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 運営法人 株式会社 スマイルクルー 

（注）本案内の内容は、平成２８年１月時点で作成したものです。 
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１ 放課後キッズクラブとは 

放課後キッズクラブは、すべての子どもたちを対象にして、小学校施設を活用し、「遊びの場」

と「生活の場」を兼ね備えた安全で快適な放課後の居場所を提供することを目的とした事業です。 

  駒林小学校放課後キッズクラブは、港北区が選定した法人（株式会社 スマイルクルー）が運営

を行っています。 

 

２ 運営法人「株式会社 スマイルクルー」について 

  駒林小学校放課後キッズクラブを運営する株式会社スマイルクルーは以下の企業理念（抜粋）を 

挙げています。 

「私たちにとって大切なものは、明日を担う子どもたちであり、スマイルクルーを必要としている 

会社であり、又、一緒に働く仲間であると思います。人と人、企業と企業をつなぐことによって、 

皆に笑顔を届ける事ができる企業になりたいと思います。スマイルクルーは、訪問する先々で幸せを

伝達する企業です。」 

 

３ 放課後キッズクラブの開設日について 

放課後キッズクラブは、次に揚げる日を除き毎日開設します。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日 

（３）１２月２９日から１月３日まで 

 

４ 駒林小学校放課後キッズクラブの活動内容及び開設時間について 

★活動内容：児童のための『自由遊び』が主な活動です。 

その充実のために楽しい体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやｲﾍﾞﾝﾄを単発や継続形式で実施致します。 

地域交流・親子交流や保護者のためのものも計画しております。 

       

○ﾌﾘｰｷｯｽﾞ…要登録/予約不要。自由に参加し自主的に遊ぶところです。自分達で日暮れまでに帰宅

します。弁当やおやつは食べません。警報発令や集団下校や休校時、小学校の方針に

沿って急遽中止する事があります。 

 

●ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ(お迎えｷｯｽﾞ)…要登録/※①要予約。予約日は自分で帰らずに保護者のお迎えまで、おや

つや宿題や遊んで待つ居場所。弁当・おやつ時間あり。警報発令・集団下校や休校時

（流行疾患での学級閉鎖児童は参加不可あり）でもｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞのみ実施します。 

※①留守家庭児童安全対策として必要時に予約して参加してください。 

 

★開設時間： 

平日実施〔学校のある日〕－学校から直接参加。 

○ﾌﾘｰｷｯｽﾞ… 授業終了後から午後 5時（10月/2月4：30／11月～1月4：00）まで。 

●ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ(お迎えｷｯｽﾞ)… 授業終了後から午後5時又は午後7時まで。（給食のない日は弁当持参。） 

 

休日実施 〔土、振替休日、学校長期休業日〕－家から参加。 

○ﾌﾘｰｷｯｽﾞ… 午前9時から午後12時30分まで。 

●ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ(お迎えｷｯｽﾞ)… 午前8時30分から午後5時又は午後7時まで。（弁当持参） 
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※児童のキッズへの参加／帰宅につきまして、安全配慮の注意を促していきますが、ご家庭

でもご注意をお願いします。参加／帰宅の道中は保護者責任とさせて頂きますのでご了承く

ださい。 

※土曜日及び学校長期休業日並びに午後５時以降については、利用希望者がいない場合など

は実施時間の変更または閉所することがあります。 

 

注）警報発表時等の対応について 

（１）警報発表時等の対応 

 

 警報発表時等の放課後キッズクラブの対応 

学校がない日 

午前７時の段階で、横浜市内に「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」「降灰

予報」が発表された場合、放課後キッズクラブは、児童の安全対策を最優先とした

うえで開所し、 

キッズクラブのみ受入れを行います。なお、利用する場合は、必ず保護者又は保

護者から指定された方の送迎が必要です。 

学校が

ある日 

登校前 

午前７時の段階で、横浜市内に「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」「降灰

予報」が発表された場合、学校は児童の安全確保のため、全市一斉に「臨時休校」

となります。 

放課後キッズクラブは、児童の安全対策を最優先としたうえで開所し、 

キッズクラブのみ受入れを行います。なお、利用する場合は、必ず保護者又は保

護者から指定された方の送迎が必要です。 

登校後 

児童登校後、横浜市内に「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」「降灰予報」が

発表された場合、児童の安全対策を最優先としたうえで放課後キッズクラブを開所

し、キッズクラブのみ受入れを行います。なお、警報発表中は、児童の帰宅時間に

関わらず、必ず保護者又は保護者から指定された方のお迎えが必要です。 

放課後 

 警報・降灰予報発表中は、児童の帰宅時間に関わらず、利用しているすべての児

童の保護者又は保護者から指定された方のお迎えが必要です。児童はお迎えが来る

まで放課後キッズクラブで待機します。 

※できるだけ早いお迎えをお願いします。 
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（２）特別警報発表時の対応 

 

５ 対象児童について 

  対象児童は、原則として、当該小学校に通学している１年生から６年生までの児童です。 

それ以外では、当該小学校の通学区域内に居住し、国立小学校、私立小学校または特別支援学

校に通学する児童を含みます。 

 

６ 利用区分について 

   利用方法及び就労状況等によって、「利用区分１」と「利用区分２」の２種類の登録方法があ

ります。なお、年度途中での区分変更は可能です。（１）月の途中の変更はできません。 

（２）「利用区分２」には定員があるため、登録状況により「利用区分２」の登録及び「利用

区分１」から「利用区分２」への変更はお断りさせていただくことがあります。 

（３）表内は参考としてご覧ください 

 

 特別警報発表時の放課後キッズクラブの対応 

学校がない日 特別警報が発表された場合、放課後キッズクラブはすべて閉所となります。 

学校が

ある日 

登校前 特別警報が発表された場合、放課後キッズクラブはすべて閉所となります。 

登校後 
児童登校後に特別警報が発表された場合は、帰宅の安全が確保されるまで、児童

は学校で留め置きとなります。 

放課後 
放課後に特別警報が発表された場合は、帰宅の安全が確保されるまで、児童は放

課後キッズクラブで保護者又は保護者から指定された方のお迎えが来るまで留め

置きとなります。 

 フリーキッズで参加 キッズクラブで参加 

区分 （利用区分１／利用区分２） 利用区分１ 利用区分２ 

利用時間 

平日：放課後～午後５時まで 

（秋春4：30・冬4：00） 

 

土曜日及び学校長期休業日： 
午前9時00分～午後12時30分まで 

平日：放課後～午後５時まで 

          （※１） 

土曜日及び学校長期休業日： 

午前8時30分～午後5時まで 

           （※１） 

※１お迎えが何らかの事情で遅れる

場合は、午後7時まで 

平日：放課後～午後７時まで 

 

土曜日及び学校長期休業日： 

午前8時30分～午後7時まで 

登録条件 なし なし 
留守家庭児童（就労等により児

童が帰宅する時間に週１日以上

保護者が家庭にいない児童） 

定員 なし なし ８０名 

就労証明書等 － － 

就労証明書等の提出が

必要です。 
（「１０ 利用申込につい

て」をご覧ください） 
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７ 広報誌『キッズニュース』 

 

放課後キッズクラブから保護者の皆さまやお子さんへのお知らせは、放課後キッズクラブが発行する『キ

ッズニュース』により行います。『キッズニュース』の内容については、ぜひ、お子さんと一緒に確認をお願

いします。 

 

（１）発行日と配付方法 

『キッズニュース』は毎月月末に発行し、学校の担任の先生を通じて、全校児童に『キッズニュース』

を配付致します。 

 

（２）『キッズニュース』の内容 

① 翌月の予定 

放課後キッズクラブの翌月の予定等をお知らせします。 

放課後キッズクラブのプログラムには「事前申し込みが不要なプログラム」「事前申し込みが必要な

プログラム」があります。これらプログラムの内容、申込締切日、申込方法等をお知らせします。 

土曜日の学校行事（運動会や遠足等）後や、宿泊行事後の代休日の開所時間等、普段と利用方法が 

異なる場合の利用方法等のお知らせや、保護者会や親子利用型プログラム、防災・避難訓練等のお知 

らせもします。 

 

② 活動の様子 

放課後キッズクラブの日々の活動の様子や、実施したプログラムの内容等をお知らせします。 

写真付の分かりやすい内容でお知らせしますので、お子さんと一緒に楽しんでください。 

 

③ お知らせとお願い 

放課後キッズクラブからのお知らせとお願いを随時掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※キッズクラブ利用予定表の配布については、平成２９年度登録説明会にてご連絡致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～『キッズニュース』への写真掲載について～ 

『キッズニュース』では、子どもたちの活動の様子を写真入りで掲載します。『キッズニュース』は、

放課後キッズクラブの紹介のため、学校外の方へお渡しすることもあります。写真掲載を希望されない場

合は、放課後キッズクラブへお知らせください。 
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傷害見舞金制度の内容 

１ 傷害見舞金制度負担金 

利用児童１人あたり（※１）年額500円 

※１世帯あたりではありません。（申し込みの年度内有効） 

 

２ 傷害見舞金（平成28年度） 

１人につき 通院（１日目から）   １日あたり3,000円 

入院（１日目から）    １日あたり4,000円 

死亡                250万円 

後遺障害          ７万５千円～250万円 

 

見舞金制度のため、医療機関にかかる全額が補償されるものではありません。 

定額の支払いとなります。 
 

３ 対象となる事故の範囲 

①放課後キッズクラブに利用中の児童の事故 

②放課後キッズクラブと自宅の間を往復途中の児童の事故（交通事故も含む） 
 

４ 支払方法 

ゆうちょ銀行または郵便局のＡＴＭにおいて、放課後キッズクラブで配付する払込取扱票

を用いてお支払いください。 

なお、ゆうちょ銀行の口座をお持ちの場合は、ＡＴＭにおいて、電信振替（相手の口座へ

預かり金を振り替える送金方法）ができます。 
 

５ その他 

・市内で転校した場合は、新たに負担金をお支払いいただく必要はありません。 

・利用申込みに際して提出していただいた個人情報については、見舞金の請求のために契

約保険会社に提供することがありますのでご了承ください。 

 

８ 傷害見舞金制度について 

放課後キッズクラブでは、利用いただく皆様に、「傷害見舞金制度」にご加入いただくとともに、「傷

害見舞金制度負担金」のご負担をお願いしています。 

傷害見舞金制度とは、放課後キッズクラブの活動中及び放課後キッズクラブと自宅の往復途中（自

宅への一時帰宅も可）に発生した事故等による怪我で、児童が医療機関等を受診した場合に、見舞金

が支払われる制度です。 

制度の加入に際して、児童 1人につき年額500円を負担していただきます。 

放課後キッズクラブで配付している専用の払込取扱票にて、傷害見舞金制度負担金（500 円）をお

支払いいただき、放課後キッズクラブの利用申込み手続きをしてください。 

また、「傷害見舞金制度に関するＱ＆Ａ」及び「傷害見舞金制度負担金のお振り込みと放課後キッズ

クラブの利用申込み方法について」も添付していますので、あわせてご一読ください。 
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９ 利用料について 

１）放課後キッズクラブの利用に際しては、次の費用がかかります。※表内は参考としてご覧ください 

項目 利用区分１ 利用区分２ 

利用方法 ﾌﾘｰｷｯｽﾞ ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ ﾌﾘｰｷｯｽﾞ ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ 

傷害見舞金制度負担金 児童１人につき年額500円 

利用料 無料 
※午後５時以降も

利用する場合は 

１回800円 

月額5,000円 

利用料の減免制度が適用される世帯は

月額2,500円 

おやつ代   
実費相当額 

１回１００円 
  

実費相当額 

１回１００円 

材料費 実費相当額 

 

【利用料減免制度について】 

放課後キッズクラブには、利用料の減免制度があります。減免対象となるのは、「利用区分２」

の月額利用料のみです。おやつ代、材料費及びプログラム利用費等の実費、「利用区分１」の一時

利用料（１回800円）については、減免対象外となります。 

※減免制度対象世帯の方は、世帯の状況により、次の書類の提出が必要です。利用申込書を放

課後キッズクラブへ提出する際に、あわせて提出してください。 

世帯の状況 提出が必要な書類 

生活保護世帯 
保護証明書【原本】又は生活保護費支給証【写し】 
※保護証明書は、区役所生活支援課生活支援係の担当ケースワーカ

ーに依頼してください。（無料） 

市民税所得割非課税世帯 

次のいずれかの書類 

①市民税・県民税課税（非課税）証明書【原本】 
※区役所税務課で取得することができます。（１件につき 300円

がかかります） 

②市民税・県民税税額決定・納税通知書【写し】 
 ※区役所で納入している場合は、区役所から送付されます。 

③給与所得等に係る市民税・県民税【写し】 
 ※勤務先で徴収されている場合は、勤務先からもらえます。 

 

★利用料の減免を受けようとする月によって、必要な各種証

明書の年度が異なります。詳細は駒林小学校キッズクラブ

にお問い合わせください。 

平成 24 年税制改正による扶養控除

見直し前の旧税額計算により市民

税所得割非課税となる世帯 

上記、①～③のいずれかの書類及び住民票（世帯全員の記載

があるもの） 

寡婦（夫）控除をみなし適用し市民

税所得割非課税となる世帯 

寡婦（夫）控除みなし適用のご案内チラシを添付しています

ので、《紫色の用紙》をご確認ください。詳細は、横浜市こ

ども青少年局放課後児童育成課（TEL:671-4068）へお問い合

わせください。 
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１０ 利用申込について 

  駒林小学校放課後キッズクラブの参加にあたっては、下記の書類をキッズクラブへ提出して頂

きます。 

 

○提出方法 

  ・平成２９年度キッズクラブ登録受付保護者説明会時 

  ・登録受付日 

 

○提出書類 

・【駒林小学校放課後キッズクラブ】利用申込書 ※表裏記入 

 

★『利用区分２』申込の方のみ★ 

  ※保護者（その子どもの親、または親に代わる者）のものが必要です。 

保護者の状況 提出が必要な書類（所定用紙あり） 

会社員、公務員等 

就労（予定）証明書 勤務予定者 

産休中及び育休中 

自営業 自営業従事者等申告書 

病気の方 

看護・介護中の方 

病気・障害等申告書 

※診断書を添付してください。 

障害のある方 

病気・障害等申告書 

※身体障害者手帳、療育手帳、その他障害の状況が

確認できる書類を添付してください。 

在学中（中学生、高校生除く） 学生証の写し又は在学証明書 

震災、風水害、火災その他の災害の

復旧に当たっている方 

罹災証明書 
※地震による家屋損壊の場合は区役所、火災及び風水害に

より被災した場合は消防署で発行しています。 

（証明には本人確認書類が必要です。） 

※所定の用紙は必要な方に説明会時又は登録受付時にお渡し致しますので、お申し出ください。 

 

１１ 利用承認等について 

  利用申込書の記入内容に不明な点があった場合や、「利用区分２」の登録をお断りする場合など

は、申込先の駒林小学校放課後キッズクラブまたは運営法人株式会社スマイルクルーから事前に

ご連絡させていただきます。 

  特に連絡がない場合には、利用開始日からの参加が可能です。 

 

１２ 問い合わせ先 

駒林小学校放課後キッズクラブ      TEL：５６３－３１９３  FAX：５６３－３１９３ 
運営法人 株式会社 スマイルクルー     TEL：３６１－４３５５  FAX：３６１－４３５６ 
横浜市港北区こども家庭支援課      TEL：５４０－２２１２  FAX：５４０－２４２６ 
横浜市こども青少年局放課後児童育成課      TEL：６７１－４０６８  FAX：６６３－１９２６ 


