
議案第69号 逗子市放課後児童クラブ条例の制定
（目的及び設置）

第１条 この条条例例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３第２項

の規定に基づき、就労等により保護者が昼間家庭にいない児童に、適切な遊びと

家庭に代わる生活の場を与え、その健全な育成を図るため実施する逗子市放課後

児童クラブ(以下「児童クラブ」という。）を設置し、その管理等について必要な

事項を定めるものとする。

（名称及び位置）

第２条 児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。

（指定管理者による管理）

第３条 児童クラブの管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」と

いう。）第244条の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定

するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。

（指定管理者の業務）

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(１)児童クラブに入所している児童（以下「入所児童」という。）の安全の確

保と健全な育成に関する業務

(２)児童クラブの施設及び付属設備（以下「施設等」という。）の維持管理に

関する業務

(３)その他市長が必要があると認める業務

（指定管理者の指定等）

第５条 指定管理者の指定を受けようとする者は、市長が公示する期日までに事

業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮し

て、次条に定める基準及び別に定める基準に最も適合していると認めた者を指定

管理者の候補者として選定し、議会の議決を得て指定するものとする。

３ 指定管理者の指定の期間は、原則として５年とする。ただし、当該期間にお

ける実績及び入所児童の保護者の意見等により適切に運営されていると認められ

るときは、当該期間満了後の期間の更新を妨げない。

（指定管理者の指定の基準）

第６条 市長は、次に掲げる基準に基づき、最も適切に児童クラブの管理を行う

ことができると認めた者について、指定管理者として指定する。

（１）児童クラブの運営について、児童の安全確保及び健全育成を行うこと並び

に保護者の（休所日）

就労と子育ての両立支援を行うことができる者であること。

（２）児童クラブの管理を効率的かつ効果的に行うことができる者であること。

（３）児童クラブの管理を適切に行うことができる物的能力及び人的能力を有す

る者であること。

（指定管理者の管理の基準）

第７条 指定管理者は、次に掲げる基準により、適正に児童クラブの管理を行わ

なければならない。

（１）法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則を遵守すること。

（２）児童クラブの管理について、知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のた

めに使用しないこと。

（３）児童クラブの管理について、知り得た入所児童等の個人情報を適切に取り

扱うこと。

（指定管理者の指定等の告示）

第８条 市長は、第５条の規定により指定を行い、又は法第244条の２第１１項の

規定により指定を取り消し、若しくは業務の全部若しくは－部の停止を命じたと

きは、その旨を告示するものとする。

（事業報告書の作成及び提出）

第９条 指定管理者は、毎会計年度の終了後（法第244条の２第11項の規定により

指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)、規則で定めるとこ

ろにより、児童クラブに関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければなら

ない。

（指定の取消し等による損害賠償の免責）

第１０条 法第244条の２第１１項の規定により指定を取り消し､又は業務の全部

若しくは一部の停止を命じたことにより当該指定管理者に損害が生じた場合であっ

ても、市長は、その賠償の責めを負わない。

（原状回復義務）

第11条 指定管理者は､その指定の期間が満了したとき又は法第244条の２第11項

の規定により指定を取り消され、又は業務の全部若しくは－部の停止を命じられ

たときは、児童クラブの施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。

ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

（休所日）

第12条 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者

は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの日に開所し、

又は別に休所日を定めることができる。

（１）日曜日

（２）国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

（３）１２月２９日から翌年の１月３日まで（前号に掲げる日を除く。）

逗子市放課後児童クラブ条例(素案)
(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第２項の規定に基

づき、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に適切な遊びと家庭に代わる生

活の場を与え、健全な育成を図るため実施する逗子市放課後児童クラブ(以下「児

童クラブ」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 児童クラブの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に

規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童クラブに入所している児童(以下「入所児童」という。)の安全の確保と

健全な育成に関する業務

(2) 児童クラブの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関す

る業務

(3) その他市長が必要があると認める業務

(指定管理者の指定等)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、プロポーザル方式による選

定を経て指定するものとする。ただし、管理上緊急に指定管理者を指定しなければ

ならないとき、次条に定める基準に基づき適切に運営されていると認められるとき、

その他公募しないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長

に申請しなければならない。

(指定管理者の指定の基準)

第6条 市長は、次に掲げる基準に基づき、最も適切に児童クラブの管理を行うこと

ができると認めたものを指定管理者として、指定する。

(1) 児童クラブの運営に関し、児童の安全確保と健全育成を行うこと及び保護者

の就労と子育ての両立支援を行うことができるものであること。

(2) 児童クラブの管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) 児童クラブの管理を適切に行うことができる物的能力及び人的能力を有する

ものであること。

(指定管理者の管理の基準)

第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により、適正に児童クラブの管理を行わなけ

ればならない。

(1) 法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則を遵守すること。

(2) 児童クラブの管理に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使

用しないこと。

(3) 児童クラブの管理に関し知り得た入所児童等の個人情報を適切に取り扱うこ

と。

(指定管理者の告示)

第8条 市長は、指定管理者の指定をし、又は取り消したときは、遅滞なくその旨を

告示するものとする。

(休所日)

第9条 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、

特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの日に開所し、又は別

に休所日を定めることができる。

(1)日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第10条 児童クラブの開所時間は、小学校の授業終了時から午後7時までとする。た

だし、学校の休業日及び臨時に授業を行わない日にあっては、午前8時から午後7時

までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市

長の承認を得て、開所時間を変更することができる。

(入所の資格)

第11条 児童クラブへの入所は、市内に住所を有し、小学校に在学している児童で、

児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保

育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が

当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している

こと。

(4) 同居の親族を常時介護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 市長が特に必要があると認める場合。



（開所時間）

第13条 児童クラブの開所時間は、小学校の授業終了時から午後７時までとする。

ただし、逗子市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（平成12年逗子市教育

委員会規則第８号）第３条第２号から第６号までの規定による学校の休業日及び同

規則第５条第１項の規定による臨時に授業を行わない日にあっては、午前８時から

午後７時までとする。

２前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市

長の承認を得て、開所時間を変更することができる。

（入所の資格）

第14条 児童クラブへの入所は、市内に住所を有し、小学校に在学している児童で、

児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保

育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が

当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(１)昼間労働することを常態としていること。

(２)妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(３)疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している

こと。

(４)同居の親族を常時介護していること。

(５)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(６)前各号に類する状況にあること。

（入所の承認等）

第15条 児童クラブに入所しようとする児童の保護者は、市長の承認を受けなけれ

ばならない。

２ 市長は、児童クラブに入所しようとする児童が次の各号のいずれかに該当す

るときは、入所の承認をしないことができる.

(１)集団における指導が著しく困難であると認めるとき。

(２)その他管理上支障があると認めるとき。

（入所の承認の取消し）

第16条 市長は、入所児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、

所の承認を取り消すことができる。

（１）第14条各号の規定に該当しなくなったとき。

（２）前条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

（３）偽りその他不正の行為により入所の承認を受けたとき。

（退所の届出）

第17条 入所児童の保護者は、児童クラブを過所しようとするときは、市長に届け

出なければならない。

（保育料の支払）

第18条 入所児童の保護者は、指定管理者に児童クラブの利用料Ｋ以下「保育料」

という。）を支払わなければならない。この場合において、保育料は、指定管理者

の収入とする。ただし、指定管理者が徴収しないことについて合理的な理由がある

ときは、市長に支払うものとする。

２ 保育料は、午後６時までの利用について、入所児童１人につき月額12,000円

以内とりし、午後６時から午後７時までは、月額'’500円以内を加算するものとす

る。

（保育料の減免）

第19条 市長は、規則で定めるところにより、保育料を減額し、又は免除すること

ができる。

（保育料の不運付）

第20条 既に支払われた保育料は、還付しない。ただし、災害その他入所児童の保

護者の責めによらない特別の理由があると市長が認めるときは、保育料の全部又は

－部を還付することができる。

（損害賠償等）

第21条 入所児童が児童クラブの施設等を損傷し、又は滅失したときは、当該入所

児童の保護者は、市長の指示に従いこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

（保護者会等の意見聴取）

第22条 市長及び指定管理者は、事業の円滑な実施と児童の健全育成のため、児童

クラブの事業内容等について保護者会及び入所児童の保護者の意見聴取に努めなけ

ればならない。

（委任）

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

（施行期日）

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。ただし、第５条及び第８条の

規定は、公布の日から施行する。

（指定手続の特例）

２ 指定管理者の指定に当たり、この条例の施行の日前に運営が行われている児

童クラブが、放課後児童クラブ事業者公募型プロポーザル実施要綱（平成18年４月

２０日施行）により選考され、又は利用児童の保護者で構成する団体により運営さ

れている場合で、第６条の基準に基づき適切に運営されていると認められるときは、

公募によらず指定することができるものとする。

(入所の承認等)

第12条 児童クラブに入所しようとする児童の保護者は、市長の承認を受けなけ

ればならない。

2 市長は、児童クラブに入所しようとする児童が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、入所の承認をしないことができる。

(1) 集団における指導が著しく困難であると認められるとき。

(2) その他市長が入所を不適当と認めたとき。

(入所の承認の取消し)

第13条 市長は、入所児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合

には、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 第11条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他不正の行為により入所の承認を受けたとき。

(退所の届出)

第14条 入所児童の保護者は、児童クラブを退所しようとするときは、市長に届

け出なければならない。

(保育料の支払)

第15条 入所児童の保護者は、指定管理者に児童クラブの利用料(以下「保育料」

という。)を支払わなければならない。この場合において、保育料は、

指定管理者の収入とする。ただし、指定管理者が徴収しないことについて合理的

な理由があるときは、市長に支払うものとする。

2 保育料は、午後6時までの利用について、入所児童1人につき月額12,000円以内

とし、午後6時から午後7時は、月額1,500円以内を加算するものとする。

(保育料の減免)

第16条 市長は、規則で定めるところにより、保育料を減額し、又は免除するこ

とができる。

(保育料の不還付)

第17条 既に支払われた保育料は、還付しない。ただし、災害その他入所児童の

保護者の責めによらない特別の理由があると市長が認めるときは、保育料の全部

又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第18条 入所児童が児童クラブの施設等を損傷し、又は滅失したときは、当該入

所児童の保護者は、市長の指示に従いこれを原形に復し、又はその損害を賠償し

なければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(保護者会)

第19条 市長は、入所児童の保護者に対し保護者会の設置及び加入を奨励するよ

う努めるものとする。

2 市長は、児童クラブの事業内容等について保護者会の意見を尊重するもの

とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成 年 月 日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。

(準備行為)

2 第5条及び第8条の規定による指定管理者の指定の手続その他の行為は、この

条例の施行前においても行うことができる。

(指定手続きの特例)

3 指定管理者の指定に当たり、この条例の公布の日前に運営が行われている児

童クラブについて、放課後児童クラブ事業者公募型プロポーザル実施要綱(平成1

8年４月20日施行)により選考され、又は、利用児童の保護者で構成する団体によ

り運営されている場合で、第6条の基準に基づき適切に運営されていると認めら

れるときは、公募によらず指定することができるものとする。


