
令和３年11月22日(月)～12月３日(金) ※ 消印有効

受付期間中に「厚木市立放課後児童クラブ入所申請書」、「勤務（内定）証明書」など

必要書類を全て揃えた上で、こども育成課まで郵送にて申請をしてください。（必要書

類の詳細はP８「申請に必要な添付書類」に記載。）

※ 現在、児童クラブに入所し、継続又は兄弟姉妹の入所申請をする方は、入所している
児童クラブでも受付ができます。

令和４年２月1４日（月）からは、５月１日以降の随時入所として申請受付を行います。

必要書類を全て揃えた上で、こども育成課窓口に申請してください。（郵送での申請を希望する場合は、

事前にこども育成課にご連絡ください。）
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厚木市立放課後児童クラブ入 所 案 内令和4年度

受付期間

申請方法

審査結果

４月入所の受付 （４月１日から利用を希望する場合）

原則、毎月１日付けの入所となります。

入所希望月の前々月の11日から前月の１０日まで
※ １０日が土・日曜・祝日の場合は、直前の開庁日までに申請してください。

月曜日～金曜日（祝日を除く。） ８時３０分～１７時１５分

こども育成課窓口(厚木市役所第二庁舎３階)

入所希望月の前月１５日～２０日頃通知します。

入所日

受付期間

受付時間

随時入所の受付 （５月１日以降の利用を希望する場合）

※ 夏休み期間限定の入所受付については、広報あつぎ、ホームページ等でお知らせいたします。

審査結果

受付場所

いずれの申請においても、入所希望者が児童クラブの受入れ可能人数を超えた場合は、

待機となります。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での申請受付としております。

この入所案内には、厚木市立放課後児童クラブ（以下「児童クラブ」という。）の入所及び利
用に関わる重要な事項が記載されていますので、必ずお読みになってから申請してください。

郵送先住所 (宛先) 〒243-8511 厚木市中町3-17-17

こども育成課 児童クラブ入所受付担当 宛
※ 郵送事故への対応はできません。市から「受付のお知らせ」の発送をもって書類到着の確認と

させていただきます。市に到着後、概ね10日以内に発送いたします。

※ 上記の受付期間終了後は、各クラブの入所状況等を考慮し、令和４年２月10日（木）までを

２次受付期間とし、４月入所の審査を行います。（審査結果は２月下旬に通知予定）

※ 記入漏れや書類に不備がある場合は、書類の再提出や追加書類の提出が必要となる
場合があります。その場合、こども育成課から電話にて連絡いたしますので、申請書に必ず
日中連絡の取れる電話番号を記載してください。

なお、提出書類の不備や電話連絡のつかない場合等がある場合は、審査対象から外

れることもありますので、ご注意ください。

令和４年１月下旬に通知予定



（１） 目的
保護者の就労、疾病などにより、放課後に帰宅しても、家庭において適切な保育を受けることが

できない児童に、小学校の一時的余裕教室等を活用して、適切な遊びと生活の場を提供し、その

健全な育成を図ることを目的としています。

なお、児童クラブは集団生活の場であり、個別に児童の保育をすることはできません。

また、学校や塾とは異なり、学習指導はしていません。

（２） 対象児童
厚木市立小学校に就学し、保護者が就労や疾病その他の理由により、昼間家庭にいない児童

（３） 開所時間
【月曜日～金曜日】 授業終了後～１９時

【土曜日】 ７時３０分～１９時

【長期休業日等】 ７時３０分～１９時

（４） 休所日

日曜・祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、夏季休業期間中の学校閉庁日など

※ 小学校の工事等に伴い、安全にお預かりができないと判断される場合や災害等クラブの開

所が困難と認められる場合は、臨時に休所することがあります。

（５） 費用（児童一人当たり）

① 育成料 授業終了後～18時 月額 4,000円

授業終了後～19時 月額 4,800円

② クラブ費(おやつ・教材など)       月額 3,500円

※ 詳細についてはＰ４「育成料とクラブ費について」をご確認ください。

（１） 入所の要件

① 保護者が、就労や疾病その他の理由により、昼間家庭において健全な育成を受けられないこと。

② 就労の場合は、勤務終了時間が午後３時以降であること。

③ 開所時間終了（午後７時）までのお迎えが可能なこと。

④ 食事、排便、着脱衣、身辺の整理等を独力で行うことができること。

⑤ 暴力を振るう等の問題のある行動をしないこと。

⑥ 集団における健全な育成が可能であること。

※ 帰宅時は、原則、保護者など成人の方のお迎えをお願いします。土曜日・夏休みなどの

学校の長期休業日等については、送迎が必要となります。

※ 保護者が就労、就学、又は育児休業から復職する場合は、就労、就学開始日、又は育

児休業から復職する日の属する月からの入所となります。
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１ 放課後児童クラブについて

２ 入所の要件と必要書類について
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（２） 申請に必要な書類

① 放課後児童クラブ入所申請書（児童１人当たり１申請）

② 保護者の就労、疾病などの状況書類（勤務（内定）証明書、療養状況申告書等）

※ 保護者の方それぞれについて証明が必要です。

※ 兄弟姉妹で入所希望の場合、２人目以降はコピーでも可

※ 指定用紙に記入してください。

※ 複数箇所で就労している場合は、全ての就労先の勤務（内定）証明書を添付してください。

※ 詳細についてはＰ８「申請に必要な添付書類」を必ず確認してください。

（１） 入所審査

① 入所については、保護者の就労状況、学年、家庭状況等について、審査を行った上で決定

します。

※ 申込受付順ではありません。

② 入所申請後、児童の生活状況などを調査させていただく場合があります。

なお、発達に気になる点がある児童等については、発達等の状況や配慮の必要度、施設状

況などを総合的に判断し、集団生活が可能である場合に、入所を決定します。

③ 入所審査は年度ごとに行い、入所継続希望者や兄弟姉妹での優先はありません。

※ 入所後も、勤務状況、療養状況の調査をさせていただく場合があります。

（２） 入所承認等の通知

① 入所を承認する場合は、「放課後児童クラブ入所承認通知書」により通知します。

※ 入所承認期間は、年度末（令和５年３月31日）までとなります。

ただし、求職活動、母親の出産等での入所の場合は入所承認期間が異なります。

② 入所を保留とする場合は、「放課後児童クラブ入所保留決定通知書」により通知します。

入所希望者が児童クラブの受入れ可能人数を超えた場合は、待機となりますが、入所児童の

退所等により空きが出た場合は、随時入所希望者と併せて審査を行います。審査の結果、入

所が承認となった場合に再度通知いたします。

（３） 児童クラブでの面談及び手続き
入所承認後、入所する児童クラブで、保護者、入所児童との面談を行います。

面談を行わないと児童クラブの利用ができませんので、必ず期日までに面談を行ってください。

また、面談の日程等については、入所決定通知時に同封する通知文をご確認ください。

※ 面談時に「児童調査票」の提出及びクラブ費のお支払いをお願いいたします。

入所申請書に転入又は転居先住所、予定日を書き、転入又は

転居先の住所を証明する「住宅賃貸契約書」・「売買契約書」など

の写しをご提出ください。

厚木市へ転入
・市内転居
予定の方

３ 入所の承認等について
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（４） 入所の辞退

児童クラブの入所承認を辞退する場合は、入所日より前に入所決定通知に同封する「児童クラ

ブ入所承認辞退届」をこども育成課に提出してください。

また、保留の辞退をする場合についても保留決定通知に同封する「児童クラブ保留辞退届」を

こども育成課に提出してください。

（５） 児童クラブの退所

児童クラブを退所する場合は、「児童クラブ退所届」を、児童クラブ又はこども育成課に提出して

ください。

原則月末での退所となりますが、退所を希望する月の15日までに退所届を提出いただいた場

合、育成料は半額での徴収となります。

※ さかのぼっての退所はできませんので注意してください。

また、次の場合は、入所承認が取り消しとなりますので、ご注意ください。

①入所の要件を満たさなくなった場合

②入所申請の記載内容・添付書類が事実と相違する場合

③入所後の集団生活における指導上、支障があると認められる場合

◆「児童クラブ入所承認辞退届」、「児童クラブ保留辞退届」、「児童クラブ退所届」は、児童クラブ

又はこども育成課に取りに来ていただくか、もしくは市ホームページからダウンロードできます。

（１） 育成料とクラブ費について

①育成料 18時までの利用 月額 4,000円

19時までの利用 月額 4,800円

育成料の支払いは、原則口座振替となります。入所決定通知に同封する「口座振替依頼届」

に必要事項を記入し、期日までに指定の金融機関で手続きをお願いします。（育成料については,

三菱UFJ銀行ではお取り扱いができません。）

原則、毎月利用月の末日（末日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日）に引き落

としとなりますので、口座残高の確認をお願いいたします。

※  生活保護世帯、市町村民税非課税世帯に該当する方は、育成料の減免対象となります。

詳細については、入所決定通知と併せてお知らせします。

※ 育成料の滞納があった場合は、児童手当から滞納分を徴収する制度があります。

②クラブ費 月額 3,500円

入所決定通知に同封する集金袋に釣銭のないようご用意いただき、毎月児童クラブにお支

払いください。

また、お子さまには持たせず、保護者の方が直接指導員へ手渡してください。

※ アレルギーを所持しているお子さまで、おやつを全て持ち込みされる方は、クラブ面談

時に必ずお申し出ください。同意書にご署名いただいた上で、教材費のみお支払いいた

だきます。

◆毎月の育成料・クラブ費について、指定の期日までに遅延なくお支払いください。
なお、利用しなかった月も育成料・クラブ費のお支払いは発生しますのでご承知おきく

ださい。

４ 放課後児童クラブ利用にあたって
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（２） 利用時間について

児童の預かりは、開所時間内（18時まで又は19時まで）に限ります。勤務終了後は、保護者

又は保護者が指定した成人の方の速やかなお迎えをお願いします。

なお、当日、やむを得ない事情でお迎えが遅れる場合は、必ず児童クラブへ電話連絡をお願い

します。

※ 申請されている時間を超えてのお迎えがある場合は、利用時間の変更のお願いや、入所

の取り消し、次年度の審査に影響する可能性もありますので、時間に余裕をもってお迎えを

お願いいたします。

（３） 児童の送迎について

帰宅時は保護者など成人の方への引き渡しが原則です。

また、土曜日・長期休業日などの学校休業日については、保護者等が必ず児童クラブまで送り、

児童を直接指導員へ引き渡すようお願いします。

※ 児童クラブから習い事へ通う場合も保護者や代理の方（ファミリー・サポートセンター会員、

コーチなど）への引き渡しが必要となります。

（４） 出欠席の連絡について

児童クラブを欠席する場合は、必ず保護者が児童クラブに連絡してください。

毎月提出していただく出席予定表と異なる場合についても、速やかに指導員にお知らせください。

※ 学校へ欠席の連絡をしても、学校から児童クラブへの連絡はありません。必ず保護者が直

接児童クラブに連絡をお願いします。児童クラブに指導員が不在の場合は、留守番電話に

メッセージを入れてください。

（５） 緊急連絡先の届出と代理の方の選出について

出席予定の児童が帰ってしまった場合などは、早急に連絡をいたしますので、必ず連絡のとれる

電話番号を「児童調査票」に記載してください。

また、児童のけがや体調不良、災害等などの緊急時は、早めのお迎えをお願いすることがあります。

万が一、保護者に連絡がつかない場合や、お迎えに来ていただけない場合に備え、保護者以外

の代理の方の選出を必ずお願いいたします。

（６） お弁当について

学期始めや学期末、土曜日、夏休み等で学校給食のない日は、必ずお弁当を持たせてください。

児童クラブではご用意いたしません。

※ 入学式前から利用の場合は、初日からお弁当が必要となります。

（７） 着替えと持ち物について

季節に合った着替えを一式、児童クラブに備えておいてください。

また、持ち物には必ず記名をしていただき、必要がない物は持ち込まないでください。
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（８） 変更事項について

利用時間や、住所等ご家庭の状況の変更、就労状況の変更がある場合は、速やかに児童クラブ

を通して「届出事項変更届」の提出をお願いいたします。就労状況の変更がある場合は、「勤務

（内定）証明書」の提出も併せて必要となります。こども育成課に書類が届いてから処理を行います

ので、余裕をもって提出をお願いいたします。

（９） 傷害保険等について

児童クラブ内での万が一の事故に備えて、保険に加入いたします（保護者の保険料金の負担

はありません）。

【児童傷害保険】 児童クラブの活動中、児童クラブと自宅の往復途上で偶発的に発生した事

故に適用。

【賠償責任保険】 児童クラブの施設の欠陥、管理の不備、指導ミスなどによって発生した法律

上の賠償責任が対象。

◆令和４年度については、保険会社が決定次第、児童クラブを通じてお知らせします。

（10） メーリングリストの登録について

児童クラブでは、大規模災害発生時の対応、台風などの発生時の開休所情報及び児童クラブ

からの連絡事項等を、児童クラブ専用のメーリングリストにて保護者にお知らせしますので、必ず登

録をお願いします。

なお、登録方法等は入所決定時にお知らせします。

※ 年度毎に登録が必要です。

（11） その他

①保護者会・親子行事の開催

児童クラブでは、年に数回保護者会を開催しています。クラブ運営の説明や報告事項、児

童の生活状況の情報共有を行う大切な場となっておりますので、積極的な参加・協力をお願

いします。また、親子で楽しめる行事も開催しています。

②運営委員会の設置

児童クラブでは、円滑な運営に向け、主任児童委員、青少年指導員、保護者の代表等か

から組織される運営委員会を設置しています。
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・インフルエンザなどの伝染病の対応

学校の対応 児童クラブの対応

学級閉鎖
通常どおりの

時間から開所

●ただし、その学級に在籍している児童は、学級閉
鎖期間中、児童クラブを利用することはできません。

学年閉鎖
通常どおりの

時間から開所

●ただし、その学年に在籍している児童は、学年閉
鎖期間中、児童クラブを利用することはできません。

学校閉鎖 閉所
●学校閉鎖期間中、放課後児童クラブは閉所しま
す。

★ 学校での出席停止措置が定められている感染症については、拡大防止を図
るため、学校と同じ対応を取らせていただきます。

★ 学校の休業日にインフルエンザなどの伝染病が発生した場合は、市担当課で
判断し、必要な措置を講じます。

★ 長期休業期間中に伝染病にり患、又は疑いがある場合は速やかに児童クラブ
へ連絡してください。

・大規模災害等で学校が休校になった場合、児童クラブは
原則閉所となります。

５ 緊急時の対応について

・風水害 （台風・大雪） 等における対応

学校の対応 児童クラブの対応

臨時休校 休所 ●状況により、児童クラブから保護者へ連絡

終業時間を繰
り上げて下校

こども育成課
で開所の判断

●状況により、児童クラブから保護者へ連絡

連絡後は、速やかなお迎えをお願いします。

●緊急時の下校方法については、学校の対応に
従ってください。

学校の休業日
こども育成課
で開所の判断

●風水害の状況によっては、閉所時間前に緊急連
絡やメーリングリストで保護者または代理人のお迎え
をお願いすることがあります。



申請に必要な添付書類

入所が必要な理由 必要添付書類 注意事項

会社に勤務又は
会社に勤務が内定

勤務(内定)証明書 ・保護者の方それぞれについて証明が必
要です。
※ 不規則勤務の場合、シフト表等の添付が

必要となります。また、単身赴任について
も、証明書の提出が必要です。

事業を営んでいる

勤務(内定)証明書に
次のいずれかを添付してください。
①確定申告の写し（最新版）
②登記簿抄本の写し
③収支報告書、営業許可証など

代表者が記入してください。

内職をしている
勤務(内定)証明書に
出来高証明書（納品書や明細書）を
添付してください。

本人が記入してください。
※ 出来高証明など、仕事内容、仕事量が

分かるものを添付してください。

求職活動をしている
求職活動に関する申立書
※ 求職活動中であることを確認できる
書類がある場合は添付してください。

・勤務（内定）証明書等が提出された場合は、
入所要件を変更して審査いたします。

・入所日から１箇月以内に勤務（内定）証明
書の提出が必要となります。

・求職活動での入所審査は２月中旬の２次
審査となります。
詳しくはお問い合わせください。

就業を目的として学校・
職業訓練校などに就学

在学証明書の写し又は学生証の写し
に次のいずれかを添付してください。
①講義予定表の写し
②カリキュラムなど

・在学証明書の写し又は学生証の写しは、在
学期間の記載があるもの。

・講義予定表などの写しは、週の受講時間帯
の記載があるものを添付してください。

疾病・負傷・療養してい
る又は障がいがある

療養状況申告書に
次のいずれかを添付してください。
①医師の診断書
②医療機関が発行した証明書
③医療情報提供書
④身体障害者手帳の写し
⑤精神障害者保健福祉手帳などの写し

病状・療養期間・療養指示内容などの記載が
あるもの。

親族の介護・看護をして
いる

申立書(介護・看護)に
次のいずれかを添付してください。
①身体障害者手帳などの写し
②医師の診断書などの写し

介護・看護対象者の病状・介護状況・介護
又は介助指示などの記載があるもの。

母親の出産(予定)

母子健康手帳の写し(表紙と出産
予定日の記入されたページ)
※ 余白に「児童氏名・児童生年月日・在
籍小学校名」を記入してください。

出産予定日の８週間前に当たる日に属する
月の初日から出産日から８週間を経過した日
に属する月の末日まで利用できます。

診断書は入所決定時に提出してください。

【注意】
・指定用紙に記入してください。
・必要書類が揃わない場合は、審査することができませんので、必ず必要書類を全て揃えてから、期日までに、
こども育成課（厚木市役所第二庁舎3階）へ申請してください。

診断書は入所決定時に提出してください。

- ８ -

※ 勤務先で証明を受けてください
※ 証明書は申請日から遡り、３箇月
以内に取得したものが有効



№ 放課後児童クラブ名 所在地 電話番号

1 厚木放課後児童クラブ 寿町3-15-34 (厚木小学校敷地内) 
①222-8839 ②225-4025

③222-8860

2 依知南放課後児童クラブ 下依知2-7-1(依知南小学校敷地内) 245-6200 

3 北放課後児童クラブ 山際658 (北小学校内) 246-0310 

4 荻野放課後児童クラブ 上荻野８（荻野小学校敷地内） 291-2141

5 三田放課後児童クラブ 三田515(三田小学校敷地内) ①242-8411 ②242-8451

6 清水放課後児童クラブ 妻田西3-18-1(清水小学校内) ①221-4514 ②223-1811 

7 小鮎放課後児童クラブ 飯山2360(小鮎小学校内) 241-2461 

8 玉川放課後児童クラブ 七沢150-1 （玉川小学校内) 248-0041 

9 南毛利放課後児童クラブ 長谷1094-1（南毛利学習支援センター内） ①250-0222 ②250-0223

10 相川放課後児童クラブ 岡田5-10-1（相川小学校内） 228-9901 

11 厚木第二放課後児童クラブ 旭町5-38-1 （厚木第二小学校敷地内） ①228-0750 ②228-0739 

12 緑ヶ丘放課後児童クラブ 緑ヶ丘4-1-1（緑ヶ丘小学校内） 221-0202 

13 戸室放課後児童クラブ 戸室4-4-1（戸室小学校内） 295-5213 

14 愛甲放課後児童クラブ 愛甲西1-17-1（愛甲小学校内） 247-6616 

15 妻田放課後児童クラブ 妻田南1-14-1（妻田小学校内） 221-4414 

16 鳶尾放課後児童クラブ 鳶尾2-12-1(鳶尾小学校内) 291-2151

17 毛利台放課後児童クラブ 毛利台1-23-1  (毛利台小学校内) 247-9550 

18 上荻野放課後児童クラブ 上荻野1429(上荻野小学校内) 241-2254

19 飯山放課後児童クラブ 飯山4400(飯山小学校内) 241-2895

20 森の里放課後児童クラブ 森の里1-27-1(森の里小学校内) 248-9981 

21 依知放課後児童クラブ 関口872-1（依知小学校内） 246-0045 

22 戸田放課後児童クラブ 戸田545(戸田小学校内) 228-9900 

23 上依知放課後児童クラブ 上依知1657(上依知小学校内) 246-2886 

厚木市立放課後児童クラブ一覧

待機児童対策放課後児童クラブ
入所基準や利用料等は、原則、市の放課後児童クラブの基準に準じて運営するクラブです。
詳細は、直接お問い合わせください。
※対象は、清水・妻田小学校の児童（妻田小学校の児童は学校・児童クラブ間の送迎あり）

№ クラブ名 所在地 電話番号

1 こばとKID’Sクラブ妻田 妻田北1-13-14 B棟３階 244-5641



№ クラブ名 所在地 電話番号

1 学童ルームなないろのたね水引クラブ 水引2-12-29YMビル302 225-7717

2 学童ルームなないろのたね旭町クラブ 旭町4-3-13古郡ビル2-ＣＤ 227-1998

3 厚木YMCA学童クラブ「あゆの学校」 中町4-16-19 244-4181

4 学童保育ルームぞうさん 恩名3-11-55 (光ヶ丘幼稚園内) 222-2561

5 学童クラブ「でんえん」 三田1303 (厚木田園幼稚園内) 223-7543

6 学童ルームくれよんクラブ 飯山2120-1 281-8518

7 マイルストン学童クラブ 上古沢1180-1 247-3460

8 たいよう学園 戸室3-17-10 221-9630

9 ＡＥＧアフタースクール 寿町3-14-3 070-1346-3592

地域（民間）児童クラブ一覧

放課後児童健全育成事業の届出を提出している放課後児童クラブを掲載しております。

詳細は、直接お問い合わせください。


