
令和５年度 学童クラブ機能付き放課後子どもひろば 

「ひろばプラス」のしおり 
１ はじめに 

定員を超える利用希望が予測される学童クラブの近隣の小学校の放課後子どもひろばでは、通常の放

課後子どもひろばの利用の他、学童クラブ機能を付加した利用の「ひろばプラス」を実施しています。 

 

２ 運営について 

利用対象 

区内に在住し、保護者が就労等により、月曜日から土曜日の間で週３日以上、正午以降（学校休業期

間については午前８時以降）通勤時間等を含み４時間以上不在である小学生。 

 

利用できる日 

○ 利用できる日は、下表の利用区分に応じた月曜日から金曜日までです。 

○ 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)は利用できません。 

利用区分 利用期間（土曜・日曜・祝日を除く） 

通 
 

 

年 

４月春休み ４月 １日（土）～ ４月 ５日（水） 

１ 学 期 ４月 ６日（木）～ ７月２０日（木） 

７月夏休み ７月２１日（金）～ ７月３１日（月） 

８月夏休み ８月 １日（火）～ ８月２４日（木） 

２ 学 期 ８月２５日（金）～１２月２５日（月） 

冬 休 み １２月２６日（火）～ １月０７日（日） 

３ 学 期 １月０８日（月）～ ３月２５日（月） 

３月春休み ３月２６日（火）～ ３月３１日（日） 

 

利用時間 

① 月曜日から金曜日（学校休業日をのぞく）…放課後～午後７時 

② 春休み・夏休み・冬休み…午前８時～午後７時 

③ 当該区立小学校の開校記念日・振替休業日等の学校休業日…午前８時～午後７時 

※ 利用時間が午後 6 時を超える場合は、原則お迎えをお願いします。 

 

登録期間 

○ 登録期間は、4 月 1 日(土・日を除く／または利用を始めた日)から、その年度の末日まで（土・日

を除く）となります。引き続き、次年度も利用を希望される場合は、改めて申請が必要となります。 

 

申請した内容に変更が生じた場合 

○ 引越し、連絡先、会社の移転、就労時間や日数、勤務先、家族状況等が変わった場合は、「変更届」

をご提出ください。就労に関わる変更の場合は「就労(予定)証明書」もあわせてご提出いただく場合

があります。 

※ 区外への転出や転校、保護者の勤務状況の変化等により、利用の要件に合わなくなった場合は

ご利用いただけなくなります。 



 

利用をやめるときは 

○ ひろばプラスの利用をやめる場合は、「放課後子どもひろば事業延長利用申請辞退・利用辞退届」を

ご提出ください。なお、通常のひろばは引き続きご利用いただけます。 

 

◎本事業は小学校の事業ではありません。連絡等は、放課後子どもひろばにお願いします。 

 

３ 日々の生活について 

家庭との連絡について 

① 入退室管理システム「安心でんしょばと」 

  利用予定（出欠席）の連絡は、入退室管理システム「安心でんしょばと」をご利用ください。 

  ただし、当日午前 10 時以降は「安心でんしょばと」の変更はできないため、下校時刻前に電話にて

ご連絡ください。また、帰りの時間はお子さんが自分でも把握できるように、ご家庭でお話しください。 

※ 電話連絡の場合は「学年、児童氏名（フルネーム）」をお知らせください。 

※ 当日、利用予定の児童の登室が著しく遅い場合は、同級の児童に状況を聞き、学校に出席して

いたにもかかわらず所在が不明の場合、保護者の第１連絡先に確認をとります。 

② 連絡帳 

  中抜け等の連絡ツールとして使用しますので日々持たせてください。ひろばからも不定期にお子様

の様子等を記入するようにします。お子さんの学校や家庭での様子、また、生活に関する疑問・質問等

につきましても、ご記入ください。 

③ 個人面談 

ご希望がある場合に実施します。また、お子さんに関して気になること、職員に尋ねたいこと等あ

りましたら、面談等の機会を設定しますので、遠慮なくご相談ください。 

 

学校との連絡 

○ 担任の先生に、ひろばプラスを利用している旨をお伝えください。利用を辞退した場合も担任の先

生にお知らせください。 

○ 学校には、必要な情報を提供します。 

 

けが・病気等について 

○ けがについて 

 切り傷、かすり傷、軽度の打撲など職員で対応できる場合は、備え付けの救急用品で処置をし、状況

に応じて保護者に電話連絡します。 

医師の手当てが必要な場合は、保護者に電話連絡し、ご相談します。 

緊急の場合は、救急車を要請し、保護者と連絡を取り合います。保護者が間に合わない場合は職員が

付き添い病院に搬送します。 

○ 病気について 

  伝染性の疾患の場合は、学校と同様に医師の許可が出るまでお休みしていただきます。利用時間中の

発熱や腹痛などの場合は、状況により保護者に連絡し、お迎えをお願いすることがあります。 

 

災害発生時・非常時の連絡及び児童の引渡しについて 

○ ひろば利用時間中に震度 5 弱以上の地震・火災が発生した場合には、保護者または引き取り代理人

の迎えがあるまで、ひろばで保護します。速やかにお迎えをお願いします。 



○ 警報が発令された自然災害、近隣で発生した犯罪等により、児童の安全確保のために保護者の迎え

が必要と判断した場合、入退室管理システムのメッセージ機能または電話で緊急連絡先に連絡しま

す。 

○ 台風接近に伴い、小学校が前日午後 2 時までに臨時休業または始業時刻繰下げを決定した場合、ひ

ろばプラス登録児童については朝８時から受け入れ可能な態勢をとります。お子さんの登所時に危

険がないよう、付き添い等のご配慮をお願いします。ただし、当日の朝等に、学校の一斉メールや

連絡網により臨時休業または始業時刻繰下げとなった場合は、通常の放課後子どもひろば開始時間

からの受け入れになりますので、ご協力をお願いします。 

 

学級閉鎖時の対応について 

○ インフルエンザ等で学級閉鎖になったクラスの児童の受け入れはしませんのでご了承願います。（通

常の放課後子どもひろばも同様です。） 

 

塾・習い事等について 

○ ひろばプラスに出席後、外出し、戻ってくる「中抜け」については、塾・習い事・児童館行事に限

り、保護者による事前申請があった場合に対応します。 

○ 「中抜け」を希望する方は、日時、行き先、出発時間、戻り時間の詳細を事前にお知らせください。 

○ 延長時間前に戻れるよう調整をお願いします。 

 

学習について 

○ 学校から登室後、学習をする時間を設けます。学習の点検・学力の把握などは各家庭でお願いしま

す。 

○ 学校休業中で朝から利用する場合は、朝８時から１０時までの間に学習の時間を設けます。お子さ

んにあった宿題・課題等をご用意ください。 

 

持ち物について 

○ 学校に持って行ってはいけないものは、ひろばでも禁止しています。 

○ ご家庭で持ち物の点検(紛失している物はないか、見慣れない物が混ざっていないか)をお願いしま

す。 

○ 携帯電話については、学校の規則に準じます。 

○ 給食がない時は、お弁当や飲み物をご用意ください。 

 

おやつについて 

 希望者には月単位でおやつを提供します。 

 ただし、厨房施設等がありませんので、既成の商品の提供となります。 

 また、アレルギー食等の対応は致しかねますのでご了承ください。 

 詳細は、以下のとおりです。 

【おやつ提供代金】1 ヶ月 2,000 円 

○ 免除制度 

生活保護受給世帯、非課税世帯等の方は、申請によりおやつ提供代を免除する制度があります。放

課後子どもひろば事業おやつ代免除申請書を提出した月から免除となります。前年度に免除承認され

ている場合も、改めて申請が必要です。 

  



【学童クラブ機能付き放課後子どもひろば「ひろばプラス」一覧】※令和 5 年 4 月現在 

ひろば名 所在地 電話番号 児童指導業務受託事業者 

津久戸小学校 津久戸町2−2 3266-5990 （公財）新宿未来創造財団 

江戸川小学校 水道町 1-28 3266-8336 （公財）新宿未来創造財団 

市谷小学校 市谷山伏町 1-3 080-6678-5122 （公財）新宿未来創造財団 

愛日小学校 北町 26 3266-1251 （公財）新宿未来創造財団 

早稲田小学校 早稲田南町 25 080-7660-5602 （株）東急キッズベースキャンプ 

鶴巻小学校 早稲田鶴巻町 140 080-7660-5718 （株）東急キッズベースキャンプ 

牛込仲之小学校 市谷仲之町 4-33 3358-9752 （公財）新宿未来創造財団 

富久小学校 富久町 7-24 3358-9071 （協組）ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟ･ｾﾝﾀｰ事業団 

余丁町小学校 若松町 13-1 3205-0370 （公財）新宿未来創造財団 

東戸山小学校 戸山 2-34-2 3205-0363 （株）ポピンズエデュケア 

四谷小学校 
四谷2−6 

四谷三栄町 10−16 
3341-8560 （公財）新宿未来創造財団 

四谷第六小学校 大京町 30 3357-7891 （株）ポピンズエデュケア 

花園小学校 新宿 1-22-1 3351-7990 （公財）新宿未来創造財団 

天神小学校 新宿 6-14-2 3358-9562 （公財）新宿未来創造財団 

戸山小学校 百人町 2-1-38 3205-4607 （株）ポピンズエデュケア 

戸塚第一小学校 西早稲田3−10−12 080-7660-5641 （株）東急キッズベースキャンプ 

戸塚第二小学校 高田馬場1−25−21 3205-4609 （株）東急キッズベースキャンプ 

戸塚第三小学校 高田馬場 3-18-21 3368-8170 ライクキッズ（株） 

落合第一小学校 中落合 2-13-27 3950-1034 （株）ポピンズエデュケア 

落合第二小学校 上落合 2-10-23 3227-0702 （株）東急キッズベースキャンプ 

落合第三小学校 西落合 1-12-20 3565-1931 （公財）新宿未来創造財団 

落合第四小学校 下落合2−9−34 080-4360-0990 （協組）ﾜｰｶｰｽﾞｺｰﾌﾟ･ｾﾝﾀｰ事業団 

落合第五小学校 上落合 3-1-6 090-1731-8628 （株）東急キッズベースキャンプ 

落合第六小学校 西落合 4-11-21 3565-1631 （公財）新宿未来創造財団 

淀橋第四小学校 北新宿 3-17-1 080-5903-3692 （公財）新宿未来創造財団 

柏木小学校 北新宿2−11−1 080-1267-6442 （公財）新宿未来創造財団 

西新宿小学校 西新宿 4-35-5 080-6595-1392 （株）日本デイケアセンター 

西戸山小学校 百人町 4-2-1 5389-0225 （公財）新宿未来創造財団 

＊放課後子どもひろばの電話対応時間は、開設中のみとなります。 

（学校、曜日等によって開始時間は異なりますが、おおむね午後３時から／長期休業中は、午前８時から） 

 

【 問い合わせ 】 
各放課後子どもひろば または 子ども総合センター 子ども家庭支援課 児童館運営係 

              所在地：新宿区新宿７－３－２９ 

              電 話：０３（５２７３）４５４４ 

              ＦＡＸ：０３（３２３２）０６６６ 


