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学童保育所みらい 運営規定 

 

この運営規定は、学童保育所みらいの運営内容を定める規定とする。制定ならびに改訂は、豊明会の総会

決議による。 

 

（名称及び所在地） 

第１条 名称は、「学童保育所みらい」といいい、本庄市小島 6-6-16に所在する。 

 

（事業の目的） 

第２条 学童保育所みらいは、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３条 学童保育所みらいは、保護者が労働、疾患、家族の介護等により昼間家庭にいない小学校に就学し

ている児童を対象として、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。 

２ 学童保育所みらいは、利用者の人権に十分配慮し放課後や学校休業日に、適切な遊び及び家庭的な雰囲

気をもった生活の場を与えて、その健全な育成を図ると共に、本事業の実施を通じて仕事と子育ての両立を

支援するものとする。 

３ 学童保育所みらいは、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を

行わなければならない。 

４ 学童保育所みらいは、地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、学童保育所みら

いが行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 

５ 学童保育所みらいは、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。 

６ 放課後児童健全育成事業を行う場所の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する

危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 

７ 前６項のほか、学童保育所みらいは、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）」、「放課後児童クラブ運営指針（平成 27年厚労省 日雇児発 0331代 3

4号）」，「埼玉県放課後児童クラブガイドライン（埼玉県平成 27年 3月）」及び「本庄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 26年 9月 30日）」に定める内容のほか関係法令等を遵

守し、運営に取り組むものとする。 

（職員の職種、員数及び役割） 

第４条 事業所における職員の種類、員数及び役割は、次のとおりとする。 

（１）通常平日の職員の配置数 

放課後児童支援員の数は支援の単位ごとに2人とする。ただし、その 1人を除き、補助員（放課後児

童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。）をもってこれにかえることが

できる。 



放課後児童支援員とは「本庄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 26年 9月 30日）」に定める放課後児童支援員をいう。 

補助員を必要に応じて配置する。 

（２）利用者が２０人未満の開所時の職員の配置数 

放課後児童支援員２人とする。ただし、その 1人を除き、補助員をもってこれにかえることができる。 

（３）職員の役割 

①一人ひとりの子どもの状況を把握する 

②子どもの生活を、時間・空間の両面からとらえ、子どもの状況を把握しながら組み立てる 

③本学童保育所で過ごす上で必要な基本的生活習慣を習得することを援助する 

④遊びや諸活動を通じて、一人ひとりの子どもの生活を支え、発達を促す 

⑤危険から子どもを守るとともに、子どもが自らを守りお互いを守る力を育てていく 

⑥保護者との伝え合いを通じて、子どもの育つ家庭での生活を支える 

  ⑦地域社会の中で、子どもの生活が円滑に進められるようにする 

    ⑧学校や地域、その他関係機関との連携を深める 

（４）職員の職務 

①日々の学童保育の活動を日誌に記載すること 

②会費の納入状況を点検すること 

③定期的な職員会議に出席すること 

④学童保育所安全点検・衛生点検表を確認すること 

⑤緊急時の連絡調整に関すること 

⑥総会活動に関すること 

⑦学童保育所の安全・衛生を維持する諸活動の実施すること 

⑧その他当該学童保育所の日常的な運営を統括すること 

⑨児童の育成支援計画を策定すること 

⑩行事を計画し実施すること 

⑪学童保育に関する教育、研修の計画的な実施すること 

⑫役員会から指示された事項に関すること 

 

（開所日及び保育時間） 

第５条 事業所の開所日及び保育時間は、次のとおりとする。 

（１）開所日 

   日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及びお盆（3日間 ），年末年始（4日間）を除く日 

（２）保育時間 

ア. 小学校の授業日：放課後から午後 6時まで 

イ. 小学校の授業の休業日：午前 8時から午後 6時まで 

ウ 延長保育時間：午後 6時以降７時までとイ項の午前 7時 30分から午前 8時までとする。 

２.台風、大雪などの天災による臨時休校日、インフルエンザなどの感染症による学級閉鎖のときなど、特に

必要があると認めたときは、前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、保護者に周知するものとする。 

 

（支援の内容） 

第６条 事業所で行う支援の内容は、「放課後児童クラブ運営指針（平成 27年厚労省 日雇児発 0331代 34

号）」第3章 放課後児童クラブにおける育成支援の内容とする。 

（利用者の保護者が支払うべき額等） 



第７条 保育諸料金額は、次の掲げる額とする。  

（１）入所金 3,000円 

（２）保育料（月額） 

1・2年 7,000円  3・4年 6,000円  5・6年 2,000円  

（３）おやつ代： 2,000円 （月額） 

（４）施設費： 900円 （月額） 

（５）傷害保険代：100円 （月額） 

（６）延長保育料：午後 6時から 6時 30分の間および休校日の午前 7時 30分から午前 8時までは、15分単

位 100円とする。午後 6時 30分から午後 7時までは 15分単位 150円とする。 

（７）土曜保育料：１日当たり 750円。ただし、平日保育日数が少なく、前払い保育諸料金の精算があった

場合は、料金を割増す。1日の限度額は、最大1,300円とする。 

（８）平日保育日数が少ない場合、前（２）から（５）は支払わず、平日1,100円（日額）とする。 

２ 前項（１）については、次のとおり減免制度を設けるものとする 

 同時に学童保育所みらいを利用する最年小の児童から順に 2 人目については保育料 1,000 円減額とし、3

人目以降については保育料半額とする。 

３ 前２項に規定する保護者負担額の他、遠足等の行事の交通費や食費などの実費を徴収することがある。

この場合、あらかじめ、保護者に対し行事の内容及び費用について説明を行い保護者の同意を得るものとす

る。 

４ 利用者の保護者は、前項の額を学童保育所みらいの住所に持参して支払うものとする。 

５ 支払期日 

１項（１）入所金:入所日の前日 

１項（２）（３）（４）（５）：翌月分を毎月末 

1項（６）（７）（８）及び３項：当該月の翌々月の月末 

 

（通常の事業の実施地域） 

第８条 学童保育所みらいの通常の事業の実施地域は、本庄市立本庄西小学校区とする。 

  

（児童の定員） 

第９条 支援の単位の定員は最大４０人とする。学童保育所みらいには、最大２つの支援の単位をおくこと

ができ、2つの支援の単位を合わせて最大７５人とする。 

 

（入所手続きと入所） 

第１０条 入所手続きと保育の開始は、下記による。 

①保護者から、入所申し込みを受付ける。 

②受領した入所申し込み書内容確認や入所開始日、その他を職員が保護者と打ち合わせる。 

③入所金やスポーツ保険代金、豊明会会費、前払い保育諸料金などの請求手続きを行い、受領する。 

④職員は、ロッカーや名札、その他の受け入れ準備を行う。 

⑤入所開始日から学童保育所でお預かりする。 

（事業の利用に当たっての留意事項） 

第１１条 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こと。 

（１）利用者が欠席をする場合には、保護者は電話その他の連絡方法により事業所に届け出ること。 

（２）感染症の発生により、他の利用者への感染する恐れがあると認められる場合は、学童保育所みらいは

利用者に対して登所を禁止することができる。 

 



（緊急時等における対応方法） 

第１２条 学童保育所みらいは、ガイドライン※に定める「安全管理、危機管理」に従い、事故やケガの防

止と対応 、衛生管理、防災・防犯対策、来所・帰宅時の安全確保、緊急時における対応を行う。 

ガイドライン※：放課後児童クラブの運営内容に関する調査研究 改訂版・放課後児童クラブガイドン 平成 

25 年 3月 3月 財団法人こども未来財団 

 

（非常災害対策） 

第１３条 非常災害発生時は、学童保育所みらい危機管理マニュアルの定めに従い行動する。また、日頃か

ら安全管理、安全指導、危機対応に取り組むものとする。 

 

（苦情解決） 

第１４条 学童保育所みらいは、その行った支援に関する利用者又はその保護者等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は、豊明会役員がこの任に当たる。 

２ 学童保育所みらいは、その行った支援に関し、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わなければならない。 

3 学童保育所みらいは、社会福祉法(昭和 26年法律第 45号)第 83条に規定する運営適正化委員会が行う同

法第 85条第 1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

 

（秘密保持等） 

第１５条 職員及び豊明会役員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

らしてはならない。 

２ 学童保育所みらいは、職員及び豊明会役員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１６条 学童保育所みらい及び職員は、利用者に対し、児童福祉法第３３条の１０各号に掲げる行為その

他該当利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１７条 学童保育所みらいは、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。 

２ 学童保育所みらいは、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備し、市が定める期

間、保存するものとする。 

附 則 

この規定は、平成１８年４月１日より実施する。 

この規定は、平成２０年４月１日より改訂実施する。 

改訂内容：月額施設費 1,300円と傷害保険代 100円を施設費と傷害保険代を合算し、月額1,300円に改訂す

る。 

この規定は、「本庄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 26年 9月 30

日）」の定めに従い全面的に改訂を行い平成２８年４月１日より実施する。 

改訂内容： 

旧 改訂版 

（名称及び所在地）第１条 変更なし 

（利用児童と児童の定員）第２条  （児童の定員）第９条 



学童保育所みらいを利用できる児童は、小学校に就学

している概ね１０才未満の児童であって、その保護者

が労働等により昼間家庭にいないものとする。ただ

し、健全育成上指導を要するその他の児童も加えるこ

とが出来る。 

-2 児童の定員は、５５人とする。ただし、必要と

認められる場合は、定員を増減できるものとする 

支援の単位の定員は最大４０人とする。学童保育所

みらいには、最大２つの支援の単位をおくことがで

き、2つの支援の単位を合わせて最大７５人とする。 

旧２条１項は３条運営の方針 1項に定め、「おおむね

１０歳未満」を削除した。 

（保育日と保育時間）第３条 （開所日及び保育時間）第５条に移動 

（指導員の配置）第４条 （職員の職種、員数及び役割）第４条 放課後児童

支援員の配置数を定めた。 

（指導責任者の業務）第５条 削除し第４条(3)職員の役割として定めた 

（指導員会の取り組み事項） 第６条 削除し第４条(4)職員の職務に定めた 

（行 事）第７条 第４条職員の職務⑩行事の計画を定めたため削除し

た 

（保育諸料金と納付）第８条 （利用者の保護者が支払うべき額等）第７条 に移

動 

平成２８年度保育料改訂 

（入所手続きと入所）第９条 第１０条に移動 

「本庄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26年 9月 30日）」の定め

により追加した条項。 

第２条 事業の目的 第３条 運営の方針  第４条 職員の職種、員数及び役割  第６条 支援の内容 

 第８条 通常の事業の実施地域  第１１条 事業の利用に当たっての留意事項  第１２条 緊急時等

における対応方法  第１３条 非常災害対策 第１４条 苦情解決  第１５条 秘密保持等 

 第１６条 虐待の防止に関する事項  第１７条 その他運営に関する重要事項 

 


