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このたび、放課後児童クラブの運営状況について、各クラブに自己点検するこ

とを依頼しました。あわせて、その取りまとめを各市町村に依頼したところで

す。

この点検は、放課後児童クラブ運営基準に照らして、クラブの運営状況につい

て確認することにより、適切な放課後児童健全育成事業の運営実施に資するこ

とを目的としたものです。

ついては、その点検に係る結果を以下のとおり集計しました。

(1) 総則に関するもの

Q1対象児童について

(各項目に該当する児童について、受け入れているクラブ数)

Q2 必要面積

児童が生活するスペースの広さ(平方メートル)

市平均 99.54平方メートル 町村平均 107.20平方メートル 全体平均 103.37

児童数(1 クラブあたり平均)

市平均 47.20 人 町村平均 41.66 人 全体平均 44.43 人

1 人当たり面積(児童が生活するスペースの広さ/児童数)

市平均 2.11 平方メートル 町村平均 2.57 平方メートル

全体平均 2.34平方メートル



Q3 職員配置

常時指導員数 市平均 3.43 人 町村平均 3.09 人 全体平均 3.26 人

(児童数に伴って指導員増加を検討するクラブ数)

Q4 定員

(定員を定めているクラブ数)

定員数 市平均 45.27 人 町村平均 39.83 人 全体平均 42.55 人

(定員を弾力化しているクラブ数)

Q5 適正規模

グループ活動を行う場合の適正規模の人数(人数を定めているクラブの平均)

市平均 16.38 人 町村平均 9.13 人 全体平均 12.75 人

Q6 開設日

(各項目に開設しているクラブ数)



Q7 開設時間

平日の開所時間 市平均 11:34 町村平均 12:07 全体平均 11:51

平日の閉所時間 市平均 18:25 町村平均 18:25 全体平均 18:25

土曜の開所時間 市平均 8:14 町村平均 8:00 全体平均 8:07

土曜の開所時間 市平均 17:14 町村平均 17:03 全体平均 17:07

夏休/冬休/春休の開所時間

市平均 8:08 町村平均 7:55 全体平均 8:01

夏休/冬休/春休の閉所時間

市平均 18:25 町村平均 18:25 全体平均 18:25

Q8 保育料

最高額平均 市 8,347円 (最高 16,576.9円 所沢市)

町村 9,167.7円 (最高 15,000円 皆野町、栗橋町)

全体平均 8,757.4円

最低額平均 市 4,342.9円 (最低 0円 春日部市ほか)

町村 5,869.2円 (最低 0円 三芳町ほか)

全体平均 5,056.1円

Q9 設置形態



Q10 運営主体

(2) 入室に関するもの

Q11 募集案内

(募集に際し、使用している媒体等)

Q12 入室の手続き

(各項目を実施しているクラブ数)



Q13 入室要件

(各項目を入室要件としているクラブ数)

Q14 就労の条件

(入室要件における就労の条件として各項目を設定しているクラブ数)

Q15 入室の決定

(入室に際し各項目を実施しているクラブ数)



Q16 入室説明会

(入室説明会に際し各項目を実施しているクラブ数)

(3) 施設に関するもの

Q17 玄関



Q18 クラブ室

Q19 休養室

Q20 台所

Q21 洗面所



Q22 トイレ

Q23 事務室

Q24 屋外の遊び場

Q25 その他の施設



Q26 必要性や使用目的に応じた設備の有無



Q27 消防

Q28 防犯

Q29 火災保険等



(4) 放課後児童指導員に関するもの

Q30 指導員の職務

(指導員の職務として各項目を設定しているクラブ数)

Q31 指導員の体制

複数配置している場合は、常勤職員の人数

市平均 2.58 人 町村平均 1.71 人 全体平均 2.14 人



複数配置している場合は、補助的職員の人数

市平均 1.82 人 町村平均 2.39 人 全体平均 2.11 人

Q32 常勤・選任指導員の資格

Q33 非常勤指導員の資格

Q34 健康診断

(5) 事業の管理・運営に関するもの

Q35 登室時の対応



Q36 降室時の対応

Q37 出欠の対応

Q38 児童の健康管理

Q39 おやつ・昼食の対応



Q40 事故やけがへの対応

Q41 障害保険

Q42 運営方針

Q43 事業計画

Q44 具体的な活動内容



Q45 クラブだより・連絡帳

Q46 保護者の事業参画

(6) 障害児の入室に関するもの

Q47 受け入れの対象となる障害児

Q48 入室の判定



Q49 障害担当指導員の資格

Q50 関係機関との連携

(7) 緊急時の対応に関するもの

Q51 事故・事件

(8) 学校・地域との関わりに関するもの

Q52 学校、地域等との連携

Q53 地域住民への施設開放



(9) 苦情処理に関するもの

Q54 苦情処理

(10) 指導員の研修に関するもの

Q55 研修の周知等

Q56 研修の出席状況

(11) 自己点検に関するもの

Q57 自己点検


