
師岡学童保育所入所説明会

２０２１年１１月６日（土）
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本日のアジェンダ

❖ 学童って何？

❖ 師岡学童のいいところ

❖ 保護者のつながり

❖ 師岡学童って？

❖ 運営体制

❖ 運営イベント

❖ 保育時間について

❖ 保育について

❖ 1年のイベント

❖ 緊急時の対応

❖ 保護者・子供からの紹介

❖ 学童をめぐる法整備の流れ

❖ 費用

❖ キッズとの違い

❖ 今後のスケジュール
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働く保護者達が集まって運営し、

専門の支援員と共に協力して

子ども達の放課後の生活を守り、

保護者が安心して働ける場所

学童って何？

対象児童１～６年生
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師岡学童のいいところ

●創立３０年の安心の実績

●学校より徒歩３０歩の近さ！

●充実した保育

・地域社会やOB・OGの協力体制
・400人以上の卒所生

・季節や自然を取り入れた遊びの伝承遊び・創作ダンス
・イベント：キャンプ（２泊３日）、バザー、忘年会、餅つき
・自習時間（宿題、５０マス計算等）

・車通りも少なく、通所も安心・安全
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保護者のつながり

●子育ては不安でも、一人で悩むことはない

→同じ悩みの先輩がいます。

経験者が必ず居るはず

●行事、保護者会を通じて仲良く

●子育ては保護者にとり、苦労と楽しみ

●学童の子供は保護者みんなで育てます。

→わが子のように叱ります。

→今が子供にかかわる大切な一瞬の時間

→まるで同級生のように
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師岡学童って？

■昭和60年 「あそび塾」（初代指導員（田代）宅）

■昭和63年 ハウス師岡（旧第１学童）

■平成１年4月 「学童保育所」認定

■平成17年5月 現在の星和ビル師岡２Fに移転
■平成17年5月 同ビル１Fに第二学童増設

■平成28年 3月 2階部屋増床

■平成28年 6月 3階追加賃貸

■平成29年 2月 1階追加賃貸

■平成29年 3月 1階第2学童増床工事

■現在の在籍数：６８名の児童

創立３０年の安心の実績
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師岡学童保育所

（支援員と保護者で運営）

運営委員会

師岡地区の
町内会長、学校長、
PTA会長等

横浜市の「放課後児童健全育成事業実施要綱」に基づき
「市の補助金」と「保護者の負担金」で運営しています。

（補助金対象は、１～６年生）

監査
指導

運営体制
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１．運営委員会 年２回

目的：運営報告・監査

参加者：役員、校長、町内会長、PTA会長等

２．保護者会 第２or３土曜/毎月 16:30～(約1時間)

参加者：保護者、支援員

■子どもの様子、会計、行事等の報告

■子どもの月予定を記入（出欠確認）

■保護者役員会からのお知らせ、

議題確認と決定

運営イベント



８：３０ １８：００ １９：３０

学校 学童 延長

学童

学童 延長

平日

土曜

夏・冬・秋休み
学校休業日
学校代休日

※大雨・台風・大雪など：

臨時休校の時＝場合により朝からの１日保育

登校後＝学童にて通常保育（お迎えを待つ）

保育時間について
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保育について

●社会のルールを学びます。

→地域の大人、集団活動、異学年交流

●豊かな感性を育みます。

●感謝の気持ちをもつ
→家族の日の手作り､プレゼント製作

→集団あそび、創作ダンス、伝承あそび、創作活動

ひとりひとりを大切にします。
自分の気持ち・考えを表現できる子に…

仲間の気持ちを思いやることができる子に…
思いっきり遊べる子に…
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学童保育の１日の生活
14:00 下校

自分のものを整理整頓

自習タイム

終わったら、近隣の公園へ

15:30 みんなのおやつタイム

おやつは、豆腐ドーナツ、ホットケーキ

ピザトースト、焼きそば、焼き鳥

カレーうどんなど

手作りおやつも充実！

16:00 楽しい集団遊び

近隣の公園にて

学童名物“くじらオニ”!!

17:00 お帰りの会

お帰り（集団下校の児童）

※集団下校は、支援員が

自宅近くまで送ります。

18:00 自習タイム

終わったら、おやつタイム

自由遊び お迎えを待ちます

順次お迎え、また明日！

「ただいま！」

子どもの様子を窺い、心の
変化や体調の変化を見て
います

手作り支援員スペシャル
みんなで手作りすることも 遊びは上級生から伝わり

ます。
異学年の交流が社会性
を育みます。

充実した保育

４月は、支援員が毎日学校へ迎えに行き、帰りもみんな一緒に支援員が送ります。

自習タイム
宿題は学童で
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充実した保育 一年間の主なイベント
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春

■新入生歓迎会
【５月】

～天神平にて～
親子参加ゲーム
懇親会

夏

■キャンプ
【７月】
～道志の森～
２泊３日
・川遊び
・キャンプファイアー
・肝試し
・カレー作り

■夏休みのお出掛け
【８月】
・スポッチャ
・映画鑑賞
・菊名池プール
・食育ランチ

■バザー
【１１月】
～師岡小学校校庭～
・バザー
・ダブルダッチ
・ダンス
・出店
やきそば
豚汁
射的
ストラックアウト
輪投げ
チョコバナナ
ジャンボパチンコ
コイン落とし

等々

秋 冬

■忘年会
【１２月】
・ゲーム
・クイズ

■新年初笑い大会
・スゴロク
・かるた大会
■もちつき大会
【１月】

師岡小学校校庭
・餅つき
・ドッジボール
・親子参加ゲーム



緊急時の対応について
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登校後、「集団下校」・「引き取り」になった場合

集団下校 学童学校

【児童は学童へ移動する】 【学童保育】

【学童でチェックを受ける※】

保護者
迎え

引き取り 学童

学校
帰宅

【児童引き取り】

※緊急時学童未開所の場合は、常設の緊急時バインダーへ記名いただく。



アレルギー対応について

• 一人ひとりのアレルギーに対応したおやつを作ります。
• 入所時にはお子様のアレルギーの申告をお願いします。
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保護者、子供からの紹介

学童にいるお兄ちゃん・お姉ちゃんや
その保護者に簡単に学童を紹介してもらおうと
思います。
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学童をめぐる法整備の流れ
「子ども子育て関連3法*」が平成27年4月に施行されました。
5年間の経過措置期間内に、下記の3つの基準に適合する必要があ
りますが、師岡学童は全ての項目をクリアしています。
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基準内容 現状

耐震基準 下記のどちらかを満たすこと。
①昭和56年6月1日以降に「建築
確認」を受け「検査済証」を取得し
ていること
②いわゆる「あん震マーク」を取得し
ていること

○ 耐震検査行いクリア

面積基準 対象児童1名につき、1.65㎡（約
1畳）以上のスペースを確保するこ
と。

○ 現在対象児童68名 基準内

支援員体
制基準

対象児童40名につき、支援員を
1名+補助スタッフを常時配置する
こと。
（支援員は資格要件を満たす必要あり。
但し、半数は補助支援員で代用可）

○

対象児童数が40名~80名の範囲
にある当学童としては、2名の支援員
が必要だが、3名の支援員と6人の
補助スタッフがおり基準を満たしてい
る。

*学校教育・保育の総合的な提供、地域の子ども・子育て支援の充実を目的とした3つの法律



■保護者負担金

入所金：20,000円 （入所時）

保育料：21,000円/月（1年～3年）

16,000円/月（兄弟割引2人目）*1年生～3年生

13,000円/月（単親世帯）

14,000円/月（4年生）

12,000円/月（5年生）

10,000円/月（6年生)

1000円/回（土曜日）

保育料のうち2,000円はおやつ・教材費となります

保護者会費：2,000円/月/世帯

※ 延長保育料：午後6時～7時半（別途有料）

6:01～7:00：150円/30分、7:01～7:30：500円/30分

費用
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学童保育 キッズ

目的 保育の提供 遊びの場の提供

場所 学童と近隣全て 学校施設内

保育時間 平日 放課後～19:30(延長含)

土曜、長期休暇 8:30～
19:30(延長含)

平日 放課後～19:00(延長含)

土曜、長期休暇 8:30～
19:00(延長含)

スタッフ 常勤支援員3名他

(６名～８名体制)

常勤職員により
子どもの様子を見守る

料金 月平均１万数千円 月5,000円、1回800円

おやつ代・保険料別

キッズとの主な違い
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大きな違い

学童保育は… キッズは…

「ただいま」と帰ってくる

第２の家庭

↓

支援員が責任を持って

保育する

「こんにちは」と遊びに行く

公園のような場所

↓

保護者の責任で自由に遊びに

行かせる
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●新入生保護者懇談会で用意するもの
①入所金￥20,000

②４月保育料￥21, 000

(おやつ・教材費 ¥2,000)

③父母会費￥2,000（計￥43,000※）
※兄弟児・単親世帯の方は前ページ参照

④銀行口座振替依頼書の２枚目
(委託者用)

⑤着替え、コップ

引き落としは5月からです。

入所者の今後のスケジュール 事務手続き

△ △ △
12/4 3/13    4月

●入所手続き(12/4～)
学童保育入所申込書を提出

(最終〆切：12/17)

●銀行口座振替依頼書を
金融機関に提出 保育スタート

入所確定

20



ご清聴ありがとうございました。
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