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一年生 二年生 三年生 四年生 五年生 六年生

一年生 二年生 三年生 四年生 五年生 六年生

一年生 二年生 三年生 四年生 五年生 六年生
19,030 18,037 18,624 19,197 19,468 20,266 114,622
1,344 1,067 888 483 441 396 4,619
7% 6% 5% 3% 2% 2% 4%

7,427 7,028 7,245 7,470 7,566 7,703 44,439
1,914 1,612 1,284 476 280 170 5,736
26% 23% 18% 6% 4% 2% 13%
2,251 2,278 2,435 2,403 2,507 2,619 14,493
761 717 568 309 104 25 2,484
34% 31% 23% 13% 4% 1% 17%
993 1,000 1,012 1,067 1,111 1,134 6,317
445 404 278 154 52 9 1,342
45% 40% 27% 14% 5% 1% 21%
1,086 1,031 1,100 1,071 1,194 1,259 6,741
350 278 197 82 44 3 954
32% 27% 18% 8% 4% 0.24% 14%
868 923 955 950 1,115 1,088 5,899
297 246 163 124 61 22 913
34% 27% 17% 13% 5% 2% 15%
549 535 523 521 578 596 3,302
141 140 80 44 13 6 424
26% 26% 15% 8% 2% 1% 13%
527 598 590 600 616 659 3,590
162 162 87 53 14 13 491
31% 27% 15% 9% 2% 2% 14%
449 460 479 464 454 484 2,790
136 127 99 63 46 20 491
30% 28% 21% 14% 10% 4% 18%
404 366 405 415 389 411 2,390
134 126 87 34 7 0 388
33% 34% 21% 8% 2% 0% 16%
112 129 141 136 147 147 812
26 23 30 11 7 2 99
23% 18% 21% 8% 5% 1% 12%
69 54 63 69 69 102 426
19 12 9 7 1 3 51
28% 22% 14% 10% 1% 3% 12%
38 38 41 38 39 31 225
13 15 15 6 11 10 70
34% 39% 37% 16% 28% 32% 31%

29% 26% 18% 10% 4% 2% 14%

31% 28% 19% 10% 4% 2% 15%

5,941 定めなし 6年生

児童数に対する登録割合（大阪を除く）
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44,508 平均50 6年生

0

平均

民設民営

39,306 45～105 6年生 公設民営

35～40 6年生 公設民営

11,614

6年生 指定管理者

117,469 70 6年生 公設公営

40 6年生

20～70 6年生 公設公営

128,091 40 6年生 公設民営
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125,042 45～125

57,756 37～56 6年生
公設公営8
公設民営2

57,229 80 6年生 公設公営

自治体名 人口 一施設定員 対象学年 運営形態 待機児童

児童数

内学童登録数

児童数に対する登録割合（大阪を含む）

M

2,682,221 定めなし 6年生 民設民営

802,179
1教室35名
2教室80名
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八王子市立学童保育所あり方検討委員会 新制度 意見集約 

 

資格要件 常 勤：児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第 38 条「児童

の遊びを指導する者。 

     非常勤：資格要件を設けない。 

員  数 学童保育所単位で、20名までは 2名。21名から 40名までは 3名の

職員を配置する。国が示した基準を下回らない範囲で、20名単位で

のゆるやかな配置基準が必要。101 名を超えた場合は、通常の配置

に＋1 名の配置が必要。出席者数が月毎に基準を上回ったり下回っ

たりした場合について、弾力的な運用が必要。 

保育面積 国基準 1.65㎡。障害児を含む児童にとっては 3.3㎡以上が望ましい。

ただし、待機児が大量に発生することが見込まれる為、待機児が増

える基準の実現は難しい。 

施設関係 ワンフロアでない方が良い。保育室の広さは固定設備を除いた広さ

で算定する。学童保育所は保育室の外、事務室・ロッカー・倉庫・

調理室・おやつや防災設備の保管庫・トイレ・静養室・更衣室を設

ける。 

     障害児については、専用スペースを設ける。 

男女別トイレ、和式トイレの洋式化の実施。 

吸音材とクッションフロアの設置が望ましい。 

施設その他 建築関係は建築基準法の規制による 消防用関係は消防法の規制

による 

集団規模 おおむね 40人程度まで、最大 70人までとする。 

時  間 「通常保育を 30分前倒しし、8時から 18時とする」と「現状のと

おり」の両論併記。      

延長保育 就労時間と通勤時間に呼応した利用。 

     延長保育は、8時以前を設定。 

一般原則関係 人権の尊重、体罰等の禁止等（指導員の役割として）資質向上 



のための研修の実施 

安全関係 防災無線の設置 

     ガイドラインを含めたマニュアル整備。 

非常災害時、不審者対策、研修、保健指導の実施。 

保健関係 腸内細菌検査など安全衛生に関しての統一した基準が必要。 

     「児童の健全育成活動の観点、及び児童の健康状態への配慮（主に

アレルギー対応）の難しさからおやつの提供をやめる」または「精

神的な安定など児童健全育成活動上でも必要なことからおやつは引

き続き提供する」（両論併記） 

秘密保持等 個人情報、プライバシー保護、秘密保持。苦情処理体制の整備。

職員、財産、収支、処遇に係る帳簿整備。 

関係機関 保護者会、学校、放課後子ども教室、関係機関、地域との連携。 

評価等 自己点検、モニタリング、保護者満足度調査の実施。 

保育内容 指導員が行う、健康管理・出欠管理・自立に向けた手助け等活動実

施。児童の健全育成と家庭的役割の両方を担う。 

その他  障害児入所について 

・車椅子を使用している児童への保育については、1 人当り 3.3 ㎡

が必要。 

・施設は 1階に設置する。 

・入所審査の結果が、集団保育は困難な場合には、放課後等デイサ

ービスを案内する仕組みが必要。 

・全学童保育所のバリア・フリー化と飛び出し防止の施錠管理が必

要。 

・臨床心理士の発達巡回相談を導入する。 

・飛び出しする児童については施錠管理が出来る施設が望ましい。 

・入所している施設では、事故が起きる可能性が頻繁にあると考え

られる場合は、より適切な施設を案内する仕組みが必要。 

入所基準 

・ 「自身の身の保全が出来ない」「他傷行為」「常時医療行為を必

要とする」などの要因から、 安全に集団保育が実施できない場



合には、「集団保育が困難な児童」「指導する指導員の性別や年齢

を限定せざるを得ない児童」等に区分し他の適切な施設に案内で

きる仕組みをつくり、保育の安全性がより向上するよう入所基準

に定める。 

・自立度に応じ、入所基準に段階を設ける。 

・要望の高い夏休みのみの利用に対しては、出席率に応じて受入れ

児童数を増やすなどの対策を検討すべき。 

・他の放課後児童対策と連携し、適切な自立を促すよう、就労要件

等の入所要件を見直す。 

・全入所希望児童に対し、入所の可否を決める入所審査会議の設置

が必要。 

・就労条件の厳正化を図り、限られた定員の中で真に必要とする児

童が適切に利用できる制度にしていくことが望ましい。 

保育料 

 ・自立を促すために、保育料と入所基準を段階的に設定する。 

・高学年の児童については入所基準を高める。保育料を高くする。 

     延長保育料 

      ・月額上限設定を廃止し、日毎の積算方式に改める。 

・延長保育時間を過ぎた場合には応能の負担をおこなう。 

・延長保育料の金額設定については保育園と同様に変更する。 

その他 

・他の事業との連携「放課後子ども教室」「放課後等デイサービス」

「児童館」等、児童の自立にふさわしい場を案内できるような仕

組みを作る。 

・４年生以降の保育料と入所基準については、児童の自立度に応じ

た適切な基準となるよう見直しを図る。親子間で放課後の過ごし

方について話し合い、自立に向けた取り組みを促す仕組みにする。 



八王子市子ども・子育て支援審議会 事業部会 第3回資料

児童福祉施設

保育所 放課後児童クラブ 放課後児童クラブの基準に関する専門委員会 八王子市立学童保育所 八王子市立学童保育所 あり方検討委員会（案）
八王子市子ども・子育て支援審議会

事業部会 第3回審議事項（案）

児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準

放課後児童クラブガイドライン 報告書 現行　八王子市学童保育所条例
八王子市立学童保育所の設備及び運営の基

準に関する条例・条例施行規則

資格
保育士
（ほか、嘱託医、調理員の設置に
ついて規定）

児童福祉施設最低基準第38条
「児童の遊びを指導する者」の資
格を有する者が望ましい。
別紙１

《従うべき基準》
・放課後児童クラブに置くべき有資格者
は、「児童の遊びを指導する者」の資格を
基本とすることが適当である。
・有資格者となるための研修については、
原則として都道府県が実施することが適
当である。
・有資格者でない者も業務に従事すること
を可能とすることが適当である。

常勤：児童福祉施設の設備及び運営
に関する基準
非常勤：資格要件なし

・常勤：児童福祉施設の設備及び運営に関
する基準第38条「児童の遊びを指導する
者」
・非常勤：資格要件を設けない。

・常勤：児童福祉施設の設備及び運営に関す
る基準第38条「児童の遊びを指導する者」
・非常勤：原則常勤職員に準ずることが望まし
い。

員数

【保育士】
0歳　3：1
1.2歳　6：1
3歳　20：1
4歳以上　30：1
（2人を下ることはできない）

なし
（「放課後児童指導員を配置する
こと」のみを記載）

《従うべき基準》
・子どもの安全や育成・支援の質を確保す
る上で職員は2人以上配置することとし、う
ち1人以上は有資格者とすることが適当で
ある。
・小規模のクラブについては、職員の員数
は2人以上の配置を原則としつつ、併設す
る施設の職員等が兼務可能な場合には、
1人でも可とすることが適当である。ただ
し、この場合の専任の職員は有資格者で
あることが適当である。

0～40人　常勤1.非常勤2
41～60人 常勤2非常勤1
61～80人 常勤2非常勤2
81～100人常勤2非常勤3
101～120人常勤2非常勤4
121～140人常勤2非常勤6
障害児1～2人　非常勤　1名
障害児3～4人　非常勤　2名

・20名まで2名。21名から40名までは3名の
職員を配置する。
・国が示した基準を下回らない範囲で、20
名単位でのゆるやかな配置基準が必要。
・101名を超えた場合は、＋1名の指導員を
配置する。
・出席者数が月毎に基準を上回ったり下
回ったりした場合について、弾力的な運用
が必要。

・職員は2人配置し、うち１人は有資格者とす
る。
・20人未満の小規模のクラブについては、職
員の員数は1人でも可とする。

保育室
等

【0.1歳】
乳児室 1人当り1.65㎡以上
又は
ほふく室　1人当り3.3㎡以上
【2歳以上】
保育室又は遊戯室　1人当り1.98㎡
以上

・専用の部屋または間仕切り等で
区切られた専用ｽﾍﾟｰｽ
・1人あたりおおむね1.65㎡以上が
望ましい。

・専用室・専用スペースは、生活の場とし
ての機能が十分に確保される場所であっ
て、放課後児童クラブの児童が事業の実
施時間帯を通じて専用で利用できる部屋
又はスペースと捉えることが適当である。
・専用室・専用スペースの面積は、児童1
人当りおおむね1.65㎡以上とすることが適
当である。
・面積要件の算定の基礎となる「児童数」
については、毎日利用する児童の人数
に、一時的に利用する児童の平均利用人
数を加えた数で捉えることが適当である。
・専用室・専用スペースは、放課後児童ク
ラブの対象となる児童が生活する上で支
障を及ぼさない場所と考えることが適当で
ある。

【定め無し：内規】（1.11㎡から1.25㎡）

・国が示した1.65㎡、障害児を含む児童に
とっては3.3㎡以上が望ましい。ただし、待
機児が大量に発生することが見込まれる
為、待機児が増える基準の実現は難しい。

・当面待機児が解消されるまで、施設の定員
は児童1人あたり1.11㎡以上とするが、新設・
改築する場合は1.65㎡以上となるよう努力す
る。
・専用部屋または間仕切り等で区切られた専
用ｽﾍﾟｰｽを確保する。
・面積要件の算定の基礎となる「児童数」につ
いては、毎日利用する児童の人数に、一時的
に利用する児童の平均利用人数を加えた数
（前年実績）で捉えることとする。

【0.1歳】
医務室、調理室、便所、保育に必
要な用具
【2歳以上】
屋外遊技場、調理室、便所、保育
に必要な用具

・体調の悪い時などに休息できる
静養ｽﾍﾟｰｽ

《参酌すべき基準》
・体調が悪くなったときに休息できる場所
は必要であるため、静養スペースを設ける
ことが適当である。

・ワンフロアでない方が良い。
・保育室の広さは、固定設備を除いた広さ
で算定する。
・学童保育所は保育室の外、事務室・ロッ
カー・倉庫・調理室・おやつや防災設備の
保管庫・トイレ・静養室・更衣室を設ける。
・障害児については専用スペースを設け
る。
・男女別トイレ、和式トイレの洋式化の実
施。
・吸音材とクッションフロアの設置が望まし
い。

・当面施設の定員は専用室または専用スペー
スを確保する。
・体調の悪い時などに休息できる静養ｽﾍﾟｰｽ
を確保する。

【建築関係】
耐火基準、2方向避難の確保等
※建築基準法による規制のほか、
設備運営基準で上乗せ
【消防関係】
非常警報器具等、消防機関へ火災
を通報する設備の設置等
※消防法による規則※2のほか、
設備運営基準で上乗せ

ガイドラインでは規定なし
【建築関係】
建築基準法による規制
【消防関係】
消防法による規制

【建築関係】
建築基準法による規制
【消防関係】
消防法による規制

【建築関係】
建築基準法による規制
【消防関係】
消防法による規制

【建築関係】
建築基準法による規制
【消防関係】
消防法による規制

集団規
模と定

員

60人以上。ただし、都市部、過疎地
においては20人以上でも可【通知】

集団規模：おおむね40人程度まで
とすることが望ましい
（規模：最大70人までとすること）

《参酌すべき基準》
・１つのクラブの中で、児童を複数の集団
（クラス）に分けて対応する。
・児童の集団の規模は、おおむね40人ま
でとすることが適当である。
・児童数の考え方については、毎日利用
する児童の人数に、一時的に利用する児
童の平均利用人数を加えた数で捉えるこ
とが適当である。

１ｸﾗﾌﾞ70人（学童保育所条例施行
規則：…70人以下のクラブを編
成する）

・児童の集団の規模を1クラスおおむね40
人程度まで。最大70人までとする。
・20名まで2名。21名から40名までは3名の
職員を配置する。
・国が示した基準を下回らない範囲で、20
名単位でのゆるやかな配置基準が必要。
・101名を超えた場合は、＋1名の配置が必
要。
・出席者数が月毎に基準を上回ったり下
回ったりした場合について、弾力的な運用
が必要。

・児童の集団の規模を１ｸﾗｽ40人とする。（施
設の規模ではない）
・１クラス40人の児童に対し、指導員2人を配
置する。１クラス2人の指導員の内、常勤指導
員１人を配置する。ただし、20人～40人のクラ
スについては非常勤指導員1名を加算する。
・20人未満のクラスでは、１人でも可とする。
・施設の定員については、児童1人当り1.11㎡
として算出された人数に定める。

開所日
数

開所時
間

保育時間：8時間を原則
（開所時間は11時間。延長保育、
休日保育あり【通知】）

八王子市立保育所
開所時間　7：30～18：30 11時
間開所
延長保育時間　18：30～19：
00

・平日：放課後の時間、地域の実
情や保護者の就労状況を考慮し
て設定
・休日等：保護者の就労実態等を
ふまえて8時間以上

《参酌すべき基準》
・開所日数は、年間250日以上を原則と
し、地域の実情や保護者の就労状況等を
考慮して、事業を行う者が定めるものとす
ることが適当である。
・開所時間は、平日につき1日3時間以上、
休日につき1日8時間以上を原則とし、地
域の実情や保護者の就労状況等を考慮し
て、事業を行う者が定めるものとすること
が適当である。

【学童保育所条例】
開所日数と時間
休所日「日曜日」「祝日」「1/2.3ならび
に12/29から31まで」※H25年度294
日
放課後から午後6時30分（延長は7時
30分まで）土曜と三季休業日は午前
8時30分から午後6時30分まで。（朝
延長8時から。夜延長7時30分まで）

・『通常保育時間を30分前倒しし、8時から
18時とし、朝の延長保育は8時以前を設定
する』または『保育時間は現状のとおりとす
る』（両論併記）

・学童保育所の年間の開所日数については、
次に定めた開所日の合計とする。
・開所日「日曜日」「祝日」「1/2.3ならびに
12/29から31まで」以外の日とする。
・開所時間は、放課後から18：30（延長は19：
30まで）、土曜と三季休業日は8：30～18：30
（朝延長8時から。夜延長19時30まで）

一般原
則関係

・児童福祉施設の一般原則等
・職員の一般的要件
・職員の知識及び技能の向上
・他の社会福祉施設と併設する場
合の兼用・兼務
・入所者の平等取扱い
・虐待等の禁止
・懲戒に係る権限濫用禁止

・人権の尊重、体罰等の禁止等
（指導員の役割として）
・資質向上のための研修の実施

《参酌すべき基準》
・事業者の一般原則
・職員の一般的要件
・職員の知識及び技能の向上
・入所児童の平等取扱い
・虐待等の禁止

業務仕様書による契約
指導員の役割/人権の尊重、体罰等
の禁止、資質向上の取組み、他。
事業計画・年度事業計画に掲載した
項目

・人権の尊重、体罰等の禁止等。
・資質向上のための研修の実施。

・事業者の一般原則
・職員の一般的要件
・職員の知識及び技能の向上
・入所児童の平等取扱い
・虐待等の禁止
○地域との連携
○他事業との連携
○優先利用（被虐、一人親等）

事業　　　　　　※下線部は従うべき基準

職員

施設

その他

運営
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児童福祉施設

保育所 放課後児童クラブ 放課後児童クラブの基準に関する専門委員会 八王子市立学童保育所 八王子市立学童保育所 あり方検討委員会（案）
八王子市子ども・子育て支援審議会

事業部会 第3回審議事項（案）

児童福祉施設の設備及び運営に
関する基準

放課後児童クラブガイドライン 報告書 現行　八王子市学童保育所条例
八王子市立学童保育所の設備及び運営の基

準に関する条例・条例施行規則

事業　　　　　　※下線部は従うべき基準

安全関
係

・非常災害に必要な設備の設置
・毎月1回以上の訓練

・事故やケガの防止と対応
・防災、防犯対策
（定期的な避難訓練）
・来所・帰宅時の安全確保

《参酌すべき基準》
・非常災害に必要な設備について児童厚
生施設等と同様の基準を設けることが考
えられる。
※児童福祉施設の設備及び運営に関す
る基準（児童福祉施設と非常災害）別紙２

八王子市立学童保育所安全管理ガ
イドライン（要綱設置）により各学童
保育所マニュアル作成
基本協定事項：緊急時の対応、災害
応急活動、災害応急活動における要
請手続、災害応急活動等に係る費用
負担、労働安全等
業務仕様書：学童の安全確保

・防災無線の設置
・ガイドラインを含めたマニュアル整備
・非常災害時、不審者対策、研修、保健指
導の実施を盛り込む。

・非常災害時に必要な設備を設置する。
・月1回以上の訓練を実施する。
（非常災害時、不審者対策、研修、保健
指導等の実施について、安全管理ガイ
ドラインに明記する）

保健関
係

・衛生管理、感染症・食中毒防止、
医薬品備付
・入所者・職員の健康診断

衛生管理（感染症等の発生時の
対応策）

《参酌すべき基準》
・衛生管理

八王子市立学童保育所安全管理ガ
イドライン（要綱設置）により各学童
保育所マニュアル作成

・腸内細菌検査など安全衛生に関しての統
一した基準が必要。
・『児童の健全育成活動の観点、及び児童
の健康状態への配慮（主にアレルギー対
応）の難しさからおやつの提供をやめる』ま
たは『精神的な安定など児童健全育成活動
上でも必要なことからおやつは引き続き提
供する』（両論併記）

・衛生管理については市立学童保育所安全管
理ガイドラインに定める。

秘密保
持等

・内部規定の策定（入所者への援
助、施設管理）
・職員、財産、収支、処遇に係る帳
簿整備
・秘密保持義務
・苦情対応（窓口設置等）

・個人情報、プライバシー保護、秘
密保持
・苦情処理体制の整備等

《参酌すべき基準》
・秘密の保持に関すること。
・苦情処理に関すること。

業務仕様書 個人情報保護、プライバ
シー保護（4.指導員の役割）、苦情及
び苦情に対する対応（基本協定）、基
本協定事項：個人情報保護

・個人情報保護、プライバシー保護、秘密
保持、苦情処理体制の整備。職員、財産、
収支、処遇に係る帳簿整備。

・秘密の保持に関すること。
・苦情処理に関すること。
・個人情報保護に関すること。
・プライバシー保護に関すること。

関係機
関、保
護者と
の連携

保護者との密接な連絡
保護者、学校、放課後子ども教
室、関係機関、地域と連携

《参酌すべき基準》
・保護者、小学校等との連携等

業務仕様書：地域・学校・保護者等と
の連携

・保護者会、学校、放課後子ども教室、関
係機関、地域との連携。

・保護者、小学校、放課後子ども教室、放課後
等デイサービス、子ども家庭支援センター等
関係機関及び地域との連携し運営する。

評価等 （※） 自己点検、（※）
モニタリング、保護者満足度調査、第
三者評価

・自己点検、モニタリング、保護者満足度調
査の実施。

・自己点検、モニタリング、保護者満足度調
査。

保育内
容

厚生労働大臣が定める指針（保育
所保育指針）に従う

指導員が行う活動を記載（健康管
理、出席確認、自立に向けた手助
け等）

業務仕様書：学童保育所の日常活動
の記録

・指導員が行う、健康管理・出欠管理・自立
に向けた手助け等活動実施。
・児童の健全育成と家庭的役割の両方を担
う。

・児童の健康管理・出席管理・自立に向けた
手助け等の活動を実施。
・児童の健全育成と家庭的役割を担う。

その他
・障害児の受入と配慮
・利用者へ情報提供

（入所の制限）
病気中のもの。その他管理上支障が
あると認められるもの。

・配慮が必要な児童の受入れについては必要
な人的配置と物的整備をおこなう。

対象
対象児
童

乳児または幼児

対象児童は、保護者が労働等に
より昼間家庭にいない小学校１～
３年に就学している児童であり、そ
の他健全育成上指導を要する児
童（特別支援学校の小学部の児
童及び小学校４年生以上の児童）
も加えることができる。

・児童福祉法の改正により、６年生まで事
業の対象範囲であることが明確化された
が、児童が放課後を過ごす場としては、放
課後児童クラブのほか、放課後子ども教
室、児童館等多様な居場所があることに
留意することが必要である。

・児童福祉法上の対象年齢は、「事業の対
象範囲」を示すものであり、児童の発達や
成長・自立に応じた利用ができるように、
個々のクラブにおいて６年生までの受入
れを義務化したものではないと整理されて
いる。

小学校低学年に在籍する児童。
（障がい児は４年生まで）

・「自身の身の保全が出来ない」「他
傷行為」「常時医療行為を必要とす
る」などの要因から、安全に集団保育
が実施できない場合には、「集団保育
が困難な児童」「指導する指導員の性
別や年齢を限定せざるを得ない児
童」等に区分し、他の適切な施設に案
内できる仕組みをつくり、保育の安全
性がより向上するよう入所基準に定
める。

・市立学童保育所では、小学校６年生までを
受入れる。
・６年生までの受入れについては、児童の自
立を促進する上で配慮が必要な児童の観点
から審査する。

障害児
入所

（入所制限）入所することができない
・著しく心身に障害のあるもの

・車椅子を使用している児童については、1
人当り３.３㎡が必要。
・施設は１階に設置する。
・入所審査の結果、集団保育が困難な場合
には、放課後等デイサービスを案内する仕
組みが必要。
・全学童保育所のバリア・フリー化と飛び
出し防止の施錠管理が必要。
・臨床心理士の発達巡回相談を導入する。

・障害児の入所に当たっては適切な保育が可
能となるよう対応に関する基準を定める。
・障害児にとって適切な機関・施設を案内す
る。
・障害児の入所枠及び加配枠は撤廃し、保育
に必要な指導員を加配する。

入所基
準

入所承認基準
・不存在
・疾病等
・就労
・看護
・求職
・その他明らかに児童の監護が出来
ない場合。

・自立度に応じ入所基準に段階を設ける。
・夏休みのみの入所を可とし、児童の出席
率に応じ、受入れ児童数を増やす。
・他の放課後児童対策と連携し、適切な自
立を促すよう、就労要件等の入所要件を見
直す。
・全入所希望児童に対し、入所の可否を決
める入所審査会議の設置が必要。

・入所審査の基準を定める。
・４年生以上については、自立度に応じ、入所
審査の基準を段階的に設ける。
・他の放課後児童対策と連携し運営する。
・自立をする上で配慮が必要な児童について
は関係機関と協議の上判断する。

保育料

学童保育所保育料
　学童1人につき7,000円
　同一世帯2人以上　7,000円
　2人目以降1人4,500円
延長保育料
　月単位 6：30～7：00 2,000円
　　　　　　6：30～7：30 3,000円
　日単位 8：00～8：30　200円
　　　　　　6：30～7：00　300円
　　　　　　6：30～7：30　500円
三季休業を単位とした利用
　夏季　　8：00～8：30　1,500円
　冬季　　　　　〃　　　　　500円
　春季　　　　　〃　　　　　500円

・４年生以降、保育料を段階的に上げて、４
年生以降の保育料と入所基準につい
ては、児童の自立度に応じた適切な
基準となるよう見直しを図る。親子間で
放課後の過ごし方について話し合い、自立
に向けた取り組みを促す仕組みにする。
・延長保育の金額単価が安い。（保育園と
同様に設定する）
・保育時間を過ぎた場合は応能の負担を設
定する。
・延長保育料の月額上限設定を廃止し、日
毎の積算方式に改める。

・学童保育所保育料については新たな基準を
定める。
・延長保育の金額単価について、保育所保育
料の金額単価を勘案し定める。
・延長保育の終了時間を過ぎた場合は応能の
負担を設定する。
・延長保育料の月額上限設定を廃止する。

その他

・他の事業との連携。「放課後子ども教室」
「放課後等デイサービス」「児童館」等、児
童の自立にふさわしい場を案内できるよう
な仕組みを作る。

・「放課後子ども教室」「放課後等デイサービ
ス」「児童館」等児童の自立度に応じた放課後
の居場所が提供できるよう連携・充実を図る。

その
他

運営
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