
　各小学校内の放課後児童
クラブの運営受託者が、平
成31年度より宇美町学童
保育連合会から民間事業者
へ変更する予定です。
現在、その選定を行ってい
ます。決まり次第、広報な
どでお知らせします。

　9月19日 (水 )、須恵町
在住の方から、町立こども
療育センター「すくすく」へ、
幼児用わなげ１台、巧技台
１台、発達検査マニュアル
1 冊の寄贈を受けました。
ありがとうございました。

放課後児童クラブ 一覧
小学校名 クラブ名 定員 電話番号 住所

宇美小学校 宇
美
町
学
童
保
育
連
合
会（
現
在
）

うみっこ第 1 クラブ 40 人 ☎934-1955

宇美3-9-1
（宇美小学校内）

うみっこ第 2 クラブ 40 人 ☎934-1957

うみっこ第 3 クラブ 40 人 ☎519-1100

うみっこ第 4 クラブ 40 人 －

宇美東小学校 だんだんだんくらぶ 60 人 ☎934-3371 宇美東3-7-1
（宇美東小学校内）

原田小学校
はるだっこ第１クラブ 60 人 ☎934-3988 原田3-1-1

（原田小学校内）はるだっこ第２クラブ 60 人 ☎934-3993

桜原小学校
さくらんぼ第１くらぶ 60 人 ☎934-0326 桜原1-1-1

（桜原小学校内）さくらんぼ第２くらぶ 40 人 ☎934-0340

井野小学校 いのっこクラブ 60 人 ☎934-0034 大字井野419-9
（井野小学校内）

全小学校対象 放課後キッズ 40 人 ☎070-5417-8676 大字宇美4317-3

利用料など（平成 31 年度）
区分 各小学校内の

放課後児童クラブ 放課後キッズ

利用料（月額） 4,000円
おやつ代 1,500円

延長保育料 250円／30分
※18時以降

250円／30分
※7時半～8時
および18時以降

土曜保育（１日） 300円　※おやつ代含む
賠償・傷害保険料（年額） 2,000円程度

学習教育費（月額）

なし

500円
園外活動費（月額） 500円

送迎費（月額） 3,000円
※利用者のみ

給食費（昼食分） なし
※現在は各自で持参

1食350円
※利用者のみ

保育時間（平成 31 年度）
区分 各小学校内の放課後児童クラブ 放課後キッズ

曜日等 夏時間
概ね2～10月

冬時間
概ね11月～1月

夏時間・冬時間は
ありません

月～金曜日

放課後～
17時

放課後～
16時30分 放課後～20時

必ず保護者のお迎え保護者のお迎えの場合は
19時まで

土曜日、
学校休業日

8 時～
17 時

8 時～
16 時 30 分

7 時 30 分～
20 時
※土曜日のみ19時
必ず保護者のお迎え

保護者のお迎えの場合は
19 時まで

※ 7 時 30 分～ 8 時（放課後キッズのみ）および 18 時以降は延長料
金がかかります。

宇美町放課後児童クラブ（学童保育）概要 平成31年度

平成 31 年 4 月からの放課後児童クラブ（学童保育）の入所申し込みを受け付けます。
12月3日（月）～12月14日（金）（土・日曜日を除く）申込期間 :

宇美町放課後児童クラブ（学童保育）児童募集

町立こども療育センター「すくすく」へ運営受託者の変更
療育備品の寄贈を受けました

放課後児童クラブ マップ
・宇美町学童保育連合会事務局 ・放課後キッズ

宇美町放課後児童クラブ（学童保育）児童募集について

入所期間
入所期間は４月から翌年３月までの１年間（原則）
※自己都合による途中退所はできません。
※夏休みなど学校休業日のみや、一時的なお預かりは

していません。

申し込み

▶申込場所
　⃝各小学校内の放課後児童クラブ
　　・在所児 … 各クラブ
　　・新1年生、転入、新規… 宇美町学童保育連合会事務局

宇美町学童保育連合会事務局
　原田 3-1-1（原田小学校はるだっこ第2クラブ内）
　☎ 934-3811（9 時 30 分～ 16 時 30 分）
　※申込期間中は 9 時 30 分～ 18 時

放課後キッズ（有限会社 M.G.S）
　大字宇美 4317-3
　☎ 070-5417-8676（16 時～ 19 時）

　⃝放課後キッズ（在所児、新１年生、転入、新規の方）

▶申込期間　
　12 月 3 日（月）～ 14 日（金）（土・日曜日を除く）
▶申込に必要な書類

入所申込書・勤務証明書（同一世帯全員分）・就労
以外の場合は診断書など　※郵送不可

入所申込書などの配布
▶配布場所　
　⃝宇美町学童保育連合会事務局　⃝各クラブ
　⃝放課後キッズ　⃝子育て支援課（うみハピネス）
▶配布期間　
　11 月 1 日（木）から
※入所申込書、勤務証明書の様式は、町ホームページでもダウンロー

ドできます。

対象児童
宇美町在住の小学校１～６年生で、
次の入所要件を満たす児童 

※定員を超えた場合、学年および勤務時間など総合的
な選考を行います。

①児童の保護者が、労働などで昼間居宅内にいないこと
　（15 時まで、日曜日を除き月 10 日以上）
②児童の保護者が、昼間居宅内で家事などを除く労働

に専念し、児童の健全育成上必要と認められること

入所要件

問 募集申込み・各小学校内の放課後児童クラブに関すること
　　子育て支援課 子育て支援係　☎ 933-1322
　　（8時 30分～17時 15分）※土・日・祝日を除く
　 放課後キッズに関すること
　　放課後キッズ 代表：福田　☎ 090-7920-6465
　　（7 時～ 21 時）
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