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Ⅰ．一般社団法人 みやま放課後児童クラブ

（１）名称

一般社団法人 みやま放課後児童クラブ

理事⾧ 松野 愼一

副理事⾧１名 各クラブ担当理事９名 監事２名 顧問１名

〒８３５－０１０１ 福岡県みやま市山川町立山１２７５－１

電話 ０９４４－６７－０００７

開所場所＝９か所 児童数＝４６６名 （令和４年４月現在 支援員＝４３名）

（２）概要

平成２８年４月に一般社団法人 みやま放課後児童クラブが設置された。それ以前は、地域住民

の切実な要望により、運営委員会方式で各地域ごとに開設。その後機運の高まりによって、連絡

協議会が発足。平成２７年の法改正によって、「みやま放課後児童健全育成事業設置及び運営に

関する基準を定める条例」の発布・施行。連絡協議会に市の要請があり、法人化へ踏み切る。

（３）目的

みやま放課後児童クラブは、保護者が労働等で昼間家庭にいない児童に対して、適切なあそびや

生活の場を提供することによって、児童の健全な育成を図ることを目的とする。集団生活を通じ

て子どもたちに自主性、社会性、創造性の向上を図ることを主眼に、研修や研鑽を通して、支援

員の資質・スキルをレベルアップし、公平で平等な支援活動が行われるよう運営していく。

（４）事業

①適切なあそびや良い生活の場・環境の提供に関すること。

②児童の安心・安全・健康を確保し、よい環境を整えることに関すること。

③地域・学校・家庭との密接な連携を図り、児童育成の援助と協力の要請に関すること。

④事業の一貫性、統一性を図り、新課題については、真摯に向き合う調整会議に関すること。

⑤支援員の地位の向上や資質のレベルアップ研鑽の研修に関すること。

（５）運営指針 〈１〉あいさつ 〈２〉あそび 〈３〉生きる力

〈 あいさつ 〉

①人と人とのつながりの始まり。コミュニケーションをとるための始めの一歩をクラブで実践し

ます。

②安心をくれる。ほほえみをくれる＝平和な、安心な、安全な社会の合図。
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〈 あそび 〉

①あそびは、人間の精神を理性と感性からなるとするなら、それを一気に満たすものである。

②あそびによって、児童は社会性を身につけ、野蛮を脱して、ひとから調和のとれた人間になる。

③あそびは、大自然の中で、互いに切磋琢磨する時に“生きている”という実感を味わう。

④あそびは、他人の人権を大切にし、平和な調和のとれた人格を作り上げる。

⑤あそびは闘争心、戦う力、競争、負けた時のくやしさ、勝利の雄たけび、駆け引きの人間の戦

うエネルギーをも誘発する。

⑥法人ではあそびを支援の重要な１つとして位置づけ、大切にしている。

〈 生きる力 〉

子どもは本来素晴らしい、子どもらしい力を持っている。良い社会性を身につけ、お互いに調

和のとれた人間性を備えさせる。そういう手立てをきめ細やかに地道に仕上げていく。それが生

きる力になる。

①子どもは、一人の人格者として素晴らしい力を持った人である。

②子どもは人類の命の継承者である。最初は家族に育てられるが、将来は社会の一員となる。

③子どもはそういう意味において、家族に属し、ご先祖の命を継ぎ、社会で活躍する。子どもを

育てる責任は、家族だけでなく、ご先祖と社会も負わなければならない。

④しかし子どもは、まだ弱い存在でもある。社会性に乏しく、経験が少ないから課題処理に迷う。

それをサポートしていくのが、地域社会や児童クラブの役目・使命である。

Ⅱ．支援内容

（１）支援計画

一般社団法人みやま放課後児童クラブ所属９クラブは、平成２７年「児童福祉法」で定めた「放

課後児童クラブの運営基準、運営方針」を遵守して、みやま市と当法人が「年間指導計画」を作

成し、支援活動を行っています。又、この計画に基づいて、月間，週間の支援活動計画を作成し

て実施いたします。具体的には、当該児童の発達に応じた養護、教育、ケアを検討しそれに沿っ

た健全育成の支援をいたします。活動や取り組み、行事は児童を主体に個々の自主性に配慮しな

がら、企画立案し、実践します。

また、今後の課題としては、発達の気になる児童や障害児童の利用増加と共にその理解を深め、

支援の拡充を図るために、適切な支援プログラムが必要となります。益々の支援員の資質向上が

求められます。当法人では、年間数十回の部内部外の研修会を行っています。支援員認定の資格

者で支援活動をし、安心安全な放課後の居場所作りをします。当該児童の誰もが、居心地の良い

クラブになるように支援内容を充実いたします。
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（２）生活 あそび 宿題等の支援

児童クラブの日常は、学校の下校時間から児童クラブに「ただいま」と帰って来る時から始まり

ます。学校や家庭とはまた違う集団での生活がクラブにあります。一番初めにすることは、制服

から私服へ着替え、自分で自分の身の周りの整理整頓をして、自己管理ができるように支援しま

す。

「ただいま」の挨拶から「さよなら」までの間、家庭生活でも必要な生活スキルを身につけるよ

うに掃除、片付けなどをします。仲間たちとの活動で協力の力が育まれます。もちろんあそびを

通してあそびに夢中になってできないことができるようになります。失敗しても許し合える仲間、

認めあえる仲間づくりをします。自分づくりでは、あそびや生活活動を通して、コミュニケーシ

ョン能力、社会性、自主性、自制心、向上心や善悪の判断などを育成支援します。

学習支援については、自習や宿題の時間、放課後の家庭学習の習慣づけを目的としています。帰

宅後は、ご家庭で保護者責任の上必ず見直してください。尚、学習時間等については都合により

変更、中止があります。ご理解ご協力をお願いします。特に新一年生では、明日の準備時間に今

日あったことなどのお話や学校、クラブでの様子、嫌だったこと、嬉しかったこと失敗したこと

など面倒がらずに聴いてあげて下さい。安心して学校やクラブでの生活ができるように励まし、

応援してください。

Ⅲ．開所時間

（１）平日は、放課後から１８：３０まで。

（２）⾧期休みと土曜日は、８：００～１８：３０まで。

① 平日のスケジュール例

放課後～

１５：００ 登所 おやつ その後宿題

１６：００ 集会 その後外あそび

１７：００ 室内あそび（順次 降所）

１８：３０ 閉所

② 長期休みと土曜日の例

８：００ 開所 室内あそび １３：００ 休息

９：３０ 集会 １４：００ 自由あそび

９：４０ 外あそび １５：３０ おやつ

１１：００ 学習 １６：００ 掃除

１２：００ 昼食 １６：２０ 自由あそび

１７：００ 室内あそび（順次 降所）

１８：３０ 閉所

Ⅳ．休所日

（１）日祭日

（２）年末年始＝１２月２９日～１月３日

（３）お盆期間＝８月１２日、８月１４日休所予定
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（４）学校臨時休校＝インフルエンザ等流行性疾患で学校閉鎖の場合。

（学年閉鎖の場合、他学年は利用できます。）

（５）台風大雨等災害時で学校が休校の時。

※災害等の緊急時は、緊急マニュアルに沿って休所となる場合があります。
（６）当法人理事会が必要と判断した場合等。

Ⅴ．その他
（１）留意点

①開所前に登所されても、規定上、クラブ室内に入ることはできません、児童の安全を確保する

ためです。ご了承下さい。

②１８時３０分を過ぎての保育はできません。お迎えは、時間厳守下さい。遅延の場合超過料金

１世帯１，０００円が発生します。子どもの安全を大人が保障し、支援員の労働環境を尊重す

るためです。

③土曜日は合同保育になります。利用者が少なく、なおかつ支援員の研修・業務の総括する時間

を確保するためです。設置場所等、詳しいことについては、各クラブの主任にお尋ねください。

尚、仕事が休みの場合は、家庭保育をお願いします。

④入所期間は原則として、一年です。年度途中の自己都合による退所は固く禁じています。待機

児童が多数いる中での入所決定ですから、重く受け止めてください。

⑤児童の送迎については、保護者の責任において行い支援員にお預け下さい。児童がクラブに無

断で帰宅する場合などは責任を負うことはできません。十分にお子さんと確認し合ってくださ

い。また、兄、姉などの中学生以上の送迎に関しても、基本的に認められませんが、合意のう

え同意書などの提出でお受けする場合もあります。

保護者や児童の間違いがないようにお名前を確認させていただいております。

お名乗りのうえ送迎して頂ければ助かります。

又、通常のお迎えの方と違う時には、事前に連絡して下さい。連絡がない場合は、責任上お渡

しできません。また、その時は、仕事場に連絡する場合もありますのでご了承下さい。

土曜日、一日保育は午前８時から利用できますが、それ以前については、事件事故発生等の関

係上、責任を負うことができません。また、１８時３０分過ぎた場合も、同様です。児童クラ

ブの外での待機もご遠慮下さい。ご理解の上ご了承願います。

⑥習い事等への送り出しは行いませんのでご協力をお願いします
⑦桜舞館小、瀬高小及び高田小のスクールバス利用する児童は、入所すると原則下校時のスクー
ルバスが利用できませんので、ご注意下さい。又詳細は各学校へお問い合わせ下さい。

（２）持ってくるもの
・タオル ・帽子 ・水筒 ・学習できるもの ・自由ノート ・着替え ・弁当
・筆記用具一式・マスク・その他

（３）お願い
①すべての持ち物には、名前を記入して下さい。
②１日保育での昼食は弁当（コンビニ弁当・パン可）は、必ず家庭で準備して持たせて下さい。
③個人持参弁当の冷蔵庫での保管や温めるための電子レンジの使用については、食品衛生上保健
所より使用を禁止されています。
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④保育中下着を汚したら新品の下着を提供しますので、新しい物品での返品をお願いします。

⑤欠席、早退、遅刻の場合は、通常保育の時は下校前までに、１日保育時は９時までにお知ら

せ下さい。

⑥保護者のお休みの時は、家庭保育をお願いします。

⑦お迎えの時間は厳守してください。

⑧お金、ゲーム、貴重品等は持たせないでください。責任を負いかねます。

⑨生き物(昆虫等)特に高額なものに関しては持たせないでください。

（４）確認

①毎月「放課後児童クラブ お便り」を出しています。行事やお知らせを載せています。

必ず、確認していただくようお願いいたします。
②事故防止のため、自転車やサンダル履きでの登所はできません。

（５）健康管理

①病院にかかっている場合は、登所をお断りする場合があります。３７．５℃以上の発熱がある

場合はお預かりできません。

②学校が定める出校停止の感染症になった場合は、医師の許可があるまで休ませて下さい。

③アレルギー、喘息、その他の疾病は事前にお知らせ下さい。

④コロナウイルス感染予防のためできる限りマスク着用をお願いします。感染が判明した場合は
至急連絡してください。プライバシーに配慮して対応します。

（６）安全管理

①ケガをした場合：必要な応急処置をいたします。必要な時は病院に引率し、保護者に連絡します。

②保険について：傷害保険、賠償保険に加入。

（死亡 ３００万円 ケガ通院 ２，０００円 入院１日につき ５，０００円）
③賠償責任：放課後児童クラブ管理時間下の活動時間中に於いて、発生したケガ、事故事案につ

いては、当法人加入保険の保障範囲内となります。

Ⅵ．利用料金・負担金等

（１）年会費・利用料

①年会費＝法人組織のため、定款の規定により、年会費を徴収します。1世帯２、０００円です。

※４月分の利用料と一緒に納入ください。
②利用料 （）書き：土曜利用者

通年保育 ⾧期休業保育
児童 利用料 月額 利用料 年額 内 訳 備考

２０，０００
夏季 （２２，０００）

５，０００ ３０，０００ ５，０００
第１子 冬季 （６，０００）

（６，０００） （３４，０００） ５，０００
春季 （６，０００）

１６，０００
夏季 （１８，０００）

４，０００ ２４，０００ ４，０００
第２子 冬季 （５，０００）

（５，０００） （２８，０００） ４，０００
春季 （５，０００）

１２，０００
夏季 （１４，０００）

３，０００ １８，０００ ３，０００
第３子 冬季 （４，０００）

（４，０００） （２２，０００） ３，０００
春季 （４，０００）



※減免制度＝保護世帯・就学援助世帯と市県民税非課税世帯は減免措置があります。

教育委員会及び子ども子育て課にて、個人で手続きしてください。

（２）留意点

①校外学習等では、別途実費負担の場合があります。

②利用料は、決められた日までに納入ください。

③１８時３０分を過ぎた場合は、超過料金として、一世帯１，０００円申し受けます。

Ⅶ．退所・退所勧告

（１）退所

①基本的に年度途中の退所は、認められません。（但し、転校、児童本人の長期入院等や保護者

の退職等で家庭保育が可能な場合を除く。利用料は退所届け受理日の月まで発生します。日割

り計算は取り入れていません）

自己都合退所の場合は残期間納入予定金を申し受けます。

②ご家庭で以下の事案が発生した場合は申し出て下さい。

育児休業、家庭での養育が可能になった時。

仕事時間が短時間(月 ６０時間内)になった時。この場合の残期間納入はありません。

（２）退所勧告

①当該児童等が、他の児童や支援員に対して、悪気のある虚言、著しい暴言、おどしや暴力行為

があった場合。

②室内外施設や備品の故意による破損、盗難行為があった場合には、厳重注意。悪質な場合は退

所勧告が行われます。尚、破損、紛失があった場合は弁償していただく場合があります。

③利用料 ３カ月間の滞納の場合。

④長時間超過のくり返しで再三にわたる注意を受けた場合。（１８時３０分以降のお預かりはい

たしておりません）

Ⅷ．法人内クラブ合同入所式

（１）日時：令和５年３月２６日（日）の予定。詳細については後日お知らせします。

（２）内容：クラブ紹介、児童点呼、理事紹介、支援員紹介、他

（３）対象：新１年生及び新規入所児童とその保護者
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Ⅸ．設置場所(連絡先)

令和４年度の各放課後クラブ一覧

クラブ名 住 所 電 話

８３５－００２４
瀬高放課後児童クラブ 瀬高町下庄１３７３ ６３－２０６２

８３５－００１９
大江放課後児童クラブ 瀬高町大江１７２６ ６２－２０８２

８３５－００１３
南放課後児童クラブ 瀬高町太神１３４３ ６３－８７７７

８３５－０００５
清水放課後児童クラブ 瀬高町大草１５９６－１ ６３－８９８７

８３５－０００７
水上放課後児童クラブ 瀬高町長田３２２８－２ ６３－８７６３

８３９－０２２１
二川放課後児童クラブ 高田町下楠田１４４３ ２２－４７７８

８３９－０２２２
岩田放課後児童クラブ 高田町原１０４１ ０９０－８８３５－４３５０

８３５－０１３１
桜舞館放課後児童クラブ 高田町舞鶴２５７－１ ６７－１６８８

８３９－０２１３
江浦放課後児童クラブ 高田町江浦６１１ ０９０－１８７７－５９１９

８３５－０１０１ Tel ６７－０００７
事務局 山川町立山１２７５－１ Fax ３２－８３４３

※二川・岩田・江浦放課後児童クラブは５年度統合されます。

※一斉配信メール（グルプメ）の登録

台風、大雨、感染症等で休所などのお知らせを一斉メールで配信し周知するためです。

登録時期はお知らせいたします。尚、児童クラブ退所後は削除をお願いします。

－７－


