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１．児童クラブとは

◆加入要件

小学校の放課後や夏休みなどの長期休み期間に、保護者の就労など（＊）により、家庭等で

みることができない児童。

＊就労など：就労のほかに、家族の入院やその付き添い、小学校区が広域のため通学に公共

交通機関を使用しており、その待ち時間（鳳来地区、作手地区で施設定員に余

裕がある場合に限る）など、客観的に就労と同程度の必要性があると認められ

ること。

※正当な理由なく保護者負担金及び傷害保険料を納期限から３カ月以上滞納している世帯は入所を不承認とします。

また、入所後であっても、虚偽が判明した場合は入所の承認を取り消すことがあります。

◆内容

自主学習や遊びを中心とした生活の場を提供し、児童の放課後の安全な居場所づくりと健全

育成の向上を目的としています。

２．児童クラブの開設時間など

◆開設時間

午前８時 小学校下校時間 午後６時

◆休業日

◎ 土曜日、日曜日、国民の祝日

◎８月１３日～８月１５日（盆休み）

◎１２月２９日～１月３日（年末年始）

◆引き渡し訓練や運動会、学習発表会等の行事のため学校がある場合について

引き渡し訓練や運動会、学習発表会等の行事のため学校がある場合、児童クラブはお休みと

なります。また、上記行事が悪天候等により順延し実施された場合も原則児童クラブはお休み

となります。

◆インフルエンザ等により学級閉鎖になった場合について

学級閉鎖になった場合、そのクラスの児童は学級閉鎖が解除されるまで利用できません。一

度登校してから学級閉鎖が決まった場合も利用できません。感染拡大防止のために、ご理解く

ださい。

通常開設日 小学校の授業
小学校下校後 ～ 午後６時

＊学校給食のない日は、弁当が必要です。

長期休み期間

夏休み・冬休み・春休み

午前８時 ～ 午後６時

＊学習道具・弁当・水筒・着替え・手拭き・通学帽などを持参ください。

小学校振替休日
午前８時 ～ 午後６時

＊学習道具・弁当・水筒・着替え・手拭き・通学帽などを持参ください。
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３．児童クラブの保護者負担金など

◆保護者負担金

【注】月途中で加入または辞退した場合でも、日割計算はありません。

【注】生活保護世帯は保護者負担金の免除制度があります。こども未来課へ申し出ください。

◆保護者負担金の支払方法

保護者負担金は口座振替でお支払いください。振替日は、基本毎月月末に、当月分を引落し

ます。

※長期休みのみ利用申込の方で、冬休みを利用される場合は１２月に引落とします。

なお、振替日が金融機関等の休業日にあたるときは、翌営業日が振替日となります。

児童クラブを初めて利用される方、別の口座で登録する方については、こども未来課、鳳来・

作手総合支所で「新城市税等口座振替・自動払込利用申請書」をお渡しします。必要事項を

ご記入いただき、口座振替を希望する金融機関（郵便局を含む）に提出ください。

※令和４年度に児童クラブ保護者負担金口座振替登録が済んでいる場合、再度の登録は不要

です。

【注】月の途中に児童クラブへ加入した場合は、当月分の保護者負担金を口座振替できないこ

とがあります。その際は、納付書払いとなります。

◆傷害保険料

児童クラブ活動中のケガや、施設等を破損した場合に保障するための保険です。

児童クラブ利用実績確定後に納付書を送付いたしますので、直接金融機関でお支払いください。

※傷害保険料は実費負担としています。口座振替に対応していません。

傷害保険料

（児童1名当たり）
年額 ９００円

通年利用の児童

1名当たり

（おやつ代を含む）

月 額

＊ ７月

＊ ８月

５,０００円

６,０００円

８,０００円

長期休みのみ利用の児童

1名当たり

（おやつ代を含む）

春休み（３月・４月） 各１,５００円

夏休み（７月） ３,０００円

夏休み（８月） ８,０００円

冬休み ３,０００円
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４．児童クラブの加入

◆加入形態（利用区分）

◎通年利用

一年を通じて、児童クラブを利用すること（小学校振替休日を含む）

◎長期休みのみ利用

夏休み、冬休み、春休みの期間中のみ、児童クラブを利用すること

【注】長期休みのみの利用の方は、小学校振替休日に児童クラブの利用はできません。

【注】始業式、終業式、修了式当日は通年利用の方のみ利用できます。

◆加入に必要な書類

◎加入申込書

加入児童ごとに提出が必要です。記入例をよく読み、両面記入してください。

◎加入要件確認書類

児童の保護者及び同居の６５歳未満（令和５年４月１日時点）の祖父母が家庭で児童をみ

ることができない理由を確認します。下記①～④のうちいずれの要件に当てはまるか確認

し、必要書類を用意してください。いずれの要件にも当てはまらない場合は、児童クラブを

利用することができません。

※同居の祖父母とは、住民票上同一地番の場合を含みます。

※兄弟が令和５年度こども園利用予定の方で下記書類を提出された場合は、再度提出してい

ただく必要はありません。

①就労のため家庭で児童をみることができない場合

＜加入要件＞

就労が土日を除く週３日、１日４時間以上の勤務で、かつ勤務終了時間が午後３時以降

（長期休みのみの利用の場合は勤務終了時間が午後０時以降）であること。

【注】今年度、児童クラブ開設時間帯における保護者の就労実態にあわせて加入要件の

見直しを行いました。

＜必要書類＞

○就労証明書

・児童の保護者及び同居の６５歳未満（令和５年４月１日時点）の祖父母のうち就

労・自営業・農業されている方の分は、全員提出してください。

・就労の場合は、勤務先で記入・証明していただき、提出してください。
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②病気負傷や病人の看護等のため家庭で児童をみることができない場合

＜加入要件＞ 【病人看護の場合】

看護が、月１５日以上かつ日４時間以上

＜必要書類＞

○診断書等

・児童の保護者及び同居の６５歳未満（令和５年４月１日時点）の祖父母が入院等を

していることが分かる診断書等を提出してください。

・介護の場合は、要介護認定通知書、ケアプラン等を提出してください。

○各種手帳の写し

療育手帳,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳等の写しを提出してください。

③母親の出産等のため家庭で児童をみることができない場合

＜加入要件＞ 【妊娠・出産の場合】

妊娠の場合：産前２か月 出産の場合：産後６か月

＜必要書類＞

○母子健康手帳の写し（保護者氏名及び分娩予定日の確認）

・表紙の写し（保護者氏名が分かるように）と、分娩予定日が記載されているページ

（新城市の母子手帳では、４ページ）の写しを提出してください。

④上記以外の理由のため家庭で児童をみることができない場合

※こども未来課に事前に相談してください。

◆加入の優先順位

（１）定員に達した場合、児童クラブ加入選考指数表（５ページ参照）に基づき、学年、保護者

の勤務日数、勤務時間等で加入審査を行い指数の高い方から加入となります。

（２) 提出された書類の内容について、審査に影響を及ぼす虚偽が判明した場合、加入を不承認

とします。また、加入後であっても、虚偽が判明した場合は加入の承認を取り消すことが

あります。

（３）加入審査にあたり必要があると判断した場合、児童が現在や過去に在籍したこども園、学

校、療育機関等の関係機関から、児童の状況を伺うことがあります。

※近年、児童クラブの加入希望者が増加し、定員を超過する状況が続きています。新たな保

育場所や、支援員の確保をしなければならず、運営に支障を来しております。また、本当

に児童クラブを必要としている方が、利用できないケースもでてきます。祖父母等の

協力が得られる家庭につきましては、対象児童であっても加入申込みについてご配慮いた

だきますようご協力をお願いいたします。

◆注意事項

◎家庭状況の変動について

加入決定後もしくは利用期間中に、世帯構成、住所、勤務先などが変わった場合は、こど

も未来課もしくは各児童クラブに必ず申し出ください。変更届等をご提出いただく必要があ

ります。
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＜計算方法＞

【学年指数】＋【保護者指数】＋【調整指数】→ 合計指数

同点によって決まらない場合は抽選とします。

【学年指数】

指数

48

42

36

12

6

【保護者指数】

区　分 指数

20

18

15

15

13

10

10

8

5

妊娠・出産 15

入院中 20

20

18

10

5

20

10

5

20

10

8

その他 適宜

※父・母のうち、指数合計の低い方で判定します。

【調整指数】

指数

２

５
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【令和５年度児童クラブ加入選考指数表】

学年

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

細目

午前８時から午後６時までの間に、８時間以上就労している

午前８時から午後６時までの間に、６時間以上８時間未満就労している

午前８時から午後６時までの間に、４時間以上６時間未満就労している

午前８時から午後６時までの間に、８時間以上就労している

午前８時から午後６時までの間に、６時間以上８時間未満就労している

午前８時から午後６時までの間に、４時間以上６時間未満就労している

午前８時から午後６時までの間に、８時間以上就労している

午前８時から午後６時までの間に、６時間以上８時間未満就労している

午前８時から午後６時までの間に、４時間以上６時間未満就労している

産前２か月産後６か月の期間

入院に相当する治療や安静を要し、保育が常時困難な場合

感染症疾病又は精神性疾患であって、保育が著しく困難なため

医師の診断にて安静を要すると診断され保育が困難な場合

週３日以上かつ午前８時から午後６時までの間に、３時間以上通院を要する場合

身体障害手帳等級１・２級、療育手帳Ａ・Ｂ若しくは精神障害者福祉保健手帳１～３級を所持している者、又は
要介護５・４の認定を受けている者

身体障害手帳等級３級、若しくは療育手帳Ｃ所持している者、又は要介護３の認定を受けている者

身体障害手帳等級４級を所持している者、又は要介護２・１の認定を受けている者

重度心身障害者（児）等【身体障害手帳等級１・２級、療育手帳Ａ・Ｂ若しくは精神障害者福祉保健手帳１～３
級を所持している者、又は要介護５・４の認定を受けている者】の常時観察、付添介護（看護）、通院、通所、
通園のため、保育が常時困難なため

病人・心身障害者（児）等の付添介護（看護）、通院、通所、通園のため、月２０日以上かつ、午前８時から午後
６時までの間に３時間以上、保育が常時困難な場合

病人・心身障害者（児）等の付添介護（看護）、通院、通所、通園のため、月１２日以上かつ、午前８時から午後
６時までの間に３時間以上、保育に支障がある場合

市長が特に保育（保護）が必要と認める場合

区　分

ひとり親世帯等

入所児童が障害（身体障害手帳等級１～４級、療育手帳Ａ～Ｃ又は精神障害者福祉保健手帳１～３級を持参）を有して
いる、又はそれに類する状況が認められる場合

父母以外で就労等していない65歳未満の同居の成人した親族等がいる場合

週５日以上の就労

週４日以上の就労

週３日以上の就労

病気
負傷 自宅療養

障がい

看護
介護

就労
（就学）



-6-

５．利用開始までの流れ

◆児童クラブ利用開始までの流れ

６．休止・変更届等について

必ず前月２０日までに、こども未来課もしくは各児童クラブへ申し出てください。期限を過ぎ

た申し出については、該当月の保護者負担金を負担していただきますのでご注意ください。

◆変更届について

通年利用から長期休みのみの利用を変更する際および長期休みのみの利用から通年利用に変

更する場合、審査が必要となります。提出後、ご希望に添えない場合こども未来課から連絡が

あります。ご承知おきください。

◆休止届について

休止は１ヶ月のみ受け付けます。連続した２ヶ月以上の休止の場合、辞退となりますのでご

注意ください。

◆辞退届について

児童クラブの利用が不要となった場合、提出いただきます。

◎ 加入必要書類の配布

・加入申込書などの必要書類を、こども未来課で配布しています。

・市役所ホームページからもダウンロードできます。

◎ 加入申込受付

・必要書類をこども未来課に提出してください。

＜必要書類＞

・加入申込書（加入児童１名につき１枚両面）

・加入要件が確認できる書類（保護者及び６５歳未満の同居の祖父母）

◎ 加入審査・調整・利用決定

・加入の可否を審査し決定をします。加入申込者が施設定員を超過の場合は、児童クラブ

加入選考指数表に基づき、加入の決定をしていきます。

・加入決定され次第、こども未来課から「児童クラブ利用承認通知書」を交付します。

◎ 利用に向けての準備

・保護者の方にしてもらいたいことについてのご案内等を「児童クラブ利用承認通知書」

に同封しますので、それにしたがって準備をお願いします。

＜主にすること＞

・児童クラブきずなネットに登録する

・利用する児童クラブから自宅までの地図を記入する

・アレルギー対応書類の作成（食物アレルギーのある方のみ）

◎ 利用開始
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７．児童クラブ一覧

学校区
クラブ名

（募集人数）
実施場所 電話番号

新城

新城児童クラブA

（４０人）
新城小学校内 090-7615-3548

新城児童クラブB

（４０人）
新城小学校内 090-2341-4676

千郷

千郷児童クラブA

（４０人）
千郷児童クラブ専用施設 090-7438-8371

千郷児童クラブB

（４０人）
千郷児童クラブ専用施設 080-1551-7534

千郷児童クラブC

（４０人）
千郷児童クラブ専用施設 090-7604-6109

千郷児童クラブD

（４０人）
千郷児童クラブ専用施設 090-7604-6809

東郷西

東郷西児童クラブA

（４０人）
東郷西小学校内 090-5621-0504

東郷西児童クラブB

（４０人）
東郷西小学校内 080-1550-7971

東郷東
東郷東児童クラブ

（４０人）
東郷東小学校内 090-4085-2113

舟着
舟着児童クラブ

（３０人）
舟着小学校内 090-3153-9822

八名
八名児童クラブ

（４０人）
八名小学校内 090-5451-8127
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◆長期休みのみの開設

【注】新城小学校の児童クラブ（新城Ａ・Ｂ）に加入を希望される方、千郷小学校の児童クラブ

（千郷Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ）に加入を希望される方、東郷西児童クラブ（東郷西Ａ・Ｂ・Ｃ）に

加入を希望される方については、こども未来課で各児童クラブの人数調整と割り振りをします。

小学校区
クラブ名

（募集人数）
実施場所 電話番号

庭野
庭野児童クラブ

（１５人）
庭野公民館内 090-4866-6004

鳳来中部
鳳来中部児童クラブ

（４０人）
鳳来中部小学校内 080-1626-5961

東陽
東陽児童クラブ

（４０人）
東陽小学校内 090-4852-4335

黄柳川
黄柳川児童クラブ

（４０人）
黄柳川小学校内 090-7619-0022

鳳来東
鳳来東児童クラブ

（１０人）
鳳来東小学校内 080-1622-5700

作手
作手児童クラブ

（３０人）
つくで交流館内 090-1987-6686

鳳来寺

鳳来寺児童クラブ

（通年１０人）

（長期２５人）

鳳来寺小学校内 080-1550-8769

小学校区
クラブ名

（募集人数）
実施場所 電話番号

千郷
千郷児童クラブE

（４０人）
千郷小学校内 090-7918-5326

東郷西
東郷西児童クラブC

（２５人）
東郷西小学校内 090-5100-5261
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◆開設場所一覧

新城児童クラブＡ・Ｂ

（新城小学校内）

千郷児童クラブ

（千郷児童クラブ専用施設、千郷小学校内）

東郷西児童クラブ

（東郷西小学校内）

東郷東児童クラブ

（東郷東小学校内）

舟着児童クラブ

（舟着小学校内）

八名児童クラブ

（八名小学校内）

庭野児童クラブ

（庭野公民館内）

鳳来中部児童クラブ

（鳳来中部小学校内）

教室

庭野公民館

Ａ～Ｄ：専用施設

Ａ・Ｂ：専用施設

教室

図工室

教室専用施設

E：図工室
Ｃ：教室

図工室
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東陽児童クラブ

（東陽小学校内）

黄柳川児童クラブ

（黄柳川小学校内）

鳳来東児童クラブ

（鳳来東小学校内）

作手児童クラブ

（つくで交流館内）

鳳来寺児童クラブ

（鳳来寺小学校内）

ランチルーム
多目的室

共育施設

専用室

共育施設教室



-11-

８．児童クラブの運営について

◆送迎

児童クラブへの送迎は、原則として保護者でお願いします。

児童の安全のため、開設時間内での送迎を厳守してください。開設時間内でないと、児童を

預かることはできません。

※開設時間内での送迎が困難な場合は、「新城市ファミリー・サポート・センター」を利用く

ださい。利用は有料で、事前に会員登録が必要です。詳細は新城市ファミリー・サポート・

センターへ直接問い合わせください。℡：080-6922-7001

◆暴風警報等発令時など

児童クラブが休止した際のお迎えは、児童の安全のためメール受信後速やかにお願いします。

＜通年・長期休み中の出校日＞

◎小学校が休校となった場合

児童クラブも休止します。ただし、小学校が再開した場合は、児童クラブも開設します。

◎小学校が暴風警報等のために下校時間を早めたり、一斉下校となった場合

児童クラブを休止します。児童は小学校に待機していますので、速やかに 小学校へ お

迎えをお願いします。

◎児童クラブ開設時間内に暴風警報等が発令された場合

児童クラブを休止します。速やかに児童クラブへお迎えをお願いします。

＜長期休み・振替休日＞

◎午前７時時点で暴風警報等が発令されていない場合

警報が発令されるまで開設します。警報が発令された際には、児童クラブへ速やかにお

迎えにきてください。

◎午前７時時点で既に暴風警報等が発令されている場合

児童クラブを休止します。ただし、正午までに警報が解除された場合、解除から概ね

２時間後に児童クラブを開設します。開設時間はメールでお知らせします。

※正午時点で警報が解除されていない場合、終日休止となります。

◆病気のとき

病児の利用はできません。特に感染症（＊）が疑われる場合は、他の児童に感染を広げない

よう配慮が求められます。必ず医療機関を受診し、医師の承諾を受けた日以降に、児童クラブ

の利用を再開してください。

＊医師の承諾が必要な感染症

はしか,百日咳,インフルエンザ,風疹,おたふく,水ぼうそう,ノロウィルス,りんご病,手足口病,とびひ,はやり目,

プール熱,溶連菌感染症,感染症胃腸炎,マイコプラズマ肺炎、ヘルパンギーナ等

＊新型コロナウイルス感染症につきましては、保健所の指示に従ってください。
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◆与薬

原則として、児童クラブで児童に薬を与えません。

なお、児童自身で薬の管理及び使用を行うことができる場合は使用可とします。

※医師に処方された薬であって、児童クラブ利用時間中に児童に与えなければならないよう

な場合は、こども未来課に相談ください。医師の与薬指示書の提出をお願いすることがあり

ます。

◆食物アレルギー

児童の生命に関わるため、必ずアレルギーの原因食物をこども未来課へ申し出ください。

各児童クラブで、おやつの購入・配布にできる限りの配慮をします。ただし、対応しきれな

いほど重い症状の場合は、おやつの一部もしくは全部を持参いただくことがあります。（保護者

負担金の減免はありません）

※「児童クラブ利用承認通知書」の交付の際に「食物アレルギー調査票」等を同封させていた

だきます。該当される方は「食物アレルギー調査票」、「学校生活管理指導表（小学校へ提出す

る写しでも可）または診断書（写し）」をご提出ください。

※エピペンを処方されている場合などは、医師の診断書等の提出をお願いすることがあります。

◆開設時間内の急病やケガ等

急病・ケガ・事故等が起きた場合には、児童クラブから緊急連絡先に記載されている順序で

連絡させていただきます。ケガをされた場合、傷害保険の対象となりますので、治療のために

受診した医療機関の領収書を大切に保管しておいてください。

また、帰宅後に児童クラブでケガをしたことが分かった場合は、すみやかに支援員へ知らせ

てください。

※緊急連絡先に変更があった場合は、必ずこども未来課もしくは各児童クラブに申出ください。

◆持ち物

・携帯型ゲーム機の持ち込みは、禁止します。

・個人的に製作を楽しむビーズや毛糸などは児童クラブで用意しません。個人負担でお願いし

ます。

・その他の玩具等の持ち込みについては、支援員に可否を確認してください。

◆注意事項

児童クラブでの過ごし方については、どの児童も安全で楽しく集団生活が送れるよう支援員

の指示に従ってください。

※児童や保護者の過度なマナー違反、悪質ないたずらや暴力行為が繰り返される場合は、児童

クラブの加入を取り消すことがあります。

※施設や備品等を故意に破損・紛失等した場合は、保護者に実費負担を請求することもありま

す。


