
鹿角市 花輪
※わくわく土曜教室として実
施

・花輪児童クラブ
・まちなか児童クラブ

・花輪児童クラブ館
・まちなか児童クラブ

鹿角市 花輪北 花輪北児童クラブ 花輪北小学校余裕教室               　

鹿角市 平元 平元児童クラブ 旧平元保育園

鹿角市 八幡平 八幡平児童クラブ 八幡平小学校余裕教室

鹿角市 尾去沢 尾去沢児童クラブ 尾去沢小学校余裕教室

鹿角市 十和田
・十和田児童クラブ
・十和田わくわく児童クラブ

・十和田小学校余裕教室
・十和田わくわく児童クラブ

鹿角市 大湯 大湯児童クラブ 大湯小学校余裕教室

小坂町 小坂 子どもクラブＳｋｉｐ 290 小坂町交流センター
・小坂町子どもクラブSkipA
・小坂町子どもクラブSkipB

小坂町交流センター

大館市 桂城 桂城児童仲良しクラブ 桂城児童センター

大館市 城南
・城南児童仲良しクラブ
・城南第二児童仲良しクラブ

・城南児童会館
・城南小学校

大館市 城西 城西児童仲良しクラブ 城西児童センター

大館市 有浦
・有浦児童仲良しクラブ
・有浦第二児童仲良しクラブ

・有浦児童会館
・有浦児童会館分館

大館市 釈迦内 釈迦内児童仲良しクラブ 釈迦内児童センター

大館市 長木 長木なかよしクラブ 197 長木小学校 長木キラキラクラブ 長木小学校

大館市 川口 川口なかよしクラブ 197 川口小学校 川口キラキラクラブ 川口小学校

大館市 上川沿 上川沿なかよしｸﾗﾌﾞ 197 上川沿小学校 上川沿キラキラクラブ 上川沿小学校

大館市 成章 成章にこにこクラブ 大館市ふれあいｾﾝﾀｰやまびこ

大館市 花岡 花岡なかよしクラブ 197 花岡小学校 花岡キラキラクラブ 花岡小学校

大館市 矢立 矢立なかよしクラブ 197 矢立小学校 矢立キラキラクラブ 矢立小学校

大館市 南 南なかよしクラブ 197 南小学校 南キラキラクラブ 南小学校

大館市 扇田 比内わんぱくクラブ 比内児童館

大館市 西館 西館わくわくクラブ 西館児童館

大館市 東館 東館にこにこクラブ 東館小学校

大館市 早口 はやぐち児童仲良しクラブ はやぐち児童館

大館市 山瀬 山瀬児童仲良しクラブ 山瀬小学校

北秋田市 鷹巣 鷹巣いきいきタイム 25 鷹巣児童館
・鷹巣小児童クラブA
・鷹巣小児童クラブB
・鷹巣小児童クラブC

専用施設

北秋田市 鷹巣東 栄いきいきタイム 2 太田児童館 鷹巣東小児童クラブ 太田児童館

北秋田市 綴子 綴子いきいきタイム 25 綴子公民館 綴子小児童クラブ 綴子児童館

北秋田市 鷹巣中央 沢口いきいきタイム 25 中央児童館 鷹巣中央小児童クラブ 鷹巣中央児童館

北秋田市 鷹巣南 七日市いきいきタイム 13 七日市公民館 鷹巣南小児童クラブ 七日市基幹集落センター

北秋田市 米内沢 米内沢いきいきタイム 2 米内沢小学校
・米内沢小児童クラブA
・米内沢小児童クラブB

専用施設

北秋田市 前田 前田いきいきタイム 2 前田小学校 前田小児童クラブ 専用施設

北秋田市 阿仁合 阿仁合いきいきタイム 25 阿仁合小学校 阿仁合小児童クラブ 阿仁合小学校

北秋田市 大阿仁 大阿仁いきいきタイム 25 大阿仁小学校 大阿仁小児童クラブ 大阿仁小学校

北秋田市 合川 合川いきいきタイム 25 合川公民館
・合川小児童クラブA
・合川小児童クラブB
・合川小児童クラブC

専用施設

上小阿仁村 上小阿仁 上小阿仁村放課後児童クラブ 上小阿仁村集住型宿泊交流施設

能代市 渟城西
渟城西小学校放課後子ども
教室

222 渟城西小学校
・留守家庭児童会竹の子の家
・放課後教室あすなろつき組
・放課後教室あすなろほし組

・渟城西小学校
・渟城女子専門学校
・渟城女子専門学校

能代市 渟城南
渟城南小学校放課後子ども
教室

257 渟城南小学校

・留守家庭児童会樽子山の家
・放課後教室あすなろつき組
・放課後教室あすなろほし組
・留守家庭児童会みなみっこク
ラブ第1
・留守家庭児童会みなみっこ
クラブ第2

・専用施設
・渟城女子専門学校
・渟城女子専門学校
・渟城南小学校

・渟城南小学校

能代市 第四
第四小学校放課後子ども教
室

212 第四小学校
・留守家庭児童会青空会第1
・留守家庭児童会青空会第2

・専用施設
・専用施設

能代市 第五 第五小学校放課後子ども教室 225 第五小学校
・留守家庭児童会はくちょうｸﾗﾌﾞ

・留守家庭児童会白鳥
・専用施設（旧東部共同調理場）

・第五小学校

能代市 向能代
向能代小学校放課後子ども
教室

254 向能代小学校
・留守家庭児童会仲よしｸﾗﾌﾞ
・留守家庭児童会なかよし第1
・留守家庭児童会なかよし第2

・向能代小学校
・専用施設
・専用施設

能代市 浅内 浅内小学校放課後子ども教室 226 浅内小学校 ・留守家庭児童会あさない
専用施設（浅内小学校旧地
域連携施設）

能代市 二ツ井
二ツ井小学校放課後子ども
教室

224 二ツ井小学校
・二ツ井児童クラブ第１
・二ツ井児童クラブ第２

専用施設

藤里町 藤里 あそぼクラブ 高齢者ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ偕楽荘

三種町 琴丘 ひまわりっこクラブ
琴丘中央すこやか館(旧琴丘
幼稚園）

三種町 下岩川 下岩川児童クラブ 下岩川児童館

三種町 森岳 森岳児童クラブ 専用施設

三種町 金岡 金岡児童クラブ 金岡児童館

三種町 浜口 浜口児童クラブ 浜口小学校

三種町 湖北 湖北児童クラブ 湖北小学校

○令和２年度新・放課後子ども総合プラン実施箇所一覧（名称・実施場所等）　　　令和２年７月１日現在

放課後子供教室
わくわく土曜教室

放課後児童クラブ

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎ ★

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

◎ ★

◎ ★

◎ ★

▲ －

◎ ★

◎ ★

◎ ★

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

◎ ★

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ★

◎ ★

◎ ★

◎ ☆

▲ －

◎ ★

◎ ★

◎ ☆

◎ ★

◎ ★

◎ ★

◎ ★

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

市町村名 小学校区名
両方実施＝◎
教室のみ＝△
ｸﾗﾌﾞのみ＝▲

一体型=★
連携=☆

教室名
開設
日数 実施場所 クラブ名 実施場所

連携なし
サタちびっ
（市内全小学校）

4 コモッセ

連携なし
オールTHEチャレンジ
（市内全小学校）

4 コモッセ

連携なし
トワダックのわくわく土曜教室
（市内全小学校）

4 十和田図書館
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放課後子供教室
わくわく土曜教室

放課後児童クラブ
市町村名 小学校区名

両方実施＝◎
教室のみ＝△
ｸﾗﾌﾞのみ＝▲

一体型=★
連携=☆

教室名
開設
日数 実施場所 クラブ名 実施場所

八峰町 八森 八峰町放課後チャレンジ教室 40 あきた白神体験センター 八森児童クラブ 八森小学校

八峰町 峰浜 八峰町放課後チャレンジ教室 12 峰浜小学校 峰浜児童クラブ 峰浜小学校

男鹿市 船川第一 くじらっこ＃１４５ラボ 8 船川第一小学校 船川児童クラブ 船川第一小学校

男鹿市 脇本第一 わきいちっ子どんどルーム 8 脇本第一小学校 脇本児童クラブ 脇本第一小学校

男鹿市 船越 ふなっこ　おも・しれ教室 8 船越小学校
・船越児童クラブ本館
・船越児童クラブ分館

船越小学校

男鹿市 美里 美里っ子わくわく教室 8 美里小学校
・美里児童クラブ
・五里合児童クラブ
・野石児童クラブ

・美里小学校体育館
・五里合市民センター
・旧野石小学校体育館

男鹿市 北陽 北陽　輪～い輪～いルーム 8 北陽小学校 北浦児童クラブ 北陽小学校

男鹿市 払戸 払戸っ子チャレンジ教室 8 払戸小学校 払戸児童クラブ 旧払戸小学校

潟上市 大豊  おおとよ児童クラブ 大豊小学校

潟上市 飯田川 いいたがわ児童クラブ 飯田川保健福祉センター

潟上市 天王
・てんのうA児童クラブ
・てんのうB児童クラブ
・てんのうC児童クラブ

天王小学校

潟上市 出戸
・でとA児童クラブ
・でとB児童クラブ

出戸地区ことぶき荘

潟上市 東湖 とうこ児童クラブ 東湖小学校

潟上市 追分
・おいわけA児童クラブ
・おいわけB児童クラブ
・おいわけC児童クラブ

専用施設（追分小学校敷地
内）

五城目町 五城目 わらしべ塾 49 五城目町中央公民館 すずむしクラブ 五城目小学校

八郎潟町 八郎潟 八郎潟町放課後子ども教室 107 八郎潟小学校
・ふれあい学級
・ゆうゆう学級

八郎潟中央児童館

井川町 井川 放課後子ども教室 42
子育て支援多世代交流
館「みなくる」

井川学童保育センター
子育て支援多世代交流館
「みなくる」

こどもなかよし館 238 こどもなかよし館

きらきら塾 19 大潟村公民館

由利本荘市 新山 新山いきいき教室 124 新山小学校
・石脇学童クラブどんぐり
・石脇学童クラブまつぼっくり

専用施設（石脇コミュニティー
児童館）

由利本荘市 鶴舞 つるまい教室 16 鶴舞小学校 つるまい学童クラブ 鶴舞小学校

由利本荘市 尾崎 尾崎教室 152 尾崎小学校
・尾崎児童クラブA
・尾崎児童クラブB

由利本荘市こどもプラザ

由利本荘市 子吉 子吉若杉教室 6 子吉小学校 子吉放課後児童クラブ 専用施設（借家）

由利本荘市 小友 小友子ども教室 22 小友小学校 小友学童クラブ 小友保育園２階

由利本荘市 石沢 石沢ホタル教室 32 石沢小学校 石沢学童クラブ 石沢保育園

由利本荘市 矢島 矢島小学校教室 31 矢島小学校 矢島学童クラブ 矢島子供館

由利本荘市 岩城 岩城小学校教室 15 岩城小学校
・亀田児童クラブ
・道川学童クラブ

・専用施設(亀田体育館内）
・道川保育園

由利本荘市 由利 由利小学校教室 129 由利小学校 ゆり児童クラブ Ｂ＆Ｇ由利海洋センター

由利本荘市 西目 西目小学校教室 126 西目小学校 西目学童クラブ 西目中央児童館

由利本荘市 鳥海 鳥海小学校教室 22 鳥海小学校 鳥海学童クラブ 鳥海中学校

由利本荘市 東由利 東由利小学校教室 79 東由利小学校
・みどり学童クラブ
・永慶学童クラブ

・みどり保育園
・永慶保育園

由利本荘市 岩谷 岩谷小学校教室 35 岩谷小学校 岩谷学童クラブ 岩谷児童館

由利本荘市 大内 大内小学校教室 149 大内小学校 大内学童クラブ 専用施設（大内学童保育施設）

にかほ市 平沢 仁賀保学童保育クラブ 仁賀保幼稚園夢ハウス

にかほ市 院内
・院内学童保育クラブ
・小出学童保育クラブ

・院内学童保育クラブ
・旧小出保育園

にかほ市 金浦 浜っ子クラブ 11 金浦公民館等 たんぽぽサークル 金浦小学校

にかほ市 象潟 友遊くらぶ 4 象潟公民館等
・のびやかサークル
・上浜学童保育クラブ
・学童保育星城クラブ

・象潟小学校
・上浜構造改善センター
・星城保育園

大仙市 大曲

・桂児童クラブ
・第１ぽぷら児童クラブ
・第２ぽぷら児童クラブ
・第３ぽぷら児童クラブ
・第４ぽぷら児童クラブ
・日の出児童クラブ
・花園児童クラブ

・桂児童センター
・大曲小学校
・大曲小学校
・大曲小学校
・大曲小学校
・専用施設(日の出ｷｯｽﾞﾙｰﾑ)

・専用施設

大仙市 東大曲
・第１東児童クラブ
・第２東児童クラブ

・東大曲小学校
・大曲東児童館

大仙市 花館

・第１いちょう児童クラブ
・第２いちょう児童クラブA
・第２いちょう児童クラブB
・第２いちょう児童クラブC

・花館小学校
・専用施設（旧大曲北幼稚園）

・専用施設（旧大曲北幼稚園）

・専用施設（旧大曲北幼稚園）

大仙市 内小友 内小友児童クラブ 内小友小学校

大仙市 大川西根 大川西根児童クラブ 大川西根小学校

大仙市 藤木 わくわく体験教室 8 小学校 藤木児童クラブ 藤木小学校

大仙市 四ツ屋
・四ツ屋児童クラブ
・にこにこ広場

・四ツ屋公民館
・専用施設

大仙市 角間川 角間川児童クラブ 角間川小学校

大仙市 西仙北 学習支援教室 8
西仙北高齢者ふれあい
センター

・西仙北児童クラブ
・西仙北第2児童クラブ

・専用施設
・専用施設

大仙市 神岡
わくわくスペース
対象：市内全小学校

[41]
大曲地域職業訓練セン
ターほか

・神岡児童クラブA
・神岡児童クラブB

専用施設

◎ ☆

◎ ★

◎ ★

◎ ★

◎ ★

◎ ★

◎ ★

◎ ☆

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

◎ ☆

◎ 連携なし

◎ ★

☆
☆

◎ ★

◎ ★

◎ ★

◎ ☆

◎ ★

◎ ★

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ★

◎

◎

◎ ☆

◎ ☆

◎

◎

◎

◎

◎

◎ 連携なし

◎

◎

◎ 連携なし

◎ [☆]

大潟村 大潟 ◎ 大潟村放課後児童クラブ 大潟こども園

☆ キッズユートリック 7 仁賀保公民館等

☆
わくわくスペース
対象：市内全小学校

41
大曲地域職業訓練セン
ターほか

[☆]
わくわくスペース
対象：市内全小学校

[41]
大曲地域職業訓練セン
ターほか
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放課後子供教室
わくわく土曜教室

放課後児童クラブ
市町村名 小学校区名

両方実施＝◎
教室のみ＝△
ｸﾗﾌﾞのみ＝▲

一体型=★
連携=☆

教室名
開設
日数 実施場所 クラブ名 実施場所

大仙市 清水
・八乙女児童クラブA
・八乙女児童クラブB

旧中仙幼稚園

大仙市 豊川
・八乙女児童クラブA
・八乙女児童クラブB

旧中仙幼稚園

大仙市 豊岡
・八乙女児童クラブA
・八乙女児童クラブB

旧中仙幼稚園

大仙市 中仙
・八乙女児童クラブA
・八乙女児童クラブB

旧中仙幼稚園

大仙市 協和
・協和児童クラブA
・協和児童クラブB

協和小学校

大仙市 南外 南外児童クラブ 南外小学校

大仙市 高梨 ひまわり児童クラブ 専用施設

大仙市 横堀 横堀児童クラブ 横堀小学校

大仙市 太田東
わくわくスペース
対象：市内全小学校

[41]
大曲地域職業訓練セン
ターほか

・おおた児童クラブA
・おおだ児童クラブB

専用施設（旧太田ひがし幼稚
園）

大仙市 太田南
・おおた児童クラブA
・おおだ児童クラブB

専用施設（旧太田ひがし幼稚
園）

大仙市 太田北
・おおた児童クラブA
・おおだ児童クラブB

専用施設（旧太田ひがし幼稚
園）

仙北市 角館

・かくのだて児童クラブAｸﾗｽ
・かくのだて児童クラブBｸﾗｽ        
・かくのだて児童クラブCｸﾗｽ
・中川っ子クラブ

・角館児童館（旧角館保育園）

・角館児童館（旧角館保育園）

・角館児童館（旧角館保育園）

・中川コミュニティセンター

仙北市 白岩 かしわっこクラブ 白岩小学校

仙北市 生保内
・白樺児童会Aクラス
・白樺児童会Bクラス
・白樺児童会Cクラス

生保内小学校

仙北市 神代 ポプラ学園Aクラス 神代小学校

仙北市 西明寺 マロンクラブ ＪＡ大豆総合センター

仙北市 桧木内 ひのきっこクラブ 桧木内小学校

美郷町 六郷
・わくわく児童クラブA
・わくわく児童クラブB
・わくわく児童クラブ２

・六郷小学校
・六郷小学校
・専用施設（みさとこども館）

美郷町 千畑
・めだか児童クラブA
・めだか児童クラブB

千畑小学校

美郷町 仙南
・仙南っ子児童クラブA
・仙南っ子児童クラブB
・仙南っ子児童クラブC

仙南小学校敷地内専用施設

横手市 横手南

※わくわく土曜教室として実
施

横手南子ども教室 4 横手中央公民館

・学童保育「みなみ」
・学童保育「みなみⅡ」
・学童保育「みなみⅢ」
・学童保育「みなみⅣ」
・学童保育「わんぱく」
・学童保育「わんぱくⅡ」
・学童保育「てらこや明照」

・横手南小学校
・横手南小学校
・介護施設（ｼｮｰﾄｽﾃｲえがお）

・横手南小学校
・旧ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｻﾎﾟｰﾀｰｾﾝﾀｰのぞみ

・旧ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｻﾎﾟｰﾀｰｾﾝﾀｰのぞみ

・九品寺本堂隣集会場

横手市 旭 旭子ども教室 4 旭ふれあい館

・学童保育「ピノキオ」
・学童保育「あさひⅠ-1」

・学童保育「あさひⅡ」
・学童保育「あさひⅢ」

・朝日が丘児童センター
・横手市総合交流促進施設
旭ふれあい館
・専用施設（旧旭郵便局）
・旭小学校

横手市 栄 栄子ども教室 4 さかえ館 学童保育「さかえ」
横手市総合交流促進施設さ
かえ館

横手市 横手北 横手北子ども教室 4 ふるさと館・金沢孔城館

・げんキッズよこてきた
・けんキッズよこてきたⅡ
・学童保育「境町よこてきた」

・学童保育「金沢よこてきた」

・横手北小学校敷地内専用施設
・横手北小学校敷地内専用施設

・横手市総合交流促進施設
ふるさと館
・金沢孔城館内

横手市 朝倉 朝倉子ども教室 15 あさくら館

・学童保育「あさくら」
・学童保育「あさくらⅢ」
・学童保育「あさくらキッズ」

・朝倉小学校敷地内専用施設

・朝倉小学校
・横手市総合交流促進施設
あさくら館

横手市 増田 増田子ども教室 15
増田地区多目的研修セ
ンター

・学童保育「すまいるキッズ」
・学童保育「ますだキッズ」

・増田町総合子育て支援施設

・増田小学校

横手市 浅舞 浅舞子ども教室 4 浅舞公民館
・浅舞児童クラブ
・浅舞児童クラブⅡ

浅舞小学校

横手市 吉田 吉田子ども教室 6
吉田地区生涯学習セン
ター

・児童クラブどんぐりっこ
・児童クラブどんぐりっこⅡ

吉田小学校

横手市 醍醐 醍醐子ども教室 9 醍醐公民館
・醍醐児童クラブ
・醍醐児童クラブⅡ

醍醐小学校

横手市 雄物川 雄物川子ども教室 4
雄物川コミュニティセン
ター

・にこにこキッズ雄物川
・にこにこキッズ雄物川Ⅱ
・にこにこキッズ雄物川Ⅲ

・雄物川小学校敷地内専用施設

・雄物川小学校敷地内専用施設

・雄物川地域局

横手市 大森 大森子ども教室 4
大森コミュニティセン
ター

・学童保育「おおもり」
・学童保育「ふれあい」

・大森小学校敷地内専用施設

・子どもと老人のふれあいｾﾝﾀｰ

横手市 十文字第一

・第一小なかよし学級
・第一小なかよし学級Ⅱ
・さくらんぼ学級
・ひまわり学級

・十文字文化センター
・十文字文化センター
・十文字第一小学校
・幸福会館

横手市 十文字第二 第二小なかよし学級 十文字第二小学校

横手市 植田 あおぞら学級 植田小学校

横手市 睦合 睦小なかよし学級 睦合小学校

横手市 山内 山内子ども教室 4 山内公民館 なかよしクラブ 山内小学校

横手市 大雄 大雄子ども教室 4
大雄交流研修館ふれあ
いホール

・こどもセンター
・こどもセンターⅡ

大雄小学校敷地内専用施設

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎ [☆]

◎

◎

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

◎ 連携なし

◎ 連携なし

◎ 連携なし

◎ 連携なし

◎ 連携なし

◎ 連携なし

◎ 連携なし

◎ 連携なし

◎ 連携なし

◎ 連携なし

◎ 連携なし

◎

◎

◎

◎

◎ 連携なし

◎ 連携なし

連携なし 郷土芸能体験教室 26 各小学校ほか

[☆]
わくわくスペース
対象：市内全小学校

[41]
大曲地域職業訓練セン
ターほか

連携なし サタデーキッズパーク 44
仙北ふれあい文化セン
ターほか

連携なし わくわく囲碁教室 27 公民館

連携なし 十文字子ども教室 4 十文字文化センター

連携なし 十文字西子ども教室 4 十文字西公民館
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放課後子供教室
わくわく土曜教室

放課後児童クラブ
市町村名 小学校区名

両方実施＝◎
教室のみ＝△
ｸﾗﾌﾞのみ＝▲

一体型=★
連携=☆

教室名
開設
日数 実施場所 クラブ名 実施場所

キッズステーション弁天 241 弁天地区センター

キッズステーション幡野 241 幡野地区センター

湯沢市 湯沢西 キッズステーション湯沢 241 体育センター

・湯沢南児童クラブA
・湯沢南児童クラブB
・若草幼稚園学童部
・ふたば学童クラブ

・専用施設
・専用施設
・湯沢若草幼稚園
・ふたば子育て支援センター

湯沢市 三関 キッズステーション三関 233 三関地区センター 三関・須川児童クラブ 三関小学校

湯沢市 山田 キッズステーション山田 241 山田地区センター 深堀ぐんぐんキッズ 深堀保育園

キッズステーション須川 233 須川地区センター

キッズステーション高松 233 高松地区センター

湯沢市 稲庭 あおぞらKid’s あおぞらこども園乳児棟

湯沢市 三梨 あおぞらKid’s あおぞらこども園乳児棟

湯沢市 川連 いなかわっこ大舘教室 旧稲川福祉センター

湯沢市 駒形 いなかわっこ大舘教室 旧稲川福祉センター

湯沢市 雄勝

・ワンパクハウス
・院内児童クラブ
・秋ノ宮児童クラブ
・小野児童クラブ

・旧横堀小学校
・院内児童館
・秋ノ宮児童館
・小野児童館

湯沢市 皆瀬 皆瀬児童クラブ 特別養護老人ﾎｰﾑふれあいの里

羽後町 西馬音内 わくわくサタデー 25
西馬音内小学校
旧元西小学校

ほほえみ学級 コミュニティセンター

羽後町 三輪 わくわくサタデー 25 三輪小学校 さわやか学級 三輪小学校

羽後町 羽後明成
わくわく教室
わくわくサタデー

200
27

羽後明成小学校かしわ館

羽後町 高瀬
わくわく教室
わくわくサタデー

200
27

高瀬小学校ポプラ館

東成瀬村 東成瀬 仙人郷「虎の穴」 200 なるせ児童館
・田子内学童クラブ
・岩井川学童クラブ

・なるせ児童館
・地域交流ｾﾝﾀｰ「ゆるるん」

秋田市 保戸野 保戸野放課後子ども教室 292 保戸野児童館

・やどめ学童クラブA
・やどめ学童クラブB
・泉学童クラブ（わんぱくクラブ）

・泉学童クラブ（ひまわりクラブ）

・第二やどめ学童クラブ　　　　　　　　　　　　　　　
・こどものくに学童クラブ
・きらら学童クラブかんとう通りA

・きらら学童クラブかんとう通りB

・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・くれよんハウス学童クラブ
　ぐぅ・ちょき・ぱぁ
・あすか児童クラブ・あきた中央

・学童スクールキャンパス21
・にじっこ学童クラブ
・第三やどめ学童クラブ

・クラブ専用棟
・クラブ専用棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・民家
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟　
・民家
・施設内専用室
・施設内専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟

・保育所内クラブ専用室
・施設内専用室
・民家
・民家

秋田市 明徳 明徳放課後子ども教室 292 明徳児童センター

・きらら学童クラブかんとう通りＡ

・きらら学童クラブかんとう通りＢ

・カナリヤ保育園学童保育A
・カナリヤ保育園学童保育Ｂ　　　　　　
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・やどめ学童クラブＡ
・やどめ学童クラブＢ
・第二やどめ学童クラブ
・第三やどめ学童クラブ

・施設内専用室
・施設内専用室　　　
・保育所内クラブ専用室
・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟
・クラブ専用等
・クラブ専用棟
・民家

秋田市 築山 築山放課後子ども教室 292 築山児童センター

・ひばりクラブ
・ならやま放課後児童クラブ
・きらら学童クラブかんとう通りＡ

・きらら学童クラブかんとう通りＢ　　

・カナリヤ保育園学童保育A
・カナリヤ保育園学童保育Ｂ　　　　　　
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・くれよんハウス学童クラブ
　ぐぅ・ちょき・ぱぁ

・築山児童センター
・クラブ専用棟
・施設内専用室
・施設内専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・保育所内クラブ専用室
・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟

秋田市 旭北 旭北放課後子ども教室 292 旭北児童館

・若駒学童クラブＡ
・若駒学童クラブＢ
・さんさん倶楽部Ａ
・さんさん倶楽部Ｂ
・きらら学童クラブかんとう通りＡ

・きらら学童クラブかんとう通りＢ　

・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・学童スクールキャンパス21

・クラブ専用棟
・クラブ専用棟　　　　
・幼稚園内クラブ専用室
・幼稚園内クラブ専用室
・施設内専用室
・施設内専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・施設内専用室

秋田市 中通 中通放課後子ども教室 292 中通児童館

・ならやま放課後児童クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・きらら学童クラブかんとう通りＡ

・きらら学童クラブかんとう通りＢ

・カナリヤ保育園学童保育A
・カナリヤ保育園学童保育Ｂ　　　　　　
・大町学童クラブ　　　
・えんじぇるみゅーじっくくらぶ

・クラブ専用棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・施設内専用室
・施設内専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・保育所内クラブ専用室
・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・民家

秋田市 旭南 旭南放課後子ども教室 292 旭南児童館

・若駒学童クラブＡ
・若駒学童クラブＢ
・かんば学童教室　　　　　　　　　　　　
・さんさん倶楽部Ａ
・さんさん倶楽部Ｂ　　　
・きらら学童クラブかんとう通りＡ

・きらら学童クラブかんとう通りＢ　

・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・くれよんハウス学童クラブ
　ぐぅ・ちょき・ぱぁ

・クラブ専用棟
・クラブ専用棟　　　　　　　　　　　　　　　　　
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・幼稚園内クラブ専用室
・幼稚園内クラブ専用室　　
・施設内専用室
・施設内専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟

連携なし

連携なし

◎ 連携なし

◎ 連携なし

◎ 連携なし

連携なし

連携なし

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

▲ －

◎ 連携なし

◎ 連携なし

△ －

△ －

◎ ★

◎ ☆

◎ ☆

◎ ★

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

湯沢市 湯沢東 ◎

・倉内団地児童クラブさくらっ子

・岩崎児童クラブ
・祝田児童クラブ
・ふたば学童クラブ

・倉内団地集会所
・旧岩崎小学校
・専用施設
・ふたば子育て支援センター

湯沢市 須川 ◎ 三関・須川児童クラブ 三関小学校
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放課後子供教室
わくわく土曜教室

放課後児童クラブ
市町村名 小学校区名

両方実施＝◎
教室のみ＝△
ｸﾗﾌﾞのみ＝▲

一体型=★
連携=☆

教室名
開設
日数 実施場所 クラブ名 実施場所

秋田市 牛島 牛島放課後子ども教室 292 牛島児童センター

・あおぞら児童ｸﾗﾌﾞ牛島教室
・かんば学童教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・きらら学童クラブかんとう通りA

・きらら学童クラブかんとう通りB

・民家
・民家
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・施設内専用室
・施設内専用室

秋田市 川尻 川尻放課後子ども教室 292 川尻児童センター

・若駒学童クラブＡ
・若駒学童クラブＢ
・さんさん倶楽部Ａ
・さんさん倶楽部Ｂ　　
・きらら学童クラブかんとう通りＡ

・きらら学童クラブかんとう通りＢ

・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・くれよんハウス学童クラブ
　ぐぅ・ちょき・ぱぁ

・クラブ専用棟
・クラブ専用棟　　　　　　　　　　　　
・幼稚園内クラブ専用室
・幼稚園内クラブ専用室
・施設内専用室
・施設内専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟

秋田市 旭川 旭川放課後子ども教室 292 旭川児童館

・たんぽぽ学童保育クラブＡ
・たんぽぽ学童保育クラブＢ　
・カナリヤ保育園学童保育A
・カナリヤ保育園学童保育B　　　　　　
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・くれよんハウス学童クラブ
　ぐぅ・ちょき・ぱぁ
・あさひかわ学童保育クラブ
・やどめ学童クラブＡ
・やどめ学童クラブＢ
・第二やどめ学童クラブ
・きらら学童クラブかんとう通りA

・きらら学童クラブかんとう通りB

・第三やどめ学童クラブ

・民家　　
・民家
・保育所内クラブ専用室
・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟

・施設内専用室
・クラブ専用棟
・クラブ専用棟
・クラブ専用棟
・施設内専用室
・施設内専用室
・民家

秋田市 土崎 土崎放課後子ども教室 292 土崎児童館

・学童保育あきた風の遊育舎Ａ

・学童保育あきた風の遊育舎Ｂ

・大町学童クラブ
・土崎学童クラブ　　　　　　　　　　　

・クラブ専用棟
・クラブ専用棟
・クラブ専用室（アパート）　
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田市 港北 ◎
港北放課後子ども教室

将軍野放課後子ども教室

292

292

港北児童センター

将軍野児童館

・学童保育あきた風の遊育舎Ａ

・学童保育あきた風の遊育舎Ｂ

・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・くれよんハウス学童クラブ
　ぐぅ・ちょき・ぱぁ
・アフタースクールｆｕｊｉ
・土崎学童クラブ

・クラブ専用棟
・クラブ専用棟
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟

・クラブ専用棟
・民家

秋田市 土崎南 土崎南放課後子ども教室 292 土崎南児童センター
・土崎カトリック学童クラブ
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・土崎学童クラブ

・クラブ専用棟
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・民家

秋田市 高清水 高清水放課後子ども教室 292 高清水児童センター

・土崎カトリック学童クラブ
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・くれよんハウス学童クラブ
　ぐぅ・ちょき・ぱぁ

・クラブ専用棟
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟

秋田市 広面 広面放課後子ども教室 292 広面児童館

・こばと学童保育クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・広面子育てステーション　　　　　　　　　
・やどめ学童クラブＡ
・やどめ学童クラブＢ
・第二やどめ学童クラブ
・カナリヤ保育園学童保育A
・カナリヤ保育園学童保育Ｂ　　　　　　
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・にじっこ学童クラブ
・キッズクラブ・フレンドリー
・たんぽぽ学童保育クラブＡ
・たんぽぽ学童保育クラブＢ
・ならやま放課後児童クラブ
・きらら学童クラブかんとう通りA

・きらら学童クラブかんとう通りB

・第三やどめ学童クラブ

・民家
・施設内専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟
・クラブ専用棟　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟
・保育所内クラブ専用室
・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　
・民家
・民家
・民家
・民家
・クラブ専用棟
・施設内専用室
・施設内専用室
・民家

秋田市 日新 日新放課後子ども教室 292 日新児童館

・つくしんぼ学童保育クラブＡ

・つくしんぼ学童保育クラブＢ

・放課後児童クラブ・るーてるＡ

・放課後児童クラブ・るーてるＢ

・エンジェルハウスかつひら
・学童保育あらやﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞ

・大町学童クラブ
・えんじぇるみゅーじっくくらぶ　　　　　　　　　　　　　　　　

・民家
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・民家
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・民家

秋田市 太平 太平放課後子ども教室 292 太平児童室 ・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田市 外旭川 外旭川放課後子ども教室 292 外旭川児童センター

・外旭川児童クラブ　　　　　　　　　　　　　
・カナリヤ保育園学童保育A
・カナリヤ保育園学童保育Ｂ　　　　　　
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・くれよんハウス学童クラブ
　ぐぅ・ちょき・ぱぁ
・やどめ学童クラブA
・やどめ学童クラブB
・第二やどめ学童クラブ
・第三やどめ学童クラブ

・外旭川児童センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・保育所内クラブ専用室
・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟

・クラブ専用棟
・クラブ専用棟
・クラブ専用棟
・民家

秋田市 飯島 飯島放課後子ども教室 292 飯島児童センター

・飯島児童クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・アフタースクールfuji
・金足ふきのとう学童クラブ
・土崎学童クラブ

・飯島児童センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟
・施設内専用室
・民家

秋田市 下新城 下新城放課後子ども教室 292 下新城児童室

・カナリヤ保育園学童保育A　　　　　　
・カナリヤ保育園学童保育Ｂ　　　　　　　　　　　
・アフタースクールfuji
・金足ふきのとう学童クラブ

・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟
・専用施設

秋田市 上新城 上新城放課後子ども教室 292 上新城児童室

秋田市 浜田 浜田放課後子ども教室 292 浜田児童館
・学童保育あらやﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞ

・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田市 豊岩 豊岩放課後子ども教室 292 豊岩児童室
・学童保育あらやﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞ

・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ★

◎ ★

◎ ☆

△ －

◎ ☆

◎ ☆
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放課後子供教室
わくわく土曜教室

放課後児童クラブ
市町村名 小学校区名

両方実施＝◎
教室のみ＝△
ｸﾗﾌﾞのみ＝▲

一体型=★
連携=☆

教室名
開設
日数 実施場所 クラブ名 実施場所

秋田市 仁井田 仁井田放課後子ども教室 292 仁井田児童館

・あおぞらコミュニティー児童館

・あおぞら児童クラブ四ツ小
　屋・御所野教室
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・大野学童クラブ
・ならやま放課後児童クラブ

・クラブ専用棟
・クラブ専用棟

・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟
・クラブ専用棟

秋田市 四ツ小屋 四ツ小屋放課後子ども教室 292 四ツ小屋児童センター
・あおぞら児童クラブ四ツ小
　屋・御所野教室
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　

・クラブ専用棟

・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田市 上北手 上北手放課後子ども教室 292 上北手児童館

・あおぞら児童ｸﾗﾌﾞ牛島教室
・ならやま放課後児童クラブ
・あきた学童ごしょの教室
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　

・民家
・クラブ専用棟
・施設内専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田市 下北手 下北手放課後子ども教室 292 下北手児童センター

・下北手児童クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・大町学童クラブ
・カナリヤ保育園学童保育A
・カナリヤ保育園学童保育Ｂ　　　　　　　　　　

・下北手児童センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）
・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田市 下浜 下浜放課後子ども教室 292 下浜児童室
・学童保育あらやﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞ

・大町学童クラブ
・クラブ専用棟　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　

秋田市 金足西 金足西放課後子ども教室 292 金足西児童館 ・金足ふきのとう学童クラブ ・施設内専用室

秋田市 勝平 勝平放課後子ども教室 292 勝平児童センター

・勝平学童保育所
・エンジェルハウスかつひら　　　　　　　
・さんさん倶楽部Ａ
・さんさん俱楽部Ｂ
・学童保育あらやﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞ

・えんじぇるみゅーじっくくらぶ
・大町学童クラブ

・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・幼稚園内クラブ専用室
・幼稚園内クラブ専用室
・クラブ専用棟
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

秋田市 八橋 八橋放課後子ども教室 292 八橋児童館

・白百合学童保育クラブＡ
・白百合学童保育クラブＢ
・泉学童クラブ（わんぱくクラブ）
・泉学童クラブ（ひまわりクラブ）

・つばさ学童クラブ　　　　　　　　　　　　　　　
・さんさん倶楽部Ａ
・さんさん俱楽部Ｂ
・やどめ学童クラブA
・やどめ学童クラブB
・第二やどめ学童クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・くれよんハウス学童クラブ
　ぐぅ・ちょき・ぱぁ
・学童スクールキャンパス21
・第三やどめ学童クラブ

・クラブ専用棟
・クラブ専用棟　　　
・民家
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（ビル）　　　　　　　　　　　　　　　　
・幼稚園内クラブ専用室
・幼稚園内クラブ専用室
・クラブ専用棟
・クラブ専用棟　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟

・施設内専用室
・民家

秋田市 東 東放課後子ども教室 292 東児童センター

・にじっこ学童クラブ
・東児童クラブ
・こどものくに学童クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・カナリヤ保育園学童保育A
・カナリヤ保育園学童保育Ｂ　　　　　　
・大町学童クラブ
・きらら学童クラブかんとう通りA

・きらら学童クラブかんとう通りB

・ならやま放課後児童クラブ　　　　　　　　　

・民家
・東児童センター　　　　　　　　　　　　　
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・保育所内クラブ専用室
・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）
・施設内専用室
・施設内専用室
・クラブ専用棟

秋田市 泉 泉放課後子ども教室 292 泉児童センター

・白百合学童保育クラブＡ
・白百合学童保育クラブＢ
・つばさ学童クラブ
・泉学童クラブ（わんぱくクラブ）

・泉学童クラブ（ひまわりクラブ）

・きらら学童クラブかんとう通りＡ

・きらら学童クラブかんとう通りＢ

・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・くれよんハウス学童クラブ
　ぐぅ・ちょき・ぱぁ
・あすか学童クラブ・あきた中央

・学童スクールキャンパス21
・たんぽぽ学童保育クラブＡ
・たんぽぽ学童保育クラブＢ

・クラブ専用棟
・クラブ専用棟　　
・クラブ専用室（ビル）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・民家
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・施設内専用室
・施設内専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟

・保育所内クラブ専用室
・施設内専用室
・民家
・民家

秋田市 大住 大住放課後子ども教室 292 大住児童館

・かんば学童教室
・あおぞら児童ｸﾗﾌﾞ牛島教室
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・大野学童クラブ
・えんじぇるみゅーじっくくらぶ

・民家
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟
・民家

秋田市 桜 桜放課後子ども教室 292 桜児童センター

・さくら学童保育クラブ
・学童保育ｸﾗﾌﾞさくらｼｬｲﾝｷｯｽﾞ

・さくら冒険王学童保育クラブ

・ならやま放課後児童クラブ　　　　
・あおぞら児童ｸﾗﾌﾞ牛島教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・カナリヤ保育園学童保育A
・カナリヤ保育園学童保育Ｂ　　　　　　
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・くれよんハウス学童クラブ
　ぐぅ・ちょき・ぱぁ
・あきた学童さくら教室Ａ
・あきた学童さくら教室Ｂ
・にじっこ学童クラブ
・きらら学童クラブかんとう通りA

・きらら学童クラブかんとう通りB

・桜児童センター　　　　　　　　
・クラブ専用室（ビル）　　　
・民家　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・民家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・保育所内クラブ専用室
・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟

・クラブ専用棟
・クラブ専用棟
・民家
・施設内専用室
・施設内専用室

秋田市 飯島南 飯島南放課後子ども教室 292 飯島南児童センター

・カナリヤ保育園学童保育A
・カナリヤ保育園学童保育Ｂ　　　　　　
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・アフタースクールfuji
・土崎学童クラブ

・保育所内クラブ専用室
・保育所内クラブ専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟
・民家

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ★

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ☆

◎ ★

◎ ☆

◎ ☆

◎ ★

◎ ☆
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放課後子供教室
わくわく土曜教室

放課後児童クラブ
市町村名 小学校区名

両方実施＝◎
教室のみ＝△
ｸﾗﾌﾞのみ＝▲

一体型=★
連携=☆

教室名
開設
日数 実施場所 クラブ名 実施場所

秋田市 寺内 寺内放課後子ども教室 292 寺内児童センター

・白百合学童保育クラブＡ
・白百合学童保育クラブＢ　　　
・つばさ学童クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・大町学童クラブ　　　　　　　　　　　
・くれよんハウス学童クラブ
　ぐぅ・ちょき・ぱぁ
・さんさん倶楽部Ａ
・さんさん俱楽部Ｂ
・あすか学童クラブ・あきた中央

・学童スクールキャンパス21

・クラブ専用棟
・クラブ専用棟
・クラブ専用室（ビル）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用棟

・幼稚園内クラブ専用室
・幼稚園内クラブ専用室
・保育所内クラブ専用室
・施設内専用室

秋田市 御所野 御所野放課後子ども教室 292 御所野児童センター

・あおぞら児童クラブ四ツ小
　屋・御所野教室
・あきた学童ごしょの教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・大町学童クラブ

・クラブ専用棟

・施設内専用室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・クラブ専用室（アパート）　　　　　　　　　　　　　

秋田市 戸島 戸島放課後子ども教室 292 戸島児童室

秋田市 河辺 河辺放課後子ども教室 292 河辺児童室

秋田市 岩見三内 岩見三内放課後子ども教室 292 岩見三内児童室

秋田市 雄和 雄和放課後子ども教室 292 雄和児童センター

◎ ★ 37教室

△ ☆ 54教室

▲
連携
なし 33教室

未実施

　※　…　放課後児童クラブの学区数について、本表では「受入対象小学校区」の数を集計しているため、「設置小学校区」の数とは一致しない。

　令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、放課後子供教室及びわくわく土曜教室の開設日数が例年より少ない場合があります。

◎ ☆

◎ ☆

△ －

△ －

△ －

△ －

143学区

7学区

40学区

0学区

合計 190学区 124教室 -
183学区（※）

295クラブ
242か所
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