学童保育所利用規程
第１章

総則

（目的）
第１条

この規程（以下「規程」という）は、特定非営利活動法人あげお学童クラブの会

（以下「法人」という）定款第５条第１項にもとづき、学童保育所に登所する児童の保護
者（以下「保護者」という）が、利用にあたって遵守すべき事項について定める。
（利用対象児童）
第２条

上尾市内の小学校に就学する児童であって、または上尾市に在住し上尾市外の小

学校に通う児童であること。
(1) 下記の一から三に掲げる保護者の事情により、学童保育所開設時内において保育が
必要と認められる児童。
一 保護者が就労のため放課後の保育が困難であること。
二 保護者又は家族の疾病等により保育が困難であること。
三 父または母の不存在（父親または母親がいない場合）
(2) その他の事情により、学童保育所開設時内において保育が必要と認められる児童で、
理事会が認める事由があること。
（規程の遵守）
第３条

学童保育所を利用する児童の保護者は、この規程並びに法人が定める規程を遵守

しなければならない。
（児童の送迎等）
第４条 児童の送迎に関しては、保護者が責任を負う。学童からの一人帰りは認めない。尚、
学童から習い事などに行く事は法人として許可することは無く、各保護者の責任とする。
欠席の場合は必ず保護者が連絡すること。
（保育料等の納入）
第５条 保護者は、法人が定める保育料等を期日までに遅滞なく納入しなければならない。
（口座振替の原則）
第６条

保育料等の納入は原則として口座振替により、保護者は予め引き落し口座を法人

に届けるものとし、次の各号に従って手続きをしなければならない。
(1)期日までに振替手数料を含む必要額を届出た口座に準備する。
(2)口座振替ができない事由があるときは速やかに法人に報告する。
(3)入所当初等、口座手続き未了の場合は、その都度法人が指定する方法で納入する。
(4)残高不足等、保護者の事情により口座振替不能の場合は、保護者は別途法人が指定
する期日までに法人が指定する金融機関の口座に、本来口座引き落しをされるべき

金額を振り込むこととする。その際の振込手数料は保護者の負担とする。
２ 入所金等、振替口座開設以前に納入すべき費用については第１７条、第１８条及び第
１９条の規定による。

第２章

保護者の役割

（保護者の役割）
第７条 保護者は職員と連携し、学童保育所の事業の運営（保護者会や行事等）に主体的に
参画する。

第3章

保護者会

（共同の保育）
第８条 保護者会は、保護者と職員により構成される。
２

保護者及び職員は、保護者会において情報を交換し、相互理解を深め、児童の

健全な育成のために協力する。
３

学童保育及び職員の役割への理解を深めるため、保護者は積極的に学習会等へ

の参加に努める。
４ 保護者は、学童運営のみならず学童保育の充実と発展のための活動に協力する。
５ 地域と連携を図り、地域のイベントにも積極的に参加するように努める。

第４章

開設時間

（開設期間）
第９条 学童保育所の開設期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日とする。
（開設日）
第１０条 開設日は、月曜日から土曜日とする。(祝日を除く)
(1)平日 (月曜日から金曜日の学校開校日)
(2)学校休業日（土曜日、春休み、夏休み、冬休み、開校記念日、県民の日等）
(開設時間)
第１１条 開設時間は、保育を行う時間帯をいう。
(1)月曜日から金曜日の開設時間は、学校授業終了時刻から午後７時までとする。
(2)土曜日の開設時間は、午前８時から午後６時までとする。
(3)学校休業日等の開設時間は、午前８時から午後７時までとする。
(4)その他、法人は特別に指定した時間に学童保育所を開設することができる。
（閉所日）
第１２条 閉所日を次の各号に示す。
(1)日曜日
(2)国民の祝日（振替休日を含む）

(3)年末年始（１２月２９日から１月３日まで）
(4)その他法人が定める日
(5)臨時閉所日：児童の安全確保が困難な場合は閉所とする。
（災害・事件・感染症等)

第５章

入所・退所等

（入所手続き）
第１３条

入所に際して入所希望者は所定の書類を提出し入所審査基準に基づく審査や法

人の入所管理委員会による審査を受けなければならない。入所決定後についても所定の
書類を提出し、第１８条に定める入所金及び第１９条に定める保育料等を納めなければ
ならない。
２ 入所に必要な書類の提出は法人事務局が示した方法による。
３ 初めて学童保育所に入所を申請する入所希望者は、法人が行う新規入所説明会もし
くは事務局が行う入所説明を必ず受けなければならない。
４

入所が決定した学童保育所から他の学童保育所への自己都合による転所は認めな

い。
５

学童保育所を分離分割する際に保護者会や法人入所管理委員会等で新たな入所先

となる学童保育所を決定したのちに退所した場合、再入所先学童保育所は新たな入所
先学童保育所として決定した学童保育所とする。
（新１年生の入所）
第１４条 新１年生の入所は４月１日からとする。
（１日が休日の場合は翌日からとする。
）
（退所手続き）
第１５条 やむを得ず承認期間内に退所する場合は、保護者は所定の退所届を提出する。
２ 退所届は退所月の前月末日までに提出する。
３ 保育料等は退所日の月までは月単位で全額納入することとする。
（日割り計算はし
ない）
（休所）
第１６条 休所とは、学童の在籍児童が傷病その他の事由により、登所の意志があるにもか
かわらず不可能な場合において、月初から月末まで、月単位で登所できない場合を
言う。休所する場合には、休所届を提出すること。休所時の保育料については第１
９条に定める。
２

学校が伝染性疾患等の理由により出席停止等の扱いとなる場合には、他の児童等

への感染を防止するために、学童への登所停止とする。
３ その他、休所扱いに準じる事例の場合には、常任理事会において協議する。

第６章

保育料等

（入所金）

第１７条 入所金は１児童につき１３，０００円とする。
２ 入所金は指定する日時までに納入すること。
３

入所金は小学校在学中に１回のみの納付とし、原則として理由の如何を問わず返

還しない。
（基本保育料、保育費）
第１８条 毎月の基本保育料は月額１３，０００円とする。ただし、学年別保育料に関して
は別表１に定める。
２ 保育料のうち、月額２，７５０円を保育費として、学童保育所における食料費（お
やつ代）
、教材費、行事費、消耗品費、その他の各 5 項目について使用する。項目ご
との金額は財務委員会にて決定する。
３

保育費のうちの食料費は、アレルギー対応のためおやつを提供できない児童に対

しては返金する。
（保育の特例）
第１９条 保育料には次の各項の特例を設ける。
２ 多子特例減免
保護者を同じとする 3 人以上の児童が入所している場合、保育料は最も学年が下の
児童から 2 人分について納付し、3 人目より上の児童の保育料のうち保育費のみの支
払とする。
３ 減免特例
保護者の申請により、次に掲げる(1)～(2)のいずれかに該当する場合
(1)一人親家庭または両親のいない家庭の児童
(2)就学援助を申請して対象となった家庭の児童
４ 休所の特例 1 ヶ月の開設日の半分以上休所する場合は、保育料を別途考慮する。
５ １月１日、４月１日、８月１日の各日に途中入所する児童は、前月に始まる小学校
の長期休み期間中、１日につき１，０００円の日割保育料を支払うことで入所日
前の学童保育所登所を認める。
（滞納）
第２０条 保育料の滞納が発生した場合は、以下の対応をとり、速やかな納付を促す。
(1) 引き落としがされなかった翌月に督促状を出す。
(2) さらに引き落としがされなかった場合には直接連絡をする。
(3) 連絡した月内に納入確認ができない場合は退所を勧告する。
(4) 退所勧告（２ヶ月滞納）を受けた会員が再度２ヶ月滞納を行った場合は、理
事会にて氏名公表の上強制退所とする。尚、その者が再入所を希望する時は、
保証人を必要とする。
２ 保育料の滞納がある場合、学童保育所の次年度以降の継続入所及び退所後の再入所
申請についてはこれを認めない。
（超過料金）
第２１条

第１１条に規定する開設時間内に保護者の引き取りがなかった場合、１世帯１

日につき、１５分ごとに１０００円の超過料金を支払わなければならない。
２

超過料金の滞納がある場合、学童保育所の継続入所申請及び退所後の再入所申請

についてはこれを認めない。

第７章

雑則

（改廃）
第２２条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て、代表理事が行う。
附則
１．この規程は 2007 年 4 月 1 日から施行する。
２．この規程は改定後 2010 年 4 月 1 日から施行する。
３．この規程は改定後 2010 年 8 月１日から施行する。
４．この規程は改定後 2011 年 4 月 1 日から施行する。
５．この規程は改定後 2011 年 10 月 1 日から施行する。
６．この規程は改定後 2012 年 1 月 1 日から施行する。
７．この規程は改定後 2012 年 8 月 1 日から施行する。
８．この規程は改定後 2016 年 1 月 1 日から施行する。
９．この規程は改定後 2017 年 10 月 1 日から施行する。
１０．この規程は改定後 2018 年 4 月 1 日から施行する。
１１．この規程は改定後 2019 年 3 月 1 日から施行する。
別表１．学年別保育料
１ヶ月の保育料
１－３年生

１３，０００円

４年生

１２，５００円

５，６年生

１１，０００円
2006.12.1 起案・修正

2006.02.02 修正

2007.3.9 修正

2007 年３月 22 日第 15 回理事会承認
2007.6.18.改正案提出

2007 年７月４日第 22 回理事会承認
2010 年 3 月 25 日第 57 回理事会承認
2010 年 6 月 30 日第 60 回理事会承認
2010 年 7 月 29 日第 61 回理事会承認
2011 年 6 月 23 日第 71 回理事会承認
2011 年 10 月 27 日第 74 回理事会承認
2012 年 8 月 25 日第 83 回理事会承認

2015.12.16.改正案提出

2015 年 12 月 16 日第 126 回理事会承認

2017.9.27.改定案提出

2017 年 9 月 27 日第 153 回理事会承認

2018.3.29.改定案提出 2018 年 3 月 29 日第 159 回理事会承認
2019．2.28 改定案提出 2019 年 2 月 28 日第 173 回理事会承認

会員規則
（総則）
第１条 この規則（以下「規則」という）は、特定非営利活動法人あげお学童クラブの会
（以下「法人」という）定款第６条及び第７条にもとづき、会員に関する事項に
ついて定める。
２ この規則は、正会員及び賛助会員すべてに適用し、これにより法人の運営を行う。
（会員の定義）
第２条 会員とは、法人の趣旨に賛同し、この規則を承認し、この規則で定める入会の手
続きを完了した者とする。
（会員の種類）
第３条 会員の種類は、以下の２種とする。
(1)正会員
小学校等に就学している児童の保護者で、かつ法人が運営する学童保育所に当該児
童が入所している保護者とする。
(2)賛助会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体とする。
（正会員を除く）
（会員の権利）
第４条 正会員及び賛助会員は、この法人の全ての活動に参加することができる。
２ 正会員は、総会への参加権、一人一票の議決権がある。
３ 賛助会員は、総会に出席できるが、議決権を持たない。
（入会申し込み）
第５条 入会の申し込みは、法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、代表理事
に提出する。
（入会の承認）
第６条 入会の承認は、理事会で審議の上、代表理事が行う。
（入会の不承認）
第７条 理事会で審議の上、代表理事が第３条第１項 1 号及び 2 号に該当しないと判断
した場合、入会を不承認とする。
２ 前項の場合、代表理事は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知する。

（入会申し込み記載事項の変更）
第８条 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面によりその
旨を法人に通知しなければならない。
（会員資格の喪失）
第９条 会員が次の各号に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
(1)本人から退会の申し出があったとき。
(2)本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して二年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
（会費）
第１０条 会員は、法人が別に定める会費規程にもとづき、会費を支払う。
（損害賠償）
第１１条 会員が、この規則及びこの規則にもとづく諸規程に反し、またはそれに類する
行為によって法人が損害を受けた場合、当該会員は、法人が受けた被害を法人に
賠償しなければならない。
２ 前項の規定は、会員資格が喪失されても継続される。
（拠出金品の不返還）
第１２条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、いかなる理由があっても
これを返還しない。
（規則の改廃）
第１３条 この規則の改廃は、理事会の議決による。
附則
1. この規則は 2007 年 4 月 1 日より施行する。

2006.11.28 起案
2007.2.19 修正
2007 年 3 月 22 日第 15 回理事会承認

会費規程
（総則）
第１条 この規程（以下「規程」という）は、特定非営利活動法人あげお学童クラブの会
（以下「法人」という）定款第８条ならびに会員規則第５条及び第 10 条にもとづき、
会員の入会金及び会費について定める。
（入会金）
第２条 会員の入会金は以下のとおりとする。
(1) 正会員は０円とする。
(2) 賛助会員は０円とする。
（会費）
第３条 会員の会費は以下のとおりとする。
(1) 正会員の会費は月額１，０００円とする。
(2) 個人の賛助会員は１口年１，０００円とする。
(3) 団体の賛助会員は１口年１０，０００円とする。
（納入方法）
第４条 入会金及び会費の納入は、代表理事の請求にもとづき指定した期日までに納入
するものとする。
（滞納）
第５条 会費の滞納が二ヵ年以上に及ぶ会員は、定款第９条４項に該当するものとして
理事会の議決により除名することができる。
（返還）
第６条 既に納入された入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
（規程の改廃）
第７条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て、代表理事が行う。
附則
１．この規程は 2007 年４月 1 日より施行する。
２．この規程は 2010 年４月 1 日より試行する。
2007.2.19 改定
2007 年 3 月 1 日第 12 回理事会承認
2010 年 3 月 25 日第 57 回理事会承認

特定非営利活動法人あげお学童クラブの会

個人情報保護方針
基本理念
特定非営利活動法人あげお学童クラブの会（以下、
「当会」といいます。
）は、当会が運営
する学童保育所をご利用いただく児童、その保護者の方及びその他の関係者の方（以下、
「ご
利用者様」といいます。
）の個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成１５年
法律第５７号）及びその他の関係諸法令を遵守するため、個人情報保護に関する基本方針を
定め、個人情報の適切な保護に努めます。

基本方針
１．個人情報保護法遵守のための規程類の整備
当会は、個人データに関し取得・利用・保管・移送・消去等の各段階における取扱い規
程を整備し、
従業者に周知徹底いたします。
２．利用目的の公表等
ご利用者様より個人情報を取得するにあたっては、あらかじめ利用目的等をご利用者
様に対して通
知又は公表したうえで、必要な範囲の個人情報を収集させていただきます。
また、取得した個人情報は、法令等により認められる場合を除き、ご利用者様の同意を
得ないで、
あらかじめ通知又は公表した利用目的の範囲を超えて利用することはいたしません。
また、偽りその他不正の手段により個人情報を取得することはいたしません。
３．管理体制の強化
個人情報保護管理者を設置し、その権限と責任を明確にし、個人情報保護に関する業務
を適切に遂
行できるよう体制整備を図ります。
また、従業者と個人データの非開示契約を締結するなど安全管理に係る体制の強化に
努めます。
４．委託先の厳格な管理
個人データの取扱いを委託する場合には、個人データの安全管理のための措置を委託
先に対しても
確保できるよう十分な監督をいたします。
５．開示・苦情処理等について手続きの明示
個人情報の取扱いに関し、ご利用者様の苦情に対する窓口を設置し、適切な対応を図り
ます。また、
ご利用者ご自身の個人情報に関する開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止また
は消去、第
三者提供の停止等の手続きを定め、あらかじめ明示します。

６．監査体制の充実
個人情報の安全管理が適切に行われることを確保するため、監査体制を強化し、その実
施状況につ
いて定期的に点検し、継続的改善に努めます。
７．従業者教育の強化
個人情報保護法に関する解説書等を作成し従業者に配布するとともに、継続的に研修
会等を実施す
るなど従業者の教育・訓練に努めます。
なお、この個人情報保護方針は、内外に公表します。
２００６年１２月１日 制定

特定非営利活動法人あげお学童クラブの会

代表理事 廣瀬浩司

