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第 1章 学童クラブの概要 

１ 運営法人 株式会社日本テレメッセージについて 

弊社は、今年２９期となる企業です。 

元々は社名の通りの通信事業から始まり、現在では通信事業以外に、保育・福祉事業として「英語で

預かる学童保育」「企業主導型保育事業」「放課後等デイサービス」「障害者就労支援事業」など多岐

にわたる事業を展開しております。 

ブロッサムキッズ中野桃園クラブでは、保護者の就労などの理由により学校の放課後に適切な保護を

受けられない児童が安心安全に過ごせるよう見守り、遊びや活動などを通じて健全に成長できるよう

援助していきます。 

 

２ クラブの方針 

 この時期のお子さまにとって大切な、３つの花を咲かせることを目標に取り入れております。 

１、 自ら考え、進んで物事に取り組み、「できる喜び」を咲かせよう。 

２、 自らさまざまなお友達とかかわり、「助け合う力」を咲かせよう。 

３、 自らの感情（＝喜怒哀楽）を表現して、「自分らしさ」を咲かせよう。 

 様々な事業を行なっているノウハウを活用し、お子さまに安心で、楽しくためになるプログラムを

提供し、また保護者さまにも安心いただける運営を行います。 

皆様のご期待に添えるよう、努力してまいります。どうぞ、宜しくお願い致します。 

 

３ 学童クラブの基本情報と利用について 

（１） 基本情報 

 名称  ブロッサムキッズ中野桃園クラブ 

 所在地 中野区中野３−４９−２１ １・２階   

電話番号 ０３-６３８２-８５１０  

 

（２） 利用対象児童 

 クラブの利用対象は、以下に掲げる要件を全て満たす児童となります。 

・中野区に住所を有する児童（中野区に住民票があり、実際に居住していること。但し、学童クラブを

利用している年度の途中で区外へ転居した場合は、その年度に限り利用を継続できる。） 

・小学校１年生から６年生。但し、4年生から 6年生は特別な支援を必要とする児童※。  

 ※特別な支援を必要とする児童とは、身体障害者手帳、愛の手帳等の認定を受けている、 

 あるいは、発達について病院で診断を受けたり施設などに通所や相談をしていることと併せて、自己
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管理が難しく放課後自立した生活が困難と判断されるお子さんです。 

 

（３） 利用要件 

 保護者と児童の状況が学童クラブ利用要件（５ページ参照）に該当する児童 

 

（４） 開設日 

クラブの開かれる日：月曜日から土曜日までの毎日 

クラブの休みの日 ：日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日 

             １２月２９日〜１月３日・その他施設長が必要と認めた日 

 

 

（５）設置形態と開設時間 

月曜日〜金曜日 放課後〜午後８時 

土曜日・学校休業日 午前８時〜午後８時 

※学校休業日＝夏休み等の長期休業日、行事振替日等。 

 

（６）募集定員 

  定員 ４１人 
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第 2章 利用料について 

１ 利用料・支払い方法 

 

保育料 月額５，６００円（児童一人につき） 

 

 

オプション 

送迎 送り：６，０００円 

迎え：３，０００円 

 

えんフォト 

L版 ：80円／1枚 

２L版：100円／1枚 

データ：150円／1データ 

納付方法 保護者指定の預金口座からの自動引き落とし 

※月の途中でご解約された場合でも保育料・送迎料は全額ご負担となります。 

 

減額・免除（減免）について 

内容 保育料 

学童クラブ利用児童が複数いる世帯 二人目以降 月額２，８００円 

生活保護受給世帯 

令和 2年度住民税非課税世帯 

令和２年度就学援助受給世帯 

 

免除 

アレルギー等により学童クラブが用意するお

やつを食べることができない場合 

月額４，０００円 

 

利用休止による免除 

事前に「利用休止届」を提出し、１日もクラブを利

用しなかった月は、保育料の納付の必要はありませ

ん。 

※兄弟減額を受けている世帯の兄弟のうち、上の子

が利用休止した場合は減額変更する対象となりませ

ん。 

※「送迎」「えんフォト」「その他イベントにかかる実費」に関しましては、課税対象となるため、上

記の料金と別途消費税がかかります。消費税法の改正により税率が変更になった場合には、変更後の

税率により計算するものとします。 
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２ 保育料の決定について 

① 学童クラブ利用が決定した児童を対象に、区が所有する情報に基づき決定します。（４～６月分は前

年度の情報により決定します。） 

② 保育料は４月中旬に決定し、保護者へ通知します。なお、６月の住民税及び就学援助確定時期に保

育料の見直しを行い、変更が生じる世帯については、改めて保護者へ通知します。 

 

３ 利用要件   

学童クラブを利用できる要件は、下記の「(１)保護者の状況」、「(２)児童の状況」のいずれにも該当し、

放課後（※１）１時間３０分以上適切な保護を必要とする日が週３日以上（４週で１２日以上）あるこ

とを常態（※２）とする場合です。 

※１ 放課後とは、１年生は１４時から、２年生は１４時３０分から、３年生以上は１５時からとしま

す。（但し、夏休み等の長期休業日のみの利用の場合は、朝８時以降４時間以上保護に欠ける場合とし

ます。） 

※２ 常態とは概ね１か月間は同じ状態とします。 
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(１)保護者の状況 

 就労 
雇用されている場合 

会社経営または自営の場合 

就学または就労のための

技能習得 

学校教育法に定める学校等、または職業訓練施設に通っている場合

（就学場所等が自宅外に限る） 

疾病 

入院 １か月以上の長期入院をしている場合 

自宅療養 

医師から安静療養を指示されているなどの理由で日中の大半を病

床で過ごし（常時病
びょう

臥
が

状態）、児童の保護に当ることが相当の負担に

なる場合 

障害 

身体障害者手帳４級以上、愛の手帳４度以上又は精神障害者保健福

祉手帳３級以上の場合で、常態として児童の保護に当たれない状況

にある場合 

看護・介護等 
親族等の看護・介護のため、常態として児童の保護に当たれない状

況にある場合 

求職 
求職期間中において、放課後１時間３０分以上適切な保護ができな

い日が週３日以上あることを常態とする場合 

その他 
前各号に掲げるもののほか、明らかに適切な保護に当れないと認め

られる場合 

※就労等の時間には通勤時間も含まれます。 

通勤時間の考え方は徒歩の場合直線 1Kmにつき２０分、自転車の場合 10分、自動車の場合４分。 

公共交通機関（電車・バス）の利用時間は区の基準よる時間計算となります。 

※夜間就労の場合は、帰宅後睡眠休息など就労に必要な時間をとるものと仮定して、就労等の終了時

間から８時間を加えた時間を就労等の終了時間とみなします。 

※就労中で産前産後休暇を取得している場合は利用要件に該当しますが、育児休業中は該当しません。

※保護者のどちらか一方が休みの場合は、保護が必要な日には当たりません。 

※両親が不存在の場合は、養育者の就労状況等で判定します。 

※求職による利用期間は１ヶ月、年１回限りとします。 

※就学、技能習得は居宅外のみとする。 
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（２）児童の状況 

① 保護が必要な日の、放課後１時間３０分以上学童クラブを利用する日が週３日（４週で１２日）以

上あることを常態とする場合。 

② ４年生から６年生は、特別な支援を必要とする児童とする。 

※保護の必要な日に「定期的な習い事や塾」等があり、常態として学童クラブを欠席する日は「利用す

る日」－１日、早退する日は「利用する日」－０.５日として換算します。 

「早退」とする時間は下表のとおり  

 

 

 

 

 

 

※表中の「起点とする時間」とは、「4 利用要件 ※１」で示した各学年の放課後の時間に利用要件で

ある１時間３０分を加えた時間です。 

※利用開始後に常態として、上記のとおり欠席または早退する日があり、保護の必要な日の利用日数が

３日未満（４週で１２日未満）になったと判断される場合は、入会要件を満たさないことになるため、

原則として当該月末日で利用終了となります。 

※欠席、早退等とは、学童クラブ以外に居場所がある事業に参加する場合です。学校の課外授業や行事、

健康上の理由（急な病気や怪我、それに伴う通院）および家庭事情による急用等は除きます。 

 

４ おやつについて 

学童を利用するお子さまにはおやつを提供します。おやつは昼食と夕食の間の捕食として位置付け、

満腹にならないよう配慮します。 

お子さまのアレルギーについては、必ず「発育状況票」の ６、体質（アレルギー等） に記入し、

学校生活管理指導表（食物アレルギー疾患用）のコピーと合わせ、クラブに提出してください。   

区分 起点とする時間 帰宅する時間 

月曜～金

曜 

１年生 １５時３０分以降 １６時より前 

２年生 １６時以降 １６時３０分より前 

３年生以上 １６時３０分以降 １７時より前 
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第３章 利用申し込み・手続きについて 

１ 利用申請手続きについて 

利用申請は、年度ごとに必要です。新学年での継続利用を希望する場合も改めて申請手続きをしてく

ださい。 

 

２ 利用申し込みに必要な書類 

ご準備いただく書類 

・ 基本契約書 ２部 

（２部とも記名・捺印の上、ご提出ください。弊社捺印後、控えをお送りします） 

・災害時緊急連絡カード １部 

・ 発育状況票 １部 

・ 銀行口座振替依頼書 １部 （記入・捺印の上、ご提出ください。） 

・利用申込書（４月分） １部 

・写真データのご提供に関しての誓約書 

 

※ 上記の書類の提出先： ブロッサムキッズ中野桃園クラブ 

〒164-0001 東京都中野区中野３−４９−２１ １・２階 

 

３ 利用日について 

利用時間申請シートの利用希望日をご記入いただき、その内容をもとに利用を受け付けます。 

必ず、翌月分の利用予定を、前月の提出期限までに当クラブまでご提出ください。 

 

・ 申請シートに記載した内容に変更がある場合（出欠、利用時間の変更、お迎えの変更等） 

えんダイアリーより、その旨を必ず前日の 1８時までにご連絡お願い致します。 

お子さまからの口頭の情報だけではすれ違いも発生しやすいため、必ず保護者様ご自身でのご連絡

をお願い致します。 

※申請シートのご提出がない場合は、原則としてお預かりすることができません。お子さまの安全に

責任を負いかねます。 

 

４ 利用開始日について 

４月１日より、ご利用可能です。 

お手数ではございますが、４月分の利用申込書を記入いただき、ご提出ください。 
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第４章 病気・発熱時およびケガ発生時の対応 

１、 お子さまの平熱を把握してください。利用時間中に平熱プラス 1℃になったとき、もしくは熱が

なくても下痢・嘔吐など全身状態が悪いときにはご連絡します。出来るだけ早くお迎えをお願い

します。 

２、 法定伝染病またはその他の伝染病にかかったときは、必ずクラブに連絡をし、医師の許可がある
まで休ませてください。（治癒証明書の提出をお願い致します。コピー可です。） 

３、 お預かり中に具合が悪くなったり、ケガが発生するなど、緊急を要する場合は保護者の方に連絡
をとり、状況に応じて当クラブの判断で職員が病院に連れて行くことがあります。治療費は自己

負担となりますのでご了承ください。 

４、 市販薬は受け付けません。医師から処方された薬を、お子さま自身で管理でき服用することがで
きれば、お持ちいただくことは可能です。服用される際は、必ず事前にご連絡ください。 

 

法廷伝染病 

病名 

 

潜伏期間 症状 お休みの期間 

麻疹（はしか） 

 

 

約 10日 38度前後の熱が 2-3日続いた後、一度熱が少し下が

り、再び上がると同時に発疹があらわれる。 

熱が下がり、３日経過するま

で。 

風疹 

（三日はしか） 

 

2-3週間 38度前後の発熱とともに発疹があらわれる。 発疹が消えるまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくか

ぜ） 

 

2-3週間 熱は出ないが、あっても 37-38℃位。体に赤い発疹があ

らわれ、やがて全身に広がる。 

はれが消えるまで 

百日咳 1-2週間 1-2週間は風邪のような症状だが次第に咳だけがひどく

なる。 

咳と咳の間に息を吸い込むとヒューという音が出る。 

特有の咳が消えるまで 

手足口病 

 

 

3-6日 熱は出ても、37-38度。口の中、手のひら、足の裏、ひ

ざやおしりに米粒ほどの小さな水泡発疹ができる 

発疹が消えるまで 

伝染性紅班 

（りんご病） 

 

7-10日 両方の頬に鮮やかな赤い色のやや盛りあがった紅班ができ

る。熱が出ることはない、 

発疹が消えるまで 

流行性結膜炎 

 

 

4-7日 目がゴロゴロして、白目が真っ赤に充血する。 治癒するまで 

咽頭結膜炎 

（プール熱） 

 

5-7日 38-40度の熱が 3-4日続き、咽頭炎、結膜炎を起こ

す。 

主な症状が消えて 2日経過す

るまで 

とびひ 

 

 

1-5日 水ぶくれ、厚いかさぶたになる。 症状が消失するまで 

インフルエンザ 

 

 

1-7日 鳥インフルエンザ（HSN1）および新型インフルエンザな

どの感染症をのぞく。 

解熱した後、2日を経過する

まで 
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第５章 緊急時の対応について 

自然災害などの緊急事態が発生した場合、お子さまの安全確保を第一に考え対応いたします。 

 

１、 台風・大雪などの天候不順の場合 

学校の状況 対応内容 

学校が休校の場合 閉所となります 

授業を繰り上げて下校の場合 集団下校にて学童クラブに来る場合は、保育を行

います。 

※保育中の天候不順にみまわれた時や、警報が出た時は緊急連絡先に連絡し、お迎えをお願い致しま

す。 

 

２、 学級閉鎖の場合 

学校の状況 対応内容 

学校が休校の場合 学級閉鎖は病気感染を防ぐための措置となりますの

で、可能な限りお休みのご協力をお願い致します。 授業を繰り上げて下校の場合 

※ 保育中に大災害が発生した場合、ブロッサムキッズの敷地内で避難が可能であれば、お迎えの方が
いらっしゃるまでお預かり致します。 

敷地内で避難が困難な場合は、第一避難場所または広域避難場所に避難致します。 

 １、２ともに、送迎サービスを利用されている方は、その状況などによりご相談させていただきま

す。 

 

＜避難場所＞中野区役所一帯（区立四季のもり公園） 
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第６章 システムについて 

 ブロッサムキッズ中野桃園クラブでは、児童の登退室の管理や情報発信について、「えんダイアリ

ー」を使用しております。また、ご希望の保護者の方には、お子さまの日々の様子やイベント時の写

真などを「えんフォト」よりご購入いただくこともできます。（詳細は別紙のマニュアルを参照くだ

さい。） 

 

１、えんダイアリー 

・ 登退室連絡 

 お子さまがクラブに登室、退室した際に保護者の方へメール送信されます。（複数設定可能） 

・ お休み等の利用変更の連絡 

 システム内のメール機能にて、連絡が可能です。前日の 1８時までに必ずご連絡ください。 

・ バスの運行状況の確認 

 送迎時に、保護者の方がバスの位置をリアルタイムで確認することができます。また、お迎えバ

スの早着・延着の通知を受け取ることができ、保護者のお迎えがスムーズにできます。 

また、緊急時・トラブル時にもバスの場所が確認できるため、ご安心いただけます。 

・ 毎月のお便りの確認 

 毎月発行するクラブのお便りについて、対象月の翌月 10日頃までに配信しますので内容をご確

認いただけます。 

・ 緊急連絡の通知 

 緊急時、ショートメールなどで一斉送信を行います。 

 

２、えんフォト 

 クラブと保護者を「思い出」でつなぐ。お子さまの笑顔をクラブから保護者へ簡単にお届けできる

写真販売システムです。インターネット上で、「写真展示」「販売」「決済」まで全て完結しますの

で、申込書の記入・提出などの煩わしい流れを省くことができます。 

販売価格 

L版 80円／1枚 

２L版 100円／1枚 

データダウンロード 150円／1データ 
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第７章 オプションサービス 

 

当クラブでは以下のオプションサービスをご用意しております。 

１、 送迎サービス 

 当クラブではご希望のお子さまにつきまして、有料で専用車での送迎サービスを行います。学校へ

のお迎えとご自宅近くまでのお送りについて、それぞれでの申し込みが可能です。なお、現在通学さ

れている学校により送迎の可否がございますので、下記の表をご参照ください。 

 

送迎の可否について 

通学している学校 送り 迎え 

桃花小学校および平和の森小学校 ○ ○ 

上記以外 ○ × 

 

送迎の料金について（※月額） 

通学している学校 送り 迎え 

桃花小学校および平和の森小学校 6，000円 3，000円 

上記以外 6，000円 × 

※  午後６時より前に帰宅するお子様につきまして、「送り」は対象外となります。 

※  送り・迎えの両方、又は片方のみの申し込みも可能です。 

※  平和の森小学校に通学されているお子様につきましては、野方児童館へのお迎えに限定さ 

  せていただきます。 

※  お子様を車輛からおろす場所につきましては、できる限りご自宅近くのポイントとなるよ 

  うクラブにて設定させていただきますが、ご要望に応じかねる場合もございます。 

※  料金は利用回数によらず、月額制となります。 

※  申し込みは、ご利用開始の前月１５日までにご連絡ください。同様に、ご利用中止に関し 

  ましても、前月１５日までにご連絡をお願い致します。 
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