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１．学童保育とは１．学童保育とは１．学童保育とは１．学童保育とは

働く女性が増えたり、核家族が増えているなかで、共働き家庭や母子・父子家庭などで

は、小学生の子どもたちは、小学校から帰った後の放課後や、春休み・夏休み・冬休みな

どの学校休業日には、親が仕事をしているために子どもだけで過ごすことになります。

このような共働き家庭や母子・父子家庭の小学生の子どもたちの毎日の放課後（学校休

業日は一日）の生活を守る施設が学童保育です。学童保育に子どもたちが入所して安心し

て生活が送ることができることによって、親も仕事を続けられます。学童保育には親の働

く権利と家族の生活を守るという役割もあります。

学童保育に通う子どもたちは、学校から「ただいま」と帰ってきたあと、家庭で過ごす

のと同じように、宿題をしたり、友達と遊んだり、おやつを食べたり、また掃除をしたり

もします。学童保育から塾などの習い事に行く子もいます。

（全国学童保育連絡協議会ＨＰより一部引用）

２．保育時間２．保育時間２．保育時間２．保育時間

・学校の授業のある日 ・・・ 放課後から まで１８：３０１８：３０１８：３０１８：３０

・長期休業中（春休み・夏休み・冬休み 、振替休業日など一日保育の日）

・・・ ８：００～ まで１８：３０１８：３０１８：３０１８：３０

・土曜日 ・・・ ８：００～ まで１８：００１８：００１８：００１８：００

※ 保護者がお休みなどで在宅の場合は、原則としてお預かりしていません。

３．保育対象３．保育対象３．保育対象３．保育対象

小学校１～６年に就学している児童全てが対象です。

４．休所日４．休所日４．休所日４．休所日

日曜日、祝祭日、盆休み（８月１２日頃～１６日頃）・・・・

・年末年始（１２月２９日～１月３日）

※ 警報発令時は開所しません。また、インフルエンザ等で学級（学年）閉鎖になった

場合、その学級（学年）の児童は登所できません。兄弟姉妹もできるだけご協力下さ

い。

５．一日の生活５．一日の生活５．一日の生活５．一日の生活

・学校の授業終了後、各自登所します。

・宿題（できるだけ学童で済ませます ）。

・自由遊び

・おやつ （１５時３０分～１６時頃）

・掃除 （１７時～）



・お家の方のお迎え（原則として保護者の方の、教室までのお迎えをお願いします。

高学年でも、子どもだけで帰宅することはありません ）。

※長期休業中や振替休業日など給食のない日は、昼食〔お弁当〕が必要です。

※保育途中に塾等へ行かせることも可能です （詳細はご相談下さい ）。 。

（平成２７年度の保育料です。新年度に改正する場合があります ）６．保育料６．保育料６．保育料６．保育料 。

・・・基本的に月に１０日以上登所した場合、月極料金になります。＊月極の場合＊月極の場合＊月極の場合＊月極の場合

該 当 月 学年 保育料（月極）

１年生 １１，０００円 ※ おやつ代は保育料と別に

５月、６月、９～２月 ２年生 １０，０００円 １，０００円必要です。

３・４年生 ８，０００円 ※ 兄弟姉妹がいる人は、月極

５年生以上 ７，０００円 の場合３，０００円の割引

１年生 １３，０００円 となります。

４月、７月、３月 ２年生 １２，０００円

３・４年生 １０，０００円

５年生以上 ９，０００円

１４，０００円１４，０００円１４，０００円１４，０００円８月 全学年

＊１日保育（月の登所が１０日未満）の場合＊１日保育（月の登所が１０日未満）の場合＊１日保育（月の登所が１０日未満）の場合＊１日保育（月の登所が１０日未満）の場合

該 当 月 学年 保育料（１日） ※ おやつ代は１日当たり

１年生 １，１００円 １００円です。

学校の授業のある日 ２年生 １，０００円 ※ 兄弟姉妹の割引はありま

３・４年生 ８００円 せん。

５年生以上 ７００円

学校の授業がない日 全学年 １，５００円

＊長期休業（春休み・夏休み・冬休み）のみの場合＊長期休業（春休み・夏休み・冬休み）のみの場合＊長期休業（春休み・夏休み・冬休み）のみの場合＊長期休業（春休み・夏休み・冬休み）のみの場合

夏休み （全学年） ※ おやつ代は保育料と別に１７，０００円１７，０００円１７，０００円１７，０００円

春休み 日割り計算 １，０００円必要です。

冬休み （１日１，５００円） ※ 兄弟姉妹割引あり。

・・・ １８：３０以降、 （最長１９時まで）※延長料金※延長料金※延長料金※延長料金 （ ）１０分に付き５０円１０分に付き５０円１０分に付き５０円１０分に付き５０円

～ の場合 円、 ～ の場合 円、というように加算します。18:30 18:39 50 18:40 18:49 100

（半期毎に返金されます ）※ひとり親家庭の保育料は、半額免除になります※ひとり親家庭の保育料は、半額免除になります※ひとり親家庭の保育料は、半額免除になります※ひとり親家庭の保育料は、半額免除になります。。。。 。



７．保険７．保険７．保険７．保険

スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」に入ります （年間 円）。 ８００８００８００８００

４月１日より翌年の３月３１日まで有効の保険です （別紙参照）。

その後は９３８円その後は９３８円その後は９３８円その後は９３８円※ ３月中にまとめて申請する場合は８００円、

になります。（手数料加算）（手数料加算）（手数料加算）（手数料加算）

８．入所申し込み８．入所申し込み８．入所申し込み８．入所申し込み

所定の申込用紙に必要事項を記入し、必ず保険料を添えて提出して下さい。随時受け付

けていますが、新年度（４月からの登所）は、まとめて「スポーツ安全保険」に加入する

ので、 、学童に直接または役場福祉課に提出してください。３月１１日（金）までに３月１１日（金）までに３月１１日（金）までに３月１１日（金）までに

９．入所時に必要なもの９．入所時に必要なもの９．入所時に必要なもの９．入所時に必要なもの

個人で使うもの ・・・ 連絡帳（毎日提出 、）

個人用タオル（毎日交換 、コップ（学童保管 、） ）

着替え（下着を含め最低１セット・靴下は多めに 、色鉛筆、）

持ち物には必ず名前を！持ち物には必ず名前を！持ち物には必ず名前を！持ち物には必ず名前を！

はさみ のり サンダル 夏季 上着 冬季 など、 、 （ ）、 （ ）

．指導員の運転する車への児童の同乗について．指導員の運転する車への児童の同乗について．指導員の運転する車への児童の同乗について．指導員の運転する車への児童の同乗について１０１０１０１０

学童保育の活動等の中で、指導員の自家用車及び指導員の運転する自動車への児童の同

乗が必要な場合があります。このことについて、保護者の方々にご理解いただき、同意書

の提出をお願いしています。よろしくお願いします。

また各指導員には、安全運転に十分心がけるよう指導してまいります。

（なお、万が一の事故の場合の対応については、各指導員の加入する自賠責保険及び任意

保険での対応となります ）。

１１．警報時の対応１１．警報時の対応１１．警報時の対応１１．警報時の対応

九度山町に大雨警報、洪水警報、暴風警報のいずれかの警報が出た場合、学童はお休み

となりますが、警報が発令された時間によって対応が異なるので注意してください。

＊学校での授業時間中に警報が発令された場合は学童は開所しません。

（児童が「 ）「 。「 。「 。「 。とりあえず学童に帰って待つ」ことはありませんとりあえず学童に帰って待つ」ことはありませんとりあえず学童に帰って待つ」ことはありませんとりあえず学童に帰って待つ」ことはありません

また、警報により学校がお休みになった場合も、学童は開所しません。

＊学童の活動中に警報が発令された場合、保護者の方は速やかに児童のお迎えをお願い

します。

１２．その他決まりなど１２．その他決まりなど１２．その他決まりなど１２．その他決まりなど

、 （ 。）、 （ 。）、 （ 。）、 （ 。）・ にお願いします出欠の変更連絡は 必ず前日まで 学校欠席・早退時も必ず連絡を出欠の変更連絡は 必ず前日まで 学校欠席・早退時も必ず連絡を出欠の変更連絡は 必ず前日まで 学校欠席・早退時も必ず連絡を出欠の変更連絡は 必ず前日まで 学校欠席・早退時も必ず連絡を。

・連絡帳やタオルは毎日持ってきてください。



・連絡帳は毎日必ず保護者の方の確認をお願いします （サインだけでも結構です ）。 。

・学校の宿題は、原則として学童で済ませますが、無理のない程度にしていきます。

（ただし、本読みや絵、楽器の練習等はご家庭でお願いします ）。

・お迎えは保護者の方でお願いします （連絡なしに保護者以外の方のお迎えになった。

場合、対応できませんのでご了承ください ）また、保護者以外の方がお迎えに来ら。

れる場合は、必ずその旨を事前にご連絡ください。

・お迎えの時は、そのまま運動場等で遊ばせずにできるだけ早くお帰りください。

。・ は事前に してくださいお迎えが１８時３０分を越える時 １７時３０分までに 連絡お迎えが１８時３０分を越える時 １７時３０分までに 連絡お迎えが１８時３０分を越える時 １７時３０分までに 連絡お迎えが１８時３０分を越える時 １７時３０分までに 連絡（ ）（ ）（ ）（ ）

・学校で給食がない日や一日保育の時はお弁当が必要です。

・学童でのＴＶゲーム等の遊びは禁止しています。携帯電話の使用も原則禁止です。

・土曜日の保育は、利用児童数が少ない為、かつらぎ町の学童と合同で行っています。

土曜日の保育は毎週希望を確認しています。 毎週水曜土曜日の保育は毎週希望を確認しています。 毎週水曜土曜日の保育は毎週希望を確認しています。 毎週水曜土曜日の保育は毎週希望を確認しています。 毎週水曜また、 保育を希望される方は、保育を希望される方は、保育を希望される方は、保育を希望される方は、

。（ 、 。日までに連絡日までに連絡日までに連絡日までに連絡してください 保育場所は 登所する児童に合わせて毎週変更します

登所場所・お迎えの場所をその都度確認してください ）。

・ 必ず事前に申し込んでください。振替休業日も希望保育です。振替休業日も希望保育です。振替休業日も希望保育です。振替休業日も希望保育です。

・集金はお釣りのないようにお願いします。

※ 「お迎えの時間が間に合わない 「週のうち一日だけでもいいか 」などの質問、。」、 。

その他詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先

九度山 ひまわりキッズ九度山 ひまわりキッズ九度山 ひまわりキッズ九度山 ひまわりキッズ

電話 〔昼間（午後 〕５４－２１６６（ とも）電話 〔昼間（午後 〕５４－２１６６（ とも）電話 〔昼間（午後 〕５４－２１６６（ とも）電話 〔昼間（午後 〕５４－２１６６（ とも））））） FAX

携帯 ０９０－２３５０－７６６１（阪本指導員）携帯 ０９０－２３５０－７６６１（阪本指導員）携帯 ０９０－２３５０－７６６１（阪本指導員）携帯 ０９０－２３５０－７６６１（阪本指導員）
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