
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１ 

鹿島市役所 福祉課 社会福祉係 

     TEL ０９５４－６３－２１１９ 

     FAX ０９５４－６３－２１２８ 

 

令和 
３年度 
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１．放課後児童クラブとは 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校児童に対し、放課後に安心し

て生活できる居場所を確保するとともに、主に遊びを通して自主性や社会性

の向上、基本的な生活習慣の確立を目指す場所です。 

 

２．対象児童 

原則として、保護者（父母、同居する６５歳未満の祖父母）が労働その他の

事情により昼間家庭にいない児童を対象としています。 

 

３．活動内容 

時間 児童の活動 目的 支援員の活動 

下校時～ 

 

 

 

16時～ 

 

 

17時～ 

 

 

18時 10分 

・下校、自由遊び、 

読書、宿題 

おやつなど 

 

・天気や体調を 

みながら外遊び 

折り紙、工作など 

・教室の片付け及び 

掃除、帰宅準備 

 

順次帰宅 

・集団生活における

協調性を養い、 

友達の大切さを学ぶ 

 

・整理整頓・共有物

の使い方を学ぶ 

 

・学習（宿題）の 

自主的な習慣性を 

養う 

・健康状態確認 

・出席状況把握 

・学校での様子を聞く 

・計画に基づく活動 

・生活指導 

・児童の活動状況を 

観察、集団生活援助、

掃除、その日の反省、

日誌記入、その他 

※宿題等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助は行いますが、 

指導は行いませんのでご家庭で確認してください。 

 

４．開設時間および保育時間 

区    分 保 育 時 間 

平日学校の授業のある日 

月曜日から金曜日 
放課後から午後６時１０分まで 

学校の休業日 

（土曜日、春・夏・冬休み、 

学校行事の代休日など） 

午前７時３０分から午後６時１０分まで 

延長サービス 

月曜日から金曜日 
午後６時１０分から午後７時まで 
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鹿島市放課後児童クラブからのお願い 

 

【送迎について】 

・児童の送迎は原則として成人の保護者が来てください。 

お迎えに来る方がいつもと違う場合は必ずクラブに連絡してください。 

・クラブ開設時間前に、児童を一人でクラブ付近に待機させることは絶対

にしないでください。クラブに預けるまでは、必ず保護者の方が付き添

いをお願いします。 

・欠席や学校早退時、お迎えの時間が遅れる時などは保護者の方が必ずク

ラブに連絡をしてください。各クラブに留守番電話機能付きの電話を設

置しています。 

 

【就労状況の変更について】 

・保護者が離職された場合、クラブは退部となります。 

（保育所と違い、求職活動中の利用はできません）。 

・復職された場合、再度申し込みが必要となります。 

 

【保護者の出産時、怪我、病気などについて】 

・保護者の出産時、出産のための入院日から産後４週間を利用できます。 

・産前休暇、育児休暇中はクラブの利用ができません。 

・病気、怪我などで仕事をお休みされる場合、その間の利用を希望される

時は福祉課に申立書の提出が必要です。 

 

【クラブでの生活について】 

・クラブで預かる着替えは早めにご準備ください。 

・学校給食が無い日で、午前から午後にかけて利用される場合は必ず弁当

をご持参ください。なお、水筒は毎日ご持参ください。 

・クラブから塾や習い事には通えませんので、必ず保護者の方がお迎えに

来てください。また、送迎が困難な場合は、「ファミリー・サポート・

センター」にて送迎等の利用（別途費用がかかります）ができます。 

・クラブで提供するおやつについて、アレルギーなどで食べられない物が

ある場合、必ず支援員へ伝えてください。 

 

【星の子クラブ（音成分校）を利用される方へ】 

・長期休業中や七浦小学校本校下校日などは、七浦小学校ゆめっ子クラブ

と合同開設になります。 

・送迎の際、音成分校玄関に備え付けのインターホンを押し、支援員の応

答をその場でお待ちください。 
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５．土曜日の利用について 

西部地区：鹿島小学校「わんぱくクラブリス組・パンダ組」での合同開設 

場所：鹿島小学校敷地内 専用施設 

 

東部地区：古枝小学校「ひまわりクラブ」での合同開設 

   場所：古枝小学校敷地内 専用施設（体育館横に駐車場あります）  

 
・土曜日に家庭で保育ができないことを、就労証明書等で証明いただく 

必要があります。 

  ・土曜日は延長サービスを行っていません(７時３０分～１８時１０分)。 

  ・利用が必要でなくなった場合、福祉課へ変更届を提出してください。 

届出があった翌月からの変更となります。新たに利用する場合も届出が

必要となります。 

  ・基本的に毎週の利用となります。欠席をされる場合は、前日までに所属

するクラブへ連絡を、当日の連絡は、西部地区は「わんぱくクラブ」

に、東部地区は「ひまわりクラブ」へお願いします。 

  ・午前から午後までの利用の場合は、弁当をご持参ください。 

なお、水筒は毎日ご持参ください。 

  ・利用の度に着替えを持参し、その都度持ち帰ってください。 

  ・土曜日用の道具箱をご準備ください。 

「わんぱくクラブ」または「ひまわりクラブ」で保管します。 

https://map.yahoo.co.jp/address?ac=41207&az=mtauslk3vffuwupcra&lat=33.08264&lon=130.10922&zoom=17&maptype=basic


4 
 

６．休業日 

  ・日曜日、祝日、盆休み（８月１３日～１５日） 

および年末年始（１２月２９日～１月３日） 

  ・その他災害等により市長が必要と認めた場合 

   ※インフルエンザ等の感染症等による学校閉鎖時、台風や積雪等により

学校が休校となった場合。 

 

７．非常時の対応 

  ・放課後児童クラブ在室時に、災害等によりクラブ室内が危険と判断した

場合、児童の安全確保を最優先とし、避難場所である体育館など 

（各クラブによって異なります）に避難・誘導するなどの対応をします。 

   ただし、時間帯により１年生が放課後児童クラブに帰ってきており、 

上級生がまだ学校に居るときは、基本的に１年生は放課後児童クラブ、

上級生は学校での避難・誘導となります。 

   

・気象状況や災害時により、危険が予測される場合は、放課後児童クラブ

は休室とさせていただきます。 

※突発的な災害等により、学校の下校時間が早くなる場合や臨時休校の

場合は、原則として放課後児童クラブも学校と同様の対応とし、帰宅

していただきます。ただし、家の鍵が無いため帰宅できないなど、 

特別な理由がある場合は、利用を認めることもあります。 

   ※気象状況や災害等により、帰宅時に危険が予測される場合「マチコミ

メール（放課後児童クラブ専用。緊急連絡等の配信を行っております

ので登録をお願いします）」による配信や保護者の勤務先等へ連絡を

行い、早めのお迎えをお願いすることになります。 

   

・インフルエンザ、ノロウィルス等の集団感染により、学級閉鎖となった

クラスの児童は、他の児童への感染を予防するために原則として利用が

できません。 

 

・万が一、児童がケガや病気等により緊急で医療機関への受診を要し、 

保護者へ連絡がとれない場合、タクシーを利用させていただきます。 

その際のタクシー利用料は保護者負担となりますのでご了承下さい。 
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８．新型コロナウイルスに関する放課後児童クラブの利用について 

全国的にも、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しております。 

小学校の取り扱いに基づき、放課後児童クラブを利用される場合には、感染症

拡大防止のため以下の事項について、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

・クラブ利用時の注意点 

① クラブ利用前には自宅で必ず検温を行ってください。 

・クラブ入室時にも検温を行っています。 

② お子様や同居のご家族に 37.5℃以上の発熱等や風邪症状がある場合 

・お子様に発熱等の風邪症状がある場合は、クラブは利用せず、軽い症状

でも自宅で休養することを徹底してください。 

・同居の家族に発熱等の風邪症状が見られる場合も、同様にクラブは利用

せず、自宅待機をお願いします。 

③ クラブ利用中に 37.5℃以上の発熱等や風邪症状を確認した場合、保護者に

ご連絡し、クラブは早退となります。 

④ お子様には、マスクや手洗い用のハンカチを持たせるようにしてください。 

 

 

・福祉課に連絡が必要な場合 

お子様や同居のご家族が、次の①～②に該当する場合は、市役所福祉課（0954-

63-2119）まで速やかにご連絡ください。感染拡大防止のためのご協力をお願

いします。 

① PCR検査を受けることになった場合（検査結果も分かり次第ご連絡くださ

い） 

② 濃厚接触者に指定された場合 

 

 

 ・クラブ内で新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、保健所など

の指示に従い開設等の判断を行います。連絡につきましてはマチコミメー

ルにより行いますので、登録忘れがないようにお願いします。 

 

 ※ご家庭におきましても、お子様へのマスク着用や手洗いうがい等のご指導

をよろしくお願いします。 
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９．利用料およびおやつ代 

利用料の納入は口座振替でお願いします。 

口座振替日は、毎月末日です。※末日が土日祝日の場合は、前営業日です。 

 

月～金曜日までの利用額   ３，０００円／月（８月のみ６,０００円） 

月～土曜日までの利用額   ４，０００円／月（８月のみ７,０００円） 

延長サービスの別途利用額  １，０００円／月 

おやつ代            ８００円／月 

（※長期休業中のおやつ・イベント代はクラブごとに別途集金） 

 

・夏季休暇（８月）の利用額について 

 半日利用の場合（７時３０分～１３時または１２時～１８時１０分）は

通常の通りの利用額（３,０００円）となります。 

 

利用料が２ヶ月以上滞納の場合は、退部となりますのでご注意ください。 

    

 

月末までに口座残高の確認をお願いします。口座振替ができなかった場合

は、納付書を送付しますので金融機関にて入金をお願いします。 

  なお、送付する納付書は「コンビニエンスストア」では納付できませんの

で、ご注意ください。 

 

※月の初日に在籍されている場合は、利用の有無に関わらず利用料がかかり

ますので、利用する必要がなくなったときは退部される前月末までに福祉

課で退部の手続きをお願いします。 

 

１０．スポーツ安全保険 

放課後児童クラブ利用時の怪我や事故が対象になる保険です。 

○保険料 ８００円/年  
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１１．利用料の減免措置について 

今年度から下記の世帯を対象に減免制度を創設しています。減免を受け

る場合は、次の減免申請書等の書類を福祉課窓口へ提出してください。 

 

① 生活保護受給世帯（全額減免） 

提出書類：減免申請書、保護証明書等 

 

② 里親世帯（全額減免） 

提出書類：減免申請書、里親世帯であることが分かる書類等 

 

③ 市町村民税非課税世帯（半額減免） ※前年度の課税情報が対象となります 

    提出書類：減免申請書、前年度の課税（非課税）証明書 

 

・申請書等の届出が遅れた場合には、利用料の還付はありませんのでご

注意ください。 

・おやつ代、スポーツ保険料については減免の対象とはなりません。 

 

 

１２．入部、退部、各種変更の手続き 

  

・入部について 

放課後児童クラブへの入部を希望する保護者は、次の入部申込書等の書類

を福祉課窓口へ直接提出してください。 

 

 【提出書類】 

①放課後児童クラブ入部申込書 

②保護者の就労証明書（令和３年度中の内容を満たすもの） 

③障害者手帳、診断書（児童に障がいがある場合） 

 

保護者の就労以外を理由としてクラブを利用希望される場合は、以下の 

いずれかの書類が必要となります。 

④診断書、申立書（病気や看護を理由とする場合） 

⑤在学証明書（就学を理由とする場合） 

 

※入部申込書および就労証明書は、市ホームページからダウンロードする

ことができます。 
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・年度途中の入部 

  随時、受付を行っております。 

  （月途中の入部であっても利用料は変わりません） 

 

 ・次年度の継続利用について  

   入部期間は毎年４月１日から翌年３月３１日までとなります。 

   次年度も継続して利用される場合は、年度ごとに改めて申請書を提出し

ていただく必要があります。 

   例年、１１月に次年度利用の集中受付を行いますので、詳細は１１月号

市報や市ホームページ、クラブ通信等でお知らせします。 

   申込みの忘れがないようご注意ください。 

 

  ・変更手続きについて 

   提出いただいた入部申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかに 

以下の手続きをお願いします。 

 

 

【住所、世帯人員に変更があった場合】 

 ⇒放課後児童クラブ入部申込書の訂正 

  ※なお、転居により学校区が変わった場合は、新たに転居後の 

クラブへの入部申込書が必要となります。 

 

【就労条件（勤務先や勤務時間など）に変更があった場合】 

 ⇒就労証明書の提出 

 

【土曜日、延長サービスに変更があった場合】 

 ⇒各サービスの変更届出書の提出 

 

 

   ・退部について 

    放課後児童クラブを退部されるときは、退部される前月末までに、福

祉課へ退部届を提出してください。 

    退部届が提出されていない場合や届出が遅れた場合には、クラブの利

用がなくても利用料をお支払いいただくことになりますので、ご注意

ください。 
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１３．相談窓口 

ご不明な点や不安に思うことは、何でも相談してください。 

また、子育てに関することなどについては、福祉課や子育て支援セン

ターに相談窓口があります。 

（相談は無料となっており、相談内容についての秘密は守られます。 

相談にあたっては、事前に予約が必要となる場合があります。） 

 

  

   ◎放課後児童クラブ全般に関する問い合わせ先（鹿島市役所福祉課） 

電話 0954-63-2119 

 

◎子育ての相談、ファミリー・サポート・センターの利用について 

（子育て支援センター・市民交流プラザ４階） 

電話 0954-63-0874 

 

   ◎乳幼児に関わる相談（子育て総合相談センター・保健センター内） 

電話 0954-68-0300 
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令和３年度 鹿島市放課後児童クラブ一覧 

学校名 クラブ名 施設名 電話＆FAX兼用 

鹿島小 

わんぱくクラブ 

リス組 

鹿島小敷地内 

専用施設 
0954-63-3242 

わんぱくクラブ 

パンダ組 

鹿島小敷地内 

専用施設 
0954-62-1096 

わんぱくクラブ 

キリン組 

鹿島小 

専用施設 
0954-63-6520 

明倫小 

げんきクラブ 明倫堂 0954-62-9121 

ほがらかクラブＡ 
体育館 

ミーティングルーム 
0954-62-6971 

ほがらかクラブＢ 
体育館 

ミーティングルーム 
0954-62-6972 

ほがらかクラブＣ 明倫小音楽室 ほがらかクラブＡと
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兼用 

学校名 クラブ名 施設名 電話＆FAX兼用 

北鹿島小 

かがやきクラブＡ 
北鹿島小敷地内 

専用施設 
0954-63-4850 

かがやきクラブＢ 
北鹿島小敷地内 

専用施設 
0954-62-5655 

能古見小 すぎの子クラブ 学校内教室 0954-62-3388 

浜小 

光の子クラブＡ むつごろう荘 0954-63-2441 

光の子クラブＢ 学校内教室 0954-63-6012 

古枝小 

ひまわりクラブＡ 
古枝小敷地内 

専用施設 
0954-63-3438 

ひまわりクラブＢ 
古枝小敷地内 

専用施設 
0954-62-6688 

七浦小 ゆめっ子クラブ 学校内教室 0954-62-8165 

音成分校 星の子クラブ 多目的ホール（２階） 0954-63-6569 

※全てのクラブで留守電機能付きです。 
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マチコミメールへの登録をお願いします 

 

 鹿島市放課後児童クラブでは連絡事項（緊急時を含む）をマチコミメールにてお知らせし

ています。受信するためには登録が必要となりますので、以下の手順に沿って設定を行って

ください。 

 

 

〇事前準備 

 「＠ｍａｃｈｉｃｏｍｉ．ｊｐ」からのメールが受信できるように必ず 

ドメイン指定受信設定を行ってください。 

 

〇登録手順 

【スマートフォンの方】 

① ご利用の機種に対応したアプリ(無料) をインストールしてください。 

ページ右のＱＲコードからインストール画面へ行けます。→ 

② アプリを起動し「新規登録」をタップしてください。 

③ 利用規約をお読みいただき、「同意」をタップしてください。 

④スマートフォンで受信可能なメールアドレスとパスワード、PIN コード等、

必要項目を入力してください。 

⑤ 入力したメールアドレス宛に認証コードが届きます。届いた認証コードを

アプリに入力してください。 

⑥ ユーザー情報入力画面が表示されます。必要事項を入力し、「登録」をタ

ップしてください。 

⑦ グループ登録画面が表示されます。次ページの「登録用メールアドレス」

を入力し、グループへの登録手続きを行なってください。 

⑧ 手続き後、アプリトップに登録したグループが表示されていれば完了です。 

  

【従来型携帯電話・ＰＣの方】 

① 次ページの登録グループ一覧を参照して、「在籍しているクラブのＱＲコ

ードを読み取る」または「登録用メールアドレス」にて空メールを送信し

てください。手続きに必要な情報が折り返しメールで届きます。 

② 返信メール内の「＜従来型携帯電話をご利用の方＞」のＵＲＬにアクセス

してください。 

③ 画面の手順に沿ってグループの登録を行なってください。 

 

 

アプリインストール 
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鹿島市放課後児童クラブマチコミメール登録グループ一覧 

グループ名 登録用メールアドレス ＱＲコード 

わんぱくリス yfnt2747@machicomi.jp 

 

わんぱくパンダ yfnt8657@machicomi.jp 

 

わんぱくキリン yfnt7892@machicomi.jp 

 

げんき yfnt7279@machicomi.jp 

 

ほがらかＡ yfnt3734@machicomi.jp 

 

ほがらかＢ yfnt7668@machicomi.jp 

 

ほがらかＣ yfnt3992@machicomi.jp 

 

かがやきＡ yfnt6296@machicomi.jp 

 

かがやきＢ yfnt8364@machicomi.jp 

 

mailto:yfnt2747@machicomi.jp
mailto:yfnt8657@machicomi.jp
mailto:yfnt7892@machicomi.jp
mailto:yfnt7279@machicomi.jp
mailto:yfnt3734@machicomi.jp
mailto:yfnt7668@machicomi.jp
mailto:yfnt3992@machicomi.jp
mailto:yfnt6296@machicomi.jp
mailto:yfnt8364@machicomi.jp
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すぎの子 yfnt3463@machicomi.jp 

 

光の子Ａ yfnt7346@machicomi.jp 

  

光の子Ｂ yfnt8846@machicomi.jp 

  

ひまわりＡ yfnt6368@machicomi.jp 

  

ひまわりＢ yfnt8826@machicomi.jp 

  

ゆめっ子 yfnt4749@machicomi.jp 

  

星の子 yfnt7299@machicomi.jp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yfnt3463@machicomi.jp
mailto:yfnt7346@machicomi.jp
mailto:yfnt8846@machicomi.jp
mailto:yfnt6368@machicomi.jp
mailto:yfnt8826@machicomi.jp
mailto:yfnt4749@machicomi.jp
mailto:yfnt7299@machicomi.jp
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Ｍ  Ｅ  Ｍ  Ｏ 


