
宮森学童クラブ 入所申請について 

１． 学童クラブとは 

 学童クラブとは、小学生児童を対象に、放課後、保護者が就労等で家庭にいない場合、 

家庭に代わって保育をする施設です。 

２．入所申請について 

  うるま市内には５０か所の学童クラブがあり、その内公設民営の学童クラブは１１か所（予定）あ

ります。公設学童クラブは利用料が低額のため定員以上の入所希望者が見込まれますので、基準を定

め入所児童を決定していきます。 

３．学童クラブ 

（１） 保育期間 

令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

（２） 保育時間 

平   日 放課後～午後７時まで 

学校休業日 午前８時～午後７時まで（土曜日、春休み・夏休み等） 

（３） 利用料 月額９，５００円（おやつ代含む） 

※長期休業期間の保育料加算あり 

※「うるま市放課後児童クラブひとり親等支援事業」 

      市内に住所を有する児童扶養手当受給者及び生活保護受給者については、利用料 

の減免が受けられます。減免については、毎年申請が必要です。 

（申請時期 令和２年３月頃 市役所こども未来課へ申請） 

 （４） 定員 ４０名  

４．学童クラブ利用要件 

★★★学童クラブを利用するには、「保育を必要とすると認められる場合」が利用する条件です。 

「保育を必要とすると認められる」とは下記のとおりの場合をいいます。★★★ 

 事由 内容 必要書類 

保護者の状

況 

（保育を必要と

している事由） 

就労  勤務証明 

※自営業者は営業証明書もしくは確定申告

書の写しを添付してください。（平成 31年

度） 

障がい者 精神もしくは身体に障がいを 

有している方 

身体障害者手帳の写し 

療育手帳の写し 

精神障害者保健福祉手帳の写し 

疾病 疾病にかかり、若しくは負傷し、

入院・自宅療養している方 

診断書 

出産・育児休暇 産前産後休暇中の方、 

育児休業中の方 

親子健康手帳（出産予定日）の写し 

育児休業証明書 

介護・看護・付き添い 入院の付き添い、自宅看護等 勤務証明書（様式）裏面の状況 

報告欄に具体的に記入 

求職  勤務証明書（様式）裏面の状況 

報告欄に具体的に記入 



災害 災害（台風・火災など）の 

被害に遭われた方 

罹災証明書（消防署より交付） 

その他 上記のほかに明らかに保育を必要

とすると認められる場合 

勤務証明書（様式）裏面の状況 

報告欄に具体的に記入 

児童の状況 出席日数が週２日以上かつ月８日以上（目安）  

 

・上記、保護者及び児童の利用要件を満たす場合に申請が可能となります。 

・２か所以上の勤務がある場合はそれぞれの勤務証明書が必要です。 

・配慮を要すると思われるお子様については、事前に学童クラブ職員へご相談ください。 

 

5.利用基準調査表に該当する場合の証明 

生活保護 生活保護受給証明 うるま市より証明 

ひとり親 児童扶養手当証書 うるま市より発行されている証書 

☆２か所以上の勤務がある場合は２か所分必要 

☆保護者とは（両親、両親不在の場合は代わる養育者） 

 

6.提出書類 

1. 学童クラブ入所申請書（裏面の同意書に署名） 

2. 保育を必要とする証明書（勤務証明書等） 

※職場への電話確認をする場合があります。 

3. 利用基準調査表 

4. 所得課税証明書（平成３１年度） 

  ※提出書類の返却はありません。ご了承ください。 

 7.資料配布期間：令和元年１１月１日から令和元年１１月２９日まで  

8.受 付 期 間 ：令和元年１１月１日から令和元年１２月１６日まで 

※申請書提出先：うるま市役所 こども部 こども未来課（本庁 東棟２階） 

 

9.入所決定まで 

継続入所を希望される方も含め、要件確認を行い、所得課税証明と利用基準調査表により基準

の高い世帯から順に入所児童を決定していきます。 

10.入所承認・不承認通知書の送付について 

令和２年１月末 

11.入所申込みを取り下げる場合 

申請後、引越し等の事情により申請を取り下げる場合は、こども未来課へご連絡下さい。 

また、承認通知書が届いた後で利用を辞退される場合は、学童クラブへ早めにご連絡をお願い

します。 

12.送迎について 

公設学童クラブは送迎がありません。 

学童クラブへは本人（児童）が徒歩で通所することになりますが、帰りは保護者の方でお迎え

することが原則です。 



様式第５号（第７条関係）

様

学 童 ク ラ ブ 名

（ふりがな）
児童名

性別 男・女 生年月日

学校名
（予定）

連絡先

　学年
緊急時
連絡先

希望する
入所期間

保育を必要とし
ている日

（○をつけてください）

続柄 年齢 就労時間 勤務先電話番号

かかりつけ医院

クラブ
担当者記入

承認　・　不承認

学　童　ク　ラ　ブ　入　所　申　請　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

学童クラブ指定管理者

（申請者）
住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　㊞

電話番号

　　　　    　　 週　　　　日出席　　　　　　月　・　火　・　水　・　木　・　金　・　土

下記のとおり学童クラブへ入所申請します。

宮森学童クラブ

平成　　　　年　　　　月　　　　日

小学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年

　　　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日　～　令和　　　　年　　　　月　　　日まで

家族構成

氏　名 勤務先（学校名）

太枠内のみ記入してください

※裏面にて同意書の記載がありますのでご確認ください。

備考

児童の状況

　１.　良好　　　２.　食物アレルギー（ 有 ・ 無 ）　　３.　身体障害者手帳 （ 有 ・ 申請中 ）
　４.　療育手帳 （ 有 ・ 申請中 ）　５.　その他 （ヘルパー申請など）

受付　令和　　　　年　　　　　月　　　　　　日 判定　　令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

令和２年度４月（新）の学年を記入 



　　続　柄

氏名 （　父　・　母　）

氏名 （　父　・　母　）

氏名 （　　　　　　 　）

氏名 （　　　　　　 　）

令和　　　年　　　月　　　日

　・児童が保育を受けることに関し、関係機関・部署と連絡調整することが必要と認められた場合。

　上記のとおり取り扱うことに同意し、確認の上署名します。

　指定管理者は、同意者の個人情報を入所審査に係る事務、保育に関する業務及び補助金に係る事務の

ため利用する。なお、収集した個人情報については厳正に管理を行い、この目的以外には利用しないこと

とする。

２．個人情報の第三者提供

　指定管理者は次の場合に限り、児童及び同意者の個人情報を第三者に提供することができることとする。

１．利用目的

同  意  書

※申請児童の保護者は署名が必要となります。



宮森学童クラブ

分

　　　　証明者 事業所名

　下記の事項について事実と相違ないことを証明します。

住　所

勤務形態

 勤務日数
変則勤務

　場合

2.  無

裏　　面　　へ

所在地

電話番号

（記入者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者㊞　　）

代表者名

児童氏名

入会学童クラブ

保護者の通勤時間（片道）

※上記、太枠内は保護者がご記入下さい。

氏　名 うるま市

勤
務
状
況

常　勤　　・　　パート　　・　　自営　（中心者　・　協力者）　　・　　内職　　・　　その他（　　　　　　　）

週　　　　日勤務　（　　　　日／月）

勤務日：　月　・　火　・　水　・　木　・　金　・　土　・　日

勤 務 先 名 称
勤務地

(電話番号)

※勤務地等が上記と異なる場合、記入してください。
仕 事 の 内 容

※自営業者の場合は営業証明書もしくは確定申告書の写しを添付してください。

備考（就労時間・形態等に関する特記事項があれば、記入してください｡）

勤務日数　　（　　　　　日／週）
　　　　　　　  （　　　　　日／月）

※今年度開業の場合は開業証明書の写しを添付してください。

勤 務 開 始 日
（ 事 業 開 始 日 ） 　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　  □　採用　　  □　採用予定

雇用契約期間 1.有（   　　 年　　 月　　 日） 継続更新（ 有　・　無　・　未定 ）

 勤務時間

①　　　　　　　時　　　　　　　分　～　　　　　　　　時　　　　　　　　分 実働時間　　　　　　　　時間　　　　　　　　分

②　　　　　　　時　　　　　　　分　～　　　　　　　　時　　　　　　　　分 実働時間　　　　　　　　時間　　　　　　　　分

③　　　　　　　時　　　　　　　分　～　　　　　　　　時　　　　　　　　分 実働時間　　　　　　　　時間　　　　　　　　分

雇用主様記入 

学童クラブあて 

〔勤務証明書兼状況報告書〕    （ 学童クラブ様式 ） 

□勤務証明書 □勤務内定証明書 □就労証明書（自営業） 

証明年月日     年   月   日 

社印 



※以下の状況がある場合、ご本人が記入してください。

□状況報告書

住　所

該当する状況を○で囲み、証明できるものがある場合、写しを添付してください。

　1.　求職方法

備　　　考

　１.情報収集
　2. 面接
　3. その他
　　（　　　　　　　　　　　）

 １.情報収集
 2. 面接
 3. その他
　　（　　　　　　　　　　　）

　2.　 出産　・　育休→　育児休業（予定）期間　　　　　　年　　　　月　　　　日　～　　　　　　年　　　　月　　　　日まで

　3.　 病気　＜入院　・　通院　・　自宅療養　＞　・　看護　・　介護　・　負傷　･　障害　・　就学　・　被災　・　その他

具体的に記入してください。

氏　　名　 うるま市

求職年月日 会　　　社　　　名
所　　　　在　　　　地

（電　話　番　号）

・記入内容と事実に相違があった場合、入会（内定）が取消となったり退会を求めらたりすることがあります。

・　　・

・　　・



申し込み児童氏名

申込学童クラブ名

番号　 記入欄

1

2

3

4

5

総合判断（クラブ記入欄）

利用基準調査表

　　下記の項目のうち、備考の記載に注意の上、該当するところに、○を記入してください。

条　　　　　　　　　件

ひとり親家庭（児童扶養手当受給者）

※この調査表は世帯で１枚の提出でかまいません。

生活保護受給者

1年生（令和２年４月より）

学童を必要としているきょうだいが２名以上いる

上記に該当する項目はありません

※２に該当する場合は、生活保護受給証明書を添付

総合的に判断し、受け入れの必要があると認められる児童

※１に該当する場合は、児童扶養手当証書の写しを添付

※１・２の書類は添付がなければ認められませんので、必ず提出をお願いします。

※クラブ記入欄※

宮森学童クラブ


