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令和４年９月２０日 

保護者・児童の皆さんへ 

 

「放課後子ども教室」参加者募集のお知らせ 
 

平成３１年度に市内の全小学校で開設されていた「放課後子ども教室」は、新型コロナウィルスの

感染拡大による令和２年３月からの臨時休校や緊急事態宣言の発令等により、２年半に亘って休止し

ておりましたが、感染対策を講じた上で、令和４年１０月１１日（火）から全校で順次再開すること

となりました。そこで、令和４年度の参加者の募集をいたしますので、この募集案内の内容をご覧い

ただき、参加を希望される方は９月２８日（水）迄にお申し込みくださいますようお願いいたします。 

なお、今後の感染状況によっては、開設を中止する場合もありますので、ご承知おきください。 

 

１ 放課後子ども教室とは 

（1）放課後子ども教室について 

   放課後子ども教室は、子どもたちが心豊かで健やかに育まれるために地域の方々の協力を得て、学

習支援や体験活動を行う安全で楽しい放課後の居場所です。児童本人が通っている小学校の子ども教

室に参加することができます。 

 

（２）実施時間と活動内容について 

   原則として自主下校を基本とするため、放課後から午後４時頃まで実施します。対象学年、実施日、

時間等は学校によって異なりますので、4ページを参照してください。 

活動内容は、約 1 時間の実施時間のうち、前半は学習支援（学校で出た宿題等）、後半は持参した

ワークや、教室で用意したプリント等を行います。 

給食のない日と学校がお休みの日（土日祝日、長期休業期間）は実施しません。 

 

【１日の流れの例】 

時間と内容 例）午後２時50分～１６時00分の場合 

午後２時50分 

受付開始 

・子ども教室のみの登録児童は、直接子ども教室へ行く。 

・児童クラブ登録児童は、一度ランドセル等の大きな荷物を児童クラブに置き、スタッフに

引率されて子ども教室に行く。 

午後３時00分 

前半開始 

 

 

学校で出た宿題等を行う。 

午後３時25分 

後半開始 

・持参したワーク等の勉強道具、子ども教室で用意したプリント（学習プリントのほか迷路、

間違い探し等）、ぬり絵等を行う。 

・けん玉教室・ヨーヨー教室等の講師によるイベント 

や外遊びなどを行う。 

午後３時５０分 活動終了、帰宅準備 

午後４時００分 

下校 

・昇降口、校門までスタッフが見送る。 

・児童クラブに戻る児童は、スタッフが児童クラブまで引率し、指導員に引き渡す。 
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（３）費用 

  子ども教室の参加は無料ですが、活動中と下校中の事故等に備えてスポーツ安全保険に加入します。

児童１人あたり年額８００円の保険料を、申し込み後にご自宅に郵送する納付書でお支払いただきま

す。 

※保険の適用期間は令和４年１０月～令和５年３月となります。令和５年４月以降の利用につきまし

ては、改めて保険料のお支払いが必要となります。 

※放課後児童クラブに入所している児童が子ども教室に参加する場合、放課後児童クラブの保険がそ

のまま適用されますので、改めての支払いは不要です。 

＜加入保険の概要（公益財団法人スポーツ安全協会）＞ 

傷害保険金額 賠償責任保険 
支払限度額 

（免責金額なし） 

突然死葬祭 
費用保険 
支払限度額 

死亡 
後遺傷害 
（最高） 

入院 
（日額） 

通院 
（日額） 

２,０００ 
万円 

３,０００ 
万円 

４,０００円 
（180日限度） 

１,５００円 
（30日限度） 

身体・対物賠償 

合算１事故5億円 

（ただし、対人賠償は

１人1億円） 

突然死（急性心不

全、脳内出血など） 

葬祭費用 

１８０万円 ※入院、通院については、 

治療日数１日目から補償。 

 

 

（４）感染症対策について 

活動中は、児童が密にならないよう留意し、部屋の消毒や換気も徹底します。 

また、参加する児童は、マスクの着用及び手指消毒と検温をお願いします。手指消毒と検温は入室

前にスタッフが確認させていただきます。 

37.5 度以上の発熱がある場合や発熱はなくても体調不良の場合は、参加できません。その場合、

保護者の方にお迎えをお願いすることがあります。 

 

 

2 申し込みについて 

   参加には事前の登録が必要です。右下のＱＲコードから申し込みをお願いいたします。コードが読

み取れない場合は、小田原市役所５階の教育総務課や各校の放課後児童クラブに専用の申込用紙がご

ざいますので、ご記入いただき、教育総務課または放課後児童クラブまでご提出ください。 

※申込後に連絡先等に変更があった場合には、子ども教室または教育総務課までご連絡ください。 

※子ども教室を辞める場合は、「放課後子ども教室参加辞退届」を提出していただきますので、教育総

務課までご連絡ください。 

 

◎ 初回（10月分）申し込み受付期間 

        令和４年９月２０日（火）～令和４年９月２８日（水） 

 

 

 

  ※上記期間以降も受け付けますが、利用可能開始日は毎月１日または１６日となります。 

   1日からの利用を希望する場合は前月の１５日まで、１６日からの利用を希望する場合は前月末日 

   までに、上記の方法で申し込みをしてください。 
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3 参加方法について 

■事前準備 

（１）「出席カード」の受け取り（ 教育総務課 → 保護者 → 児童 ） 

   参加申し込み後、各家庭に出席カードをお送りします。毎月下旬に市のホームページに、翌月の子

ども教室の実施スケジュールを掲載しますのでご確認ください。 

（2）「下校時刻予定表」の確認と参加日の決定 

   学校から配られる「下校時刻予定表」を見ながら、ご家庭で保護者と児童が一緒に、 

① 学校の下校時間を確認してください。 

  ② 子ども教室への参加を相談し、参加日を決めてください。 

 

■参加当日 

（１）「出席カード」の提出（ 保護者 → 児童 → スタッフ ） 

① 保護者のかたは「出席カード」に日にちを記入し、「保護者確認欄」にサインまたは押印して、 当

日、児童に持たせてください。 

② 児童は子ども教室の受付でスタッフに「出席カード」を提出します。 

 

※カードを忘れた場合や「保護者確認欄」にサインまたは押印がない場合は、 

参加できませんので、忘れないようにしてください。 

 

（２）名札の受け取り（ スタッフ → 児童 ） 

提出された「出席カード」と交換で、スタッフが児童に子ども教室用の名札を渡します。参加して

いる時間は、必ず名札を着用します。 

（３）退室するとき（ 児童 → スタッフ ） 

    児童が子ども教室の名札を受付に返すのと交換で、スタッフが「出席カード」を児童にお返しし

ます。「出席カード」は、児童の参加確認のため毎回使用しますので、大切に保管してください。 

※ 欠席の連絡は必要ありません。 

 

４ その他 

（１） 運営主体について 

子ども教室は、小田原市教育委員会教育総務課が担当しており、学校教育とは別事業です。校舎

内の特別教室等を借りて、小学校のご理解とご協力を得て運営していますので、子ども教室に関す

るお問合せは下記の連絡先までお願いいたします。 

（２） 活動写真の取り扱い 

子ども教室の活動記録や広報用等に撮影した写真を、市広報誌や市ホームページ等に掲載する

場合がありますので、あらかじめご了承ください。※個人が特定されないよう配慮いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 絡 先 

小 田 原 市 教 育 委 員 会 教育総務課放課後子ども係 

小田原市荻窪３００番地 電話：0465-33-1731 

              ＦＡＸ：0465-32-7855 
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令和４年度 放課後子ども教室開設予定一覧 

 

学校名 開設曜日 開設時間 対象学年 活動場所 連絡先 

三の丸小学校 火曜日 放課後～16：30 1～2年生 ふれあいホール 080-7788-1606 

新玉小学校 木曜日 放課後～15：20 1～3年生 浜の風 080-4405-1880 

足柄小学校 火曜日 放課後～16：00 1～2年生 図書室 080-4715-1844 

芦子小学校 火曜日 放課後～16：15 1～2年生 第２理科室 080-4617-2239 

大窪小学校 火・水曜日 放課後～16：00 1～6年生 家庭科室 080-4620-0268 

早川小学校 火曜日 放課後～16：00 1～6年生 多目的室 090-9956-7503 

山王小学校 水・木曜日 放課後～16：00 1～6年生 会議室・図工室 080-3346-7859 

久野小学校 水・金曜日 放課後～16：00 1～6年生 国際理解室 080-7788-1605 

富水小学校 火・木曜日 放課後～16：00 1～6年生 
ランチルーム 
会議室 070-3194-9470 

町田小学校 火曜日 放課後～15：30 1～6年生 理科室 080-4354-3679 

下府中小学校 月・金曜日 放課後～16：00 1～6年生 
ランチルーム 
PTA会議室 

070-1571-4298 

桜井小学校 水・金曜日 放課後～16：00 1～3年生 
プラザ 
ランチルーム 

080-3913-2472 

千代小学校 水曜日 放課後～16：00 1～6年生 図書室 080-4478-3577 

下曽我小学校 木曜日 放課後～15：05 1～3年生 会議室 090-6535-2852 

国府津小学校 木・金曜日 放課後～15：40 1～3年生 第２理科室 080-4155-1168 

酒匂小学校 火・木曜日 放課後～16：00 1～6年生 地域交流室 080-2678-8455 

曽我小学校 木曜日 放課後～15：50 1～3年生 理科室 080-3489-6219 

東富水小学校 水曜日 放課後～15：15 1～2年生 図書室 090-6470-1648 

前羽小学校 水曜日 放課後～15：40 1～3年生 個別支援室 080-4355-3006 

下中小学校 火曜日 放課後～15：40 1～3年生 理科室 080-4142-5797 

矢作小学校 水曜日 放課後～16：00 1～3年生 家庭科室 080-3342-4471 

報徳小学校 水曜日 放課後～15：45 1～3年生 図工室 080-7788-1607 

豊川小学校 火曜日 放課後～16：00 1～6年生 北理科室 080-4124-3455 

富士見小学校 金曜日 放課後～15：10 1～2年生 東理科室 080-3727-0106 

片浦小学校 月～土曜日 放課後～18：30 1～6年生 子ども教室 0465-29-1202 

 


