みらい
さん

みなと
さん

キッズで 19 時まで
過ごせる！ 利用区分２

問い合わせ先一覧
我が家の学区ははまっ子
ですか？キッズですか？
近くの放課後児童クラブ
の詳しい情報も知りたい
のですが・・。

校庭・体育館
キッズの先生やお友達
と一緒に遊びます。お兄
さんやお姉さんに遊び
を教えてもらうことも。

17 時まで遊ぶ子利用区分１も、19 時まで
過ごす子利用区分２も一緒になって、放課後

■キッズはどこで活動するの？
学校の教室を改装した「キッズルーム」や
体育館・校庭等で活動します。

お住まいの区(学区)の区役所へ
お問い合わせください。

お問い合わせ窓口は各区の「こども家庭支援課」です。

FAX

鶴見

510-1886

510-1887

鶴見区鶴見中央 3-20-1

神奈川

411-7046

321-8820

神奈川区広台太田町 3-8

西

320-8477

322-9875

西区中央 1-5-10

中

224-8139

224-8159

中区日本大通 35

南

341-1155

341-1145

南区浦舟町 2-33

べます。「おやつ」を食べて、ゆっくりお家

港南

847-8393

842-0813

港南区港南 4-2-10

の人のお迎えを待ちます。

保土ケ谷

334-6322

333-6309

保土ケ谷区川辺町 2-9

旭

954-6019

951-4683

旭区鶴ケ峰 1-4-12

磯子

750-2476

750-2540

磯子区磯子 3-5-1

金沢

788-7753

788-7794

金沢区泥亀 2-9-1

※お住まいの学区の「はまっ子」か

港北

540-2212

540-2426

港北区大豆戸町 26-1

緑

930-2216

930-2435

緑区寺山町 118

「キッズ」を利用できます。

青葉

978-2345

978-2422

青葉区市ケ尾町 31-4

都筑

948-2471

948-2309

都筑区茅ケ崎中央 32-1

戸塚

866-8485

866-8473

戸塚区戸塚町 16-17

栄

894-8434

894-8406

栄区桂町 303-19

泉

800-2339

800-2513

泉区和泉町 4636-2

瀬谷

367-5697

367-2943

瀬谷区二ツ橋町 190

■「キッズ」はいつ利用できるの？
みなとさんは利用区分２なので、放課後思
う存分遊んだ後、17 時から「おやつ」を食

実施日

実施時間

月曜日から金曜日

授業終了後から 19 時まで

学校長期休業日

８時 30 分から 19 時まで

■「キッズ」は誰が利用できるの？
17 時までは、利用区分に関わらず、みん
な一緒にキッズで遊ぶことができます。
利用区分２として登録するには、お家の人
が働いていること等が必要です。そのため、
申込み時に証明書の提出が必要です。

■「キッズ」はいくらかかるの？

区役所

利用区分１ みらいさんの場合…

TEL

利用区分２ みなとさんの場合…

所在地

※こども青少年局のホームページにも横浜市の放課後キッズ
クラブの一覧（小学生の放課後）を掲載しています。

横浜市 小学生の放課後

検索

年間の保険料 500 円＋月額利用料＋おやつ代です。
放課後～19 時まで

利用区分２ で利用す

利用料

月額 5,000 円

るには月額 5,000 円

おやつ

あり（有料）

保険料

500 円(年額)

がかかります（利用の
回数にかかわらず）
。

※19 時まで利用できる子利用区分２には、17 時以降に
「おやつの提供」があるため、実費相当分の「おやつ代」を
お支払いいただきます。
※イベントによっては、実費相当の費用を徴収する場合も
あります。

７

発行：平成 29 年７月
横浜市こども青少年局放課後児童育成課
電話：０４５－６７１－４０６８

放課後キッズクラブ(キッズ)とは
市立小学校で、子どもたちが安全で
豊かな放課後を過ごすための居場
所です。
全ての市立小学校には「はまっ子ふれあいスクール(はま
っ子)」か「キッズ」のどちらかがあります。お子さんの
通学する学校(学区)がどちらなのかご確認ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/houkago/

８

■「キッズ」はいつ利用できるの？
日曜日や祝日等を除いて、原則毎日開所
します。みらいさんは利用区分１なので、
キッズの一斉下校でお友達と一緒に帰った
り、一人でも帰ります。一斉下校時間を過
ぎたら、お家の人のお迎えが必要です。
（時
期によって一斉下校時間が変わります。）
実施日

実施時間

月曜日から金曜日

授業終了後から 17 時まで

土曜日

８時 30 分から 17 時まで

学校長期休業日

娘には、お友達やお兄さんお姉さんと
思い切り遊んでもらいたいです。

キッズで 17
横浜さんと
みらいさん

時まで遊ぶ！

利用区分１ といいます。

キッズで 19 時まで過ごせる！

同じ小学校に通っている小学１年生～６
年生が利用できます。同じ学区に住む私立や
国立の小学生も利用できます。

年間の保険料 500 円です。19 時まで利用したい場
合は、利用区分２の定員に空きがある場合（※P6
関内さんと
みなとさん

利用区分２ といいます。
★「キッズ」の運営は、公益財団法人、NPO 法人、株
式会社等が行っています。
１

■「キッズ」は誰が利用できるの？

■「キッズ」はいくらかかるの？

我が家は共働きなので、息子には 19 時
までキッズで安全に過ごしてもらいたい
です。

FAX：０４５－６６３－１９２６
e-mail：kd-kids@city.yokohama.jp

いつもの学校
だから安心！

キッズルーム
学校に専用の部屋があ
ります。遊んだり、本を
読んだり、みんなの遊び
と生活の場です。

＜各区のお問合せ先一覧＞

を楽しく過ごします。

土曜日

キッズで 17 時まで
遊ぶ！ 利用区分１

参照）のみ１日 800 円＋おやつ代で利用できます。
放課後～17 時まで
利用料

無料

おやつ

なし

保険料

500 円(年額)

１日利用も可能
800 円＋おやつ代

※イベントによっては、実費相当の費用を徴収する場合
もあります。

２

※利用区分２とは？

新１年生のキッズ申込方法(例)

利用区分２は、お子さんが 19 時までキッズを利用す
ることができる区分です。登録できるのは「留守家庭
児童」となりますので、申込みの際に「就労証明書」
等の提出が必要です。用紙はキッズで用意しています。

ぼくは学校が終わって、お家に
帰っても誰もいないから、19 時
までキッズで過ごすんだよ。
利用区分２※

①キッズの申込み
・通っている学校のキッズで「放課後キッズクラ
ブ利用申込書」を配布しています。
・利用予定日やお子さんに関して職員が知ってお
くべきことを保護者の方が記入して、キッズに
提出してください。

５校時終了(14 時 45 分頃)
今日はキッズの申込日だ①。
みなとさんやみらいさん、隣のお兄ちゃ
んも来るといいな②。
利用カードを提出して③、昨日の続きの
マンガを読もうっと④。
６校時終了(15 時 30 分頃)

17 時
一斉下校のみんなが帰って、ここからは
おやつの時間だ。今日のおやつは何かな
ぁ。楽しみ～⑨。
あーおいしかった。
お迎えが来るまで、ゆっくり過ごそう。
18 時 40 分。お家の人がお迎えに来た⑩。
さーて、お家に帰って、夕ご飯食べて、
宿題の続きをやらなくちゃ。神奈川主任、
さようなら～。

ぼくの一日どうだった？

・キッズには同じ学校に通うお友達が利用します。
・違う学年のお友達とも一緒に遊びます。

③利用カードの提出

・キッズを利用する日は、保護者の方があらかじ
め利用カードに「帰宅時間」や「お迎えの有無」
などを記入しておきます。
・利用カードをお子さんに渡し、お子さんがキッ
ズに来たときに受付にカードを出します。

④室内遊び
・高学年が授業で体育館や校庭を利用している時
間帯は、主にキッズルームで遊びます。
・ゲームをしたり、本やマンガを読んだり、それ
ぞれが思い思いの遊びをします。

⑧17 時までの利用 利用区分１
・キッズの一斉下校時間までは、お子さんだけで
帰宅できます。
・キッズの一斉下校時間を過ぎると、保護者のお
迎えが必要です。

・19 時まで利用をするお子さんには、おやつを
提供します。(17 時～17 時半ごろ)
・おやつ代は、実費相当額（１回 100 円程度）
がかかります。
・食物アレルギーがあるお子さんの場合は、職員
に事前に伝えてください。

⑩19 時までの利用 利用区分２
・おやつを食べた後、好きなことをしながらゆっ
たりと過ごします。
・職員が今日一日のお子さんの様子を、お迎えに
来たお家の人にお伝えします。

⑪お弁当

⑤職員

・キッズには常勤の職員が 2 名います（主任と副
主任）
。その他にも、子どもの数に応じて非常
勤職員を配置し、子どもたちが安心・安全に過
ごせるよう見守ります。
・職員以外に、地域の方がボランティアとして昔
遊びを教えたり、子どもたちと交流したりする
こともあります。

・夏休みなどの長期休業日、土曜日や振替休日な
どで、午前から午後まで利用する場合は、お弁
当を持ってきます。
・お弁当は冷蔵庫で保管できないので、保冷剤な
どを入れて食中毒予防に努めてください。

⑫活動プログラム

土曜日や夏休みには、お弁当を

⑥校庭遊び・体育館遊び

持って行って食べたり⑪、

・校庭や体育館が使える時間になったら、ボール
遊びなどで思い切り体を動かします。
・夏は光化学スモッグや熱中症に気を付けながら
活動します。

・キッズでは、お子さんたちの多様な学び・遊び
を体験できるよう、様々なプログラムを用意し
ています。
・プログラムの申込方法や参加費（材料費などの
実費相当分）については、毎月のキッズからの
お便り等で確認してください。

４

５

学校の外に行ったりすることも
あるんだよ⑫。

３

３

各キッズで申込方法や申込時期が異なりま
す。直接各キッズにお問い合わせください。

２月頃

新１年生向け説明

小学校の入学説明会の際に、「キッズの利用方
法」や「登録方法」などの説明を行い、利用申
込書」を配布します。
※「利用申込書」は随時、キッズでも配布しています。
登録も随時受け付けます。

３月～

⑨おやつ

みなと
さん
帰宅

６時間目が終わった。
神奈川主任⑤が校庭遊びの説明をしてい
るぞ。マンガ読むのに飽きちゃったから、
ぼくも校庭に遊びに行こうっと⑥。
あー楽しかった。遊びすぎてクタクタだ。
でも、今日は宿題が多いから、キッズで
も少し宿題をしなくちゃ⑦。
16 時 40 分になった。利用区分１のみら
いさんと隣のお兄ちゃんは、一斉下校で
帰るみたい⑧。ばいばーい。

②お友達や異年齢児との交流

・キッズルームでは、自主的に宿題を行うことが
できます。
・職員による宿題の指導など、学習支援は行いま
せん。

みらい
さん
帰宅

平日のぼくの１日を紹介します。

５

⑦キッズでの学習

・利用申込書記入
・保険料の支払い

・
「キッズ」に保険料支払い専用の振込用紙を用意
していますので、専用の振込用紙を使用し、郵
便局で保険料 500 円を支払います。(窓口または
ＡＴＭ)
・支払済証は「放課後キッズクラブ利用申込書」
に添付します。
・利用申込書をキッズに提出してください。
・利用区分２に登録する場合は、利用申込書のほ
かに、就労証明書等の提出が必要です。証明書
の用紙は、利用申込書と一緒に配布します。
※お支払いいただいた保険料は、
「キッズ」利用時のけが
等で通院した場合に傷害見舞金として支払われます。

４月 1 日～ キッズの利用
・利用区分２に登録した新１年生は、入学式以前の
「４月 1 日」から利用することが出来ます。
・利用料のお支払い方法は各キッズにより異なりま
すので、直接各キッズへお問い合わせください。

注意事項
１．このパンフレットは「放課後キッズクラブ」の
一般的な内容を説明したものです。実際の活動
内容等は各キッズによって異なります。
２．平成 27 年４月から「子ども・子育て支援新制
度」がスタートし、各キッズで利用区分２の定
員が設定されました。利用区分１については、
利用区分２の定員に空きがあれば利用するこ
とができます。定員は直接各キッズへお問合せ
ください。
３．事業内容は各年度の予算編成によって変更する
可能性があります。
6

