
令和４年８月現在 

小学生の放課後の居場所
南区 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居場所として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、地域等で運営されている「放課後児童クラブ（いわゆる「学童保育」）」の２つの事業があります。 

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・熱中症警戒アラー

ト発令時・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）

午前 8 時 

から午後 5 時まで 

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 

■区内の放課後キッズクラブ、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」をご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、南区役所こども家庭支援課にご相談ください。

各クラブの問合せ先は横浜市 

ウェブページをご覧ください。
 （二次元コードからアクセスできます。） 

トップページ>暮らし・総合>子育て・教育>

放課後児童育成>放課後の居場所 区別一覧>

放課後の居場所 区別一覧



 

   

 

 

 

 

 

平日 土曜 長期休暇
放課後 8:00 8:00
～19:00 ～19:00 ～19:00

放課後 8:00 8:00
～19:00 ～19:00 ～19:00

放課後 8:30 8:30
～19:00 ～19:00 ～19:00

放課後 8:00 8:00
～19:00 ～19:00 ～19:00

放課後 8:00 8:00
～19:00 ～19:00 ～19:00

放課後 8:00 8:00
～19:30 ～19:00 ～19:30

放課後 8:30 8:30
～19:00 ～19:00 ～19:00

放課後 8:30 8:00
～19:00 ～19:00 ～19:00

放課後 7:30
～21:00 ～21:00

7時～登校 7:00 7:00
放課後～20時 ～19:00 ～20:00

閉所

❿ 六ッ川みどりアフタースクール 六ツ川1-788-4 741-0100

❾ 横浜ガーデンアカデミー
真金町1-1
川井ビル1階・2階

231-5019

❼ 六ツ川・大池放課後児童クラブ
六ツ川3-62-4
池の平自治会館2階

711-1391

❽ さくら学童クラブ 井土ケ谷下町10-2 714-6208

❺ 別所学童クラブ 別所5-7-25 714-7499

❻ 夢学童保育 南太田4-36-23 731-9080

❸ 放課後児童クラブ中里学童
大岡5-1-4
セロウ上大岡1階

713-2137

❹ 井土ケ谷学童クラブ
井土ケ谷中町44-3
LMﾜｲﾄﾞﾘﾊﾞｰ井土ヶ谷101B

743-2489

➊ 第１みなみひまわりクラブ
吉野町2-4-9
リエード吉野町3階

262-1104

❷ 南永田学童クラブ 永田みなみ台2-1-203 715-4169

放課後児童クラブ（学童保育）

№ 施設名称 所在地 TEL
開所時間

凡例 

◉ 小学校 

➊ 放課後児童クラブ 

(一覧表の番号と一致) 

横浜市南区こども家庭支援課 

横浜市南区浦舟町２丁目３３番地 ２階 25 番 

Ｅメール：mn-kodomokatei@city.yokohama.jp 

 電話番号：045-341-1155 

ファクス番号：045-341-1145 

 

【令和４年８月更新】 

南区 放課後児童育成事業所マップ 

施設名称 TEL

石川小学校放課後キッズクラブ 262-0316

井土ケ谷小学校放課後キッズクラブ 741-3980

大岡小学校放課後キッズクラブ 712-0036

太田小学校放課後キッズクラブ 231-3416

永田小学校放課後キッズクラブ 741-4557

永田台小学校放課後キッズクラブ 714-1130

中村小学校放課後キッズクラブ 261-3001

日枝小学校放課後キッズクラブ
※所在地は宿町１-１-２F(蒔田公園内)です

714-6789

藤の木小学校放課後キッズクラブ 731-8354

別所小学校放課後キッズクラブ 715-2920

蒔田小学校放課後キッズクラブ 712-2304

南小学校放課後キッズクラブ 713-1105

南太田小学校放課後キッズクラブ 742-2044

南吉田小学校放課後キッズクラブ 253-0132

六つ川小学校放課後キッズクラブ 743-5844

六つ川台小学校放課後キッズクラブ 715-3091

六つ川西小学校放課後キッズクラブ 742-8846

放課後キッズクラブ


	【南区】02事業紹介ひな形
	キッズ一覧（裏面50音順）

