
1 

 

 

 

民間型学童保育 

未来キッズ 
 

 

 

ご入会のしおり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

理念 

「子ども達と保護者様との笑顔溢れる会話の時間を創り出す」 

NPO法人未来キッズ 

代表者 岡本 貴博  

【各役職】 

 NPO法人ノーサイド           監事 

 行政書士レッツ総合事務所       代表 

 

 

「限られた親子の時間が笑顔溢れる時間になってほしい」 

そんな願いから、学童保育未来キッズは始まりました。 

 

カリキュラムには、子ども達の視野を広げ、日々の経験を成功体験へと繋げていくプログラ

ムが組み込まれています。 

子ども達に与える小さなきっかけが、枝葉を伸ばし、やがて開花する可能性を信じ、私たち未

来キッズは従来の学童保育とは違うスタイルで子ども達に働きかけます。 

 

日々のカリキュラムで経験と知識を積み重ね、どんな時でも自分に自信が持てる。 

日々の遊びで友達との楽しい思い出を作り、笑顔溢れる豊かな時間を過ごす事ができる。 

そんな希望に満ちた場所である事こそが、未来キッズが持つ最大の意義です。 

 

学びと遊びが調和した空間の中で、子ども達が放課後の時間を有意義に過ごすことができ

る環境をご提供いたします。 
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第１章 未来キッズの事業内容 

 

１．未来キッズの概要  

                          

名称 ＮＰＯ法人 未来キッズ 

法人種別 特定非営利活動法人 

所在地 大阪市西区京町堀３丁目４番２２号レバンガ京町堀 

電話番号 06-6448-3211（Fax06-6448-3211） 

代表者氏名 岡本 貴博 

開設年月日 平成２７年７月２１日  

敷地面積 敷地面積７９．５㎡ 

利用定員 ３２名（１日あたりの最大受入人数） 

対象者 小学生１年生から小学校３年生まで 

営業日時 月曜日から金曜日 １０：００～１９：３０ ※長期休暇中は７：４５～１９：００ 

開所日時 月曜日から金曜日 １４：００～１９：３０ ※長期休暇中は７：４５～１９：３０ 

対象地域 大阪市西区 

 

２．未来キッズの設備説明 

 

設備の種類 部屋数 備 考 

プレイルーム 1 各遊具など 

スタディルーム 1 机、椅子、本棚、棚 

トイレ 1 水洗温座便器 

洗面所 1 シンク、浄水器 

 

３．提供サービス内容 

 

対象年齢・対象校 

 小学１年生から小学校３年生まで 

２０１９年６月現在 西船場・堀江小学校のみ 

 

開所時間 

 月曜日から金曜日 学校終了～１９：００（延長あり）  

※長期休暇中（春、夏、冬休み） ７：４５～１９：００ 
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カリキュラム（第二章 カリキュラムにて詳細をご説明いたします） 

 毎日１６：１５から約１時間程度のカリキュラムタイムがあります。 

（場合により開始時間の変更があります） 

 講師による、児童に「楽しみ」を作る働きかけです。多様なカリキュラムを、日替わりでご提供

いたします。目的はカリキュラムを通して児童が様々な経験を積むことです。 

 専門講師は自身で教室も運営されています。興味を持った先生の教室へ通う事も可能です。

ご利用料金はコース料金に含まれています。 

  

 無料送迎サービス（第二章 送迎サービスにて詳細をご説明いたします） 

 送迎車による学校へのお迎えを行います。 

お帰りはご自宅または指定の場所へのお送りを行います。 

ご利用料金はコース料金に含まれています。 

 

基 本 料 金（入会金以外、税別表記） 

週２回コース ２５，０００円  日割り計算時３，１２５円 

週３・４・５回コース ３５，０００円 日割り計算時１，７５０円 

１日スポット利用 ５，０００円     

入会金 １０，０００円     

長期休暇増額料金 夏休み１０，０００円 春・冬休み５，０００円 

※週２回コースの方が利用日を増やす場合は１日スポット利用５，０００円が追加となります。 

おやつ・イベント・野外活動の実費料金 

おやつ代 １日３０円×日数 

プログラミング代 １回８００円（機材レンタル料 他） 

キッズキッチン ３５０円（実施した場合のみ） 

各種イベント参加費 ５００円～１，０００円（クリスマス・ハロウィンなどのおやつ代 他） 

野外活動費 長期休暇期間に実施する野外活動にかかる実費 

 

お支払い方法 

月額の料金は、毎月２０日に翌月分の料金の請求書をお渡しいたします。 

２５日までにお支払いください。 

お振込みでのお支払いは、下記指定口座にお振込みください。 

振込手数料はご負担願います。 

 

りそな銀行 大阪西区支店 普通０１８００５０ NPO法人未来キッズ 

  



5 

 

途中入退会の利用料について 

途中入会 

途中入会は日割り計算を行います。 週２回コース ３，１２５円×利用回数分＋消費税 

                週３・４・５回コース １，７５０円×利用回数分＋消費税 

入会翌月の初日に請求書をお渡しいたします。 

５日までに上記の支払方法にて、お支払いください。 

 

途中退会 

万が一、本契約を退会する場合は、退会の１か月前までにその旨をお伝えください。 

 本契約を継続しがたい重要な理由が生じた場合は、即日退会することができます。 

 月の途中で退会する場合は、退会日以降の料金を日割り計算で返金いたします。 

 返金方法は、手渡し、お振込みのどちらかを選んで頂く事ができます。 

   

野外活動 

 春、夏、冬の長期休暇中には野外活動を予定しております。 

 

情報提供 

 連絡帳を作成し、日々の児童の様子をお伝えいたします。 

 ※体調や連絡事項も記載しております。必ず目を通して頂く様、お願い申し上げます。 

 

４．児童の記録、及び情報の管理 

  別紙個人情報取り扱い指針をご覧ください。 

  また、個人情報使用同意書に署名、ご捺印をお願いいたします。 

 

５．虐待防止のための措置 

未来キッズの従業者は児童に対し、児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）

第２条各号に掲げる行為、その他当該利用児童の心身に有害な影響を与える行為をいたし

ません。 

虐待の防止に関する責任者は岡本貴博となっております。 

児童の虐待の防止を啓発、普及するために指導員に対し研修を定期的に実施しています。 

 

６．苦情解決の体制 

苦情又は相談があった場合は、その児童及びご家族のプライバシーと秘密の保持を徹底

し、迅速な対応と早急な解決を行います。 

状況の聞き取りや事情の確認を行い、児童や家族等の立場を考慮しながら事実関係の特

定を慎重に行います。 
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代表者と指導員は、把握した状況の検討を行い、当面及び今後の対応を決定します。 

対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、申込者へは必ず対

応方法を含めた結果報告を行います。 

 

７．事故発生時の対応方法について 

万が一、事故が発生した場合は、緊急連絡先に連絡を行うとともに、必要な措置を行いま

す。怪我の状況に応じて、学童で処置をするか、病院に行くかの判断をします。 

指定病院がある場合は、それに従って引率いたします。  

児童に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や

かに行います。尚、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社 

保険名   賠償責任保険（情報漏えい含む） 

補償の概要 サービス提供時に発生したケガ等の損害にご対応します。 
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第二章 未来キッズでの生活 

 

１．欠席について 

未来キッズを欠席される場合は、当日の午後１３時までに未来キッズまでご連絡ください。 

 

２．警報の休校、創立記念日や振替休日による休校について 

上記の場合で学校が休みの場合は朝７時４５分に開所いたします。 

お弁当はお持ち頂くか、一食５００円で御用意いたします。 

  また、警報が出る可能性のある前日には、未来キッズがお電話で、翌日の保育確認を 

行いますが、以下の１つでも該当する場合は台風であっても休所いたします。 

１． 休校対象日の前日に小学生の休校が決定された場合 

２． 休校対象日前日又は当日に、公共交通機関の１社でも運休することが発表された場

合 

３． 台風の影響により未来キッズのスタッフが出勤不可となり、お子様をお預かりするため

に必要な人数のスタッフが配置できない場合 

 

また以下の場合は上記以外の場合で未来キッズが開所された場合でも利用不可とさせて

いただきます。 

１． 保護者様や祖父母様など、お子様を見ることが出来る方がご自宅にいらっしゃる場合 

２． 台風により、お勤めの会社から自宅待機や在宅ワークの指示があり、保護者様がご自

宅にいらっしゃる場合 

３． ご兄弟のどなたか１人でも休校・休園になった場合 

※台風の場合は習い事への送迎は原則お受けできません。 

 

お子様の命を守るために、弊社が考えた規程となります。何卒、ご理解の程、宜しくお願い申

し上げます。 

             

３．保育時中の発熱    

平熱と比べ、明らかに児童の体温が高い場合、あるいは、体調がひどく悪いと指導員が判

断した場合は保護者様に電話連絡いたします。 

保護者様と相談し、直ちにお迎えに来て頂く場合もあります。 

  

４．インフルエンザ、感染症の時   

小学校の指示と同様で、完治するまで未来キッズの利用はご遠慮願います。 

学級閉鎖の児童に関しても、発症していなくても感染の拡大を防ぐ為、同様にご利用をご

遠慮願います。 
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５．持ち物 

○水筒（カリキュラムで冬でも汗をかく場合があります。必ずご持参ください。）  

○ハンカチ又はタオル 

○着替え（雨の日や、運動カリキュラム後の汗対策として。制服でも可能です。） 

 

★★持ち物には必ず名前を書いてください★★ 

 

持ち込みを遠慮して頂いているもの 

ゲーム機 おやつ ジュース ボール等室内遊びに不向きなもの 

 

６．送迎サービス 

未来キッズは２台の送迎車による、無料の送迎サービスを行っております。 

毎月２０日頃に送迎予定用紙をお渡しいたします。 

翌月の送迎予定を用紙に記入し、期日までに必ずご提出ください。 

送迎は学校にお迎え、ご自宅にお送りすることが原則です。 

自宅以外を送迎場所に指定する場合（習い事や通院先など）、未来キッズから車で１５分以

内の場所であれば可能です。一度ご相談ください。 

  今後、児童の増員によりお習い事の送迎サービスを打ち切らせて頂く場合があります。 

  その際はサービス停止１ヶ月前にご連絡いたします。尚、ご自宅への送迎は通常通り行いま

す。 

校門でドライバーが児童を待つ時間は最長で１０分です。 

後の送迎に影響が出る為、規定時間以上ドライバーが待つ事はできません。 

お約束の集合時間を１０分経過次第、送迎車は次の送迎場所へ向かいます。 

通常の送迎が終わった後に、再び乗車できなかった児童を迎えに参ります。 

送迎車に乗り遅れた児童は、校門付近の屋根のある場所で送迎車が来るまで待機してい

てください。教室に戻る、校門付近にいない場合、運転手が児童を見つけられず、お迎え

ができません。 

携帯をお持ちの児童に対しては、送迎車の状況を未来キッズから電話連絡いたします。 

 

７．宿題について 

未来キッズに到着後、直ぐに宿題の時間を設けます。 

音読、九九の暗唱以外の宿題は未来キッズで行います。 

  宿題が終われば、指導員に提出し、終了確認を行います。宿題は、原則的に完結していた

だきます。 

音読以外の宿題が終わってから、おやつタイムやカリキュラムへ移行します。   
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児童の質問にはお答えしますが、添削はいたしません。 

  塾の宿題をお持ち頂き、自由時間に未来キッズで行う事も可能です。 

宿題はお子様の学力や、学校での生活を知る大切なコミュニケーションの一つです。 

必ず、ご自宅で目を通される事をお願いしております。 

 

８．おやつ 

宿題が終わった順におやつを食べて頂きます。 

お残しの場合も３０円を頂戴いたします。 

  やむを得ず食べられない日がある場合は、事前に連絡帳などでお知らせください。 

  アレルギーの児童に対しては、別途ご相談ください。 

 

９．カリキュラム 

  カリキュラムは１６：１５から始まり、外部からの専門講師と指導員が講師を行う場合がありま 

す。詳しくはカリキュラム予定表をご覧ください。 

  未来キッズの提供するカリキュラムは原則全員参加です。 

  １６：１５に宿題が終わっていない場合は、宿題を一時中断しカリキュラムに参加、カリキュラ

ム終了後に宿題を再開します。 

 

  カリキュラムよりも宿題をする時間を優先させたい場合や、体調を理由にカリキュラ 

ムの参加を見合わせたい場合などのご要望については、個人別で相談させて頂きます。 

児童の宿題の様子、カリキュラムの様子を指導員が保護者にお伝えし、児童に過度の 

負担がかからない未来キッズでの過ごし方を提案させて頂く場合もあります。 

 

１０．自由時間 

指導員の判断に従い、危険を伴う行為に対しては指導員が注意する場合があります。 

  お友達とのケンカは、度が過ぎる場合は指導員が仲裁に入ります。 

   

室内用おもちゃの持ち込みは自由ですが、児童が保管、管理するものとして、紛失、故障の

責は未来キッズにはございません。 

未来キッズのルールを児童に伝え、皆が安全に楽しく過ごせる様にルールを守っていただ

きます。 

 

ファミリーサポートサービス 

未来キッズ以外の分野でも、様々なご相談を受け付けております。 

弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、保険の総合代理店、不動産会社と提携してお

り、ご紹介可能です。どんな事でも、お気軽にご相談ください。 
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さいごに 

 

毎日の未来キッズでの生活を子ども達に楽しんでもらう為に、指導員や専門講師は様々な工

夫を凝らし、日々試行錯誤しています。そこに「完璧な一日」はありません。 

しかし、未来キッズを卒業する日、保護者様とお子様が未来キッズへ来て良かったと、心から

思ってくれる様に、我々未来キッズはこれからも皆様と共に歩んでいきたいと考えております。 


