
○春日部市放課後児童クラブ条例施行規則 

平成 17年 10 月１日規則第 28号 

改正 

平成 18 年３月 20 日規則第 15号 

平成 19 年９月 25 日規則第 74号 

平成 19 年 12 月 10 日規則第 90号 

平成 20 年６月 20 日規則第 49号 

春日部市放課後児童クラブ条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、春日部市放課後児童クラブ条例（平成 17年条例第 94号。以下

「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（入室の申請） 

第２条 条例第５条の規定による入室の資格を有する児童を春日部市放課後児童クラ

ブ（以下「児童クラブ」という。）に入室させようとする保護者は、放課後児童クラブ入

室申請書（様式第１号）に市長が指定する書類を添えて申請しなければならない。 

一部改正〔平成 19年規則 74号〕 

（入室の決定等） 

第３条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、放課後児童クラブ入

室決定通知書（様式第２号）又は放課後児童クラブ入室却下通知書（様式第３号）に

より保護者に通知するものとする。 

一部改正〔平成 19年規則 74号〕 

（入室の取消し） 

第４条 条例第６条の規定による入室の許可を受けた保護者は、条例第７条第２号の

規定により児童クラブの退室の申出をしようとするときは、放課後児童クラブ退室届

（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申出を受けたときは、放課後児童クラブ入室取消通知書（様式第５

号）により、保護者に通知するものとする。 

一部改正〔平成 19年規則 74号〕 

（入室の期間） 

第５条 入室の期間は、毎年４月１日から翌年の３月 31日までとする。 

一部改正〔平成 19年規則 74号〕 

（保育料の納入） 

第６条 条例第 10条の規定により保育料を納入しようとするときは、春日部市会計規則

（平成 17年規則第 122 号）に規定する納入通知書により納入しなければならない。 

一部改正〔平成 19年規則 74号〕 

（保育料の減免） 



第７条 条例第 11条の規定により保育料を減額し、又は免除しようとするときの額は、

次の表に定めるところによる。 

  

保育料 保護者の属する世帯の区分 

（児童１人当たりの月額） 

生活保護世帯、支援給付受給世帯及び市町村民税非

課税世帯 

０円 

市町村民税のうち均等割のみの課税世帯 3,000 円 

市町村民税のうち所得割課税額が 5,000 円未満である

世帯 

5,000 円 

 

２ 条例第11条の規定により保育料の減免を受けようとする者は、放課後児童クラブ保

育料減免申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、放課後児童クラブ保育料

減免決定通知書（様式第７号）又は放課後児童クラブ保育料減免却下通知書（様式

第８号）により保護者に通知するものとする。 

一部改正〔平成 19年規則 74号・20 年 49 号〕 

（指定管理者の指定の申請） 

第８条 条例第 13条第１項の規定による申請は、春日部市放課後児童クラブ指定管理

者指定申請書（様式第９号）によるものとする。 

２ 条例第 13条第１項に規定するその他必要な書類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

(２) 法人にあっては、その者の登記事項証明書 

(３) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 

(４) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書並びに

貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

追加〔平成 18年規則 15号〕、一部改正〔平成 19年規則 74号〕 

（指定管理者の指定等） 

第９条 市長は、条例第 13条第２項の規定による選定の結果を当該申請者に対し、春

日部市放課後児童クラブ指定管理者指定候補者選定結果通知書（様式第 10号）に

より通知するものとする。 

２ 市長は、条例第 13条第２項の規定により指定したときは、当該指定した法人又はそ

の他の団体（以下「指定団体」という。）に対し、春日部市放課後児童クラブ指定管理



者指定通知書（様式第 11号）によりその旨を通知するとともに、同条第３項の規定に

より、次に掲げる事項について速やかに告示するものとする。 

(１) 指定をした日 

(２) 指定管理者に管理を行わせる児童クラブの名称 

(３) 指定管理者となる団体の名称及び所在地 

(４) 指定の期間 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

３ 市長及び指定団体は、当該児童クラブの管理に関する協定を締結しなければならな

い。 

追加〔平成 18年規則 15号〕、一部改正〔平成 19年規則 74号〕 

（事業報告書） 

第10条 条例第18条の事業報告書は、春日部市放課後児童クラブ指定管理者事業報

告書（様式第 12号）によるものとする。 

追加〔平成 18年規則 15号〕、一部改正〔平成 19年規則 74号〕 

（指定の取消し等） 

第 11 条 市長は、条例第 20条第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて

指定管理者の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は、春日部市放課後児

童クラブ指定管理者指定取消等通知書（様式第 13号）によりその旨を通知するととも

に、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。 

(１) 処分した日 

(２) 処分された指定団体が管理を行っていた児童クラブの名称 

(３) 処分された指定団体の名称及び事務所の所在地 

(４) 期間を定めて指定管理者の業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、その期

間と当該業務の範囲 

追加〔平成 18年規則 15号〕、一部改正〔平成 19年規則 74号〕 

（その他） 

第 12 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

全部改正〔平成 19年規則 74号〕 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 17 年 10 月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前までに、春日部市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則

（平成９年春日部市規則第 39号。以下「旧市規則」という。）又は庄和町学童保育条

例施行規則（昭和 56年庄和町規則第４号。以下「旧町規則」という。）の規定によりな



された処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処

分、手続その他の行為とみなす。 

３ この規則の施行の日以後の平成 17年度分の入室に関する処分、手続その他の行

為は、合併前の春日部市の区域内にあるものにあっては、旧市規則の例により、合

併前の庄和町の区域内にあるものにあっては、旧町規則の例による。 

附 則（平成 18年３月 20 日規則第 15号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 18年９月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か

ら施行する。 

（準備行為） 

２ 改正後の春日部市放課後児童クラブ条例施行規則（以下「新規則」という。）第９条

及び第 10条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行の

日前においても、新規則第９条及び第 10条の規定の例により行うことができる。 

附 則（平成 19年９月 25 日規則第 74号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に、改正前の春日部市放課後児童

クラブ条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の

相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

３ 施行日から平成 20年３月 31 日までに行う合併前の庄和町の区域に設置する放課

後児童クラブにおける保育については、改正後の春日部市放課後児童クラブ条例施

行規則の規定にかかわらず、改正前の第 13条から第 17条までの規定の例による。 

附 則（平成 19年 12 月 10 日規則第 90号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 20年６月 20 日規則第 49号） 

この規則は、公布の日から施行し、（中略）第５条の部分による改正後の春日部市

放課後児童クラブ条例施行規則の規定（中略）は、平成 20年４月１日から適用する。 

様式第１号 

（第２条関係） 



 



 

一部改正〔平成 19年規則 74号〕 

様式第２号 

（第３条関係） 



 

一部改正〔平成 19年規則 74号〕 



様式第３号 

（第３条関係） 

 
一部改正〔平成 19年規則 74号〕 



様式第４号 

（第４条関係） 

 
一部改正〔平成 19年規則 74号〕 

様式第５号 

（第４条関係） 



 

全部改正〔平成 19年規則 90号〕 



様式第６号 

（第７条関係） 

 
全部改正〔平成 19年規則 90号〕 

様式第７号 

（第７条関係） 



 

一部改正〔平成 19年規則 74号〕 



様式第８号 

（第７条関係） 

 

一部改正〔平成 19年規則 74号〕 



様式第９号 

（第８条関係） 

 
全部改正〔平成 19年規則 90号〕 

様式第 10号 

（第９条関係） 



 
全部改正〔平成 19年規則 90号〕 

様式第 11号 

（第９条関係） 



 
全部改正〔平成 19年規則 90号〕 

様式第 12号 

（第 10 条関係） 



 

全部改正〔平成 19年規則 90号〕 

様式第 13号 

（第 11 条関係） 



 

全部改正〔平成 19年規則 90号〕 

 


