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１．おおきなかぶ学童保育の概要 

 

・おおきなかぶとは？ 

  絵本おおきなかぶのお話のように、「地域、保護者、保育者の皆で協力し合い、子どもたちの

大きな夢を叶えていこう」「おおきなかぶは大きな家族」をコンセプトに、地域のＮＰＯの精

神を持った有志者が集まり、平成 19年 3月、子どもたちの育成を目的とした『特定非営利活

動法人民間児童館おおきなかぶ』が設立されました。以来、この活動に賛同される方が、入

会されています。 

・運営について 

運営主体はＮＰＯ法人民間児童館の理事会で、内容は理事会及び総会で決定されたものです。 

 

(1) 趣旨 

１．異年齢保育：年齢に関係なく遊んだり活動をしたりすることで、思いやりやコミュニケーシ

ョン能力、判断力などを身につける  

２．体験学習：お手伝い、仕事体験、社会科見学、異年齢交流、イベントなどを通して、様々な体

験をすることで、責任感、誠実さ、やる気、根気などを育てる 

３．教科書学習：宿題の添削、教科書学習の習熟の強化を実施。学校の授業についていける学力

を身につける 

４．保護者との連携：家庭と学童保育が協力して子どもの育成を行う。連絡帳、保護者面談、面

接など、必要に応じて実施する 

 

(2) 保育方針 

１． 大人になるための訓練の場とし、異年齢の子どもたちの中で、我慢すること、ルールなどの 

社会性を育てます。 

２． 学習の習慣を身につけるよう支援します。 

３． お手伝いを通して、良い生活習慣が身につくよう支援し、思いやりなどの心の根っこを育て   

ます。 

４． アットホームな雰囲気の中で、ストレスをやわらげ、自分のことが話せるよう関わり、心の   

安定を目指します。 

 

(3) がくどうのおやくそく 

 

１．あいさつとおへんじはげんきよく 

２．くつをそろえる 

３．ひとのはなしをよくきく 

４．おてつだいをする 

５．おおきい子はちいさい子のめんどうをみる 

６．なんでもいっしょうけんめいにやる 

７．さいごまできちんとかたづける 
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(4) 入会基準 

① 保護者が以下の条件のいずれかを満たす方 

・仕事をしていて子どもの面倒をみられない場合 

・妊娠中または、病中・病後・負傷の場合 

・介護をしていて、子どもの面倒がみられない場合 

・その他、保育について支援が必要と思われる場合 

② おおきなかぶ学童保育運営規定及び、料金表に同意する方 

 

(5) 入会資料配布及び、申し込み受付について 

令和 3年度の入会資料配布期間は、令和 3年 10月 1日(金)午前 10～12時となります。通常

保育・サマースクールに入会ご希望の方（新規・継続）は、入会申込書類を全て揃えた上で、

令和 3年 10月 29日(金)までに、おおきなかぶ学童保育までご提出ください。 

 

(6) 入会許可の判定について 

申し込み受付後、書類審査と面接を行い家庭の事情を配慮して、理事会にて入会の決定を

いたします。 

    

(7) 入会許可の通知について 

   入会仮決定通知は、令和 4 年 11 月中旬から 12 月末までに、決定者のみ書面にてお知らせ

いたします。（合否の理由はお答えできません）尚、新規の方は仮決定の通知が届きました

ら、指定日までに内金として入会金をお振込みください。入金が確認できましたら入会証

を郵送いたします。 

※キャンセルの場合は、入会金の返金はいたしませんので、ご了承ください。 

 

２． 通常保育 

① 入会の対象となる児童 

小学 1～6年生の児童で、集団生活になじむことが可能であること。 

小学校からおおきなかぶ学童保育まで、自力で下校ができること。 

保護者による送迎、もしくは、自力で帰宅できること。 

② 開所時間 

平 日  … 放課後～19時 （延長保育 19時～19時半） 

土曜日  … 8時～17時 （延長保育 17時～18時） 

学校休業日 … 7時半～19時 （早朝保育 7時～7時半） 

③ 休館日 

日曜日・祝祭日・お盆(8月 13日～15日)・年末年始(12月 29日～1月 3日) 

④ 料金 

料金表をご覧ください。 

 

 



4 

⑤ 保育料金納入方法について 

毎月 25 日（休日の場合は前日）に、翌月分の保育料金額を書いた集金袋をお渡しいたし

ます。必ず翌月 5日頃までにお納めください。納入が遅れてしまうと保育が出来ない場合

もございますので、ご注意ください。 

⑥ 学童保育利用変更届けについて 

退会、休会、早朝保育の開始・取り止め、住所や保護者の職業等の内容を変更する場合に

ついては、新たに届け出が必要となります。利用内容を変更する場合は、1 ヶ月前までに

届出をしてください。 

尚、途中入会・退会の場合でも、1ヶ月分の保育料がかかります。休会の場合は、在籍料

（5千円/月）がかかりますのでご了承ください。 

 

３． 土曜保育  

利用日の２週間前までに、申し込み用紙にてお申し込みください。 

※土曜保育は別途料金がかかります。 

※土曜日はお弁当をご用意ください。 

※土曜日の延長保育は、17時～18時（延長料金がかかります） 

※キャンセル料について 

・ご利用日当日のキャンセルの場合は、キャンセル料が千円となります。 

 

４． 保険について 

お子さんが学童保育中や行事参加中、及び、自宅又は学校からおおきなかぶ学童保育まで

の往復途上の急激・偶然・外来の事故によりケガをした場合は保険の対象となります。 

注）定められた通学路以外、開所時間中に習い事に通う場合につきましては、保険の対象

外となります。 

 

１．通院保険金 

通院１日につき 2千円（同日の複数の通院は、通院 1日として扱います） 

ケガをした事故の日から 180日以内の間に、90日を限度の通院。 

２．入院保険金  

入院１日につき…3千円 

事故発生の日からその日を含めて 180日を限度とします。 

３．手術保険金  

入院中に受けた手術…3万円 

上記以外の手術…1万円 

４．後遺障害保険金  

後遺障害の程度に応じ、死亡・後遺障害保険金である 200万円の 4％～100％（ケガをした

事故の日から 180日以内の間に後遺障害が生じた場合）の割合を乗じた金額 

５．死亡保険金 

200万円（ケガの為、事故日から 180日以内の間に死亡した場合） 
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（すでに支払った後遺障害保険金がある場合はその金額を控除します） 

※この保険は、治療費や入院費を補てんするものではありません。 

５． 事故や救急等への対応 
 

１．体調不良や事故が発生した時は、状態に応じて緊急連絡先へお電話をいたしますので、

早めのお迎えをお願いします。 
２．急病、ケガ等により緊急を要する場合は、救急車を要請し、合わせて保護者へご連絡い

たしますので、医療機関へ「健康保険証」をお持ちいただくとともに、その後の対応を

お願いいたします。 

３．その後の通院が必要な場合は、保護者の方で対応をお願いいたします。 

 

６． 保育時間外の緊急連絡先について 

 

夜間・休日などの閉設時は、学童の携帯を緊急連絡先とさせていただいております。緊急

時のみご連絡ください。留守録の時はメッセージを残してください。 

電話番号：080-4087-3473（緊急連絡先） 

 

７． ホームページ、ブログについて 

 

おおきなかぶ学童保育では、ホームページやブログにて写真の掲載を行っています。 

お子様の写真をブログ内で使用することは保護者様に了解をいただいてからとなります

ので、同意されない場合は、「学童保育における児童の画像使用に関する連絡票」をご提

出ください。尚、ブログの閲覧についてはパスワードロックにて保護し、希望する保護者

にのみパスワードをお知らせしています。 

 

ブログ内の写真は、1 年間の掲載とさせていただきます。お子様の写真は記録用に限り、

ご自身のパソコンやスマートフォンに保存していただいても結構です。SNS などには掲載

されないようご注意ください。 

 

８． 持ち物について 

 

① 平日 （新年度 4月に一式お持ちください） 

・防災頭巾 

・上履き 

・ぞうきん 2枚（名前は書かずにお持ちください） 

・ボックスティッシュ 3個（名前は書かずにお持ちください） 

・着替え一式（季節に合った洋服上下一式・下着・靴下） 
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② 学校休業日（春休み・冬休み等） 

・水筒 

・学習時間に使用する勉強道具 

・連絡帳 

・エプロン・三角巾・マスク（給食配膳、おやつ作り時に使用します。） 

・ランチョンマット 

・帽子 

③ 夏休み 

・水筒（水・麦茶・スポーツドリンク。水と麦茶はこちらで補充できます。氷が必要な方

は、水筒にたくさん入れてきてください） 

・帽子（帽子のない人は、野外活動に参加できません。ご了承ください） 

・学習時に使用する勉強道具 

・プール用具(当日に持ってきてください) 

・エプロン・三角巾・マスク（給食配膳、おやつ作り時に使用します） 

・ランチョンマット 

・虫除けスプレー・虫刺されの薬（お子様個人での管理とさせていただきます） 

※必要なものがありましたら、その都度ご連絡いたします。 

 

９． お願い事項 

 

１． 遅刻・欠席の場合は、平日 15 時まで、学校休業日は 9 時までに必ずご連絡ください。留

守の場合は、留守電に残しておいていただければ結構です。 

２． お迎えの時間が遅れる場合や、お迎えの方（家族に限る）が代わる場合もご連絡ください。 

３． 保育中に発熱（37.5 度以上）などの体調不良がみられる場合にはご連絡をいたしますの

で、早めのお迎えをお願いします。 

４． 伝染病などの病気は、伝染する心配がなくなるまで通所が停止になります。 

５． 伝染性疾患と診断された場合は、すぐにご連絡ください。また、通所を再開するときは、

治癒証明書を提出してください。 

６． 職員は、医療行為（飲み薬、塗り薬、目薬等の投薬）は出来ません。お子さんが自分で薬

が飲める場合において、保護者様のご判断で与薬するようお願いします。病気によっては、

1日 3回の処方ではなく、朝・夕 2回の処方にすることもできる場合があるようです。か

かりつけの医師にご相談ください。どうしてもの場合は、投薬依頼書をご提出ください。 

７． お子さんが無理なく集団生活や新しい環境に慣れるように、職員と連絡をとりあうために

連絡帳を活用してください。 

８． 学童からの連絡は連絡帳やプリントなどでお知らせいたしますので、帰宅後は必ずご確認

ください。連絡帳は毎日必ず目を通してサイン（または捺印）をお願いいたします。 

９． 個人の持ち物には、全て記名をお願いいたします。（特に靴下・ハンカチの落し物が多い

です） 

１０． おもちゃやシール帳、ぬいぐるみなど、私物は持ち込みを禁止させていただいております。 
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１１． 故意に施設内の物を破損させた場合は、保護者の方に弁償していただくことになりますの

で、ご了承ください。 

１２． 学校休業日や長期休みは、必ず朝食を食べさせた後に通所させてください。 

１３． 土曜日保育ご希望の方は、２週間前までに予約をしてください。給食はありませんので、

お弁当をお持ちください。尚、行事や研修等がある場合、土曜保育はありません。 

１４． 夏休みはなるべく 8時半までに通所してください。 

１５． 夏休みの宿題で、ポスター（絵）、工作、読書感想文清書に関しては、破損トラブルになり

やすいので、ご自宅で取り組んでください。 

１６． 習い事（プール・ピアノなど）は、事前に外出届をご提出いただければ、学童から外出す

ることができます。その際、学童を出てから帰宅するまでの間の事故等については、学童

保険外（保護者責任のもとで）となりますので、ご了承ください。 

１７． 家庭の事情が変わったときは、すぐにご連絡ください。（住所・電話番号・勤務先など） 

１８． 地震や災害などが起きた場合は、直ちに保護者の方に迎えに来ていただくことを原則とし

ていますので、状況を判断の上ご協力ください。 

１９． 保護者のお迎えが難しい場合に限り、子どもだけでの帰宅を許可しています。1 年生は 2

学期以降となります。尚、事前に届けが必要となりますので、職員までご連絡ください。 

２０． 1年生は、4月いっぱいまで児童館最寄りの交差点まで職員が迎えに行きます。 

２１． 保護者の許可なく他のお子様の送迎は、事故防止の為、ご遠慮いただきますようお願い致

します。（通常と異なる下校中の事故については、保険適応外となります。） 

また、おおきなかぶ学童保育では責任を負いかねますので、ご了承ください。 

２２． その他、何か用意していただくものがありましたら、その都度、職員からお知らせいたし

ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

９．学校伝染病について 

 

１．感染症にかかった時は、集団の健康を守るためにお休みしてください。 

２．下記の一覧表の病気については、「治癒証明書」が必要です。学校伝染病に指定されている伝

染病については、かかったら必ず医師の診察を受け、治癒証明書（小学校に提出する治癒証

明書のコピー可）を提出の上、通所させてください。 

３．医師の許可が出るまでは家庭で安静にしてください。 

４．家族の方が感染症にかかった場合でもお休みをお願いいたします。 

【治癒証明が必要な感染症】 

病名 潜伏期 感染経路 症状 登校停止期間の基

準 

麻疹 

（はしか） 

9日～14日 飛沫 

接触 

発熱と共に咳、くしゃ

み、鼻汁、目やに、結膜

の充血がある。頬の内側

にコプリック氏斑が見ら

解熱後、3日を経

過するまで 
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れる 

水疱 

（みずぼうそ

う） 

14日～21日 飛沫 

接触 

発熱と共に発疹が水泡と

なり全身に広がり頭にも

出るのが特徴 

ほとんどの発疹が

かさぶたになるま

で 

流行性耳下腺

炎（おたふ

く） 

14日～21日 飛沫 

接触 

発熱、食欲不良、耳下腺

が腫れ、痛みがある 

耳下腺の拡張が消

失まで 

百日咳 7日～4日 飛沫 

接触 

日増しにひどくなる咳。

10回～20回コンコンして

最後にヒューと息を吸

う。先天免疫がなく、生

後まもなくでもうつる 

特有な咳が消失す

るまで 

風疹 

（三日ばし

か） 

14日～21日 飛沫 

接触 

発熱と共に、発疹がでて 3

日～4日で消える。耳・首

の後ろのリンパ節が腫れ

る 

発疹が消失するま

で 

インフルエンザ 1日～3日 飛沫 

接触 

全身症状を伴う重い風

邪。悪寒、高熱、頭痛、

筋肉痛、全身がだるい。

咳、のどの痛み、目の充

血がある 

発症した後 5日を

経過し、かつ解熱

後 2日を経過する

まで 

咽頭結膜炎 

（プール熱） 

5日～7日 飛沫 

接触 

急に高熱が出る。咽頭

炎。目の充血がひどい 

主症状が消退後、

2日を経過 

溶連菌感染症 

（猩紅熱） 

2日～5日 接触 

飛沫 

発熱・頭痛・咽頭痛があ

り、その後細かい発疹が

でる。苺下、口角炎があ

る。発疹の後 

膚がむける 

医師の診断による 

腸管出血性大

腸菌感染症 

（О-157等） 

4日～8日 飲食物 

手・指 

初期の症状は腹痛、水下

痢で、症状が出てから 1

日～2日あたりから便に鮮

血が混入し、典型的な症

状として固形物の無い血

清下痢が見られる 

医師の診断による 

急性出血性 24時間～36 接触 目の充血、出血 医師の診断による 
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結膜炎 時間 

結核 一様ではない 飛沫 

接触 

先天性 

リンパ節の病変が進行し

菌が血行性に散布される

と感染は全身に及ぶ。発

熱、呼吸困難、チアノー

ゼ等 

医師の診断による 

ロタウィルス

感染症 

2日 吐しゃ物 

便 

突然の嘔吐と下痢があ

る。下痢は１週間位続

き、脱水症状を引き起こ

す。低年齢ほど酷くなる

ので要注意 

下痢・嘔吐がなく

なり全身の症状が

よくなりまで 

ジフテリア 2日～5日 接触 

器具 

衣類 

発熱・嘔吐 

1日～2日目で咽頭に白い

膜 

医師の診断による 

赤痢 

疫痢 

1日～5日 飲食物 

手・指 

発熱・腹痛・頻繁な下

痢・粘血便 

医師の判断による 

日本脳炎 2日～7日 接触 

蚊（経

皮） 

高熱・頭痛 医師の診断による 

 

※ 受診結果については必ずご連絡ください。 

※ お子様やご家族が新型コロナウイルスに感染した場合は、速やかに当学童までご連絡してく

ださい。完治するまで（最低 2 週間）通所はできません。お子様が濃厚接触者になった場合

も 2 週間は様子を見ていただき、保健所の対応に従ってください。尚、いずれの場合も保健

所と市役所に連絡し、他の保護者にも告知（名前は出しません）することになります。感染

者が出た場合は、館内の消毒を行いますので数日間休館となりますのでご了承ください。 

 

☆ 下記の病気は本来「治癒証明書」は不要ですが、集団生活をしている中では非常に感染力の

強いものです。感染したとわかりましたら、必ず受診、治療し、医師の登校許可が出てから

通所 

を再開してください。 

  そのため当学童保育では「治癒証明書」のご提出にご協力をお願いしております。 

 

  【その他感染力の強い感染症】 

病名 登校のめやす 

ヘルパンギーナ 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること 

手足口病 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること 

りんご病 全身状態が良いこと 

マイコプラズマ 発熱や激しい咳が治まっていること 
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感染症 

感染性胃腸炎 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること 

ＲＳウイルス 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと 

帯状疱疹 すべての発疹が痂皮化してから 

ウイルス性肝炎 病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで 

アタマジラミ 駆除を開始していること 

水いぼ、とびひ 傷を被覆すること 

 

 

 

【問い合わせ先】 

ＮＰＯ法人民間児童館おおきなかぶ 

       理事長 中嶋 悦子 

 

〒299-3234 千葉県大網白里市みずほ台 2-10-15 

TEL/FAX 0475-53-3473 


