
新1年生育成クラブご利用予定保護者の皆様

高平台児童育成クラブ

nLO96-326-7955

2月4日に予定していました育成クラブ入会説明会が、まん延防止等重点措

置ということもあり、感染拡大防止のため開催しないこととなりました。申し

訳ありません。つきましては「児童育成クラブ入会案内」をご覧になった上で

クラブ入会を希望される方は、申込み書類をクラブまで取りに来ていただく事
~~~ ~~

になります。ご理解ご協力よろしくお願いします。

★申し込み書類は1月29日(士)より配布します。

平日13時～15時、 17時～18時勤_土曜且1ulを二12駐皐－1旦睦型Z陵

の間にお越しください。

★申込締切日は2月19日(士)です。

締切日を過ぎますと原則4月中の入会ができませんのでご注意ください。※

但し、 申込締切日以降に入会基準の要件を満たす状況になったご家庭につきま

してはこの限りではありません。 5月以降の入会受付は4月8日(金)からです。

どうしても来られない方はクラブまでご相談ください。 （096-326-7955）

資料を受け取られましたら封筒に記載されています提出物を準備され、再度

入会申込みに来ていただくことになります。今年度は密を避けるため次の日程

で予約制とさせていただきます。 （資料を取りに来られた際に予約をお願いしま

す）

。2月5日(土)10:00～11:30 6人13:00～16:00 12人

’2月7日（月）17:00～18:00 4人

。2月8日(火)17:00～18:00 4人~

。2月9日(水)17:00～18:00 4人

。2月10日(木)17:00～18:00 4人

．2月12日(土)10:00～11:30 6人13:00～16:00 12人

.2月14日(月)17:00～18:00 4人

。2月15日(火)17:00～18:00 4人 ~

。2月16日(水)17:00～18:00 4人

・2月17日(木)17:00～18:00 4人

．2月18日(金)17:00～18:00 4人

・2月19日(土)10:00～11:30 6人

保護者の皆様に協力していただく事ばかりで申し訳ありません。育成クラブ

は子どもたちが明るく元気に楽しく過ごせる場所、安全で過ごせる場所を目標

にしています4月に子どもたちが笑顔で来られます様、ご理解よろしくお願い

いたします。



1～3年生受入れクラブ

令和4年度児童育成クラブ入会案内
熊本市では、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童（1～3年生）に対し、適切な

遊びと生活の場を与えることにより、その健全な育成を図ることを目的として児菫育成クラブを開設しています。

■■■児童育成クラブについて■■■

○入会の基準下記①~③全てに該当する方が児童育成クラブヘ入会できます。

①保護者（同居の祖父母等を含む）が「就労又は病気等」で、下校時に家庭にいない又は、それと同等の（見守

りができない）状況にある1～3年生までの児童であること。

※障がいのある児童は、 6年生まで入会できます。

②①の状況が、月～土曜日のうち週3日以上であること。なお、変則勤務の場合は、直近3ヶ月間の平均就労

日数が1ヶ月あたり12日以上であること。

③就労を理由とする場合、就労の終了時間が1年生は午後2時を、 2年生以上は午後3時を超えていること。

（例） 1年生は午後2時00分までの就労の場合は、対象となりません。

・通勤時間も就労時間に含めて判断します。

・長期休業中についても、入会要件は同じです。

○利用日

○開設日

保護者が就労などで家庭にいない（見守りができない）日に利用できます。

日次に掲げる日を除く日

◇日曜日、国民の祝日・休日（振替休日含む） 、年末年始（12月29日～1月3日）

○開設時間~◇平 日 児童の下校時間から午後6時まで〔延長時間午後6時から午後7時〕

◇土曜日 午前8時から午後6時まで〔延長時間午後6時から午後7時〕

◇長期休業中 午前8時から午後6時まで〔延長時間午後6時から午後7時〕

○開設時間延長の利用条件
①就労等の終了時間が午後5時を超える日が、月に1日以上あること。

（例）午後5時00分までの就労の場合は対象となりません。

~ 偶 ！※この場合、通勤時間は就労時間に含めません。

錨識○利用者負担金 午後6時まで

5,000円

9，500円

午後7時ま~で

6，200円

10，700円

利用時間

8月を除いた月

8月

きょうだいが同時在籍の場合、 2人目以降は月額半額となります。

※正当な理由なく長期にわたり滞納した場合や、入会申込の時点できょうだいの滞納がある場合は利用でき
ないことがあります。

【負担金の免除】

次のいずれかに該当する場合には、負担金が免除されます。

（1 ）納入義務者（保護者）が生活保護を受けている場合

（2）納入義務者（保護者）が就学援助を受けている場合

(免除申請書と証明書類の提出が必要です｡）

※免除要件に該当しなくなったときは青少年教育課へご連絡ください。

○その他必要となる費用

利用者負担金とは別に、以下に係る費用が各児童育成クラブにおいて実費徴収されます。

◇おやつ代実費（月2,000円程度※各児童育成クラブにより若干、金額が異なります。 ）

◇児童が児童育成クラブで使用する教材費等

◇スポーツ安全保険料：年額900円（※振込手数料含む）

（傷害保険・賠償責任保険・突然死葬祭費保険）

※利用者負担金の免除申請をした場合でも、上記の実費は、免除となりません。



1～3年生受入れクラブ

■■■入会申込み方法について■■■

下記1～3を各児童育成クラブへ直接ご提出ください。既に入会している児童も、年度ごとに改めて提出が必要
となります。

入会申込書（様式第1号) ’ （3枚複写式） ・ ・ ・保護者がご言

熊本市児童育成クラブ利用に関する注意事項確認害兼同意書｜
添付書類| ・ ・ ・下表のとおり

１

２

３

己入ください。

入会を必要とする事由 ’ 証明する書類 ’ 備考

【同居の保護者及び65歳未満の同居の祖父母】

※記入はお勤め先

※就労先が複数ある場合は勤め先ごとの証明が必要

※自営の代表者が祖父(祖母)の自営業|こ従事している場合、

祖父(祖母)の自営の状況が確認できる書類が必要。 （ただし、

法人格がある場合は省略可）

被雇用者 ･就労証明書

就労予定 ･就労（予定）証明書 ※記入はお勤め先

自営の状況が確認できる書類①または②

①最新年度分の確定申告書（第一表、第二表）の写し

②市民税申告書の写し

※法人の代表者の方の場合

最新年度分の源泉徴収票または、最新年度分の法人税申告書

の写しまたは、最新年度分の法人の決算書の写し

※①または②を提出できない場合

営業許可証または開業届の写しまたは請負契約書（労働契約

書）の写し及び最近3ケ月の事業の取引状況を確認できる書

類（領収書等）

就労

自営業

･就労証明書

・自営業の状況が確認できる書類
晨業

内職

診断書は原本の提出が必要

「療養期間｣と｢見守りができない旨｣が記載されていれば、

医療機関の様式でも可

．申立書（様式第2号－2）

･診断書（様式第2号－3）
保護者の病気

病気

障がい
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、又は療育手帳の

写し ※別途診断書が必要な場合あり

保護者が障がいを

お持ちの場合
申立書（様式第2号－2）

．申立書（様式第2号－2）

･親子（母子）健康手帳の写し

妊娠・出産
(出産月とその前後2ヶ月の合計5ヶ月間の利用）

氏名と出産予定日が確認できるページの写し

．申立書（様式第2号－2）

･診断書

･介護保険被保険者証の写し

診断書は原本の提出が必要同居親族等の介護・看護

･在学証明書（合格通知等）

･時間割
就学 在学期間と授業の時間帯が確認できるものが必要

【 65才以上の同居の祖父母】

’ 申立書（様式第2号－2） 児童の見守りができない理由を記入
一
口
向 齢

※単身赴任で別居の方及び同居のおじ・おばの就労証明書等の提出は不要です。

●4月入会は、受付の締め切りがありますのでご注意ください。 （締め切り日は、各児童育成クラブで異なります。 ）

締切日以降に入会基準の要件が新たに発生した場合（就職、転勤等）は個別にクラブヘご相談ください。

●提出書類の不備や、記入内容に不明な点がある場合などには、申込先の児童育成クラブ又は青少年教育課からご連絡いたします。

●入会申込提出後、特に連絡がない場合は希望日から利用が可能です。 （スポーツ安全保険加入手続き後）

後日入会決定通知書を各ご家庭に送付いたしますのでご確認ください。※4月から入会を希望されている方へは、 3月中旬以降

｜こ送付予定です。

’

弓"

【お問い合わせ先】

熊本市教育委員会事務局青少年教育課Ⅲ096-328-2277 （平日： 8 ： 30～17 ： 15）

各児童育成クラブ（ ）
秒賎

ロ ’



| ！版’ ’ ’必ずお読みください

■■利用にあたっての注意事項等■■

○開設日、開設時間について

・開設時間延長（午後7時まで）を利用する場合は、前月10日までに開設時間延長利用申込書を児童育成クラ

ブにご提出ください。

・開設日であっても、台風接近などの災害発生の場合や児童の安今卜必要であると判断される場合は、閉設や開

設時間の変更等をすることがあります（※その際は、事前に保護者八ご連絡いたします） 。

○利用日について

保護者力就労等で家庭にいない（見守りができない）日に利用できます。

・習い事等で一度児童育成クラブから帰宅した場合は、原則、同じ日に再び児菫育成クラブを利用することは

できません。

・短期（1カ月）の利用も可能です。

○児童育成クラブの退会について

・入会の基準に該当しなくなった時点で利用はできません。速やかに退会届をご提出ください。 （離職後の求職

活動期間1ヶ月間は利用できます） 。

・その他の事情により児童育成クラブを退会する場合には、事前に「退会届」を児菫育成クラブにご提出くださ

い（用紙は各児童育成クラブに備えてあります） 。退会日は、原則として月の末日とします。

◇◇◇入会の基準に該当していても、次に該当する場合は退会となります◇◇◇

①入会申込にあたり虚偽又は不正があった場合

②就労証明書等の確認書類の提出依頼をしても、期限までに提出がない場合

③正当な理由なく、利用者負担金などを長期（3ケ月以上）にわたり滞納した場合

④その他、児童育成クラブの運営上支障がある場合 ~

○児童育成クラブの休会について

・年度内において、休会が可能です。休会する前月まで|こ「休会届」を児童育成クラブにご提出ください。

・利用を再開する場合は、事前に「再利用届」を児童育成クラブにご提出ください。

○利用者負担金について

・利用者負担金の納入期限は、利用月の末日です（月末日が閉庁日の場合は、翌開庁日） 。

・納入方法は、原則、口座振替払いとなります。口座振替の受付は、インターネットの口座振替受付サービスを

ご利用ください（このサービスを利用できない場合は、金融機関窓口での申込みとなります） 。

・利用者負担金は、出席の有無に関わらず納入していただきます。ご家庭の都合により1ヶ月間全く利用がない

場合であっても、退会届や休会届の提出がなければ、利用者負担金の納入が必要です。利用しない場合は、前

月までに退会届または休会届を提出してください。

・月の中途から入会する場合であっても、当月分の負担金が必要となります（日割はありません） 。

・生活保護、就学援助の受給世帯は、利用者負担金の免除制度があります。該当の方は、毎年度、免除手続きが

必要ですので、申請漏れがないようご注意ください。

○帰宅方法について

・日没後は、必ずお迎えをお願いします。

・児童の安全卜必要な場合は、急きょお迎えをしていただくことがあります。

・お迎えは、必ず午後6時（開設時間延長を利用の方は午後7時）までにお願いします。

．一斉下校や保護者のお迎えが困難な場合は、子どもを預けたい方と子どもを預かりたい方からなる会員組織

「ファミリー・サポート・センター(096-345-3011) 」等の利用をご検討ください。

※一斉下校の時間は、日没や各小学校での指導指針を目安に設定しています。



○出欠の連絡について

各児童育成クラブにおいて､事前に出席予定日の確認をします。 出欠の予定が変更になったときは､必ず保護者から各

児童育成クラブにご連絡ください (出席予定者が1人もいない場合は､開設日であっても閉設となります)。

○体調が悪い場合の利用について

・発熱や腹痛、その他体調が悪い場合は、健康管理や他の児童への感染防止のため、児菫育成クラブの利用はで

きません（※学級閉鎖となったクラスの児童も、同様の理由で児童育成クラブの利用はできません） 。

・出席が停止となる学校感染症（インフルエンザ等）にり患した場合は、軽症であっても出席停止期間を経過す

るまで児童育成クラブの利用はできません。その後は医師の指示に従い、許可が出ましたら利用を再開してく

ださい。

○緊急連絡先の確保について

児童が病気やケガをするなど、児童育成クラブでの活動に参加できないような状況となった場合などは、保護者

に直ちに連絡をしますので、入会申込書の「緊急連絡先」には、できるだけ多くの連絡先を記入し、必ず連絡が

取れるようにしてください。

○スポーツ安全保険について

・入会の際に、スポーツ安全保険に加入していただきます。

・保険料は年額900円です（年度中途の入会の場合も同額※振込手数料含む） 。

・加入の手続等は、各児童育成クラブで行いますので各児童育成クラブの定める方法で保険料を納入してください。

・保険の内容は、下記のとおりとなっており、児童育成クラブの活動中のみの適用となります。

．この保険の内容で不十分な方は、各ご家庭で民間の保険に別途加入するなどしてください。

・保険料の支払後入会をキャンセルしても原則、返金できません。

．この保険は、治療や入院等の費用に対して支払われるものではなく型見舞金的な性質のものです。

＜保険の内容＞

○傷害保険

・死亡2,000万円 ・後遺障害3,000万円（最高）

・入院 1B4,000円(1日目から補償) ･通院 1B1,500円(1日目から補償）
（例） ・児菫育成クラブの活動中にケガをした場合

・学校休業日|こ自宅～クラブ～自宅を通常の道||頂で通学中にケガをした場合

※学校授業日にクラブを利用した場合の登下校時は、学校の保険（日本スポーツ振興センター災害共済給付）

の対象となります。

○賠償責任保険（限度額）

対人・対物賠償合算 1事故5億円ただし、対人賠償は1人1億円

（例） ・児童育成クラブの活動中、クラブや学校のガラスを破損した場合

・児童育成クラブの活動中、投げたボールが通行人に当たり、治療費を請求された場合
・加害者となり、法律上の責任が生じた場合

※児童が他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合は、保護者が法律上の損害賠償責任を負うこと
になりますが、その被った損害を補償するのがこの保険の賠償責任保険です。ただし、故意または重大な過
失があったときは、保険金が支払われず保護者のご負担になる場合があります。

○その他

・児菫育成クラブでは、給食の提供はありません。学校で給食がない日は、必ずお弁当を持たせてください。

・入会申込書の内容(住所等)に変更が生じた場合、必ず、各児童育成クラブに記載事項変更届をご提出ください。

※勤務先が変更になった場合は、新しい勤務先の就労証明書の提出が必要です。なお、契約期間が満了になっ

た方は退会となりますので、契約更新(自動更新の場合を除く)の場合は新たに就労証明書をご提出ください。

・就労を理由として入会した後に離職や出産のための休暇を取得される等、入会要件が変更となる場合は各児菫

育成クラブへ届け出てください（出産に伴う利用は出産月とその前後2ヶ月の合計5ヶ月間となります。その

期間を超える育児休業中の児童育成クラブの利用はできません） 。

〆 、

児童にとって、親と過ごす『ふれあいの時間』は、とても大切なものです。

保護者が家庭にいらっしゃる時は、お子様と一緒にお過ごしください。
竪 』

ご不明な点については、下記へお問い合わせください。

熊本市教育委員会事務局青少年教育課 【電話】096-328-2277 (平日8 : 30～17 : 15)


