実施時間 放課後（１年生下校時）～午後５時 （冬季は午後４時半まで） 

活動場所 
室内活動場所、校庭、図書室、体育館 

※ 学校によって利用できる活動場所や利用可能時間が異なります。 

スタッフ体制 
学校応援団のスタッフ（５名程度）が各活動場所にて従事します。受付業務、巡

回、児童の安全確保、遊び相手などの役割を担います。 

活動内容 
室内および室外の自主的な遊び、スポーツ、読書、宿題など自習のほか、学校応

援団スタッフが企画した季節行事等のイベントの実施など 

参加費 無料（傷害・賠償にかかわる補償制度料およびイベント等材料費は実費負担） 

補償制度料 

登録時に傷害補償・賠償責任補償の保険として「ひろば事業における補償制度（年

間 500 円保護者負担）」にご加入いただきます。 

※ひろばは公園と同様の位置づけであり、児童がひろばで過ごすことは、児童と保護者

の約束事となります。ひろばスタッフは児童を「見守る」立場であり、ケガ等の責任を負う

立場ではありません。このような経緯から、参加する児童には補償制度への加入を要件

としています。 

利用方法 

①事前に登録申込みおよび保険料の支払いをします。 

②登校前にその日にひろばに参加するか、何時に帰宅するか、親子で約束しま

す。（いつでも自由に参加できます。） 

③参加するときは、ひろば室で名簿に記入し、名札を付けて活動します。 

④帰るときも名簿に記入し、名札を返して、ランドセルを持って帰宅します。 

※けがをしたときは、スタッフが応急処置をしますが、けがの程度により保護者の

方にお迎えをお願いする場合もあります。 
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学校応援団の実施するイベントなど 

 地域のネットワークを活かし、児童や地域に向けた様々なイベントを実施しています。 

 

【応援団まつり（開かれた学校づくり推進事業)】 
 年に１回、学校応援団の主催による応援団まつりを実施しています。おまつりは応援団単独

で実施する場合もあれば、学校・ＰＴＡ・学童クラブ・青少年委員・避難拠点運営連絡会など、

様々な組織と連携して実施する場合もあります。 

 

【自主企画事業（地域教育資源活用事業／学校施設活用事業）】 
  学校応援団が企画し、学校内で、児童や地域を対象に実施するイベントです。 

① 地域教育資源活用事業： 地域の方々を指導員として実施する事業。 
② 学校施設活用事業： 外部講師を依頼し、学校施設を使用してイベントを行う事業。 

ひろば・学校開放（校庭・図書館）・学童クラブの違い 

 ひろば 学校開放（校庭・図書館） 学童クラブ 

事業

内容 

① 遊び場の確保、②異

年齢児の交流、③読書

の推進を目的として、

校内に「安全・安心な

居場所」を確保し、見

守りを行います。 

小学校の【校庭】と【図書

館】を地域に開放し、指導

員による見守りを行いま

す。 

保護者が共働きなどのた

め放課後保育を必要とする

お子さんをお預かりする施

設で、指導員の指導のもとに

遊びや生活を通じて協力し

あい、楽しく生き生きと放課

後を過ごすところです。 

対象 

原則として、当該小学

校に在学し、事前登録

した児童 

事前登録は不要です。 

【図書館】児童を主とした

地域の方 

【校庭】地域の小学生およ

び保護者同伴の幼児 

小学生 

※受入人数は上限があります。 

実施

日時 

授業のある平日 

放課後～午後５時 

（冬季は４時半まで） 

 

※土日祝日や長期休業中

はありません。 

※学校により実施日時が

異なる場合があります。 

【平日】 

午後４時～５時 

（冬季は４時半まで） 

 

【土日祝日・夏休み等】 

午前９時～午後５時 

（冬季は４時半まで） 

※学校により実施日時が異なる

場合があります。 

【平日】 

放課後～午後６時 

【土曜】 

午前９時～午後５時 

【夏休み等】 

平日 午前９時～午後６時 

 土曜 午前９時～午後５時 

※時間延長のオプションがある場

合もあります。（費用別途） 

費用 

なし（但し、年額 500

円の補償制度費用の負

担あり） 

なし 月額 5,500 円 

※同一世帯で 2 人以上の児童が

クラブに在籍している場合には、2

人目以降の児童は月額 4,500 円 

運営

主体 

区が学校応援団（※）

に委託 
区が学校応援団に委託 区または委託事業者 

※ねりっこクラブ実施校のひろば事業については、学校応援団に替わって事業者に委託しています（校
庭・図書開放の一部を委託する事例もあります） 
※ねりっこクラブ実施後も、学校応援団組織は存続します(開放事業・応援団まつりは応援団にて実施)。 
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