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木津川市教育委員会学校教育課学務係

TEL：0774-75-1230(直通)

１．児童クラブの趣旨

保護者や家族が就労等により昼間家庭にいない小学校の児童に対し、放課後等に

生活指導及び適切な遊びを通して、児童の心身の健全な育成を図る施設です。

２．対象となる児童

（１） 木津川市内に住所を有する小学校１年生～６年生で、昼間帰宅しても保護者

（１８歳以上６５歳未満で世帯分離をしている方を含む、すべての世帯員）

の就労等により、適切な保育を受けられない児童

① 保護者等が就労等の理由により、週４日（又は月１６日）以上かつ児童ク

ラブ開所時間である午後１時～６時の間、自宅に不在である児童

② 保護者等が病気又は看護等により、家庭で適切な保育を受けられない児童

③ 保護者が出産前後のため、家庭で適切な保育を受けられない児童

（入会期間は出産予定月の２か月前から出産月の２か月後の月末まで）

（２）木津川市内に住所を有しない児童であっても、保護者の勤務先もしくは通学

先が木津川市内であれば対象となります。

３．入会手続について

（１）新年度（４月）からの入会

一斉申込受付期間内に受理した申請を優先し、入会調整を行います。

≪直接提出の場合≫

一斉申込受付期間中に学校教育課又は児童クラブに必要書類を提出してください。

※一斉申込期間中は、令和３年４月からの入会希望の申込みのみ受付します。

※入会申込みは年度毎の申込みが必要となりますのでご注意ください。

≪郵送提出の場合≫

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。

（２）令和３年度途中の入会

入会希望日の１か月前から７日前までに、学校教育課に必要書類を提出してく

ださい。

受付場所 一斉申込受付期間と日時

学校教育課

（市役所２階）

受付期間：令和２年１０月２０日(火) ～２６日（月）
２０日（火）～２３日（金）午前８時３０分～午後５時１５分

２４（土）・２５日（日） 午前９時００分～正午

２６日（月） 午前８時３０分～午後５時１５分

児童クラブ
２０日（火） ～２６日（月）のうちの平日

午後１時００分～午後６時００分

送付先 受付期間

〒619-0286

京都府木津川市木津南垣外 110-9

木津川市教育委員会 学校教育課学務係

１０月２０日(火) ～２６日（月）
※１０月２６日消印有効

令和３年度木津川市放課後児童クラブ入会案内
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【入会申請にあたっての注意事項】

・必ず、保護者の方が申込みを行ってください。

・児童クラブ受付分については、学校教育課で内容審査を行い、後日申請書の内

容について確認の連絡をさせて頂く場合があります。

・書類に不備がある場合や、入会条件を満たしていない場合は受付できません。

・使用料に未納がある方は、入会申込みをされるまでに納入してください。未納

がある方は、入会申込みをされても申込書を返却し、入会をお断りします。

４．入会手続に必要な書類

入会手続きに必要な書類は、次の（１）から（３）の書類です。（１）と（２）の

書類については、ホッチキス留め（左上１か所）をしてご提出ください。

詳細については、６ページの一覧表をご覧ください。

（１） 児童クラブ入会申請書

児童１人につき、それぞれ１部提出してください。

記載例は７ページ以降にあります。

（２）保育を必要とする証明（申立）書

（申込日の３か月以内に作成された証明（申立）書のみ有効）

※同居する世帯員（１８歳以上６５歳未満で世帯分離をしている方を含む）、

すべての方の証明（申立）書が必要です。

※きょうだいで同時申し込みの場合はどちらかに原本を添付し、もう片方に

はコピーを添付してください。添付がない場合は受付できません。

（３）口座振替納付依頼書

５．入会決定

（１）新年度（４月）からの入会

一斉申込受付期間内に申請された方は審査のうえ、令和３年１月下旬（予定）

に入会決定通知書をお送りします。

（２）令和３年度途中の入会

受付順に審査し入会決定通知書をお送りします。

※待機児童が発生した場合、低学年・ひとり親家庭等を優先し審査します。

６．開所時間及び閉所日

※保護者の方の仕事等が終わられましたら、速やかにお迎えをお願いします。

※開所時間内のお迎えを厳守し、困難な場合には、ファミリー・サポート・セ

ンター制度の活用もご検討ください。

お問い合わせ先：木津川市社会福祉協議会（℡０７７４－７１－９５５９）

区分 通常利用 延長利用（有料）

平日 下校時～18:00
18:00～19:00

長期休み、振替休日 8:00～18:00

土曜日(登録制) 8:00～18:00 ―

日曜、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、学校行事（運動会等）のた

め長時間在校の日は児童クラブは閉所となります。
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※習い事等により児童１人で帰宅する必要がある場合は、児童１人で帰宅する

同意書の提出が必要です。

※児童が児童クラブから一度退出した場合又は学校から自宅等へ一度帰宅した

場合は、再通所による児童クラブへの入室は認めておりません。

７．土曜日の開設

土曜日の利用には、「土曜日出席登録書」の提出が必要です。各児童クラブで定め

られている提出締切日までに児童クラブへ提出してください。

保護者の方が土曜日の勤務がない場合は登録できません。勤務されていない日は

ご家庭での保育をお願いします。

なお、土曜日は出席児童が０名となった時点で、閉所となります。（電話は留守番

電話での対応となります。）

８．臨時閉所

次の場合は児童クラブを臨時閉所します。

①天気予報で「京都府南部」「山城南部」に特別警報又は警報（以下、「警報等」

といいます。）が発令された場合(木津川市が含まれているとき)

②災害、新型コロナウイルス感染症等発生の場合

※新型コロナウイルス感染症発生時等の対応については、市ホームページ等をご

覧ください。

③木津川市に「震度５弱」以上の地震が発生した場合

※気象庁の発表は、「木津川市○○町（地域ごと）」となる場合がありますが、

市内のどこか１つの地域でも「震度５弱」となれば、上記の対応とします。

警報等の状況
対応

時間帯 発令状況

小学校休校日

（土曜日、長

期休み、振替

休日等）

午前７時現在 警報等発令 自宅待機

午前７時４５

分まで

警報等解除 開所

警報等が解除されない 閉所

児童クラブ登

所中
警報等発令

保護者に連絡、児童

帰宅後に閉所

小学校開校日

（平日）

午前９時まで

警報等が解除されて学校

がある場合
開所

警報等が解除されず学校

が休校となる場合
閉所

小学校授業中 警報等発令
学校指導のもと下

校、閉所

児童クラブ登

所中
警報等発令

保護者に連絡、児童

帰宅後に閉所

状 況 対 応

地震発生により小学校が臨時休校となった場合 閉所

開所中に「震度５弱」以上の地震が発生した場合

状況に応じて、保護者の

お迎えまで所定の避難

場所にて待機
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９．使用料・延長利用料

（１）児童クラブ使用料及び延長利用料は下記のとおりです。

※次のいずれかに該当するときは、使用料が減額又は免除となりますので「放課

後児童クラブ使用料減免申請書」および添付書類を提出してください。

①生活保護世帯

②保護者が災害又は疾病等により負担能力を失ったと認められる場合

③ひとり親家庭等（母子・父子家庭および父又は母に代わって児童を養育する

者）であり、かつ、市町村民税非課税世帯

※市町村民税は令和３年度（令和３年６月に決定）分です。

（２）使用料の納入について

使用料は、毎月月末（休業日の場合は翌営業日）に指定口座から引き落とし

ます。延長利用料金は、翌月の月額使用料に合算して引き落とします。

（３）使用料は入会時点で発生し、一度も出席がない場合や、月途中での入退会の

場合でも１か月分の使用料となります。使用料の日割り計算は行いません。

（４）退会届の提出がないと、在会（登録）扱いとなり使用料が発生します。

１０．おやつ

おやつの取り扱いは、次のとおりです。

１１．諸手続きについて（以下の(１)～（３）は児童クラブ又は学校教育課へ提出）

（１）入会・退会申請、入会決定を取下げる場合

「入会・退会申請取下届」を提出してください。入会申請の取下届を提出さ

れない場合は、入会月より使用料が発生します。

（２）退会する場合

退会される月の月末（厳守）までに「退会届」を提出してください。退会日

を遡ることはできません。退会届の提出がないと、在会（登録）扱いとなり

使用料が発生します。

（３）申請書の記載事項を変更する場合

入会申請時より申請書の記載事項を変更する方は、「放課後児童クラブ入会申

込書記載事項変更届」を提出してください。勤務先が変更となる場合は「保

育を必要とする証明（申立）書」を、指定口座を変更する場合は、「口座振替

納付依頼書」を併せてご提出ください。

区分 使用料 延長利用料

１人目の児童 ６,０００円
児童１人につき１００円／３０分

※午後６時となった時点で延長料

金が発生します。

※減額、免除はありません。
２人目以降の児童 ３,０００円

配布対象児童 １~３年生 アレルギーがある方、その他の学年の希

望者は各クラブへご相談ください。

おやつ代 月額１，０００円 児童クラブで徴収します。

配布する日
月～金曜日に児童

クラブから配布

学校休業日（土曜日、春・夏・冬休み等）

は各自持参してください。
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（４）再入会する場合

一度退会され、年度内に再び入会を希望する方は、「放課後児童クラブ入会申

込書（再入会用）」及び「保育を必要とする証明（申立）書」（申込日の３か

月以内に作成された証明（申立）書のみ有効）を、再入会希望日の１か月前

から７日前までに、学校教育課まで提出してください。

１２．傷害保険（加入は任意です）

（１）保険加入料は、児童１人あたり年間８００円（途中退会等の場合でも返金で

きません。）です。４月１日より加入を希望される方は、入会決定通知に同封す

る「児童クラブ傷害保険加入申込書」を指定する日までに児童クラブへ提出し

てください。４月１日以降は随時受け付けていますので加入申込書をご提出く

ださい。

（２）保険の給付内容は、次のとおりです。

（３）保険期間は保険適用日（提出日により異なる）から翌年３月３１日までです。

（４）災害や故意によるケガ等は保険の対象になりません。

（５）４月１日の入会決定を受けた方が入会申請を取り下げられる場合、その期日

によっては保険が有効となり、納付済みの保険料が返金できない場合がありま

す。取り下げをされる場合は、入会決定通知書に同封しているスポーツ安全保

険申込書の締切日までに「児童クラブ入会・退会申請取下届」を提出願います。

１３．児童の病気・事故

（１） 児童の急病や、事故等が発生した場合は、直ちに保護者へ連絡いたします。

（２） 緊急を要する場合、救急車を呼んで医師の診察を受けることもありますが、

事故後の通院等は、保護者でお願いします。

（３）児童が「学校感染症」にかかっている時は、小学校の基準に従ってください。

なお、「学校感染症」により学級閉鎖又は学年閉鎖となった場合は、その学級・

学年に在籍する児童は、児童クラブに出席できません。

１４．各児童クラブ

※児童クラブは、各小学校内にあります。（木津児童クラブは学校内と学校敷地西側

に所在）

通院１日につき １,５００円
入院・通院１日目から給付対象

入院１日につき ４,０００円

名称 連絡先 名称 連絡先

木津 ７２－７１７４ 城山台（１号館） ７２－５８５２

相楽 ７２－７１４３ 城山台（２号館） ７２－５８５９

高の原 ７２－７１７７ 加茂 ７６－４１８６

相楽台 ７２－７４９９ 南加茂台 ７６－８２８４

木津川台 ７３－３４３５ 恭仁 ７６－８０４５

梅美台 ７３－３３６２ 上狛 ８６－４００７

州見台 ７２－９２５３ 棚倉 ８６－５２９４
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保育を必要とする証明（申立）書、口座振替納付依頼書について

保
育
を
必
要
と
す
る
証
明
書

証明書の種別 対象者 証明依頼先 備考

①就労証明書
会社員

公務員等
勤務先

②従事証明（確認）

書

自営業者
商工会

商工会議所

商工会等に所属していない等

の場合は、直近の確定申告書又

は開業届の写しを添付

農業従事

者

農業委員会

委員

③出産申立書

産前産後

２か月の

方

－

母子健康手帳の表紙及び出産

予定日の記入してあるページ

の写しを添付

④疾病診断書・

障がい申立書

疾病の方 医療機関

医師所見が「保育ができない」

と記載されている場合のみ入

会可能（診断書料は自己負担と

なります。）

障がいをお

持ちの方
－ 手帳等の写しを添付

⑤介護・看護申立書

介護・看

護されて

いる方

－

介護の場合は、介護保険被保険

者証の要介護度が分かるペー

ジの写しを添付

⑥就学申立書
就学され

ている方
－

在学証明書又は入学許可証、履

修科目が分かるものの写しを

添付

口
座
振
替
納
付
依
頼
書

ゆうちょ銀行以外

口座振替が利用できる金融機関は以下のとおりです。

南都銀行、関西みらい銀行、京都中央信用金庫

京都銀行、京都やましろ農業協同組合、三菱ＵＦＪ銀行、

りそな銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、近畿労働金庫、

奈良信用金庫

ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行を指定される場合のみ、直接銀行窓口で手

続きをしてください。

（払込先欄の記入方法）

ご加入者名 木津川市会計管理者

口座番号欄 01040-2-960173

払込開始日 入会月

払込金の種

別欄

30（その他 放課後児童クラブ使用料）

備考欄 児童クラブ名、児童名、生年月日


