
令和４年９月現在 

小学生の放課後の居場所 
保土ケ谷区 放課後児童健全育成事業所一覧 

小学生が放課後を楽しく安全に過ごせる場所として、横浜市では 2 つの事業があります。各小学校に設置されてい

る「放課後キッズクラブ（キッズ）」と、地域で運営されている「放課後児童クラブ（いわゆる「学童保育」）」です。 

 

 
放課後を小学校で過ごす 

放課後キッズクラブ（キッズ） 
放課後を地域で過ごす 

放課後児童クラブ  わくわく区分 

（区分 1） 

すくすく区分（区分 2） 

 ゆうやけ（A） ほしぞら（B） 

概要 

「遊びの場」として

利用することを目

的に実施 
※災害時や感染症対

策のため、受入中止の

場合あり 

保護者が就労等により昼間家庭にいない子

どもたちに、「遊びの場」と「生活の場」を提

供するために実施 

昼間保護者がいない家庭等の

子どもたちが、安全で豊かな

放課後を過ごすために、地域

の理解と協力のもとで運営 

場所 小学校の施設内 
民間施設（マンション、一軒家

等） 

対象 
当該実施校に通学している小学生、又は当該小学校区内に居住す

る私立学校等に通学する小学生 
※「すくすく区分」に登録する場合、就労証明書等が必要 

留守家庭児童等 

開所日 平日、土曜日 
平日の他、土曜日の開所はク

ラブによって異なる。 

開

所

時

間 

平日 
放課後から 

午後 4 時まで 

放課後から 

午後 5 時まで 

放課後から 

午後 7 時まで 

放課後から午後 7 時まで 

※クラブによって異なる 

土曜日 
なし 

（プログラムのある日の

プログラム参加は可能） 

午前 8 時 30 分 

から午後 5 時まで 

午前 8 時 30 分 

から午後７時まで 

土曜日を

除く学校

休業日 

(長期休

業日等) 

クラブが指定する

時間（2 時間程度） 

【夏季休業以降】 

午前 8 時★ 

から午後 5 時まで 

【夏季休業以降】 

午前 8 時★ 

から午後７時まで 

利

用

料

等 

利用料 

（７・８月

を除く） 

無料 
※1 日 800 円＋おや

つ代で、午後 7 時まで

利用可能 

2,000 円／月 
※400 円／回で午後７

時まで延長利用が可能 

※おやつ代は実費 

5,000 円／月 

※おやつ代は実費 

クラブによって異なる 

※詳しくは各クラブへ問合せ 

利用料 

（７・８

月） 

無料 
※1 日 800 円＋おや

つ代で、午後 7 時まで

利用可能 

2,500 円／月 
※400 円／回で午後７

時まで延長利用が可能 

※おやつ代は実費 

5,500 円／月 

※おやつ代は実費 

減免後の

利用料 
（上限

2,500 円

/月） 

 

無料/月 
７・８月以外 2,500 円/月 

７・８月のみ 3,000 円/月 

※就学援助世帯・市民税所得割非課税世帯・

生活保護世帯が対象 

保険料 800 円以内/年 

申込み 各クラブへ直接問合わせ 

★開所時間の前倒しは令和４年度の夏季休業から実施しています。令和４年度の春季休業日、開港記念日及び夏季

休業日までの振替休日は８時 30 分の開所となります。 

■区内の放課後キッズクラブ、放課後児童クラブについて、裏面で紹介しています。 

■障害がある子どもの利用について、「障害児通所支援事業」を利用できる場合があります。 

利用の可否、方法等については、区役所担当窓口（本館３階 34 番窓口）にご相談ください。 

・掲載情報は令和４年９月時点の情報です。今後、変更される場合があります。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 名 称 住所 電 話 開設時間 

1 学童保育たけのこクラブ 上菅田町 889－37 381-3753 
平日 ：授業終了～19:00 

土曜日：8:30～19:00 

2 明神台学童保育所 
明神台 44-１ 

明神台団地自治会館内 
333-1166 

平日 ：授業終了～19:15 

土曜日：8:30～19:15 

3 帷子学童クラブ 
天王町１-31-15 

メグミビル３０１ 
335-0939 

平日 ：授業終了～19:00 

土曜日：8:30～19:00 

4 峯学童クラブ 
宮田町２-158-19 

荒井ビル１階・２階 
335-0868 

平日 ：10:00～19:00 
土曜日：8:30～19:00 

５ 
保土ケ谷西部 

学童保育センター 
新桜ケ丘２-24-20 352-0094 

平日 ：授業終了～19:00 

土曜日：8:00～19:00 

６ 学童保育スクラム 西谷 3-24-23 372-5017 
平日 ：授業終了～19:00 

土曜日：8:30～19:00 

７ ときわ学童クラブ 
和田１-12-14 

不二屋ビル２階 
332-3801 

平日 ：授業終了～19:00 

土曜日：8:30～19:00 

８ 
学校法人初音丘学園 

アフタースクールはつねっ子 
初音ケ丘 36-26 348-2805 

平日 ：８:00～19:00 
土曜日：イベント時は開所 

名 称 電 話 

新井小学校放課後キッズクラブ 382-3051 

今井小学校放課後キッズクラブ 351-9890 

岩崎小学校放課後キッズクラブ 332-4371 

帷子小学校放課後キッズクラブ 332-5263 

上菅田笹の丘小学校放課後キッズクラブ 383-3123 

上星川小学校放課後キッズクラブ 371-9676 

川島小学校放課後キッズクラブ 381-0996 

権太坂小学校放課後キッズクラブ 712-5460 

坂本小学校放課後キッズクラブ 332-0785 

桜台小学校放課後キッズクラブ 337-5048 

瀬戸ケ谷小学校放課後キッズクラブ 713-8868 

常盤台小学校放課後キッズクラブ 331-5130 

初音が丘小学校放課後キッズクラブ 351-0299 

藤塚小学校放課後キッズクラブ 352-4687 

富士見台小学校放課後キッズクラブ 741-5108 

仏向小学校放課後キッズクラブ 332-9410 

星川小学校放課後キッズクラブ 332-2218 

保土ケ谷小学校放課後キッズクラブ 336-9512 

峯小学校放課後キッズクラブ 333-1458 

保土ケ谷区放課後事業マップ 放課後児童クラブ（開設順） 

放課後キッズクラブ（50 音順） 

横浜市保土ケ谷区こども家庭支援課 
令和４年８月作成 

横浜市保土ケ谷区川辺町２－９ 
Ｅメール ho-houkago@city.yokohama.jp 

    電話番号 045-334-6322 
ファクス番号 045-333-6309 

https://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/ 

凡例 

◉ 放課後キッズクラブ 

● 放課後児童クラブ 
(一覧表の番号と一致) 


