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佐賀市放課後児童クラブ実施規則 （案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２第２項に

規定する放課後児童健全育成事業として実施する佐賀市放課後児童クラブ（以下

「児童クラブ」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 児童クラブの名称及び実施場所は別表第１のとおりとする。 

（対象児童） 

第３条 児童クラブに入会できる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。 

(1) 市内に居住し、又は市内の小学校に就学しているおおむね１０歳未満の児童 

(2) 保護者が就労等により昼間家庭にいないことが常態である児童 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める児童は、児童クラブに入会す

ることができる。 

（事業内容） 

第４条 児童クラブの事業内容は、次のとおりとする。 

(1) 児童への遊び及び生活の場の提供 

(2) 前号に掲げるもののほか、放課後における児童の健全な育成に必要な事業 

（休業日） 

第５条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) ８月１３日から８月１５日まで 

(4) １２月２９日から翌年１月３日まで 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日 

（開設時間） 

第６条 児童クラブの開設時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

とおりとする。 

(1) 月曜日から金曜日まで（市立小学校の休業日を除く。） 市立小学校の授業の

終了後から午後５時まで 

(2) 佐賀市立小中学校の管理運営に関する規則（平成１７年教育委員会規則第１８

号）に定める春季休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日で前条に掲

げる休業日を除く日 午前８時３０分から午後５時まで 

(3) 土曜日 午前８時３０分から午後５時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、児童クラブにおいて、保護者の就労時間、通

勤時間その他の事情を考慮して、開設時間の延長が必要と認めるときは、前項第１

号及び第２号に規定する開設時間の終了時間を午後６時３０分まで延長するものと
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する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開設時間

を変更することができる。 

（指導員） 

第７条 児童クラブに、１児童クラブにつき２人以上の指導員を置く。 

２ 指導員は、児童クラブに入会する児童の健全育成及び安全確保に関する業務を行

うほか、第４条に掲げる事業内容の実施に必要な業務を行う。 

（入会の手続） 

第８条 児童クラブに児童を入会させようとする保護者は、放課後児童クラブ入会申

込書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承諾を得なければならない。 

(1) 勤務証明書 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、入会の可否を決定

し、放課後児童クラブ入会の決定通知書により保護者に通知しなければならない。 

３ 入会の承諾期間は、４月１日から翌年３月３１日までの期間内で市長が定める期

間とする。 

（入会の不承諾） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入会の承諾をしないことが

できる。 

(1) 第３条に規定する対象児童に該当しないと認められるとき。 

(2) その他市長が児童クラブの運営上支障があると認めるとき。 

（入会の承諾の取消し等） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第８条第１項の規定によ

る入会の承諾を取り消すことができる。 

(1) 第３条に規定する対象児童に該当しなくなったと認められるとき。 

(2) 児童クラブに入会した児童（以下「入会児童」という。）の保護者が正当な理

由なく、利用料を滞納したとき。 

(3) 第６条第２項に規定する延長時間を利用する入会児童の保護者の迎えが、開設

時間内になされないことが常態化しているとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が児童クラブの管理運営上特に必要があると

認めるとき。 

（変更の届出） 

第１１条 保護者は、別表第２の入会区分を変更するときは、速やかに放課後児童ク

ラブ入会区分変更申込書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申込書を受理したときは、その変更の可否を決定し、放課後児童

クラブ入会の決定通知書により保護者に通知しなければならない。 

（退会の手続） 
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第１２条 保護者は、入会児童が第３条に規定する対象児童に該当しなくなったとき、

又は入会児童を児童クラブから退会させようとするときは、放課後児童クラブ退会

届を市長に提出しなければならない。 

（利用料等） 

第１３条 市長は、入会児童の保護者（以下「保護者」という。）から、児童クラブ

事業を実施するために必要な経費の一部を実費として、別表第２に定める料金（以

下「利用料」という。）を徴収する。 

２ 利用料は、毎月末日までに納入しなければならない。ただし、１２月分の利用料

金については、１２月２８日までに納入しなければならない。 

３ 月の途中において児童クラブに入会や児童クラブから退会、又は入会区分の変更

をした場合であっても、当月分の利用料は定額を納入しなければならない。 

４ 利用料の納入は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により行う。 

５ 保護者は、利用料のほか、おやつ代等としてその実費を負担するものとする。 

（利用料の減免） 

第１４条 市長は、利用料を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を免

除し、又は減額することができる。 

(1) 保護者の前年中の収入に対する所得税及び市町村民税が非課税の場合 第６条

第１項第１号の開設時間に係る利用料（以下「基本分」という。）の全額及び同

項第２号の開設時間に係る利用料（以下「長期休業分」という。）の半額。 

(2) 同一世帯から２人以上の児童が入会している場合 最年少の児童以外の児童の

基本分の全額及び長期休業分の半額。 

(3) その他市長が特に必要と認めた場合。 免除又は必要な額の減額 

２ 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、放課後児童クラブ利用料

減額・免除申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、減免等の可否

を決定し、放課後児童クラブ利用料減免等決定通知書により申請者に通知する。 

（利用料の還付） 

第１５条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める

ときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（事業の委託） 

第１６条 市長は、第４条に規定する事業（以下「児童クラブ事業」という。）を効

果的に実施するため、市長が認めた団体（以下「運営団体」という。）に当該事業

の実施を委託できるものとする。 

２ 第１３条及び第１４条の規定は、前項の規定により運営団体に児童クラブ事業の

実施を委託する場合について準用する。この場合において、第１３条中「別表第２

に定める料金」とあるのは「運営団体が定める料金」と、同条及び第１４条中「市

長」とあるのは「運営団体」と読み替えるものとする。 
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（保護者の責務） 

第１７条 入会児童の保護者は、児童クラブの円滑な運営に協力しなければならない。 

（傷害保険等） 

第１８条 入会児童の安全を図るため、入会児童は傷害保険に加入するものとし、そ

の保険料は保護者が負担するものとする。 

（疾病等に伴う費用の負担） 

第１９条 児童クラブの開設時間中に入会児童が疾病等のため医師の治療を受けた場

合は、当該治療にかかる費用については、その保護者が負担するものとする。 

（その他） 

第２０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の規定にかかわらず、川副町、東与賀町、久保田町及び富士町の区域に

おける児童クラブは、施行日から平成２１年３月３１日までの間においては、なお

従前の例によるものとする。 
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別表第１（第２条関係） 

名称 実施場所 

高木瀬児童クラブ 佐賀市高木瀬東５丁目６番１２号 

鍋島児童クラブ 佐賀市鍋島１丁目１番２号 

開成児童クラブ 佐賀市鍋島町大字森田３５番地１ 

神野児童クラブ 佐賀市神野西１丁目４番１０号 

兵庫児童クラブ 佐賀市兵庫町大字渕１２９５番地 

北川副児童クラブ 佐賀市木原３丁目１２番１号 

日新児童クラブ 佐賀市長瀬町９番１５号 

本庄児童クラブ 佐賀市本庄町大字本庄１３１番地１ 

若楠児童クラブ 佐賀市若楠３丁目２番１号 

新栄児童クラブ 佐賀市新栄東２丁目６番３４号 

西与賀児童クラブ 佐賀市西与賀町大字厘外１４３７番地 

巨勢児童クラブ 佐賀市巨勢町大字高尾１０８番地 

循誘児童クラブ 佐賀市高木町１５番３０号 

赤松児童クラブ 佐賀市中の館町１番３９号 

嘉瀬児童クラブ 佐賀市嘉瀬町大字十五１２番地１ 

久保泉児童クラブ 佐賀市久保泉町大字川久保１３５７番地１ 

蓮池児童クラブ 佐賀市蓮池町大字小松１０００番地 

金立児童クラブ 佐賀市金立町大字千布２１４４番地１ 

勧興児童クラブ 佐賀市成章町３番１６号 

諸富北児童クラブ 佐賀市諸富町大字大堂９９０番地 

諸富南児童クラブ 佐賀市諸富町大字為重９２０番地１ 

春日児童クラブ 佐賀市大和町大字尼寺１４８８番地２ 

春日北児童クラブ 佐賀市大和町大字久池井１７７７番地１ 

川上児童クラブ 佐賀市大和町大字東山田１８０７番地１ 

富士児童クラブ 佐賀市富士町大字古湯８９８番地 

富士南児童クラブ 佐賀市富士町大字小副川１３８３番地２ 

東与賀児童クラブ 佐賀市東与賀町大字田中４３５番地５ 

久保田児童クラブ 佐賀市久保田町大字徳万２５１３番地１ 

南川副児童クラブ 佐賀市川副町大字鹿江６７４番地 

中川副児童クラブ 佐賀市川副町大字福富１３１６番地 

西川副児童クラブ 佐賀市川副町大字小々森１５０番地１ 

大詫間児童クラブ 佐賀市川副町大字大詫間４９６番地 

松梅児童クラブ 佐賀市大和町大字梅野２２３１番地２ 

三瀬児童クラブ 佐賀市三瀬村三瀬２７６９番地１ 



資料 

 

 

別表第２（第１２条関係） 

 

 

 

 

 

 

入会区分 利用料 

月曜日から金曜日の授業

終了後から午後５時まで

の利用（基本分） 

月額１，０００円 

春季休業期間、夏季休業

期間、冬季休業期間及び

学 年 末 休 業 期 間 の 利 用

（長期休業分） 

 

春季休業期間（４月）  ２，０００円 

夏季休業期間（７月）  ４，０００円 

      （８月）  ８，０００円 

冬季休業期間      ２，０００円 

学年末休業期間（３月） ２，０００円 

午後５時以降の延長分の

利用（延長分） 

 

月額１，３００円 

土曜日の利用 月額１，３００円 


