平成３０年度

所沢市放課後児童クラブ
入所のしおり

【平成 30 年度からの変更点です】
① まつば児童館・やなぎ児童館 生活クラブの定員が増えました！
・まつば児童館 生活クラブ

定員３３名 → ６２名

・やなぎ児童館 生活クラブ

定員４８名 → ５８名

② クラブの運営事業者が一部変更になりました！
変更後の運営事業者は P１・２で確認してください。

③ 児童クラブ（民設民営）が新規に 2 ヶ所開所します！
詳細は P３をご覧ください。

所沢市こども未来部青尐年課
所沢市並木１－１－１市役所高層棟２階
℡０４－２９９８－９１０３（直通）
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１．放課後児童クラブとは
放課後児童クラブとは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学してい
る児童に対し、授業の終了後や夏休み等に適切な遊びや生活の場を提供し、その健全育
成を図ることを目的として実施する事業です。

２．放課後児童クラブの入所要件
入所にあたっては、次の(1)(2)の要件を満たすことが必要です。
(1) 市内に在住 又は 市内の小学校に在学している小学生であること
(2) 日中に保護者が丌在であること
【「日中に保護者が不在」の具体例】
保護者が 会社等に就労している
〃
就職のために学校に通学している
〃
自営労働に専従していて子の保育ができない
〃
ケガや病気のため子の保育ができない
〃
親族等を介護していて子の保育ができない
※育児休業取得中は、
「日中丌在」扱いとはなりませんので、ご注意ください。

３．放課後児童クラブの実施場所
●児童館生活クラブ
名称

所在地

電話番号

定員

対応小

運営事業者

1

ひばり児童館生活クラブ

北有楽町 26 番 21 号

04(2926)8669

２４名

明峰

葉隠勇進(株)

2

こばと児童館生活クラブ

小手指町一丁目 28 番地の 3

04(2924)3065

３０名

北中

(公財)埼玉 YMCA

3

つばめ児童館生活クラブ

久米 783 番地の 1

04(2922)0410

８０名

南

(株)コマーム

4

つばき児童館生活クラブ

山口 5057 番地

04(2923)6155

４８名

椿峰・山口

葉隠勇進(株)

5

すみれ児童館生活クラブ

若狭一丁目 2966 番地の 5

04(2949)3826

３０名

若狭

6

さくら児童館生活クラブ

並木八丁目 3 番地

04(2998)5912

４０名

中央・伸栄

7

わかば児童館生活クラブ

和ヶ原三丁目 266 番地の 2

04(2948)3222

３０名

林

(株)コマーム

8

まつば児童館生活クラブ

上安松 952 番地の 2

04(2995)0995

６２名

松井

葉隠勇進(株)

9

みどり児童館（本館）生活クラブ

緑町一丁目８番３号

04(2928)8414

８０名

北

10

みどり児童館（別館）生活クラブ

緑町三丁目 16 番 7 号

04(2928)8826

１２０名

11

やなぎ児童館生活クラブ

東所沢四丁目 16 番地の 4

04(2944)8819

５８名

柳瀬・東所沢

12

ひかり児童館生活クラブ

中富南四丁目 4 番地の 1

04(2996)3995

２５名

中富

(福)光輪会
(学)マルハ学園

(株)コマーム
清進・北
(福)法水会
(株)コマーム

◆児童館生活クラブとは、市立児童館の中で実施する放課後児童クラブで、児童館は一般の児童も利用する施設
です。定員以上のお申し込みがあった場合は、市の選考基準に基づき、入所児童を決定させていただきます。
◆まつば児童館・やなぎ児童館については、平成 30 年度より定員を拡充しています。
◆みどり児童館本館への申込について、定員 80 名を超えた場合は、優先順位の高い方から別館入所になります。
◆８のまつば児童館生活クラブについては、平成３０年度より運営事業者が変更しています。
◆保育園の耐震工事に伴い、つばき・まつば・わかば児童館については、一定期間、小学校内に移転して業務を
行います。詳細は P８をご覧ください。
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●児童クラブ
NO.

※

※

名称

所在地

電話番号

対応小

運営事業者

1

所沢市立所沢児童クラブ

元町７番３７号

04(2922)7389

所沢

(福)わか竹会

２

所沢市立第二所沢児童クラブ

星の宮一丁目６番１２号

04(2921)6181

所沢

(福)わか竹会

3

所沢市立明峰児童クラブ

北有楽町２６番２０号

04(2922)0413

明峰

葉隠勇進(株)

４

所沢市立北秋津児童クラブ

北秋津６２３番地

04(2995)1945

北秋津

５

所沢市児童クラブ 北秋津ｺﾞﾛﾆｬﾝｸﾗﾌﾞ

くすのき台二丁目 20 番地の 6

04(2994)2116

北秋津・南

６

所沢市立荒幡児童クラブ

荒幡５１４番地の１

04(2924)4803

荒幡

葉隠勇進(株)

7

所沢市立伸栄児童クラブ

中新井一丁目７８４番地の１

04(2942)4101

伸栄

(特非)所沢市学童クラブの会

8

所沢市児童クラブ わくわくクラブ

美原町三丁目２９７１番地の５

04(2943)1210

伸栄・美原

所沢市立美原児童クラブ

並木五丁目１番地

04(2995)2656

美原

(学)マルハ学園

10 所沢市立第二美原児童クラブ

並木五丁目１番地

04(2993)6235

美原

(学)マルハ学園

11 所沢市立並木児童クラブ

並木六丁目２番地

04(2995)6010

並木

(特非)所沢市学童クラブの会

12 所沢市立中央児童クラブ

並木八丁目１番地６－１１２

04(2995)0971

中央

(特非)所沢市学童クラブの会

13 所沢市立松井児童クラブ

上安松４０７番地の２

04(2998)4949

松井

(特非)所沢市学童クラブの会

14 所沢市立若松児童クラブ

下新井１２３１番地の２

04(2992)0341

若松

(特非)所沢市学童クラブの会

15 所沢市立安松児童クラブ

下安松８３９番地の２

04(2944)5761

安松

(特非)所沢市学童クラブの会

16 所沢市立和田児童クラブ

東所沢和田一丁目３９番地

04(2944)9823

和田

(特非)所沢市学童クラブの会

17 所沢市立牛沼児童クラブ

牛沼２１番地

04(2994)8800

牛沼

(特非)所沢市学童クラブの会

18 所沢市立東所沢柳瀬児童クラブ

東所沢二丁目２９番地の５

04(2944)4032

東所沢・柳瀬

(福)法水会

19 所沢市立第二東所沢柳瀬児童クラブ

東所沢二丁目３３番地の９

04(2945)4450

東所沢・柳瀬

(福)法水会

東所沢二丁目１６－１１

04(2937)4099

東所沢・和田・牛沼
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20 所沢市児童クラブ

き ら っ こ

KIRACCO

BS ビル１階

北秋津児童クラブの会
(特非)所沢市学童クラブの会

企業組合たすけあい輪っはっは

ﾜｰｶｰｽﾞ・ｺﾚｸﾃｨﾌﾞはな

(株)がくどう舎

21 所沢市立富岡児童クラブ

下富６４７番地の５

04(2943)2788

富岡

(株)コマーム

22 所沢市立西富児童クラブ

岩岡町７１５番地の２

04(2924)5488

西冨

(株)コマーム

23 所沢市立中富小児童クラブ

中富１００４番地の１

中富

(株)コマーム

24 所沢市立小手指児童クラブ

小手指元町二丁目２８番地の８

04(2948)1321

小手指

(株)がくどう舎

小手指元町三丁目１６番地の１０

04(2941)2884

小手指・北野

(株)がくどう舎

26 所沢市立上新井児童クラブ

上新井五丁目６０番地の１

04(2925)3175

上新井

(特非)所沢市学童クラブの会

27 所沢市立第二上新井児童クラブ

上新井五丁目３６番地の１３

04(2968)6120

上新井

(特非)所沢市学童クラブの会

28 所沢市立北野児童クラブ

北野一丁目２番地の５４

04(2947)4439

北野

29 所沢市児童クラブ YMCA キッズクラブ

小手指町一丁目３９番地の２

04(2939)5051

北中・上新井

30 所沢市立山口児童クラブ

山口１９８１番地の１

04(2926)4787

山口

31 所沢市立泉児童クラブ

山口５１１番地の１
山口６５７番地（H29.11.27 以降）

04(2925)4444

泉

32 所沢市立椿峰児童クラブ

小手指南四丁目１７番地の１０

04(2949)0627

椿峰

(特非)所沢市学童クラブの会

33 所沢市立三ケ島児童クラブ

三ケ島三丁目１４１６番地の９

04(2948)7578

三ケ島

(特非)所沢市学童クラブの会

34 所沢市立若狭児童クラブ

若狭四丁目２４９６番地の５

04(2948)2547

若狭

(特非)所沢市学童クラブの会

35 所沢市立林児童クラブ

和ケ原三丁目９９番地の５

04(2949)1923

林

(特非)所沢市学童クラブの会

36 所沢市立宮前児童クラブ

東狭山ケ丘六丁目２７９２番地

04(2926)8327

宮前

(特非)所沢市学童クラブの会

25 所沢市児童クラブ

き ら っ こ

KIRACCO小手指

04(2942)7801

(株)がくどう舎
(公財)埼玉 YMCA
(特非)所沢市学童クラブの会

葉隠勇進(株)

◆一定数以上のお申し込みがあった場合は、市の選考基準に基づき、入所児童を決定させていただきます。
◆泉児童クラブについては、平成 29 年 11 月２７日に泉小学校内へ移転します。
◆網掛けがついているクラブについては、平成３０年度より運営事業者が変更します。（記載の事業者は変更後です。）
◆No.５・８については、平成３０年度より開所します。
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平成３０年度から開所する所沢市児童クラブの紹介

～

ゴロニャンクラブ

～

北秋津「ゴロニャンクラブ」の特色
・子どもたちが、体や気持ちがリフレッシュできるような家庭的な雰囲気を大切にします。
・生活の中で必要な力を身に付ける支援と、仲間との関わりを大切にしながら素直な心、感謝の気持ち
を育んでいます。
・四季や自然を感じられる生活づくりをしています。

たっだいまぁ～
◆開所時間
平

日 ： 放課後～午後６時３０分

土曜・学校休業日 ： 午前８時～午後６時３０分
延

長

保

育

： 午後 7 時まで

◆対象児童
北秋津小学校・南小学校に通う１年生～６年生
◆独自事業

※は有料

・おやつの提供※・19 時までの延長保育※ ・南小お迎えサービス・季節の行事
・子どもクッキング ・親子で自然体験※・子どもの保健歯磨き講座 など

～

わくわくクラブ

～

◆わくわくクラブの特徴
・美原町３丁目バス停前にある生活クラブ生協所沢生活館１階にあり、伸栄小学校、美原小学校から
子どもの足で 10 分程度にあり、通いやすい場所です。
・クラブ室は約 100 ㎡、コルク床で温かみがあり、広い窓、明るい陽射しの入る心地よいスペースで、
子どもたちがのびのびと過ごせる環境です。
・添加物の尐ない食材を使う、合成洗剤を使わないなど、健康と環境に配慮した運営をしています。
◆開所時間：平日・学校開校日：放課後～午後 6 時 30 分
土曜・学校休業日：午前 8 時～午後 6 時 30 分（ただし、日・祝日・年末年始を除く）
延長保育：午後 6 時 30 分～午後 7 時（有料）
◆対象児童：伸栄小学校、美原小学校に通う 1 年生～6 年生
◆独自事業
・毎日のおやつのほか、土曜日と夏休みには、施設内の台所でつくった手作りの温かい昼食を提供
・おやつ作り、せっけん学習会、遠足などの体験型のおたのしみ企画を月に 1 回程度実施
＊平成 29 年 11 月 12 日（日）11：00～15：00 わくわくクラブ（所沢生活館）にて施設見学会
を行います。詳細は、04－2943－1210「たすけあい輪っはっは」に電話でお問合せください。
3

４．放課後児童クラブの運営
放課後児童クラブの運営は、KIRACCO・KIRACCO 小手指・YMCA キッズクラブ・
北秋津ゴロニャンクラブ・わくわくクラブ（民設民営）を除き、指定管理者（公設民営）
が行います。
１～２ページ記載「３．放課後児童クラブの実施場所」●児童館生活クラブ

８、

●児童クラブ１・３・６・９・１８・２１・２２・２３・２４・２７・２８・３１につ
いては、平成３０年度より運営主体自体が変更します。
（記載の事業者は変更後です。）
※指定管理者とは・・・市が指定した民間事業者に公の施設の管理運営を委ねる制度を「指定管理者制度」
といい、この指定した民間事業者のことを「指定管理者」といいます。民間活力を導入することにより、更
なるサービスの向上を目指すものです。

※放課後児童クラブ指定管理者の変更について
平成 29 年度をもって、指定管理期間が満了となる放課後児童クラブについて、新た
な指定管理者の選定を行いました。その結果、平成 30 年度から一部の放課後児童クラ
ブ（P1・2 網掛け部分）の指定管理者が変更になります。児童への育成支援を第一に、
引継ぎを行います。また、入所申込等に係る個人情報につきましても、適切に引継ぎを
させていただきます。利用者の皆様には、引き続きご理解いただきますようお願いしま
す。

５．開所時間
(1) 平

日

･･･

下校時 ～午後 6 時３０分

(2) 土

曜 日

･･･

午前 8 時～午後６時３０分

(3) 学校休業日

･･･

午前 8 時～午後６時３０分

学校休業日…夏、冬、春休み、開校記念日等のことで、土・日・祝日・年末年始は除きます。
※（１）
（３）については、緊急対応として午後７時まで延長が可能です。
延長保育料、午後７時以降の延長利用、
（２）の延長利用については、各クラブに確認をしてください。

６．休所日
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 年末年始（１２月２９日～１月３日）
(4) 特に市長が認めた日
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７．放課後児童クラブの保育料等
(1)保育料
月額
※

１０，０００

円

同じ世帯で 2 人以上の児童が同時に同一のクラブに入所する場合（兄弟など）は、
２人目以降の保育料は、月額 ５，０００

円

になります。

この場合、低学年児童を１人目（10,000 円）、高学年児童を２人目（5,000 円）
と捉えます。
※

保育料に日割はありません。また、クラブを休所した場合でも、保育料の減免は
ありませんのでご注意ください。

※

保育料の支払い方法は、各クラブにお問い合わせください。

平成２９年４月１日以降、生活クラブにおける保育料の取り扱いについては、順次所沢市から指定管
理者へ移行しています。
Ｈ２９みどり児童館
Ｈ３０まつば児童館・やなぎ児童館・ひかり児童館
Ｈ３１ひばり児童館・つばめ児童館・さくら児童館
Ｈ３２こばと児童館・つばき児童館・すみれ児童館・わかば児童館

(2)傷害保険料
年額

１，０００

円程度

（クラブにより異なります）

(３)その他
おやつ・誕生日会等の費用として、別途料金を集める場合があります。

８．低所得世帯に対する保育料の減免について
市では、低所得の世帯の保育料を減額又は免除する制度を実施しています。
減免を受けるためには、申請が必要となります。
詳細は、青尐年課（電話 04-2998-9103）にお問い合わせください。

5

９．入所申し込み
必要書類をそろえてクラブに提出してください。
（郵送は丌可）
現在クラブに入所していて、引き続き入所を希望する場合でも、申し込みは年度ごと
に必要です。
※当初受付期間中の複数クラブへの同時申込み（併願）は認めません。

(1) 申込書配布
11 月１日（水）～
申込書は、各クラブ及び青尐年課で配布します。
※必ず P８を確認してください。
また、申込書類は、市のＨＰからダウンロードできます。

(2) 配布時間
青尐年課

午前 8:30 ～

生活クラブ 午前 9:00 ～

午後 5:15(土・日･祝休日除く)
午後 6:30(日･祝休日除く)

児童クラブ 午前 11:00 ～ 午後 6:30(日･祝休日除く)

(3) 申込期間

1１月２０日（月）～１２月４日（月）（日・祝休日を除く）
※申込期間を過ぎても随時受付いたしますが、入所の優先順位が低くなりますのでご
注意ください。

(4) 申込場所・時間
・入所を希望するクラブに直接お申し込みください。
※必ず P8 を確認してください。
注）みどり児童館（別館）生活クラブへ入所を希望する場合は、みどり児童館（本館）へ
申込書を提出してください。
・申込時間は、
（２）と同じです。
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【申し込みから入所までの流れ】
申し込み
①

次の①～④の書類を入所を希望するクラブに直接提出してください。
『所沢市立児童館生活クラブ入所申込書』
、『所沢市立児童クラブ入所申込書』又は
『所沢市児童クラブ入所申込書』

②

『児童状況書』
出身保育園・性格・平熱・食物アレルギーなどについての調書です。
障害者手帱を所持しているお子様は、手帱のコピーを添付してください。

③

『自宅案内図』

※兄弟であれば、原本１部のほかはコピーで対応可能

クラブから自宅付近の略図を記入し、クラブから自宅までの経路を朱線で示してください。
④

就労等を証明する書類

※兄弟であれば、原本１部のほかはコピーで対応可能

就労等の状況により提出する書類が異なります。保護者は、以下を参考に証明する書類を
ご用意ください。両親世帯の場合は、必ずそれぞれの証明が必要となります。

(1) 会社等に勤務している方（親族等が経営する会社等に勤務している方を含む）
①『就労証明書』

(2) 会社等の経営者・自営業の方
①『申告書』
、②経営者等であることが客観的に確認できる書類※
※

例）商業登記簿謄本・請求書の宛先が会社等になっている公共料金の領収書・確
定申告書

（コピー可）

(3) 就職のために学校に通学している方
①『状況書』、②学校が発行する在学証明書、③時間割など学校の終了時刻が確認できる
書類

（コピー可）

(4)病気で通院や入院している方
①『状況書』
、②医師の診断書（コピー可）

(5)家族や親戚等の介護や看護をしている方
①『状況書』
、②医師の診断書 又は 介護等の状況が客観的に確認できる書類（コピー可）

(6)就職内定

又は

求職活動中で就労証明書が提出できない方

①『誓約書』
（別紙６-1）

※上記(1)～(6)に該当しない方は、青尐年課までお問い合わせください。
※医師の診断書は、原則半年以内に書かれたものとします。
※生活保護受給世帯は『生活保護受給証明書』を添付してください。
※保育士、幼稚園教諭、保育教諭として市内の認可保育園、幼稚園、認定子ども園、地域型保育事業所に
就労している方は、保育士証または保育士登録事務センターの申請受付、幼稚園教諭免許、保育教諭免
許のコピーを提出ください。放課後児童支援員及び補助員として市内の放課後児童クラブに就労してい
る方は、就労証明書備考欄に放課後児童支援員及び補助員として勤務している旨を記載ください。

入所選考
入所決定

クラブで入所選考を行います。

（ Ｈ３０．２月上旬 ）
入所の決定等を書面にてお知らせします。
（郵送 又は 手渡し）
※ 平成３０年度入所決定期間は、Ｈ３０.4.1～H３１.3.31

入所説明会

（ Ｈ３０．２月中旬 ～ ）
クラブで説明会を実施します。

入所
ｍんｈ

（ Ｈ３０．４．１ ～ ）
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です。

１０．申込書受取り・申込時の注意点
(1)つばき・まつば・わかば児童館生活クラブについては、保育園の耐震工事に伴い、下
記のとおり小学校内に移転して業務を行います。
移転期間中に、申込書の受取りや申込をされる際は、事前に電話をした上で、移転先
の事務室までお願いします。
・つばき児童館
移転期間：平成 29 年 9 月 4 日～11 月 18 日
移 転 先：山口小学校 1 階「第 2 音楽室」
椿峰小学校 1 階「庁務手室」（土曜日は上記山口小学校内事務室）
（移転期間中、椿峰小学校内事務室の電話番号は 2946- 8716 に
なります。
）
・まつば児童館
移転期間：平成 29 年 9 月 11 日～平成 30 年 2 月 3 日
移 転 先：松井小学校 2 階「社会科準備室」
・わかば児童館
移転期間：平成 29 年 9 月 4 日～12 月 16 日
移 転 先：林小学校 1 階「生活科準備室」

(2)泉児童クラブについては、平成 29 年 11 月２７日に泉小学校内へ移転します。
申し込み等で、移転日以降にクラブへ訪問される際は、ご注意ください。

(3) みどり児童館（別館）生活クラブへ入所を希望する場合は、みどり児童館（本館）
へ申込書を提出してください。また、みどり児童館本館への申込について、定員 80
名を超えた場合は、優先順位の高い方から別館入所になります。
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１１．その他
(1)保育料について
保育料には、日割りはありません。出席日数が尐ない場合でも、月額のお支払いと
なります。

(2)休所について
① 仕事の都合や病気等で休所する場合は、必ずクラブに連絡してください。
②

保護者の仕事等がお休みの日は、原則としてクラブは利用できません。

③

休所に対する保育料の減免はありません。

(3)家庭状況等の変更について
住所・世帯構成・勤務先や勤務時間などが変わったときは、速やかにクラブに届け
出てください。

(4)保護者との連絡
出張などで職場を離れる場合でも、クラブと連絡が取れるようにしてください。

(5)保護者会の開催
保護者同士の交流の場にもなりますので、ご負担のない範囲でご参加ください。

(6)クラブの行事
クラブでは様々な行事を行っています。行事の中には、保護者の参加をお願いする
ことがありますので、ご協力をお願いします。

(7)学校への連絡
クラブに入所したことを必ず担任の先生に連絡してください。退所する（辞める）
場合も同様です。

(8)インフルエンザ等により学校・学級閉鎖となった場合の対応
学校・学級閉鎖の目的が感染を防ぐなど健康管理上の措置であるため、当該児童は、
クラブを利用することができません。閉鎖期間中は、ご家庭での保育をお願いします。
ただし、登校後に学校・学級閉鎖となった場合は、クラブで一時的に受け入れをい
たしますが、早めに保護者か保護者に代わる方がお迎えに来てください。

(9)臨時休校となった場合の対応
自然災害等で、学校が臨時休校となる場合は、休校とする趣旨に鑑み、原則として
ご家庭での安全確保をお願いします。
なお、登校後に臨時下校となった場合は、クラブで一時的に受け入れをいたします
が、早急に保護者か保護者に代わる方がお迎えに来てください。
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(10)急病等の処置
クラブの活動時間中にお子様が急病等になった場合は、状況に応じて保護者の方に
連絡します。その際は、速やかなお迎えをお願いします。
なお、緊急の度合により直接病院へ搬送する場合もあります。

(11)宿題等
原則として、宿題等の学習指導はいたしませんが、自主的に行うことは差し支えあ
りません。

(12)外出について
お子様の安全を確保できないことから、クラブの活動時間中の個人的な外出は、原
則として許可していません。

(13)帰宅方法について
クラブから帰宅する際は、原則として保護者の方がお迎えに来てください。

(14)学校休業日の開所時間について
学校休業日の開所時間等は、クラブの対応小学校の日程に合わせています。

(15)退所について
クラブを退所する（辞める）場合は、速やかにクラブに連絡してください。
「退所届」は、退所する月の末日までに提出してください。

(1６)入所の取り消しについて
クラブの運営に著しい支障が生じるときには、退所届の提出にかかわらず、クラブ
の入所を取り消す場合があります。あらかじめご了承ください。

【重要】
-入所を取消す事例申請書類に虚偽記載があった場合
病気などの理由により、集団行動に適さない場合
連絡のないまま欠席が続いた場合
保育料の滞納が続いた場合
規定の時間を過ぎてからお子様をお迎えに来る回数が著しく多い場合
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