令和４年度袋井市放課後児童クラブ入所について
１

対象となる児童
小学生で、保護者が就労等の理由により家庭での保育が困難な児童

２ 保育時間
（１）月～金曜日（祝日は除く）・・下校時から午後６時 15 分まで
（２）土曜日、長期休業中（春・夏・冬休み）
・・午前７時 45 分から午後６時 15 分まで
※開所時間は、天候や学校行事等の状況に応じて変更する場合があります。
３

保護者負担金
利用形態

利用期間
通常月

料金
月額

7，５００円

常時利用（通年）

長期休業中のみ利用
（終業式翌日から
始業式前日まで）

８月

月 額 １2，5００円

夏休み期間

期間額 １5，75０円

冬休み期間
期間額 各 7，５００円
春休み期間

土曜日利用

月額

２，5００円

備考
※利用が１日以上あった月は、
1ヵ月分の料金がかかります。
※ただし、入所した月のみ、15
日以降の利用開始の場合は、
料金が半額になります。
※利用が１日以上あった場合は、
全額の料金がかかります。
※翌年度の継続利用申込みのない
場合、春休み期間は３月31日
までとなります。
※通常時の利用とは別に負担金が
必要になります。
※利用が１日以上あった月は、
１ヵ月分の料金がかかります。

※集金袋を渡しますので、クラブが指定する日までに支援員にお支払いください。
※兄弟姉妹入所の場合の割引はありません。
４

放課後児童クラブでの生活
発達支援、重度のアレルギーへの対応等、専門的な支援については、充分な対応はで
きかねますのであらかじめご理解ください。また、集団生活の場であるため、お互いが
気持ちよく過ごせるよう、以下のきまりやルールを守っていただくようお願いします。
（１）遊びを中心とした生活の場です。学習塾ではありませんので、宿題等への取組は、
自主性に任せます。指導は行いますが、答え合わせはご家庭でお願いします。
（２）夏休み等の学校給食がない期間は、お弁当、水筒の持参をお願いします。
（３）保護者負担金におやつ代が含まれていますので、毎日おやつの時間があります。
※クラブを欠席する場合、その日のおやつの提供はありません。
※児童のアレルギーの状況によっては、おやつを持参していただく場合があります。
その場合、保護者負担金（月額）のうちのおやつ代 1,500 円（長期休業中のみの夏
休みは 2,250 円、土曜日クラブは 300 円）は徴収いたしません。
（４）他の児童や支援員への暴言、暴力行為、きまりを守らない場合、故意にクラブの施
設や物品を破損させた場合、または保護者負担金の支払いがない場合は、退所してい
ただくことがあります。
（５）クラブでは、傷害・賠償責任保険に加入しておりますが、事故の状況によっては 、
保険対象外となり、保護者に賠償していただく場合がありますのでご了承ください。

５ 登所・降所
（１）登所
ア 学校が終わったら、そのまま児童クラブへ登所してください。
イ 長期休業中の開所時間前にクラブへ登所することがないようにお願いします。
（２）降所
ア 原則、各家庭でお迎えをお願いします。それ以外の帰宅方法は、各家庭の責任で
決めてください。帰宅時間や帰宅方法を変更する場合は、必ずクラブに連絡をお願
いします。
イ お迎えは、必ず午後６時 15 分まで（最終）にお願いします。
※家庭で過ごす時間は非常に大切ですので、お仕事が終わりましたら、時間を空け
ずにお迎えをお願いします。
ウ 台風等の荒天の場合には、早めのお迎えをお願いする場合があります。
エ 習い事などの都合で放課後児童クラブを降所した後に再度利用することは、原則
できません。
６ 閉所
（１）日曜・祝日、盆休み（８月 13 日～15 日）、年末年始（12 月 29 日～１月３日）
（２）次の場合に閉所することがあります。
ア 学校が朝から休校の場合（※学校敷地外のクラブは開所する場合有）
イ 台風等荒天の場合
ウ インフルエンザ等感染症が集団発生した場合
エ 各クラブや学校の事情等でクラブ室が使用できない場合
７ 欠席について
（１）保護者等の仕事がお休みの日は、クラブを利用できません。
（２）欠席する場合は、保護者が必ず事前にクラブへ連絡してください。
（３）次の場合は、原則退所となります。
・１週間以上無断欠席した場合
・やむを得ない場合を除き、クラブを１ヵ月以上利用しない場合（隔月休みを含む。）
（４）感染症の罹患や病気の場合は、全快するまで休ませてください。
（５）具合が悪くなった場合は連絡しますので、必ず早めのお迎えをお願いします。
（６）インフルエンザ等で学級閉鎖となった場合は、クラブを利用できません。
（７）１か月単位でクラブを休む場合、翌月退所する場合は、前月の 20 日までにクラブ
へお知らせいただくとともに、
「放課後児童クラブ利用変更（中止）届（様式第３号）」
を提出してください。
８ その他
（１）勤務先や就労時間を変更したときは、速やかに就労証明書を再提出し、緊急連絡先
の変更の有無を確認してクラブへ連絡してください。
（２）仕事を辞めた場合は、ハローワーク受付票の写しとともに「保育の実施申立書」の
提出が必要です。離職日から 90 日以内に「就労証明書」の提出がない場合は退所と
なります。なお、求職活動を行わない日は、クラブを利用できません。
（３）利用の変更、退所、住所の変更をするときは、クラブへ「放課後児童クラブ利用変
更（中止）届（様式第３号）」を提出してください。
（４）育児休業中は、クラブを利用できません。（産後８週までは、お預かりします。
）

◇のびのび南クラブでの生活について◇
1. ご用意いただくもの
① 水筒
② 着替え …お迎えに来ていただく際、必要に応じて下着・ズボン・シャツ等をロッカーに
置いてください。
③ ハンカチ…コロナ禍の現在、ペーパータオルを使用しています。
④ お弁当 …（長期休暇の時）
2. お休みの連絡
★ショートメールにて必ずご連絡ください。（理由もお書き添えください。）
◇第 1 クラブ

070-2228-0187

◇第 2 クラブ

090-6358-6100

※学校を欠席する場合はクラブにも連絡をお願い致します。学校からクラブへの連絡はあり
ません。
★お子さんの体調が悪い場合はクラブからご連絡します。速やかなお迎えをお願いします。
★就労証明書を提出されたご家族がお休みの日は、クラブをお休みして一緒にお過ごしくださ
い。
3.

学習（宿題）について
★お子さんが学習にとりくみやすい環境を作れるよう努力しております。
ご家庭でもクラブでの学習への励ましをお願いします。
★音読など一人ずつの対応が必要なものは、ご家庭でお願いします。

4．行事について
★誕生会などの日程ですが全学年の下校時間を考えて多くは水曜日に予定しています。
5.

駐車場について
★駐車場の混み合う時間帯は速やかに車の出し入れをお願いします。
★駐車場内のトラブルについては責任を負いかねますのでご了承ください。

6.その他
★個人の持ち物には全て、フルネームでわかりやすく記名してください。
（校服を含め、大勢のお子さんが同じようなものを使用しています。必ずご記名をお願いし
ます。
）
★負担金は毎月 7 日までに必ず保護者の方から支援員にお渡しください。
★勤務先・連絡先などに変更がありましたらすぐにご連絡ください。
★心配事、気になること、ご意見等ありましたら支援員までお知らせください。
★帰宅については安全面を考えて保護者の方によるお迎えをお願いしています。
それ以外の帰宅方法は、各家庭が責任をもって決定してください。
★（最終）午後６時１５分までにお迎えをお願いします。
◇支援員等◇ 第 1 クラブ

萩田敏子、山下みゆき、伊藤美紀、岩本淳子、江藤マユミ、
木下洋子、コハタミカ

第 2 クラブ

遠藤智子、鈴木敬子、宇津山都子、野田和恵、仲田千代子、山下綾子

◇のびのび南クラブでの 1 日◇
学校のある日
・下校後、登所

入り口で検温・手指消毒をして入室します。
「ただいま」のあいさつで出欠確認をします。
必要に応じて着替えをし、ランドセル・横断バック・校服などをロッカーに片付けま
す。
手洗い、うがいをします。

・終わり次第
・15：40 頃

おやつまで宿題、読書などをして静かに過ごします。
水筒を持って指定された場所につき、先生のお話を聞いたあと
手洗いをして、おやつになります。

・16：10 頃〜

部屋の中で自由遊び、または学校グラウンドで外遊び（17：00 頃まで）
お帰りまでは部屋の中で自由遊びです。

・保護者のお迎えを待つ
遊んでいたおもちゃを片付け「さようなら」のあいさつをして帰りましょう。
・18：15

お迎え完了
☆下校時間により変更する場合があります。

長期休暇（春休み、夏休み、冬休み）
・7：45〜

７時４５分からのお預かりになります。
登所したら「おはよう」のあいさつと、検温、名前・健康状態を伝えてもらいます。

・9：00〜

家から持ってきたドリル、学校の宿題などの勉強や読書をして静かに過ごします。

・10：00〜

朝の会で今日の予定を確認します。

・10：15〜

部屋の中か外で自由遊びです。

・11：30〜

昼食（お弁当 ：始業式・終業式の日はクラブで用意します（※）。但し、
４月の始業式・入学式の日は翌日になります。）
手洗いをして「いただきます」

・12：30～

自由遊びかイベント

・14：30 頃

おやつ

・15：20 頃〜

部屋の中で自由遊びか、学校グラウンド（16：30 頃まで）で遊び、
お帰りまで部屋の中で自由遊びをします。

・保護者のお迎えを待つ
遊んでいたおもちゃを片付け「さようなら」のあいさつをして帰りましょう。
・18：15

お迎え完了
☆イベント等により変更する場合があります。

※感染症対策で、おやつは持ち帰りに、のび弁は中止になることがあります。ご承知おきください。

袋井市放課後児童クラブ 警報及び災害緊急対応基準一覧表

（令和３年９月改定）

１ 台風、暴風、急速に発達する低気圧等の災害
（１）気象庁などから出る暴風警報または特別警報等発表時の対応
状 況

児童クラブの対応

午前10時の時点で暴風警報また
は特別警報が継続しており、学校
午前６時30分の時点で暴風警報
または特別警報が発令されており、 が休みの場合
自宅待機の場合
午前10時前に警報が解除され、
学校に登校する場合
登校後、台風等の接近に伴い短縮日課となった場合
学校のある日 その他の警報及び注意報、防災情報が発表された場合で、児童の
安全確保のために必要な場合
警報解除後、安全が確認され、
下校する場合

登校後、暴風警報または特別警報
が発令され、学校待機となった場合 下校時刻以降も警報が継続し、学
校待機及び保護者に引き渡しと
なった場合
①午前６時30分の時点で暴風警報または特別警報が発令されている
場合
②午前10時の時点で暴風警報または特別警報が継続されている場合
長期休業中
土曜日等 ③午前10時前に暴風警報または特別警報が解除された場合

備考

閉所
開所
全児童の引き
※速やかにお迎えをお願
渡し完了後
いします。
閉所

開所
閉所
閉所
閉所
開所

※安全を確認し、速やか
放課後児童クラブへ登所後、暴風警報または特別警報が発令された場 全児童の引き にお迎えをお願いします。
渡し完了後
※状況に応じて、避難等
合
閉所
対応します。

※特別警報とは、大雨特別警報、大雪特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報等です。
※風水害の影響により、保護者のお迎えが困難な場合は、放課後児童クラブへ御連絡ください。
※その他の警報、注意報、防災情報が発表された場合は、原則通常の活動を継続しますが、状況によっては、子どもの
安全を第１に考え、異なる対処を行う場合があります。

（２）袋井市が出す避難情報等に伴う対処
状 況

学校のある日

児童クラブの対応

午前６時30分の時点で高齢者等避難、避難指示のいずれかが発表さ
れ、休校の場合

閉所

登校後、高齢者等避難、避難指示のいずれかが発表された場合

閉所

備考

※安全を確認し、速やか
放課後児童クラブへ登所後、高齢者等避難、避難指示のいずれかが発 全児童の引き にお迎えをお願いします。
渡し完了後
※状況に応じて、避難等
表された場合
閉所
対応します。

長期休業中
土曜日等

午前６時30分の時点で高齢者等避難、避難指示のいずれかが発表さ
れている場合

閉所

※安全を確認し、速やか
放課後児童クラブへ登所後、高齢者等避難、避難指示のいずれかが発 全児童の引き にお迎えをお願いします。
渡し完了後
※状況に応じて、避難等
表された場合
閉所
対応します。

（３）暴風（竜巻）や事故等の影響による停電発生に伴う対処
状 況
午前６時30分の時点で小学校が停電しており、休校の場合
学校のある日

長期休業中
土曜日等

放課後児童クラブでの生活ができ
小学校の停電時において、学校生
る環境条件が整っている場合
活における環境条件が整い、かつ
子供の登下校時の安全が確保する
放課後児童クラブでの生活ができ
ことができ、開校する場合
る環境条件が整っていない場合
午前６時30分の時点で放課後児童クラブが停電している場合

児童クラブの対応

備考

閉所
開所
閉所
閉所

・下校後、暴風警報又は特別警報が発表された場合や登校後、台風等の接近に伴い短縮日課となった場合、児童は放課後
児童クラブに登所し、保護者への引き渡しが完了し次第、放課後児童クラブを閉所します。
・登所後、暴風警報又は特別警報が発表された場合は状況に応じて速やかな迎えを依頼し、安全を確認した後保護者への
引き渡しを行います。

２ 地震による災害
（４）地震発生時に伴う対処
状 況

児童クラブ対応

安全を確認した後、原則通常通りの活動を継続します。
震度4以下を ※被害状況によっては、子どもの安全を第一に考え、保護者に注意喚
起を行い、早めのお迎えをお願いする等異なる対処を行う場合があり
観測した場合
ます。

開所

備考

小学校登校前に震度5弱以上を観測し、休校となっ
た場合
学校のある日
震度5弱以上
を観測した
場合

小学校在校時に震度5弱以上を観測し、安全が確認
されるまで学校に待機し、安全確認後下校もしくは、
保護者に引き渡しとなった場合

閉所

小学校下校後、クラブ登所途中に震度5弱以上を観 全児童の引き
測した場合、クラブへ登所し、避難行動後、保護者に 渡し完了後
閉所
引き渡し
長期休業中
土曜日等

クラブへ登所前に震度5弱以上を観測した場合

閉所

クラブで保育中に震度5弱以上を観測した場合、避難 全児童の引き
渡し完了後
行動後、保護者に引き渡し
閉所

（５）津波警報等発表に伴う対処
状 況

児童クラブの対応

津波注意報が 原則、通常の活動を継続
発表された場 ※状況によって、子どもの安全を第一に考え、異なる対処を行う場合が
あります。
合

開所

学校のある日
津波警報・大
津波警報（特
別警報）が発
表された場合

登校前、警報が発令され、休校となった場合

閉所

在校時、警報が発令された場合は、警報が解除さ
れ、安全が確認されるまで学校に待機し、安全確認
後下校もしくは、保護者に引き渡しとなった場合

閉所

下校後、警報が発令された場合は、警報が解除さ
れ、安全が確認されるまで、避難行動を行い、安全
確認後、保護者に引き渡し

全児童の引き
渡し完了後
閉所

登所前に警報が発表された場合
長期休業中
土曜日等

備考

閉所

クラブで保育中に警報が発表された場合、警報が解 全児童の引き
除され、安全が確認されるまで避難行動を行い安全 渡し完了後
閉所
確認後、保護者に引き渡し

（６）南海トラフ地震に関連する情報発表に伴う対処
状 況

児童クラブ対応

定例に関する 通常通りの活動を継続
情報

開所

臨時に関する情
報（調査を開始し
た場合、または 通常通りの活動を継続
調査を継続した
場合）

開所

備考

登校前、情報発表があり、学校が休校となった場合
臨時に関する情 学校のある日
報（南海トラフ沿
いの大規模な地
震発生の可能性
が平常時と比べ
て相対的に高
まったと評価され
た場合）

長期休業中
土曜日等

在校時、情報発表があり、活動を中止し、保護者に
引き渡しまたは学校へ留め置きとなった場合

閉所

下校後、情報発表があった場合、クラブへ登所し、保 全児童の引き
渡し完了後
護者に引き渡し
閉所
登所前に警報が発表された場合
クラブで保育中に情報の発表があった場合、活動を
中止し、保護者に引き渡し

閉所
全児童の引き
渡し完了後
閉所

・地震発生の可能性が相対的に高まったと評価された時、および震度５弱以上の地震が発生した時、開所しない。
・登校前に大津波警報・津波警報が発表された時、開所しないが、学校へ登校となった場合は開所する。

