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野洲市こどもの家管理運営要領 

平成27年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この要領は、野洲市こどもの家条例(平成17年野洲市条例第27号。以下「条例」という。)及

び野洲市こどもの家管理運営規則（平成24年野洲市規則第４号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、こどもの家の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例によるほか、次

の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 運営主体者 野洲市長 

(2) 特別支援児 条例第８条に規定する入所対象児童であって、身体障害者手帳若しくは療育手帳

を所持する児童、専門機関による支援の必要な児童であることの証明を有する児童、特別支援学

校の小学部若しくは小学校の特別支援学級に就学している児童又は市長が特に支援が必要と認め

る児童をいう。 

（指定管理者による管理） 

第３条 条例第５条第１項の規定により、指定管理者にこどもの家の管理を行わせる場合において

は、前条の規定中「野洲市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えることができる。 

(運営の方針) 

第４条 運営主体者は、こどもの家の運営に当たっては、入所児童が健康で安全に生活することがで

きるよう、入所児童の成長段階に応じて、適切な支援を行なうものとする。 

２ 保護者は、入所児童が心身ともに健やかに成長できるよう、こどもの家の運営に協力するものと

する。 

（職員） 

第５条 こどもの家の職員の職種は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 指導員 入所児童の支援に専ら従事する常勤職員 

 (2)  非常勤指導員 指導員が行なう支援を補助する職員 

 (3) 事務職員 こどもの家の管理運営の業務に専ら従事する職員 

２ 前項第１号及び第２号に規定する指導員の数は、こどもの家ごとに、次の表の左欄に掲げる児童

数に応じ、同表の右欄に定める人数とする。ただし、その２人を除き、非常勤指導員をもってこれ

に代えることができる。 

 

児童数 配置人数 

30人以下 ２人以上 
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31人以上40人以下 ３人以上 

41人以上 ４人以上 

 (職員の職務) 

第６条 職員は、適切な生活又は遊びの場を与えることにより、入所児童の健全な育成が図れるよ

う、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 入所児童の登降所に関すること 

(2)  出席簿、指導日誌及び児童台帳の記録 

(3)  入所児童の安全、健康及び衛生の確保 

(4) 入所児童の安定した生活の確保 

(5) 入所児童の支援（外遊び又は室内遊びなど） 

(6) 職員同士の打合せ   

(7) おたよりの発行及び連絡帳などの記録 

(8) おやつの提供 

(9) 諸経費の管理及び会計簿の記録 

(10) 家庭との連絡及び協力（子どもの状態把握、相談）  

(11) 学校、幼稚園及び保育園との連携及び地域との交流 

(12) 施設、設備及び備品の管理と環境整備 

(13) 子どもの生活を豊かにするための遊び又は活動の研究 

(14) 事故又はけがへの対応 

(15) その他こどもの家の運営に必要な業務 

２ 職員は、前項第１号に規定する業務において、入所児童の登降所時を当該入所児童の保護者等と

のコミュニケーションの場として意識し、円滑なこどもの家の運営に努めるものとする。 

３ 職員は、第１項第２号に規定する業務において、入所児童が出席した場合には、当該入所児童の

様子を確認し、入所児童が保護者からの連絡がなく欠席した場合には、保護者に連絡するものとす

る。 

４ 職員は、第１項第３号に規定する業務において、入所児童を観察し、当該入所児童の健康管理に

努めるものとする。 

５ 職員は、第１項第８号に規定する業務において、次の各号に掲げる事項を行なうものとする。 

(1)  入所児童へのおやつの提供にあっては、栄養面を考慮し、発育にあわせたものとなるよう配慮

すること。 

(2)  食物アレルギー体質の入所児童へのおやつの提供にあっては、当該入所児童の保護者と事前に

相談したうえで対応すること。 

６ 職員は、第１項第14号に規定する業務において、次の各号に掲げる措置を取るものとする。 
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(1)  応急処置等の対応を速やかに行なうこと。 

(2)  事故等でけがをした入所児童がいた場合には、当該入所児童の保護者に速やかに連絡をするこ

と。 

(3)  運営主体者その他関係機関に報告すること。 

（職員の資格） 

第７条 職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者と

する。 

２ 指導員は、野洲市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成27年

野洲市条例第６号。以下「基準条例」という。）第10条第３項に規定する者でなければならい。 

（職員の知識及び技能の向上等） 

第８条 職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、入所児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修

得、維持及び向上に努めるものとする。 

２ 運営主体者は、職員に対し、その資質の向上のため次の各号に掲げる事項に関し、研修の機会を

確保するものとする。 

(1) こどもの家（学童保育所）の意義に関すること。 

(2) 特別支援児の支援に関すること。 

(3) こどもの家（学童保育所）の生活に関すること。 

(4) 人権に関すること。 

（職員の労働条件等） 

第９条 運営主体者は、職員の雇用にあっては、労働基準法（昭和22年４月７日法律第49号）等の関

係法令を遵守するものとする。 

２ 運営主体者は、労働安全衛生法（昭和47年6月8日法律第57号。以下「安衛法」という。）を遵守

し、安全衛生の確保及び改善に努めるものとする。 

３ 運営主体者は、職員に対し、安衛法第66条第１項の規定により、医師による健康診断を行なうも

のとする。 

４ 運営主体者は、手作りおやつ等の調理を行なう職員に対し、月１回程度の検便（細菌検査）を行

なうよう努めるものとする。 

５ 運営主体者は、労働災害保険法（昭和22年４月７日法律第50号）又は地方公務員災害補償法（昭

和42年８月１日法律第121号）に規定する保険に加入するものとする。 

（入所の案内） 

第10条 運営主体者は、こどもの家の入所について案内する場合は、市広報誌及びホームページ等を

活用し、広く周知を図るものとする。 

（入所の説明会） 

第11条 運営主体者は、こどもの家の入所の申請について、毎年11月15日までに説明会を開催するも



 4 / 10 

 

のとする。 

（入所の申請期間） 

第12条 次年度のこどもの家の入所の申請の受付は、次の表に掲げる期間（以下「申込み期間」とい

う。）とする。 

申込み期間 

第１回 毎年11月上旬頃の４日間（閉庁日１日を含む） 

第２回 毎年12月中旬頃の３日間（閉庁日１日を含む） 

２ 前項の規定に関わらず、運営主体者は、入所対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、

入所を希望する月の初日の14日前（その日が閉庁日であった場合は、前の日の開庁日）を期限とし

て入所の申請の受付を行なうものとする。 

(1) 申込み期間以降に本市に転入があった場合 

(2) 申込み期間以降に保護者が就労することとなったために、昼間の保護が必要になった場合 

(3) 申込み期間以降に保護者又は家族が疾病等になったため、昼間の保護が必要となった場合 

(4) 生活環境や発達状況等から、健全な育成のために必要と認められる場合 

(5) 前各号に掲げるもののほか、運営主体者が特に必要と認める場合 

（再入所の制限） 

第13条 年度の途中でこどもの家を退所した児童の保護者は、同一の年度内に再度入所の申請をする

ことはできない。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、同一の年度内であっても再度入所の

申請をすることができる。 

(1) 退所前に満たしていた条例第８条に規定する入所要件に著しい異動があった場合 

(2)  生活環境や発達状況等から、入所対象児童の健全育成のために必要と認められる場合 

(3) 前２号に掲げるもののほか、運営主体者が特に必要と認める場合 

（入所の期間） 

第14条 入所の期間は、４月１日から翌年３月31日までとする。ただし、年度の途中での入所又は季

節保育の入所の場合は、この限りではない。 

（休所日） 

第15条 規則第６条に規定する市長が特に必要があると認める休所日は、次の各号に掲げる場合とす

る。 

(1) 重大な災害又は危険が見込まれる場合 

(2) こどもの家周辺で事故又は事件が発生した場合又は発生するおそれがある場合であって、か

つ、入所児童の安全確保の面からやむを得ないと判断される場合 

（入所の許可又は不許可） 

第16条 運営主体者は、第12条第１項に規定する期間に入所申請があったもので、入所を許可する場

合は、翌年１月末までに規則第７条第２項の規定による通知をするものとする。 
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 ２ 運営主体者は、第12条第２項の規定する期限までに入所申請があったもので、入所を許可する場

合は、入所日までに規則第７条第２項の規定による通知をするものとする。 

３ 市長は、第12条第１項の規定する期間に入所申請があったもので、入所を不許可とする場合は、

翌年１月末までに規則第８条第１項の規定による通知をするものとする。 

 ４ 市長は、第12条第２項の規定する期限までに入所申請があったもので、入所を不許可とする場合

は、入所日までに規則第８条第１項の規定による通知をするものとする。 

（入所準備説明会） 

第17条 運営主体者は、第16条第１項に規定する入所許可通知書を受けた保護者に対し、入所日まで

にこどもの家の利用に関わる説明会を開催するものとする。 

２ 前項に規定する説明会において、運営主体者は、こどもの家を利用する保護者に対し、次の各号

に関わる事項を書面等で伝えるものとする。 

(1) こどもの家での生活に関すること。 

(2)  登降所に関すること。 

(3) 保育時間に関すること。 

(4) こどもの家での持ち物に関すること。 

(5) 急病や事故・怪我に関すること。 

(6) 緊急時のこどもの家の対応に関すること。 

(7) その他こどもの家の利用に当たっての留意事項に関すること。 

（必要な施設及び設備） 

第18条 市長は、こどもの家の施設及び設備ついて、別表１及び別表２に掲げる基準を満たすよう努

めるものとする。 

２ 運営主体者は、こどもの家で使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、及び衛生上必要な措置を講ずるものとする。 

３ 運営主体者は、医薬品及びその他の医療品の適正な管理を行なうものとする。 

（特別支援児の入所） 

第19条 運営主体者は、医療行為を必要としない特別支援児の入所受入れにあっては、当該特別支援

児の状況を十分に考慮した上で、受入れの判断を行なうものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、運営主体者は、受入れ体制が整ってない場合又はその他特別な事情が

ある場合には、特別支援児の受入れを保留することができる。 

３ 第１項に規定する特別支援児の受入れにあっては、当該特別支援児の状態を保護者から十分に聞

き取るとともに、関係機関とも連携して特別支援児の状態の把握に努めるものとする。 

（特別支援児指導員配置検討委員会） 

第20条 市長は、前条第１項の規定により特別支援児を受入れするため、特別支援児指導員設置検討

委員会（以下「配置検討委員会」という。）を置くものとする。 
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２ 配置検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 

（特別支援児にかかる指導員）  

第21条 運営主体者は、第４条第２項の規定にかかわらず、特別支援児の支援にあっては、配置検討

委員会の意見を尊重し、適切な人数の指導員を配置するものとする。 

（緊急時等における対応） 

第22条 事故や災害等の緊急事態が発生した場合は、運営主体者は直ちに必要な措置を講ずるととも

に、保護者及び関係機関に対して緊急事態発生の旨を通報するものとする。 

２ 事故等が発生した場合は、運営主体者は関係機関と協力して事故等の原因調査を行なうものとす

る。 

（非常災害対策） 

第23条 運営主体者は、危機管理体制を構築するとともに、対応マニュアルを作成するものとする。 

２ 運営主体者は、災害時の対応について適時訓練等を行なうものとする。 

３ 運営主体者は、防火管理者を選任し、消防計画を策定するものとする。 

（不審者情報） 

第24条 運営主体者は、警察又は教育委員会等から不審者情報の連絡があった場合には速やかに関係

機関に伝達するものとする。 

２ 職員は、不審者情報を各こどもの家の玄関先に掲示し、必要に応じて入所児童及び保護者に連絡

するものとする。 

（個人情報の保護） 

第25条 運営主体者は、その業務上知り得た入所児童等の個人情報については、個人情報の保護に関

する法律（平成15年法律第57条号）その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。 

２ 職員は、職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（虐待の防止のための措置） 

第26条 運営主体者は、入所児童の人権の擁護及び虐待の防止等のため、次の各号に掲げる措置を講

ずるよう努めるものとする。 

(1) 児童虐待防止に関する責任者の選定及び設置 

(2) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

（その他こどもの家の運営に関する事項） 

第27条 運営主体者は、入所児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦

情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。 

２ 運営主体者は、こどもの家の円滑な運営を図るため、保護者、保護者会、近隣住民、保育所、幼

稚園及び学校等と協力及び連携に努めるものとする。 

３ 運営主体者は、こどもの家の運営の改善に資するため、適時、保護者の意識調査を実施するよう

努めるものとする。  
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（学童保育所運営協議会） 

第28条 運営主体者は、こどもの家の円滑かつ適正な運営が図られることを目的として、野洲市学童

保育運営協議会（以下「協議会」という。）を置くものとする。 

２ 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営主体者が別に定めるものとする。 

付 則 

この要領は、平成27年４月１日から施行する。 

 

別表１（第20条関係） 

施設 整備基準又は条件 

玄関 

 

 

 

 

 

 

①雨天時等の出入りに支障のないようにひさしを設置し、必要に応じて

泥よけマットなどを備えること。 

②玄関等を設置すること。 

③玄関は適正な高さで段差をなくし、低学年児や障がいのある児童に配

慮した造りとすること。 

④出入り口は、安全に十分配慮すること。 

⑤児童数に必要な傘立てや下駄箱を設置すること。 

⑥玄関付近に連絡箱やお知らせを掲示する場所を設けること。 

生活室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①生活室は、児童の生活（休息・遊び・学習など）ができるように児童

１人あたり、設備部分を除いて１．６５㎡以上の広さを確保すること。 

②指導員が児童の様子を見渡せる設計とすること。 

③ロッカーは、カバンや着替えなどを収納するのに十分な大きさのもの

で、児童数分を確保すること。 

④ロッカーや本棚は、低学年児にも使いやすい高さとし倒れることのな

いように固定すること。 

⑤生活室は、日没後や雨天時などでも支障のない明るさを保つ照明器具

を設置すること。 

⑥照明器具は、安全カバーを取り付ける等落下防止に配慮すること。 

⑦空調設備は、部屋の面積に対したエアコンを設置すること。 

⑧生活室の換気などのために窓を設け、２階以上については、落下防止

柵を設置すること。 

⑨生活室の床は、フローリング又は畳敷きとすること。 

プレイルーム 

 

 

①児童１人あたり１．６５㎡以上の広さを確保する。ただし、生活室と

共有する場合は、３．３㎡以上の広さを確保すること。 

②安全に配慮した遊具を備えること。 
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休養室 ①児童が体調の悪いときに休めるスペースを確保し休める用具を備える

こと。 

カウンセリング・ス

ペース 

①気持ちの高ぶった児童などが安静にできる設備を確保すること。 

 

台所 

 

①厨房には、コンロ・流し台・湯沸し器等を設置し、必要な換気設備を

設けること。 

洗面所手洗い場 

 

 

①低学年にも使い易い高さで設けること。 

②洗面所・手洗い場は、衛生上必要な石けんやタオル掛けを取り付ける

こと。  

③手洗い場は、保育室内に設け、複数児童が利用できるようにするこ

と。 

足洗い場 ①足洗い場は出入り口付近に設けること。 

トイレ 

 

 

①児童が利用しやすい位置に設け。男女別とし便器を複数設けること。 

②障がい児用トイレを設置すること。 

③トイレは、換気のため窓や設備を設置すること。 

事務室 ①職員が行う事務のためのスペースや休養のためのスペースを設けるこ

と。 

屋外の遊び場 

 

①児童遊園に準じて３３０㎡以上のボール遊びが出来る広さを確保する

こと。（学校校庭などで代替えも可能とする。） 

その他 

 

 

 

①生活室は、十分な採光、日照、通風が得られるようにすること。 

②障がいのある児童の入所を考慮し、施設全体をバリアフリー構造とす

ること。 

③温水シャワーの設備を設けること。 

④消火器は緊急時に速やかに使えるように設置すること。 

⑤防犯ブザー・非常警報装置など防犯グッズを設置すること。 

別表２（第20条関係） 

設備 必要性及び使用目的等 

座卓 児童がおやつや宿題、ゲームなどに使用し、児童数に応じたもの。 

事務机及び椅子 指導員が保育事務などに使用できるもの。 

指導員用ロッカー 指導員数に応じた数で施錠ができるもの。 

冷蔵庫 保冷保存が必要なものを衛生的に保管できるもの。 

食器戸棚 コップや食器などを衛生的に保管できるもの。 
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洗濯機 児童数に応じた容量のもの。 

物干し竿 児童数に応じたもの。 

掃除機 施設面積に応じた機能性を持ったもの。 

本棚 低学年にも使いやすい高さのもの。 

電話・FAX 緊急時等の連絡できるもの。 

パソコン・プリンタ 

 

円滑に事務ができるもの。 

ただし、インターネット接続する場合は運用面、情報漏えいに配慮する

こと。 

消火器 使用期限を過ぎてないもの。 

ラジカセ・CD・MD 行事等で使用できるもの。 

電子レンジ おやつ等で使用できるもの。 

布団 児童が体調不良になった場合の緊急用として児童の体型にあったもの。 

湯沸し器 湯温調整のついているもの。 

倉庫・物置 必要な備品等が収納でき、施錠できるもの。 

テレビ・ビデオ 主に災害時に機能が発揮できるもの。 

下駄箱 低学年にも使いやすい高さのもので児童数に応じたもの。 

児童用ロッカー 

 

カバン、着替え等を収納するのに十分な大きさ・低学年にも使いやす 

い高さで児童数に応じたもの。 

傘立て 児童数に応じたもの。 

拡声器 外遊びや行事の際に使用できるもの。 

医療品 児童数に応じ、最低限必要なもの。 

壁掛け時計 遠くからでも見やすいもの。 

キャビネット 個人情報などが入っている文章を保管し、施錠できるもの。 

郵便受用ポスト 充分な容量があるもの。 

黒板・掲示板 予定や連絡事項などを伝えることができるもの。 

キーパー 常時、水分補給をできるもの。 

コピー機・印刷機 おたよりなどの印刷ができるもの 
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その他 

 

①設備の転倒防止策を講じること。 

②カーテン・建具などは防炎処理を施したものを使用すること。 



 

 


