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 学校法人藤学園 放課後児童クラブ FUJI KIDS☆ 運営規程 

 

 （事業の目的） 

第１条 放課後児童クラブ FUJI KIDS☆（以下「本クラブ」という。）は、児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に基づき、放課後

児童健全育成事業を行うことを目的とする。 

 

 （運営の方針） 

第２条 本クラブは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働

等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段

階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会

性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の

健全な育成を図ることを目的として放課後児童健全育成事業を行うものとす

る。 

２ 本クラブは、その運営にあたり、地域社会との交流及び連携を図り、児童

の保護者及び地域社会に対し、実施する事業の内容を適切に説明するよう努

めなければならない。 

３ 本クラブは、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表

するよう努めなければならない。 

４ 前３項のほか、本クラブは、児童福祉法、「放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）」及び「津市

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年津市条例第２３号）」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を

実施するものとする。 

 

 （名称及び所在） 

第３条 本クラブの名称及び放課後児童健全育成事業を行う事業所の所在地は、

次のとおりとし、津市立豊が丘小学校区域内に１施設（以下、「クラス」とい

う。）置く。 

（１）名称  放課後児童クラブFUJI KIDS ☆ 

（２）所在地 津市豊が丘二丁目５８番６号 

       電話 059-273-5290 ＦＡＸ 059-273-5291 

 （会員） 

第４条 本クラブの会員は、次のいずれかの者とする。 
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（１）豊が丘小学校に在籍する児童のうち、本クラブへの入会を希望する者で

津市放課後児童クラブ運営基準を満たす者 

（２）上記（１）の保護者 

２ 入会及び退会の申請は、書面によるものとし、学校法人藤学園の承認によ

り受理するものとする。 

３ 年度途中での退会は認めない。ただし、重大かつやむを得ない場合で、か

つ、退会の３か月前までに書面により申請し、学校法人藤学園の承認を得た

場合は、この限りでない。 

 

 （利用定員） 

第５条 本クラブの利用定員は５４名とする。ただし、臨時的な措置が必要な

場合は、これに限らない。  

 

 （運営） 

第６条 本クラブの運営は、学校法人藤学園を中心として、保護者・放課後児

童支援員（以下、「支援員」という。）の協力のもと行う。また、小学校、Ｐ

ＴＡ、自治会及び子ども会と連携を図り、地域の協力を得るものとする。 

 

 （職員の種類、最低人員数及び職務の内容） 

第７条 事業所における職員の種類、最低人員数及び職務の内容は、次のとお

りとする。 

（１）放課後児童支援員 ２名（常勤職員１名、非常勤職員１名） 

（２）補助員  １名（常勤職員０名、非常勤職員１名） 

２ 放課後児童支援員は、概ね次の業務を行う。 

（１）児童の健康管理、出席確認をはじめとした安全の確保、情緒の安定を図

ること。 

（２）遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。 

（３）児童が宿題・自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援

助を行うこと。 

（４）基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、

その力を身につけさせること。 

（５）活動状況について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家

庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。 

（６）児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされ
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るケースについては、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応を

図ること。 

（７）その他放課後等における児童の健全育成上必要な活動を行うこと。 

３ 補助員は、放課後児童支援員が行う業務を補助する。 

 

 （開所日及び開所時間） 

第８条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。 

（１）開所日 

   月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日及び細則で定める日を除く。 

（２）開所時間 

  ア 小学校の授業日 

    午後２時００から午後６時００分までとする。 

  イ 小学校の授業の休業日（土曜日を除く） 

    午前８時００分から午後６時００分までとする。 

２ 本クラブは、特に必要があると認めたときは、第１項及び第２項の規定に

かかわらず、臨時に開所日に閉所し、若しくは開所日以外の日に開所し、又

は開所時間を変更することができる。この場合、あらかじめ、保護者に周知

する。 

 

 （事業の内容） 

第９条 事業所で行う放課後児童健全育成事業の内容は、次のとおりとする。 

（１）安全指導 

（２）健康管理・衛生管理 

（３）遊びの指導 

（４）学び（学習）の機会の確保 

（５）生活指導（基本的生活習慣の習得の指導等） 

（６）保護者に対する子育て支援 

（７）その他放課後等における児童の健全育成上必要な事業 

 

 （保護者が支払うべき額等） 

第１０条 事業所が児童１名につき保護者から徴収する額（以下「保護者負担

額」という。）は、次に掲げる額とする。 

（１）入会金 
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   １０,０００円（入会の月に徴収） 

   ただし、退会後６か月以内に同一児童が再度入会する場合は免除する。 

（２）保険掛金 

   年額８００円（毎年４月に徴収） 

   加入する保険は、（公財）スポーツ安全協会のスポーツ安全保険とする。 

（３）通常会費   次の金額（教材費、おやつ代含む） 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

月額 

14,300円 

月額 

13,300円 

月額 

12,300円 

月額 

11,300円 

月額 

9,800円 

月額 

8,800円 

   ※利用日数により、週１日休会は月額１,０００円、週２日以上休会は

２,０００円を減額する。 

※兄弟姉妹の同時在籍期間中は、第２子は月額１,０００円、第３子は

月額２,０００円、以降１,０００円ずつ減額する。 

   ※児童扶養手当を受給しているときは、保護者負担額を児童１名につき

月額３,０００円減額する。ただし、原則、年度初めの補助金交付申

請者に限る。 

   ※午後５時３１分から午後６時００分まで 

    月額1,５００円または日額１５０円のいずれかを増額する。ただし、

月額の場合において、兄弟姉妹の同時在籍期間中は、当該金額から第

２子は月額５００円、第３子は月額１,０００円、以降同様に減額す

る。 

   ※午後６時０１分以降は日額２,０００円を増額する。 

（４）臨時会費   次の金額 

徴収月 金額 備考 

４月、１月、３月 １,０００円 長期休暇割増分 

７月、８月、１２月 ３,０００円 同上（冷暖房費含む） 

（５）給食代金 

   １食３８０円 

   ※給食は長期休暇中の平日を基本に提供いたします。 

   ※価格は、状況により年度途中に改定することがあります。 

２ 前項に規定する保護者負額の他、事業の内容により、実費を徴収すること

がある。この場合、予め保護者に対し、当該事業の詳細及び費用について説

明を行う。 

３ 保護者負担額は、毎月１０日（休日の場合は、翌営業日）に当月分を口座
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振替の方法により納付するものとする。この場合の銀行手数料は、本クラブ

が負担する。 

  なお、口座振替によりがたい場合及び前項の実費は、本クラブの指定する

方法により納付するものとする。 

４ 毎月の保護者負担額は、コドモンを通じてご確認いただけるようになって

おります。ご指定の口座から金額の相違なく引き落とされていることをご確

認ください。 

５ 一旦納付された保護者負担額は、理由の如何に関わらず、返金しないもの

とする。 

 

 （通常の事業の実施地域） 

第１１条 通常の事業の実施地域は、豊が丘小学校区とする。 

 

 （事業の利用に当たっての留意事項） 

第１２条 児童及びその保護者は、事業の利用に当たっては、次に掲げる内容

に留意するものとする。 

（１）豊が丘小学校に在籍していること 

（２）保護者が働いており子どもの面倒を見ることができない家庭 

 

 （緊急時及び事故発生時等における対応方法） 

第１３条 緊急時及び事故発生時等における対応方法は、別に定めるマニュア

ルにより対応するものとする。 

２ 事業中に賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに、損害を賠償するも

のとする。 

 

（非常災害対策） 

第１４条 本クラブは、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関

係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知すると

ともに、少なくとも毎年２回は、避難、救出その他必要な訓練等を行うもの

とする。 

 

（苦情解決） 

第１５条 提供した支援に関する児童及びその家族からの苦情に迅速かつ適切

に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとともに、



- 6 - 

 

利用者・職員等に周知するものとする。 

２ 提供した支援に関し、法第３４条の８の３第１項の規定により市長が求め

る報告、又は当該職員からの質問若しくは本クラブの設備若しくは帳簿書類

その他の物件の検査に応じ、及び児童及びその家族からの苦情に関して市が

行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指

導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１６条 本クラブは、その業務上知り得た児童及びその家族の個人情報につ

いては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関

係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。 

２ 職員は、業務上知り得た児童及びその家族の秘密を保持するものとする。

また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持しなければならな

い旨を、雇用契約の条件とする。 

 

（小学校との連携） 

第１７条 子どもの生活と連続性を保障するために、情報交換や情報共有、職

員同士の交流等によって学校との連携を積極的に図るものとする。 

２ 学校との情報交換や情報共有は日常的、定期的に行うものとする。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１８条 本クラブは、児童の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を

講ずるよう努めるものとする。 

（１）虐待防止に関する責任者の選定及び設置 

（２）苦情解決体制の整備 

（３）職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１９条 本クラブは、職員の資質の向上のために研修の機会を設けるものと

する。また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。 

２ 本クラブは、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況に関する諸帳簿を

整備し、津市が定める期間、保存するものとする。 

３ この規程に定める事項のほか、運営に関して必要と認める事項は、細則で

定めるものとする。 
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附 則 

 （施行期日） 

（１）この規程は、２０２１年４月１日から施行する。 

 （２）この規程は、２０２２年４月１日より一部改正、施行する。 

（３）この規程は、２０２３年４月１日より一部改正、施行する。 

 

 

 

 

藤学園放課後児童クラブ FUJI KIDS ☆運営規程細則 

 

 

 （目的） 

第１条 この細則は、学校法人藤学園が運営する放課後児童クラブ FUJI KIDS

☆ 運営規程（以下、「規程」という。）第２１条第３項の規定に基づき、放課

後児童クラブ FUJI KIDS ☆（以下「本クラブ」という。）の運営について、

必要な事項を定めるものとする。 

 

 （開所しない日） 

第２条 規程第８条第１項第１号で定める日は、次のとおりとする、 

（１）夏季休業期間中の学校閉校期間（お盆期間） 

（２）冬季休業中の学校閉校期間（年末・年始期間） 

 

 （保護者負担額の減免） 

第３条 規程第１０条第１項第３号による保護者負担額の減免を受けようと

する者は、次の書類を本クラブに提出しなければならない。申請事項に変更

が生じたときも、同様とする。 

(１) 減免（変更）申請書 

(２) 児童扶養手当証書 

 

 （保護者が支払うべき額等） 

第４条 規程第８条第２号により、臨時に土曜日を開所する際に利用する保護

者が支払うべき額は、次の通りとする。なお、開所時間は午前8時から午後4



- 8 - 

 

時までとする。 

全学年 日額 1,000円 

２ 規程第１０条第１項第３号に定める１週あたりの休会日数による減額につ

いて、１週１日休会で予め隔週で２日休会となる場合には、1日休会の1,000

円の減額に加えて１日あたり250円を減額します。個人の休会日に利用する

場合には、全学年1日4時間までの場合250円、1日4時間以上の場合500円を申

し受けることとします。 

 

（長期休暇中の利用） 

第５条 本クラブは、夏休み等の長期休暇とその前後の短縮授業日には、別

に支援の単位を設定し、希望者を受け入れることとする。 

２ 利用定員は１６名とする。 

３ 別に設定した支援の単位における支援員等の人数は２人とする。 

４ 利用料については、保険掛金８００円（年間）に加えて、次の金額（月

額、教材費、おやつ代含む）とする。 

月 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

４月 5,520円 5,220円 4,920円 4,620円 4,200円 3,900円 

７月 8,280円 7,830円 7,380円 6,930円 6,300円 5,850円 

８月/９月 18,400円 17,400円 16,400円 15,400円 14,000円 13,000円 

１２月 4,600円 4,350円 4,100円 3,850円 3,500円 3,250円 

１月 4,600円 4,350円 4,100円 3,850円 3,500円 3,250円 

３月 9,200円 8,700円 8,200円 7,700円 7,000円 6,500円 

 

   附 則 

 この細則は、２０２１年４月１日から施行する。 

 この細則は、２０２２年４月１日から一部を改正、施行する。 

この細則は、２０２３年４月１日から一部を改正、施行する。 


