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１ 放課後志木っ子タイムとは
「放課後志木っ子タイム」は、次世代を担う子どもたちの健やかな成長と人間形成を願って文
部科学省が全児童を対象として実施する「放課後子ども教室」と厚生労働省が就労家庭等の児童
を対象とする「放課後児童健全育成事業」
（学童保育クラブ）を一体型に運営するものです。
放課後の安全な居場所として、日頃から子どもたちが慣れ親しんでいる学校内の体育館・特別
教室などを活用し、遊び・学習・体験・交流活動等多様な活動を実施します。

２ 放課後志木っ子タイム概要

放課後志木っ子タイム概要

実施場所について

利用料について

◎通っている小学校・学童保育専用施設

◎無料

▶活動によって体育館や多目的室なども使用

▶おやつの提供なし

参加対象者について

志木っ子タイムの特徴

◎１～６年生

◎放課後ランドセルのまま参加が可能

▶在校児童全員が対象

▶１度帰宅してから参加も可能

利用日・時間について

◎入退室システムを導入
▶児童の入退室をメール配信で保護者へ
お知らせ

◎曜日：月～金曜日
▶三季休業日、行事の振替休業日、県民の日も実施

◎時間：放課後～午後５時

◎多様なプログラムや体験活動を実施

▶三季休業日等学校休業日は午前８時から開始
▶冬期時間は午後４時３０分で終了（１０月～２月）

▶児童の健全な育成を目的に、児童が選択
できるプログラムを準備

休みの日について

◎異学年や多世代と交流
▶同じ学校に通う異学年と一緒に遊んだり、
体験プログラムなどを通じて地域の多世代
の人々と交流

◎土・日曜日、祝休日、年末年始

※学童保育クラブ利用については、志木市学童保育クラブのしおりをご覧ください。
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３ 放課後志木っ子タイムの流れ

放課後志木っ子タイム１日の流れ
【平日】

【学校がお休みの日】
三季休業日・行事の振替休業日・県民の日など

午前
８時

放課後志木っ子タイム開始時間
専用施設で
・受付をしてから・・・

９時

１０時

平日と同じように、
学習・遊び・プログラムなど
好きなことをして過ごします。

11 時

正午
お昼休み
放課後志木っ子タイム開始時間
学校が終わったら、専用施設に移動
・受付をしてから・・・

昼食を食べます。
家に帰って食べて
も結構です

午後
１時

２時

３時

好きなことをして過ごします。

帰 宅
学童保育クラブ

通学路ごとに帰宅
（お迎えも可能）

４時

５時

（～午後 7 時）

６時

・自由遊び
（お迎え必須）

平日と同じように、
学習・遊び・プログラムなど
好きなことをして過ごします。

７時

帰 宅
学童保育クラブ

通学路ごとに帰宅
（お迎えも可能）

（～午後 7 時）

・自由遊び
（お迎え必須）

＊【学校がお休みの日・短縮授業日】の昼食については、弁当持参または自宅で食べて
から参加することができます。
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４ 放課後志木っ子タイムの内容
児童の放課後の活動と交流を通じた健全育成プログラムの実施
１ 屋外、室内、静かに過ごす場所など学校の教室等を利用して、それぞれスタッフを配置し
てプログラムを展開します。
２ 異学年との児童間交流活動を行います。
３ 地域の講師を招いて多様なプログラムや体験活動、世代間地域交流を行い
ます。
（参考例）

学校借用教室
動的プログラム
〇ダンス等のプロ
グラム

校庭・体育館等

専用施設

静的プログラム
〇ボードゲーム
〇将棋等

学習プログラム

〇宿題・学習
〇読書

静的プログラム

動的プログラム

〇ボードゲーム
〇ハンドメイド等
のプログラム

〇遊びのプログラム
ドッジボール等の軽ス
ポーツ

〇イベント

５ 実施日
実

施

日

実 施 時 間

学校で授業や行事がある日

平日(月～金曜日)
短縮授業日
入学式等

① 4月～9月と３月
放課後～午後5時
② 10月～2月
放課後～午後4時30分

学校がお休みの日

運動会等の振替休業日
県民の日
三季休業日

① 4月～9月と３月
午前８時～午後5時
② 10月～2月
午前８時～午後4時30分

開始日
①新２年生～６年生
②新1年生

平成31年４月１日～
平成31年４月９日（入学式後）～

６ 休みの日
土・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日。12 月 29 日～1 月 3 日(年末年始）
。

７ 実施場所
主には専用施設や学校の特別教室、体育館、校庭などを利用します。

８ 活動内容
専用施設での宿題等の学習時間と小学校の体育館や特別教室等で、講師を招いてのプログラムの参加
や、自由遊びなど自主的に活動して過ごします。

９ 参加費用
無料。ただし、プログラムの内容によって実費を負担いただく場合があります。
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10 スタッフについて
放課後児童支援員等の資格をもつ担当職員及びコーディネーター・サポーターを配置し、子どもたち
が安全に過ごせるよう全体を見守ります。

11 プログラムの内容
「地域の先生」
（講師）を中心に、学習・体験・交流活動など多様な事業を提供します。

12 登録について
保険加入手続きや登録名簿の作成等を行いますので、必ず事前登録をしたうえでご参加ください。
※登録については、登録日から６年生まで有効です。
■提出していただくもの 「放課後志木っ子タイム登録申請書」
※ 保護者等が、登録申請書に必要事項を記入してください。
※ 登録手続き後、参加できます。
※ 参加カードは、登録手続き後にお渡しします。参加カードを紛失した場合や記入欄がなくな
ってしまった場合は、スタッフに申し出てください。
■登録内容の変更・利用をやめる場合
登録申請書に記入された内容に変更が生じた場合、また、転出などの理由でやめる場合は、「変
更・利用辞退届」に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
※学童保育クラブ在籍児童は 、自動的に放課後志木っ子タイムに登録されますので
申請の必要はありません。
（学童保育クラブを退所の際は、改めて登録申請が必要となります。）

13 メール配信サービスについて
保護者がメール配信の登録をしていただくと、下記の図のようにお子さんの入退室時刻を
メール配信します。

➊放課後志木っ子タイム

➋アドレスをパソコン

にアドレスを申請

に登録

➌確認メールを受け取る

放課後志木っ子タイム
むねおか

宗岡

たろう

太郎

2018
むねおか たろう
宗岡 太郎

➎入退室時刻のメールを
名
前
カ
ー

登録したアドレスで受
け取る

➍「入室」「退出」の際
に名前カード記載の QR
コードをシステムに読
み込ませる

ド
(イメージ図）

※メールアドレスについては、別紙を参照のうえ登録してください。
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14 参加方法について
参加については保護者とお子さんで話し合ってください
・学校からそのまま参加するのか、一度帰宅してから参加するのか
・帰る時間と保護者等のお迎えの有無
↓
「参加カード」に必要事項を記入し、保護者のサインをしてお子さんに持たせてください。
※急な変更は保護者が放課後志木っ子タイム窓口に連絡してください。
（学校へは連絡しないでください）

参加当日【学校がある日】
①

帰りの会が終わったら、一度昇降口を出てから、「放課後志木っ子タイム」専用施設の受付へ移
動。
（一度、帰宅してから利用することもできます。
）
② 受付へ参加カードを提出し、自分の「名前カード」をカードリーダーにかざします。
③ ランドセルなどの荷物を決められた場所に置き、活動に参加します。午後５時（冬期は午後４時
３０分）に通学路のコースで帰宅します。

参加当日【三季休業日・県民の日・学校行事の振替休業日など学校がない日】
①
②
③
④

参加カード、水筒、宿題など、必要なものを持参してください。
受付へ参加カードを提出し、自分の「名前カード」をカードリーダーにかざします。
荷物を決められた場所に置き、活動に参加します。
長時間にわたる参加の場合、お子さん自身で体調管理ができるように、ご家庭でよく話し合って
ください（水筒の水を多めに持たせる、上着を持たせるなど）。

15 昼食について
・学校休業日や給食のない日は、お弁当、水筒（お茶・水）のご用意をお願いします
・昼食時間は原則として正午から午後１時までとします。
・お弁当の保管は室内の涼しい場所に置きますが、保冷剤などをご用意ください。
・持参する場合は衛生面に十分配慮してください。
・児童同士のお弁当の交換は禁止しています。
・昼食をとるため一度帰宅する場合、保護者が送迎するなど行き帰りの子どもの安全については十分
な対策をとってください。
・春休み、夏休み、冬休みなどの長期学校休業日については、注文弁当を承ります。
（事前申し込み制・キャンセル不可、詳細については別途お伝えします。
）
※食物アレルギー対応をしていませんので、自己責任で申し込みください。
・お子さんに現金を持たせ、
「放課後志木っ子タイム」から買い物に行くことはできません。
・
「放課後志木っ子タイム」では、お弁当を温めることや冷蔵庫に入れることはできません。
また、カップ麺類はご遠慮ください。
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16 参加に必要なもの（持参するもの）について
※持ち物には必ず名前の記入をお願いします。
※学校のルールで持ってきてはいけないものは、
「放課後志木っ子タイム」にも持参できません。

平日

①参加カード
利用日の記入、保護者のサインがあること
②ハンカチ・ティッシュ
外遊び後など手を洗う場面がたくさんあります。毎日忘れず持たせてください。

①リュックサック（両手が自由になるものが望ましい）
②参加カード
学校休業日 ③水筒
（お弁当を持参すれば、一度帰宅せずにお昼を食べることができます）
※運動靴を履いて来てください。

17 帰宅について
カードリーダーによる退室を行い、
「名前カード」を返却し帰ります。
午後５時には通学路コース別で帰宅します。
（10 月～２月は午後４時３０分）
※新１年生など、行き帰りが心配な場合はお迎えに来ていただくことをおすすめします。お迎えの
有無については、事前にお子さんと確認をしてください。

18 欠席について
・当日参加カード、カードリーダーによる出席確認をしますので、不参加についての連絡は必要あ
りません。 （学童保育クラブ利用のお子さんは連絡が必要です。
）
・欠席した児童について保護者等へ確認の連絡はしません。行き違いを防ぐため、参加・不参加に
ついては、ご家庭で保護者とお子さんとでよく確認をしてください。
※学校では取り次ぎしません。

19 事故・体調不良・学級閉鎖について
・安全については十分に配慮しますが、万が一の事故や急病の場合には、ケガや病気の程度に応じ
て、医療機関に連れていくなど、適切な対応を行うとともに保護者（または緊急連絡先）に連絡
しますので、直ちにお迎えに来てください。連絡が取れない場合でも、スタッフの判断で医療機
関に連れて行くこともありますのでご承知ください。
・ケガや体調不良の場合には、スタッフが処置を行うこともありますのでご承知ください。
（例）夏場に熱中症が疑われる場合、経口補水液を飲ませる等
・伝染性の感染症にかかったときは、全快するまで参加を控えてください。
※薬の服用については、事故防止のためスタッフによる投薬はできません。薬の服用が必要な方
は、保護者の責任においてお子さんにご指導ください。
※感染症による出席停止や学級閉鎖などによる臨時休校の場合は、お子さんが感染していなくて
も利用ができません。
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20 保険について
見舞金補償制度
参加されるお子さんへの補償
「放課後志木っ子タイム」参加中や往復のケガで医療機関にかかった場合、下記のとおりの保険適応と
なりますので医療機関に受診した場合は、
「放課後志木っ子タイム」スタッフにお申し出ください。
《注意点》
医療機関を受診するときは、
「保険証」と「子ども医療費受給資格証」をご利用ください。傷害保険の
入・通院保険金は医療費の実費ではなく、一日当たりの定額保険金が支払われます。
★保険金をお支払できない主な場合
＊保険契約者・被保険者の故意または重過失によるもの
＊地震、噴火、またはこれらによる津波によるもの
＊戦争、外国の武力行使、暴動等によるもの
＊疾病、脳疾患、心疾患によるもの
＊むちうち症、腰痛、その他の自覚症状はあっても、それを裏付ける医学的他覚所見のない症状

など

21 災害時など緊急時の対応について
①「放課後志木っ子タイム」を急遽中止する場合や時間変更等を行う場合は、「メール一斉配信サ
ービス」により連絡します。必ず保護者の携帯電話等への登録をお願いします。
②「放課後志木っ子タイム」利用中、震度５を超える地震が発生した場合等は、全員お迎えをお願
いいたします。
③雷や台風などの場合、帰宅時間を調整させていただく場合があります。

22 放課後志木っ子タイム利用についてのお願い
ご家庭でご利用前に、お子さんへ次の点について、十分な説明をお願いします。
１ 「放課後志木っ子タイム」は子どもたちが楽しく、安全に放課後の時間を過ごすための居場所です。
「放課後志木っ子タイム」の約束を守る、他の児童の安全を妨げない等、子どもたちが安心・安全
に過ごせるよう、ご家庭でお話しください。
２ 「放課後志木っ子タイム」の参加については、お子さんと話し合ったうえで、保護者の判断で参加
させてください。
３

学校の決まりについて
学校施設を利用しますので、学校生活での基本的なルールを守ってください。また、この事業は、
志木市が学校との連携により学校施設を活用して実施するもので、学校が行う教育・学習活動では
ありません。

４ 帰宅時は学校の通学路に準じます。違う道を通ることや、寄り道はしないようにしてください。
５

禁止物（ゲーム機、お菓子、お金、携帯電話など）
、禁止事項（自転車での来校など）は学校のル
ールに準じます。学校のルールで持ってきてはいけない、やってはいけないことは、
「放課後志木
っ子タイム」でも禁止となりますので、ご承知ください。
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6 登録申請書に記載された保護者連絡先、緊急時連絡先は必ず電話に出られるようにしておいてくだ
さい。 また、連絡先を変更した時は、すぐに連絡してください。
７ 随時おたよりを配布しますのでご確認をお願いします。

23 その他
写真撮影と掲載について
「放課後志木っ子タイム」では写真を撮り、ホームページ、お便り等に掲載させていただきますの
で、写真撮影・掲載について不都合があるご家庭はお申し出ください。
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放課後志木っ子タイム Ｑ＆Ａ
Ｑ１．「放課後志木っ子タイム」で、子どもたちはどのように過ごしますか？
Ａ．専用施設、または学校の施設（体育館や特別教室など）を活用して、ドッジボールなどの軽ス
ポーツをしたり、オセロなどの室内ゲームや読書、宿題をしたりして自由に活動して過ごしま
す。

Ｑ２．スタッフによる「見守り」とは具体的にどのようなことですか？
Ａ．子どもたちが自主的な活動をして過ごすなかで、スタッフは子どもたちが安全に活動できるよ
うに全体を見守ります。

Ｑ３．定員はありますか？
Ａ．定員はありません。

Ｑ４．一度帰宅してから利用することはできますか？
Ａ．できます。ただし、自宅から学校までの通学路における安全面等を配慮のうえ、保護者の判断
によるものとします。

Ｑ５．開催時間の途中で帰ることはできますか？
Ａ．できます。退室はカードリーダーによるメール配信サービスで管理します。退室時間について
は、事前に保護者とお子さんとよく話し合って決めたうえで参加させてください。

Ｑ６．下校時が心配なのですが･･･。
Ａ．子どもの安全のため、心配な場合はできる限り保護者等が学校まで送迎するようにしてくださ
い。なお送迎が難しい場合は、事前にお子さんと行き帰りの道の確認や寄り道をしないよう約
束をするなど、十分な安全対策をとってください。

Ｑ７．欠席する場合、連絡する必要はありますか？
Ａ．事前に登録していれば自由に参加できますので、欠席の連絡は必要ありません。また、スタッ
フから出欠確認の連絡もしません。利用については、保護者とお子さんでよく話し合って決め
てください。また、変更の取り次ぎ、伝言は学校にしないでください。

Ｑ８．「参加カード」を忘れた場合、参加できますか？
Ａ．
「参加カード」を忘れた場合は、原則として参加できません。参加カードの提出により、参加
について保護者とお子さんとの間で話し合われているか、保護者の了承を得ているかなどをス
タッフが確認するためです。
多くの子どもが利用する「放課後志木っ子タイム」の安心・安全な運営のため、ご理解をお願
いします。

Ｑ９．「参加カード」を紛失してしまいました。
Ａ．紛失した場合等は再発行しますので、放課後志木っ子タイムのスタッフに申し出てください。
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Ｑ１０．水筒を持参してもいいですか？
Ａ．必要に応じて持参してください。
ただし、
「放課後志木っ子タイム」は学校とは別の事業ですので、水筒等の保管や衛生管理に
ついては、お子さんが自分でできるようにしてください。

Ｑ１１．お弁当を持参してもいいですか？
Ａ．持参できます。ただし、衛生面における配慮（保冷剤の使用など）は保護者が責任をもって行
ってください。

Ｑ１２．昼食をとるために一度家に帰ることはできますか？
Ａ．できます。ただし、自宅から学校までの通学路における安全面等を配慮のうえ、保護者の判断
によるものとします。

Ｑ１３．食物アレルギーがあるのですが、症状が出たときはどういった対応をしてくれますか？
Ａ．保護者等に連絡するのでお迎えをお願いします。必要に応じて救急車の要請を行いますが、投
薬等の対応はできません。

Ｑ１４．遊具を持参してもいいですか？
Ａ．ゲーム機やカードゲームを含む遊具を持参することはできません。禁止物・禁止事項などにつ
いては、学校のルールに準じます。
遊具については、
「放課後志木っ子タイム」用の軽スポーツの遊具や、オセロ、将棋などの室
内ゲームを用意しています。

Ｑ１５．一度帰宅した場合は自転車で来てもいいですか？
Ａ．
「放課後志木っ子タイム」における禁止事項や禁止物は学校のルールに準じますので、自転車
で来ることは禁止します。
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「放課後子ども教室」と「学童保育クラブ」の役割・内容
放課後志木っ子タイム

目

的

放課後子ども教室

学童保育クラブ

放課後等に子どもたちの居場所をつくるため、
校庭や教室等を開放し、地域住民の協力等によ
ってスポーツや文化活動ができるように取り組
みます。

児童の保護者が労働等により昼間家庭にいない
場合に、家庭に代わる生活の場を確保し適切な
遊びや指導を行うことにより、その児童の健全
な育成を図ります。
保護者が就労等により常時留守家庭となる等入
所要件にあてはまる児童

あり

対

象

実施小学校の在籍の全児童
（小学１年生～６年生）

定

員

なし

実施日及び
実施時間

【平日】
【平日】
月曜日～金曜日
月曜日～金曜日
⇒放課後～午後５時
⇒放課後～午後６時
（１０月～２月は午後４時３０分）
（午後６時～午後７時まで延長保育）
【三季休業日、行事の振替休業日、県民の日な 【土曜日、三季休業日、行事の振替休業日、
ど】
県民の日など】
月曜日～金曜日
午前 8 時～午後 6 時
午前８時～午後 5 時
午後 6 時～午後 7 時（延長保育）
（１０月～２月は午後４時３０分）
土・日曜日、祝休日、年末年始

日曜日、祝休日、年末年始

登録が完了すれば、誰でも可

申請をもとに、審査を行い入所決定
（就労証明書等必要）

お金は掛かるの？

無料

所得に応じた保育料あり

おやつ

なし

あり

お 休 み
参加方法

学校のない日の
昼食はどうするの？

水筒持参
弁当・水筒持参
・お弁当を持参すれば、一度帰宅せずお昼を食 ・仕出し弁当を注文できます。
べられます。
（注文方法は別途案内します。
）
・仕出し弁当を注文できます。
（注文方法は別途案内します。）

学校から直接
参加できるの？

直接参加することができます。また、一度帰宅 直接参加となります。
してからの参加もできます。

大きな違いは？

自由に出入りでき、途中で帰ることもできます。 出欠管理をします。
午後 5 時には集団で帰ります。
帰宅は午後 5 時以降（１０月～２月は午後４時
３０分）保護者のお迎えが必要となります。

問い合わせ先

生涯学習課
048‐473‐1111（内線 3134）
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子ども家庭課
048‐473‐1111（内線 2443）

安心・安全な子どもたちの居場所

【放課後志木っ子タイムに関する問い合わせ】

【学童保育クラブに関する問い合わせ】

志木市教育委員会 生涯学習課

志木市健康福祉部 子ども家庭課

〒353-8501

〒353-8501

志木市中宗岡 1-1-1

志木市中宗岡 1-1-1

☎048-473-1111（内線：3134）

☎048-473-1111（内線：244３）

