
今こそ小学生の放課後支援を！



本日お伝えしたいこと

理由①：放課後が⼦育てと仕事両⽴の最⼤の壁
・⼩1の壁、⼩４の壁
・待機児童は保育園から学童保育へ

今こそ⼩学⽣の放課後⽀援を！

理由②：放課後の時間の可能性の⾼まり
・⼩学校は成⻑のゴールデンエイジ
・不確実な時代に必要な⼒は放課後に育つ

理由③：放課後の未来にはもう⼀段の後押しが必要
・国の⽅向性は出ているものの、動かない現場
・予算不⾜による停滞が真の要因



放課後の時間



「⼦どもは外で遊びなさい︕」

過去の放課後



「遊びの中⼼は公園」

過去の放課後



「駄菓⼦屋もありました」

過去の放課後



「秘密基地も作りました」

過去の放課後



「地域で⼦どもは育っていました」

過去の放課後



14-18時に約70%以上が集中

「⼦どもの犯罪の発⽣時間帯」（2018年千葉県警察調べ）

事件は「放課後」に起きている



失われた３つの間

時間

とにかく忙しい

子どもたち

空間

子どもが襲われる

事件が相次ぎ、街から
子どもが消えた

仲間

「ひとりで家で」が中心

アポなしでは

友だちと遊べない



「約束しないで遊びにいくことがありますか？」

（出典）サントリー次世代研究所「現代親⼦調査」,2006

アポなしで遊ぶ⼩学⽣はほぼいなくなった

アポなしでは遊ばない



自宅が中心の放課後

「放課後の過ごし⽅（⼩学⽣）」

女の子

男の子



「１週間のうち放課後１人で過ごした日数」

（出典）児童の放課後活動の国際比較, 2012

少人数で過ごす放課後
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日本の子どもたちの心の課題
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⾃⼰肯定感は⼩3と中1で⼤きく下がる傾向
自分を肯定的に評価する感情

（出典）東京都教職員研修センター、⾃尊感情や⾃⼰肯定感に関する研究（2008年度）



⼩1の壁とは…
⼦どもが⼩学校⼊学後、仕事と家庭の両⽴が困難になる
社会問題。⼩学⽣の⼦どもを預かる学童保育の不⾜など、
放課後の過ごし⽅が主な要因。
（参考：⼩4の壁）…
学童保育が事実上⼩学校3年までとなり、4年⽣以降の居場所を失う
社会問題。都⼼の場合、多くが学習塾などに吸収。

保護者を悩ませる「小１の壁」
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待機児童問題は学童保育へ

（出典）厚⽣労働省
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11,438人

25,384人

15,995人

12,439人

2019年に
学童保育が

保育園を超える

諦めて申し込まない
潜在的な待機児童も

30-40万⼈
と⾔われる



放課後の時間の可能性
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学校にいる時間（年）

1,200
時間

放課後や長期休み（年）

1,600 
時間

放課後は、何時間あるでしょうか？
（小学校低学年の場合）

放課後の価値
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放課後の価値
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ゴールデンエイジ

10-12歳は「ゴールデンエイジ」と呼ばれ、⼼⾝の発達が調和し、動作習得に最も有利な時期と
されています。⼤⼈でも難しい難易度の⾼い動作も即座に覚えることができます。世界中どこで
も⾮常に重要視され、サッカーに必要なあらゆるスキルの獲得に最適な時期として位置づけられ
ています。ゴールデンエイジを有効に機能させるために9歳までのプレ・ゴールデンエイジの遊
びも⼤変重要です。（参照：⽇本サッカー協会）



V VOLATILITY（変動性）
U UNCERTAINTY（不確実性）

C COMPLEXITY（複雑性）

A AMBIGUITY（曖昧性）
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VUCAの時代に求められる力

新しい時代に求められる力は
放課後にも培われる

（ｄｓJOURNAL）

学校

①

計画された学びを
しっかりと一斉に行う

②

状況変化よりは
予定通り実行が大切

③
安定したメンバーの
もとに落ち着いて学ぶ

④

正解を出す

大人は35人に1人

① ②

③ ④

放課後

①

自分の過ごし方を
自分で決める

②

状況は変化が大きく
それに合わせて過ごす

③
多様なメンバー
異学年とも遊ぶ

④

納得解を探す

大人は10～20人に1人

放課後の良さを
消すような
過ごし⽅は
もったいない



放課後NPOアフタースクールの活動



組織のビジョン

⽇本の放課後を
安全で豊かにするために⽣まれた組織



アフタースクール



⼩学校の施設を活⽤した放課後の活躍の場
アフタースクールとは



①学校で開催

②いつでも誰でも受け⼊れ ③市⺠先⽣のプログラム

アフタースクール３つの特徴



毎⽇多様なプログラムが開催



毎⽇多様なプログラムが開催



毎⽇多様なプログラムが開催



毎⽇多様なプログラムが開催



野球：山川 穂高さん 陸上：末續 慎吾さん 陸上：為末 大さん

野球：古田 敦也さん 世の中：池上 彰さん 詩：谷川 俊太郎さん

たまに有名な⽅も！



ソーシャルデザイン



SONYグループの技術を⽣かした8つの教育プログラムを開発。関東、関⻄に出張授業



本物の心臓外科医が伝える、
命の授業。

-スミセイアフタースクールプロジェクト 心臓外科医のシゴト



最強の野菜ジュースレシピを開発。⾷育の学校授業にも。 -おいしい！野菜チャレンジ



学校⽣活にロボット導⼊を検討するグループワーク、最後は⾃動運転技術体験

-BMWと⼀緒に！ミライ⼤冒険



循環型社会を楽しく学ぶ
メルカリカードゲームを
独⾃開発



プログラミング的思考
を誰もが実感できる

授業開発。
先⽣向け研修も実施。

-プログラミングの旅



⼩学⽣の経済学デビュー。仕⼊れから利益計算まで
⼦どもたちが⾃分で⾏う。 -だがしやチャレンジ



「みんな絶対にいいところがある」
アフタースクールで一緒に探そう！



子どもたちの心の変化
（赤字がアフタースクールの子ども）

自分の得意な
ことがある

91％
（一般63%）

自分に
自信がある

61％
（一般30%）

新しいことに
挑戦したい

80％
（一般49%）

親

安心して
仕事が出来る

78％
（一般35%）

学校が
好きである

76％
（一般70%）

友達が
たくさんいる

80％
（一般40%）

学校



アフタースクール
開校数

21校
プログラム数

500
種類以上

のべ参加⼦ども数

100万⼈
以上

市⺠先⽣数

5000⼈
以上

連携企業数

300社
以上



90名の常勤スタッフ、200名の⾮常勤スタッフ
（新卒採⽤の倍率は20-30倍）



国の動きと現場の実感



○共働き家庭等も含めた全ての就学児童を対象に、共通の活動場所において多様な共通プログラムを実施
○活動場所は学校の余裕教室や特別教室（家庭科室や理科室、ランチルーム等）、学校敷地内の専⽤施設等の安
⼼・安全な活動場所を活⽤

１７：００まで

一体型のイメージ

一体型とは

家 庭

児童の放課後の様
⼦や学校での様⼦
などについて、⽇
常的・定期的に情
報共有

【放課後児童クラブの児童も含めた
全ての児童を対象とする共通プログラムの実施】

・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）
・スポーツ活動（野球、サッカー、一輪車）など

プログラムを実施する際は
体育館や特別教室などの
学校施設も活⽤

※放課後⼦供教室の開催⽇数は、各地域の実情等に応じて実施

学校の教職員
【学校の敷地内等にて実施】

＊希望する全ての児童を対象

学習支援など
多様な

プログラムの
実施

放課後⼦供教室 （学習・体験活動の場）放課後児童クラブ （⽣活の場）
＊共働き世帯等の児童を対象

健康管理

余暇指導

生活支援

希望する
放課後
児童クラブ
の児童も参加

連 携

連 携

１９：００まで

○宿題、遊び、休息など、児童の体調、日課
等に合わせて自主的に過ごす
○基本的生活習慣についての援助、自立に
向けた手助け
○おやつの提供

授業終了後

・連絡帳のやりとり
・お迎え時の日常的な会話
・養育に関する相談支援 など

放課後⼦供教室と放課後児童クラブの「⼀体型」

（出典）⽂部科学省



新・放課後⼦ども総合プラン

○そのため、引き続き共働き家庭等の「⼩1の壁」・「待機児童」を解消するとともに、全ての児童が放課後を安全・安⼼に過ごし、多様な体験・活
動を⾏うことができるよう、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等を推進するため、下記のとおり⽬標を設定し、新たなプ
ランを策定。

■放課後児童クラブについて、2021年度末までに約25万⼈分を整備し、待機児童解消を⽬指し、その
後も⼥性就業率の上昇を踏まえ2023年度末までに計約30万⼈分の受け⽫を整備（約122万⼈⇒約152万⼈）

（2018（平成30）年９⽉１４⽇策定）

「新・放課後子ども総合プラン」に掲げる目標（2019～2023年）

○平成26年に策定した「放課後⼦ども総合プラン」において放課後児童クラブ、放課後⼦供教室の両事業の実績は、放課後児童クラブの約30万⼈分
整備が順調に進むなど、⼤きく伸びているが、近年の⼥性就業率の上昇等により、更なる共働き家庭の児童数の増加が⾒込まれており、「⼩1の
壁」を打破するとともに待機児童を解消するため放課後児童クラブの追加的な整備が不可⽋な状況。

○⼩学校内で両事業を⾏う「⼀体型」の実施は、増加傾向にあるものの⽬標への到達を果たしていない。⼀⽅で、地域の実情に応じて社会教育施設
や児童館等の⼩学校以外の施設を活⽤して両事業を⾏い、多様な体験・活動を⾏っている例も⾒られる。

背景・課題

■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。

■⼦どもの主体性を尊重し、⼦どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、⼦どもの
⾃主性、社会性等のより⼀層の向上を図る。

■両事業を新たに整備等する場合には、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。

（出典）⽂部科学省



「新・放課後⼦ども総合プラン」の推進

放課後⼦供教室 （⽂部科学省） 放課後児童クラブ （厚⽣労働省）

○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等を安全・安⼼に過ごし、
多様な体験・活動を⾏うことができるよう、⼀体型を中⼼とした放課後児童クラブ及び放課後⼦供教室の計画的な整備等を進める

趣旨・目的

取組の現状

【４つの推進⽅策】
○市町村⾏動計画等に
基づく計画的な整備
○学校施設の徹底活⽤
○共通プログラムの充実
○総合教育会議の活⽤
による総合的な
放課後対策の充実

「新・放課後子ども総合プラン」に掲げる国全体の目標（2023年度末まで）

趣旨 すべての⼦供を対象として、学習⽀援や多様なプログラム
を実施

共働き家庭などの⼩学校に就学している児童を対象として、
放課後に適切な遊びや⽣活の場を提供

２０２０年度予算額 ６７億円の内数 97７．８億円

実施数 １９，２６０教室 ２５，８８１か所

⼀体型 ５，３６１か所

登録児童数 ― １，２９９，３０７⼈

新規開設分の
⼩学校での割合 ― ５８％

（３，７９７か所のうち２，２１４か所）

実施場所 ⼩学校 ７２．２％、その他（公⺠館、中学校など）２７．８％ ⼩学校 ５３．６％、その他（児童館、公的施設など）４６．４％

目標等

※放課後子供教室の教室数は令和元年１１月時点、放課後児童クラブの箇所数と一体型、新規開設分の小学校での割合、実施場所における割合は令和元年５月時点の数値を記載

（平成30年9月14日策定・公表）

■放課後児童クラブについて、2021年度末までに約25万⼈分を整備し、待機児童解消を⽬指し、その後も⼥性就業率
の上昇を踏まえ2023年度末までに計約30万⼈分の受け⽫を整備（約122万⼈⇒約152万⼈）

■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。

■両事業を新たに整備等する場合には、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。

■⼦どもの主体性を尊重し、⼦どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、⼦どもの⾃主性、社会性等
のより⼀層の向上を図る。

令和2年1月時点更新

（出典）⽂部科学省



学校活用のメリット

①安心・安全

②場所資源

③低コスト

移動の手間がなく、安全性が高い、耐震設備も安心

子どもたちの多様な活動を叶える場がある＝3密防止

（グラウンド、体育館、理科室、家庭科室、図工室etc）

家賃負担が無く、運営費をコストダウン

④仲間

⑤スピード

家庭の状況を問わず、多くの仲間と過ごせる場

物件探し・内装などの手間がなく、即開校可能

デメリット：学校という場に活動が集中、学校に来られない子の存在



現場の実感

理由①：学校、教育委員会は学校活⽤に消極的
・「学校は先⽣のもの」という占有意識から共有化へ

⼀体型や学校活⽤の徹底の⽅向性は明確に出ているものの
現場の動きは遅い

理由②：学童保育（厚労省）ー放課後⼦供教室（⽂科省）の縦割り
・「⼀緒に遊びたい」という⼦どもの願いを叶える

理由③：学童保育も放課後⼦ども教室も予算不⾜
・「⼩学校1校にあと1千万円」→2万校→2,000億円で放課後は変わる

こども庁へ
の期待



課題提起



本日お伝えしたいこと

理由①：放課後が⼦育てと仕事両⽴の最⼤の壁
・⼩1の壁、⼩４の壁
・待機児童は保育園から学童保育へ

今こそ⼩学⽣の放課後⽀援を！

理由②：放課後の時間の可能性の⾼まり
・⼩学校は成⻑のゴールデンエイジ
・不確実な時代に必要な⼒は放課後に育つ

理由③：放課後の未来にはもう⼀段の後押しが必要
・国の⽅向性は出ているものの、動かない現場
・予算不⾜による停滞が真の要因



放課後支援の方向性

運営⼒ある組織の育成が鍵
・学校を活⽤した⼤⼈数の放課後運営には運営⼒が必要
・⼦どもの教育を希望する⼈は多い、安定した労働環境があれば⼈はいる

今こそ政治のお⼒を！
・プラン推進、縦割り解消が「みんなで遊びたい」⼦どもの希望を叶える
・放課後は効果が早めに出る費⽤対効果の⾮常に⾼い未来投資

学校活⽤徹底が⼀丁⽬⼀番地政策
・遊休施設であり、最もコスパが⾼く、インパクトが⼤きく、全国で可

能！
・⽇本の⼩学校：2万か所、3.4万ha、1⼈あたり55㎡が活⽤可能！！

放課後⽀援打ち出しは
⼦育て世代の
⼤きな⽀持！！



みんなで頑張ります！！




