
  

 

 
 

 

≪ランランひろばとは≫  
ランランひろばとは、一時的に使われていない小学校の校庭や体育館、特別教室等を活用し、放課後や夏休みに

専任の運営職員の見守りの中で、自主遊び（校庭遊びやボードゲーム、工作活動など）や自主学習(学習や読書など)

を行うことのできる子どもの居場所を提供する事業です。 

利用対象は、主に実施小学校１～６年生の児童です。利用にあたっては、事前の利用登録が必要です。なお、実施

地域の乳幼児、国公立・私立小学校の児童も利用登録をすることができますので、ご希望される方は別途ご相談くだ

さい。 

   従来行ってきた、放課後の校庭を遊び場として提供する事業である「ランドセルひろば」は、実施可能な小学校から

順次、「ランランひろば」に移行しています。 

 

≪学童保育クラブとは≫ 
学童保育クラブとは、保護者が就労等で昼間不在等となる家庭の児童（小学校１～６年生）に対して、生活の場を

提供する事業です。保護者の利用申請に基づき、区が利用者を決定します。 

 

≪子ども教室とは≫ 
子ども教室とは、地域の人材等を活用して様々な教室を実施し、子どもたちに地域との交流、文化活動、スポーツ

活動等の体験ができる機会を提供する事業です。教育委員会事務局が委託した運営団体（PTA、地域、住区の方な

ど）が、小学校施設等を利用し、主に地域の小学生を対象として実施しています。（実施していない地域もあります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目黒区では、子どもたちが放課後等に安全・安心に過ごせる居場所として、『目黒区放課後子ども総合プラン』に

基づいて、区立小学校内に「学童保育クラブ」・「ランランひろば」の整備をするとともに、「子ども教室」と合わせて３

つの事業が連携して行っています。 

令和４年度には、区内１３の小学校で「ランランひろば」事業を実施していますが、令和５年４月からは、新たに鷹

番小学校・上目黒小学校の２校を加えた計１５校での実施となります。 

 

～目黒区放課後子ども総合プランのイメージ～ 

令和５年度 事業案内 

就労等で保護者が昼間不在となる 

家庭の入所決定を受けた児童が対象 

【居場所・体験活動の提供】 
校庭・体育館・特別教室等 

 

主に実施小学校１～６年生の利用登録児童

が対象 
【生活の場の提供】 

学童保育クラブ育成室等 
（スケジュールに沿って活動） 

私は、放課後、直
接「ランランひろ
ば」を利用します。
家族とは「４時に帰
る」と約束しまし
た。 
明日は、子ども教

室に参加します。 

僕の家族は、仕
事で家にいないの
で、学校が終わっ
たら毎日「学童保
育クラブ」に通い
ます。 

ランランひろば 

≪利用登録+無料≫ 

※年間保険料５００円（任意加入） 

（放課後子ども対策課放課後子ども事業係） 

学童保育クラブ 

≪申請+有料≫ 

※保育料が必要です。 

（子育て支援課児童館係） 

子ども教室 

※運営団体ごとの利用申し込みに

なります。 

（生涯学習課青少年・地域教育支援係） 

    

家庭 

≪保護者≫ 

放課後には、ランラン
ひろばで一緒に遊ぶこと
ができます。 

 



１ 放課後子ども総合プラン 実施主体・運営方法 ４ 一日の活動（イメージ） ※子ども教室は別途問合せ願います。 

事業名 実施主体 運営方法 

ランランひろば 子育て支援部放課後子ども対策課 両事業を同一の事業者に委託し

て、運営します。 学童保育クラブ 子育て支援部子育て支援課 

子ども教室 教育委員会事務局生涯学習課 ＰＴＡと連携を図ることのできる地

域の方々で構成された団体に委

託して、運営します。 

※上記事業を運営・管理するのは、目黒区子育て支援部と教育委員会事務局であり、「小学

校」ではありません。 

（１）学校登校日 

【ランランひろば】             【学童保育クラブ】 

（２）学校休業日 
    【ランランひろば】          【学童保育クラブ】 

Ｑ１． 利用する場合は、利用登録が必要ですか？ 

Ａ１． 利用中の事故やケガなどに対応するため、利用する児童は利用登録が必要 

です。併せて、保険（５００円/年）の加入もお勧めいたします（任意） 

Ｑ２． 利用開始は、いつからですか？ 

Ａ２． ２～６年生は、令和５年４月７日（金）から利用開始を予定しています。 

Ｑ３． １年生の利用開始は、いつからですか？ 

Ａ３． 学校生活や登下校に慣れた５月連休明けを予定しています。 

Ｑ４． 個別に下校の声掛けなどをしてもらえるのですか？ 

Ａ４． 個別の下校指導、下校時の付き添いなどの対応はできません。 

Ｑ５． ランランひろばの月の予定はどうやって確認するのですか？ 

Ａ５． 実施日時や活動時間・内容等の詳細は、毎月月末に発行する「ランランひろば便

り」をご覧ください。目黒区公式ホームページ「ランランひろば」からもご覧になること

ができます。令和５年度からは、保護者連絡システム「安心でんしょばと」でも毎月発

信します。 

 Ｑ６． 夏休みも実施しますか？その際、お昼ご飯は食べられますか？ 

Ａ６． 夏休みも、ランランひろばを実施（教育活動停止日は除く）します。 

保護者の方が就労等の理由でご自宅に不在となり、昼食時にお子さま

が一人きりになる場合は、お弁当を持参していただければ昼食場所を

提供します。詳細につきましては、７月に発行する「ランランひろば便り

夏休み特集号」をご覧ください。 

Ｑ７． 災害等の緊急時の連絡はどのようになっていますか？ 

Ａ７． 保護者連絡システム「安心でんしょばと」で急遽の中止や災害時の連

絡などをメールで発信しています。利用登録をされたご家庭は、お子様

の安全確認と状況把握のため、「安心でんしょばと」の登録にご協力くだ

さい。 

Ｑ８． 感染症対策について教えてください。 

Ａ８． 学校の感染症対策に準じて活動しています。利用当日に、発熱、咳、

頭痛など体調不良の症状がある場合は、利用をお控えください。 

 

２ 事業内容 

 

 【ランランひろば】  【学童保育クラブ】  

対象者 主に実施小学校１～６年生の児童 

保護者が就労等で、放課後などの昼

間に家庭において保育することがで

きない児童（小学校１～６年生） 

実施日 
月曜日から金曜日の学校登校日 

夏休み（教育活動停止日は除く） 
月曜日から土曜日 

実
施
時
間 

学校登校日 

（月～金） 

放課後～１７：００ 

ただし、冬季（１１月～２月）は１６：３０ 

（１７：００までの試行延長校あり） 

放課後～１８：１５ 

（下校時～１９：００ 延長保育児童） 

学校休業日 

（月～金） 

９：００～１７：００ 

（夏休み期間のみ実施） 

８：１５～１８：１５ 

（８：００～１９：００ 延長保育児童） 

土曜日  
８；３０～１８：００ 

（８：００～１９：００ 延長保育児童） 

利用方法 

年度ごとに利用登録が必要。 

詳しくは、放課後子ども対策課放課後子ど

も事業係までお問い合わせください。 

年度ごとに利用申請が必要。 

子育て支援課児童館係へ申請。詳しくは、

児童館係までお問い合わせください。 

登録期間 利用登録申込日から令和６年３月３１日 利用承認日から令和６年３月３１日 

利用開始日 ４月７日（金） （１年生は５月８日（月）） ４月１日（土） 

利用料等 無料（保険料（５００円/年）任意） 
保育料（８,０００円/月） 

延長保育料（１,０００円/月） 

 

 子ども教室（現在、区内１７か所の小学校で実施されています） 

対象者 主に実施小学校１～６年生の児童 

実施日 放課後や学校休業日（土曜日、日曜日）、長期休業日などで運営団体が決めた日 

利用方法 運営団体ごとに利用申込が必要です。また、参加費等が必要になる場合があります。 

 

３ ランランひろば活動中のケガ・病気に備えた任意加入保険（補償制度）                  

 ランランひろば活動中のケガ・病気に備えて、任意加入保険（補償制度）への加入をお勧めします。 任意加

入保険をご希望される方は、利用登録申込時に保険料（５００円／年）をお支払いください。補償内容は、「令

和５年度ランランひろばにおける保険（補償制度）のご案内」をご覧ください。 

＜下校＞ 

「さようなら！」 

授業終了 授業終了 

延長保育 

１８：１５～１９：００ 

＜受付＞ 

ランドセルを持ち受

付場所へいき、受付

簿に〇をつけます。 

＜学習・校庭遊び 

室内遊び・体験活動＞ 

活動場所 

校庭・体育館・ 

特別教室など 

 

 

 

 

終了時刻 

１７：００（冬季１６：３０） 

 

＜登所＞ 

ランドセルを持って

登所し、連絡帳を出

します。 

＜学童保育クラブの 

活動＞ 

 

 ・学習 

 ・自由遊び 

 ・おやつ 

 ・当番活動 

 ・集団活動など  

 

終了時刻  

１８：１５ 
 

＜登所＞ 

登所時刻 

学校休業日８：１５ 

土曜日 ８：３０ 

延長保育  ８：００ 

～８：１５（土 ８：３０） 

＜朝の会＞ 

学童保育クラブ育成室 

 
＜午前の活動＞ 

・学習 

・自由遊び 

・集団活動など 

＜午後の活動＞ 

・自由遊び 

・おやつ 

・集団活動など 

終了時刻 

１８：１５ 

 

延長保育  

１８：１５～１９：００ 

＜学習・校庭遊び 

室内遊び・体験活動＞ 

 

活動場所 

校庭・体育館 

特別教室など 

 

＜昼食時間＞ 
 

  「ランランひろば」Ｑ＆Ａ   

 

＜下校＞ 

「さようなら！」 

＜降所＞ 

「さようなら！」 

 

＜昼食時間＞ 

学童保育クラブ児童も

自由遊び時間中は、ラ

ンランひろばに参加で

きます。     

 

＜学習・校庭遊び 

室内遊び・体験活動＞ 

終了時刻 

１７：００ 

 

＜降所＞ 

「さようなら！」 

 

＜受付＞ 

受付時刻 ９：００ 

受付場所で受付簿

に〇をつけます。 

学童保育クラブ児童も

自由遊び時間中は、ラ

ンランひろばに参加で

きます。     

 

学童保育クラブ児童も

自由遊び時間中は、ラ

ンランひろばに参加で

きます。     

 



 

 

令和５年度ランランひろば実施校 

    

※鷹番小ランランひろば・上目黒小ランランひろばは、令和５年４月からの実施となります。 

 

                                                             

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

令和５年２月 

実施校 事業名 委託事業者 

八雲小学校 八雲小ランランひろば 
株式会社 セリオ 

電話：０３－３７１８－２０２５ 

菅刈小学校 菅刈小ランランひろば 
株式会社 マミー・インターナショナル 

電話：０３－３７８０－７８２２ 

下目黒小学校 下目黒小ランランひろば 
株式会社 東急キッズベースキャンプ 

電話：０３－３４９１－１０５５ 

中目黒小学校 中目黒小ランランひろば 
株式会社 東急キッズベースキャンプ 

電話：０３－３７６０－１２２８ 

烏森小学校 烏森小ランランひろば 
社会福祉法人 桑の実会 

電話：０３－５７２２－１５１０ 

向原小学校 向原小ランランひろば 
株式会社 セリオ 

電話：０３－３７１１－７７４１ 

鷹番小学校 鷹番小ランランひろば 
株式会社 日本保育サービス 

電話：０３－３７１１－２７２０ （４月～） 

月光原小学校 月光原小ランランひろば 
株式会社 セリオ 

 電話：０３－３７１２－９００７ 

駒場小学校 駒場小ランランひろば 
株式会社 マミー・インターナショナル 

 電話：０３－３４６７－２８１０ 

原町小学校 原町小ランランひろば 
株式会社 セリオ 

 電話：０３－３７１３－５８０１ 

不動小学校 不動小ランランひろば 
株式会社 アソシエ・インターナショナル 

 電話：０３－５７２２－０５１５ 

上目黒小学校 上目黒小ランランひろば 
株式会社 東急キッズベースキャンプ 

 電話：０３－３７１９－５０５５ （４月～） 

東根小学校 東根小ランランひろば 
社会福祉法人 白樺会 

 電話：０３－５４８６－８３３３ 

中根小学校 中根小ランランひろば 
ライクキッズ株式会社 

 電話：０３－３７２３－８５５５ 

宮前小学校 宮前小ランランひろば 
株式会社 アソシエ・インターナショナル 

 電話：０３－３７２４－９１１０ 

【ランランひろばに関する問い合わせ先】 
目黒区 子育て支援部 放課後子ども対策課 放課後子ども事業係     電話 ０３（５７２２）９０２９ 

【学童保育クラブに関する問い合わせ先】 
目黒区 子育て支援部 子育て支援課 児童館係    電話 ０３（５７２２）９８６１ 

【子ども教室に関する問い合わせ先】 
目黒区 教育委員会事務局 生涯学習課 青少年・地域教育支援係    電話 ０３（５７２２）９２７９ 


