
 

平成２９年度 

厚真町 放課後児童クラブのしおり  保存用 

（改訂版） 
 

１．放課後児童クラブの目的と運営について 

  放課後児童クラブ（学童保育）は、保護者が労働等により

昼間家庭にいない児童、またはそれに準じる児童を主な対象

に、放課後や学校休業日等に家庭に代わる適切な遊びや体験、

学習、体力づくり等の場を提供し、仲間と共に豊かな生活を

創ることを通じて、児童の健全な育成を図るとともに、仕事

と子育ての両立を支援することを目的として実施します。 

  本事業は、これまで町民福祉課子育て支援グループが担当

してきましたが、平成２８年４月から教育委員会生涯学習課

社会教育グループに担当を引き継ぎ、事業の名前も「学童保

育」から「放課後児童クラブ」に変更しました。 

  主な変更点は、これまで４年生までだった受け入れ学年を

６年生まで引き上げたこと、登録人数が多い厚真地区の児童クラブを２つのクラブに分けたこと、事

業の名前が変わったことです。基本的な役割や機能はこれまでの学童保育と大きく変わりませんが、

家庭に代わってお子さんの豊かな発達と成長を見守るという重要な役割を担っている事業ですので、

今後も「家庭」「小学校」「放課後子ども教室」等、関連事業との連携を図りながら、さらなる内容

の充実を図って参ります。 

 

２．対象児童 

厚真町内の小学校に就学している児童であって、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童、ま

たはそれに準じる児童で児童クラブの支援を希望する小学１年生から６年生までの児童です。 

 

３．開設場所 

 〇中央小学校区  児童会館   TEL・FAX ２７－２７１０（直通） 

            

 〇上厚真小学校区 厚南児童会館 TEL・FAX ２８－２８０１（直通） 

 

４．児童クラブの名称、所在地及び定員 

名   称 所在地 

厚真放課後児童クラブⅠ（おひさまクラブ） 厚真町京町１５８番地１ 

厚真放課後児童クラブⅡ（あおぞらクラブ） 厚真町京町１５８番地１ 

上厚真放課後児童クラブ（にじいろクラブ） 厚真町字上厚真２５８番地の７ 

 

５．開設時間 

区 分 通常開設 

小学校の授業日 下校時～18:30 

土曜日、学校休業日 8:30～18:30 

＊開設時間の延長について 

利用保護者の申請に基づき、特に必要と認めた場合は開設時間を延長することができます。 

    （申請時に指導員と相談後、勤務表などの書類提出が必要です。） 

家庭・学校・児童クラブ 

みんなの力を合わせて 

厚真の子を育てましょう！ 



 

６．保育目標と指導指針 

基本方針を、「利用対象児童に適切な遊び、体験、学習及び体力づくり等の場を提供し、指導員や仲

間と共に豊かな生活を創ることを目指し、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣

の確立など、その健全な育成を図る。」とし、下記の目標・指針を設定しました。 

 

（１）保育目標 

 ①集団の中で、児童一人ひとりが生き生きとした放課後を過ごす。 

  ②自分たちの生活を自主的に推し進める。 

  ③多様な生活体験を通し、一人ひとりに「生きる力」をつける。 

 

（２）指導指針  

①父母に代わり、家庭的な雰囲気を大切にし、やすらぎの場となるよう努める。 

  ②集団の一員であることを常に意識し、楽しく生活できるように努める。 

 ③協力し合い、励まし合う仲間づくりを大切にし、その中で一人ひとりが成長できるように努める。 

④安全指導に心がけ、事故やケガがないように努める。 

 

（３）月目標 

  第１期（４月～６月） 「新しい友だちを大切にする」 

① １年生や新しい友だちを受け入れ、積極的に遊ぶ。 

② 遊びや日常生活での決まり、約束を守る。 

③ 遊び、仕事などでの共同（協働）の場をつくる。 

  第２期（７月～９月） 「みんなで、夏を思いきり楽しむ」 

① 戸外遊びに積極的に取り組む。 

② 遊びを通して、友だちとのつながり、かかわりを深める。 

  第３期（１０月～１２月）「みんなで協力し合い、いろいろなことに挑戦する」 

① 話し合い、協力し合い、日常の生活を進めていく。 

② 遊びやゲームを通して、集団生活のルールを学ぶ。 

③ 異世代との交流を通して、いろいろな人の知恵や苦労を知る。 

第４期（１月～３月） 「互いの相手を認め合う」 

① 遊び、生活の中で思いやる心、助け合う心を持つ。 

    ② インフルエンザ、ノロウイルスなど感染症の予防に心がける。 

 

７．放課後児童クラブの日課 

＜平日＞（月曜日～金曜日） 

時 間（目安） 活動内容 

・下校時 ～      来所、出席児童確認 

・午後 １：３０ ～ 午後 ３：００ 学習タイム、自由時間、遊びの後始末 

・午後 ３：００ ～ 午後 ３：３０ おやつ 

・午後 ３：３０ ～ 午後 ６：００ 自由時間（放課後子ども教室）習い事、遊びの後始末 

・午後 ６：００ ～ 午後 ６：３０ 迎えを待つ 

・午後 ６：３０ 閉所 

＊放課後子ども教室 （月）：上厚真小低学年  （水）：上厚真小高学年  

（木）：中央小低学年   （金）：中央小高学年 

 

 

 



 

＜土曜日、学校休校日＞ 

時 間（目安） 活動内容 

・午前 ７：３０ ～ 午前  ８：３０ 早朝保育(申請済み児童対象) 

・午前 ８：３０ ～  来所、出席児童確認 

・午前 ９：００ ～ 午前 １０：００ 学習タイム 

・午前１０：００ ～ 午前 １１：４５ 自由時間、遊びの後始末 

・午後 ０：００ ～ 午後  １：００ 昼食 

・午後 １：００ ～ 午後  ３：００ 自由時間、遊びの後始末 

・午後 ３：００ ～ 午後  ３：３０ おやつ 

・午後 ３：３０ ～ 午後  ６：００ 自由時間、習い事、遊びの後始末 

・午後 ６：００ ～ 午後  ６：３０ 迎えを待つ 

・午後 ６：３０ 閉所 

 

８．年間行事計画 

  ４月 歓迎会 

  ７月 児童クラブ「夏まつり」 

１０月 文化祭作品制作（計画・作業・完成～共同作業） 

１１月 文化祭作品展出品 

１２月 クリスマス会 

 ２月 豆まき 

  ３月 ひな祭り・お別れ会 

○毎月  お誕生会 

○年４回 プラネタリウム（四季の星座鑑賞） 

○「子ども料理教室」（食改協主催）、「陶芸教室」（同好会員の指導）への参加 

      ＊低学年や高学年によって予定が変更になることがあります。 

    ○随時  青少年センター「図書室」、厚南会館「図書室」団体閲覧、団体貸出 

         福祉センター「大集会室」活用～遊びを広げる（世代間交流：社会福祉協議会） 

 

９．利用できない日 

  日曜日、国民の祝日、１２月３１日から翌年１月５日まで 

 

10．送 迎 

保護者の方が責任をもって送迎してください。都合により定められた時間内に迎えに行くことが困

難な場合や、止むを得ず保護者以外が迎えに行く場合は、指導員に必ず連絡してください。 

＊帰宅は、保護者の責任のもとで行うことになります。 

 

11．利用の制限と途中帰宅 

（１）インフルエンザ及びノロウィルス等の感染症流行に伴う学級又は学年閉鎖（緊急的な一斉下校、

午前授業又は臨時休校を含む）の場合における学級又は学年閉鎖の該当児童。 

また、翌日から学級、学年閉鎖又は臨時休校が決定された場合で、授業終了後に下校する場合も

同様とします。 

（２）お子さんの健康に異常がある場合、あるいは感染症に罹患した場合には、医師の指示に従って完

治してから利用してください。 

（３）利用中に発病又はケガをした場合には保護者に連絡しますので保護者のお迎えをお願いします。

（緊急を要する病状・大ケガの場合は、救急車を要請します。） 

（４）利用児童の保護者が利用料金を納付期限の日から２月納入しないとき。 



 

12．利用料金 

（１）児童１人につき月額１，０００円です。 

（２）登録の日及び取消の日が月の中途の場合であっても日割計算での返納はしません。 

（３）上記利用料金のほか、活動内容より実費を徴収することがあります。 

（４）利用料金は、納入通知書により当該月分を翌月１０日までに納付してください。 

 

13．昼 食（給食のない日、土曜日、学校休業日） 

  昼食は必ず持参してください。菓子パン、カップ麺、ドリンク類は持たせないように、また、オニギリに

は副食を添えるよう心がけてください。 

 

14．持ち物 

（１）利用初回の際に運動靴、着替え（各自袋に入れて）、汗拭きタオル、コップをご用意ください。 

（２）お金、お菓子、玩具などは持たせないでください。小学校の「きまり」と同様です。 

（３）体育館のタオルについては、運動時やの暑い時などの汗拭きタオルとして各自のタオルを体育館に常備

しています。衛生面を考慮して、週末（金・土）のお迎え時にタオルの交換をお願いします。 

（４）持ち物には必ず名前を記入してください。 

 

15．習い事・スポーツ少年団 

（１）保護者の申し入れで、放課後児童クラブから、それぞれの習い事やスポーツ少年団へ通える体制をとっ

ています。習い事への行き帰りは、保護者の責任で行うことになります。指導員は交事故・事件に遭わな

いように声がけをしていますが、家庭でも十分指導をお願いします。 

（２）習い事終了後、帰宅するか、児童クラブに戻るかを明確にするとともに、活動日や時間の変更は、児童

の安全のために必ず保護者から、電話・メモ・口頭などで連絡をお願いします。 

 

16．その他 

（１）その日「児童クラブ」を利用するかどうかは必ず事前に保護者が確認してください。 

（２）児童会館・厚南児童館周辺は駐車場、道路等危険な箇所がありますので、十分注意をお願いします。（一

方通行になっています。） 

児童クラブのお迎え時間は、「こども園」のお迎え時間と重なり車の往来が激しくなります。お迎えの

時などの玄関前への車の横付けはご遠慮願います。また、車のかげから児童・園児が飛び出し大変危険で

す。「保護者が児童と一緒に車まで！」の徹底をお願いします。子ども達を交通事故から守りましょう。 

（３）投薬については、原則として児童クラブではしませんが、どうしても必要な場合は指導員に相談してく

ださい。 

（４）放課後児童クラブへの自転車利用は、安全面を考え認めていません。 

（５）夏休み中のプール利用について  ➡児童クラブからプールに行く場合は、「習い事」と同様に保護者

の方からの連絡（メモ、電話、口頭）が必要です。安全のために複数での往復です。（13:00～15:00の時

間帯）指導員は付き添いしませんが、プールでは監視員の方に安全指導をお願いすることになります。悪

天候の場合など、安全面を考慮して行かせないこともあります。 

（６）夏休み・冬休みの学習について  ➡児童クラブでは、長期休業中、毎日9:00から学年に合わせて30分

から１時間程度の「学習時間」を設けています。学校からの「夏休みの課題」、家庭学習用のドリルなど

を持たせてください。家庭では、帰宅後に「答え合わせ」など、必ず目を通してください。また、学習に

必要な教科書や辞典なども忘れずに持たせてください。 

（７）放課後児童クラブの活動の様子を保護者や地域の皆さんに知ってもらうために、町のホームページや広

報、クラブだよりに写真を掲載しています。保護者の皆さんの中で、写真を掲載しては困るという方がい

ましたら、指導員へ申し出てください。 



 

厚真放課後児童クラブ 

延 長 保 育 申 請 書 

                                   年  月  日                    

 

厚真町教育委員会 

教 育 長 様 

 

保護者 住 所 

                     氏 名              ㊞ 

              

緊急連絡先 

 

下記の理由により、（   ）月の延長保育を受けたいので申請します。 

 

１ 児童名                     （   ）年 

 

                          （   ）年 

 

                          （   ）年 

 

２ 申請する日・時と理由 

（   ）月 

月 日 曜日 来所時刻 延長の理由 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  

＊延長理由には、「仕事の都合」など具体的にご記入してください。 

＊仕事の都合の場合は、証明となる「勤務表」や「シフト表」のコピーの添付が必要となります。 

＊申請後、日時・来所時刻の変更や取り消しの場合は、必ず事前に連絡をしてください。 

 

 

 

 



 

 


