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■ はじめに 

 

平素より大阪市の子どもたちの健やかな成長と発展のためにご努力されていることに、心よりの敬

意を表します。 

私たち学童保育関係者は、共働き・一人親家庭の増加に伴い、安心して放課後を過ごさせたいとい

う保護者の年々高まる願いを大切にして、活動を続けています。また、大阪市においては「大阪市留

守家庭児童対策事業補助金交付要綱」に基づき、学童保育への補助事業を昭和 44年以来続けてこら

れました。 

ところが、平成 24年４月には大阪市から「市政改革 PT試案」が公表され、学童保育への補助金廃

止が打ち出されました。私たちは、学童保育の実情だけでなく、私たちがどんな学童保育をつくろう

としているのかと言うことを、多くの人に知ってもらうために、「大阪市の学童保育・７つの提言」

を発表してきました。「大阪市の学童保育をなくさないで」の声は大阪市内ばかりでなく、大阪府下

そして全国へと広がり、38 万筆を超える署名を集めて大阪市へ提出し、幸いにも平成 24年 6月発表

の市政改革プランでは、補助金廃止は撤回されました。しかし、学童保育はあくまで「児童いきいき

放課後事業」の補完的事業として位置づけられており、平成 26年度には放課後事業の再構築が盛り

込まれています。 

 

 

 

■ なぜ今、大阪市学童保育条例試案なのか 

 

平成 24年８月、国会で子ども・子育て関連３法が可決され、「子ども・子育て支援新制度」は、

平成 27年度当初の本格実施をめざして準備が進められています。この中で「学童保育（放課後児童

クラブ）」は、市町村が地域の実情に応じて実施する「地域子ども・子育て支援事業（13種類の事

業）」の一つに位置づけられました。 

平成 25年２月には、子ども・子育て支援新制度の説明会が開催され、「新制度の施行準備に関す

る地方自治体と国における今後の作業等について」として、制度実施までのスケジュールが明らかに

なりました。その中で、学童保育（放課後児童クラブ）について、国では平成 25年度末（平成 26年

３月）までに事業の基準を定める省令・告示を定めることになっています。一方、市町村においては

平成 26年６月〜９月の間に放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の基準等を定める条例を

策定することになっています。 

1 
 



その後、国では「放課後児童クラブの基準に関する専門委員会」が設置され、第１回（5月 29日）、

第２回（6月 26日）、第３回（7月 24 日）、第４回（9月 30日）に開催されており、年内に取りま

とめ、年度内（平成 26年３月）を目処に省令を作成し公布する為に、着々と準備が進められていま

す。 

大阪市においては、平成 25年４月に「子ども・子育て支援会議」が設置され、子ども・子育て支

援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定および進捗に関することを担当するとさ

れています。第 1回会議が 7月 18日に開催され、「事業計画」策定のためのスケジュールが明らか

になりました。それによると、平成 25年 10月頃に、就学前児童・就学児童の保護者および青少年を

対象としたニーズ調査を実施し、平成 26年 1月に事業計画の検討を開始し、平成 26年４月頃には事

業計画の素案を確定してパブリックコメント等の手続きに入ることになっています。 

この大阪市版の「市町村子ども・子育て支援事業計画」は、平成 26年６月〜９月の間に策定され

る放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の基準等を定める条例の基礎になるものです。した

がって、この「事業計画」に学童保育をしっかりと明記していただき、私たちが求める学童保育を維

持発展させる内容を盛り込んでいただくことが非常に重要であると考えています。 

今回、私たちが求める学童保育への「思い」を「大阪市学童保育条例試案」という具体的な形でま

とめました。残念ながら私たち学童保育の関係者は大阪市の「子ども・子育て支援会議」の委員とし

て参画することは認められていません。しかし私たちは、学童保育が果たしている社会的な役割は非

常に大きく、大阪市の子ども・子育て施策にしっかりと位置づけて欲しいと考えています。ぜひ「大

阪市学童保育条例試案」を御一読いただき、ご理解・ご協力をお願い致します。 

 

 

 

■ 大阪市学童保育条例試案の特徴 

 

今回私たちは、国における「子ども・子育て支援新制度」の実施にあたり、私たちが求める学童保

育の内容を分かりやすくアピールするために、平成 24年春に発表した「大阪市の学童保育・７つの

提言」をさらに発展させ、より具体的な形にまとめて「大阪市学童保育条例試案」を作成しました。 

条例試案の特徴は次のとおりです。 

 

① 学童保育についての私たちの「思い」を、できるだけストレートに表現しました。そのため、

通常では条文には使われない表現が多々含まれていますが、直感的な分かりやすさを優先しま

した。 

 

② 条例試案の対象を学童保育に限定しました。大阪市では放課後事業として「児童いきいき放課

後事業」が実施されていますが、このような全児童対策事業は、「子ども・子育て支援新制度」

における「地域子ども・子育て支援事業（※13 種類の事業）」に含まれていないため、条例の

対象事業から外しました。また、「地域子ども・子育て支援事業（13 種類の事業）」のうち、

放課後児童健全育成事業に該当するのは「学童保育（放課後児童クラブ）」のみであるので、
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今回の条例試案では学童保育のみを対象事業としています。 

 

③ 国における「子ども・子育て支援新制度」導入の経過から判断して、今後学童保育の事業実施

者の幅が広がることが想定されます。今回の条例試案では、第１義的には大阪市による直営事

業を前提としつつ、一定の条件の下で、大阪市以外の事業者が事業委託を受けたり、補助金の

支弁を受けることができることを想定しています。 

 

④ 平成 24 年８月の法改正において、児童福祉法の第３４条の８の２が定められました。その第 1

項において、放課後児童健全育成事業の設備及び運営については「児童の身体的、精神的及び

社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。」と明記されました。

この内容を、しっかりと実施されるよう、条例案の中に繰り返しこの条文を引用しました。 

 

⑤ 大阪市の学童保育は、子どもたちの生活を豊かなものにするため、保護者と指導員が手を取り

合って、素晴らしい実践を積み重ねてきました。保護者は、わが子の子育てを決して人任せに

すること無く、しっかりとわが子に向き合い、指導員とともに共同の子育てを積み重ねてきま

した。このことは、平成 23年 7月に「大阪市放課後対策事業推進会議」が実施したアンケート

調査結果にも明確に現れました。このような、共同の子育てを維持するために、保護者と指導

員の参画の大切さを明記しました。 

 

 

 

■ 大阪市学童保育条例試案の構成 

今回の「大阪市学童保育条例試案」は前文と条文で構成され、条文は第１章から第 5章に分かれて

います。各項目の主な内容は次のとおりです。 

 

前文   

私たちが求める健全な社会とはどういうものか、子どもたちはどのようにして成長し

ていくのかを宣言しています。そして、放課後児童健全育成事業の目的を明らかにし、

その責務は地方自治体にあることを宣言しました。 

 

第１章 総則 

大阪市の学童保育を受ける権利は「児童」が有すること、その権利を保障する義務は

「大阪市」に存することを宣言しています。加えて、事業実施にあたり、保護者・保護

者会および職員の参画・連携の重要性を明記しました。 

 

第２章 公設学童保育所の設置と学童保育の委託・補助 

大阪市における学童保育事業の第１義的な実施主体は「大阪市」であることを宣言し

ました。その上で、大阪市が実施する場合と同等もしくは同等以上の事業内容と認めら
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れる場合に限り、「大阪市以外のもの」が本事業を「実施することができる」としまし

た。 

 

第３章 学童保育事業の設備及び運営基準 

大阪市における学童保育事業が、実施主体のいかんにかかわらず、備えていることが

必要な諸条件を明記しています。ここには、大阪市の学童保育が長年にわたって蓄積し

てきた様々なノウハウをしっかりと継承し、さらに発展させることができるよう、詳細

にわたる記述を行ないました。 

 

第４章 費用 

大阪市以外のものが事業を実施する場合は、その委託もしくは補助の費用を大阪市が

支弁すること。また、事業実施者は保育料等を徴収することができることを明記しまし

た。 

 

第５章 その他 

本条例を改廃する場合には、議会で議決する前に、学童保育事業関係者と十分協議を

つくすことを明記しました。 

 

附則 

 

 

 

 

 

 

以上のような構成の「大阪市学童保育条例試案」に、私たちの学童保育への「思い」をいっぱい詰

め込みました。ぜひこの条例試案を 1条 1条じっくりとお読みいただき、ご理解をお願いしますとと

もに、この条例試案をたくさんの方々へ知らせ、広げる取り組みにご協力いただけますよう、心から

お願い致します。 

 

 

※ 地域子ども・子育て支援事業（13種類の事業） 

 ●利用者支援（保育料軽減措置など）  ●地域子育て支援拠点事業  ●一時預かり事業 

 ●乳児家庭全戸訪問事業  ●養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 

 ●ファミリーサポートセンター事業  ●子育て短期支援事業  ●延長保育事業 

 ●病児・病後児保育事業  ●放課後児童クラブ  ●妊婦検診 

 ●実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 ●多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 
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大阪市学童保育条例試案 
 

 

前文  

子どもは社会の希望であり、子どもが生き生きと日々を過ごし、明日への思いを持って生きるこ

とができる社会は、健全な社会である。子どもは、放課後の安心・安全な生活環境が保障されるこ

とにより人間への信頼感を醸成し、友だちと共同して多様な活動に取り組むことが可能となり、自

己充実を図ることができる。 
放課後児童健全育成事業（学童保育事業）は、保護者の就労等の理由により保育を必要とするす

べての子どもに、生活と遊びによる十全な発達を保障することを目的としている。地方自治体は、

放課後児童健全育成事業を実施するにあたり子どもの権利条約に示された「最善の利益」を確保す

るため放課後の生活環境を整備する責務がある。 
以上が本条例の趣旨である。 

 

 

 

第１章 総則  

 

第１条 目的  

本条例は、保護者が労働又は疾病等のために保育を必要とする小学校就学児童等が、適切な遊びと

生活の場を提供され､健全に育成できるために、大阪市の学童保育を受ける権利について定める。 

また、大阪市が実施する学童保育が、児童福祉法第３４条の８の２第１項に基づき「児童の身体的、

精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない」ことから、その実

施にあたり必要な事項を定める。 

 

第２条 権利及び義務 

（１） 権利 

大阪市に居住し、もしくは大阪市内にある学校教育法に規定する小学校又はこれに準ずるものとし

て本市が認める学校（以下「小学校等」という）に就学している児童であって、その保護者が労働ま

たは疾病等のために保育を必要とする児童は、授業の終了後及び土曜日、長期休業日に、適切な遊び

及び生活の場を与えられ、学童保育士のもとで、健全に発達する権利を有する。 

障がいを有するものについては満１８歳に達する年度の末まで同様の権利を有するものとする。 

（２） 義務 

大阪市は、前項の権利を保障するため、学童保育所において保育を実施しなければならない。 

（３） 利用要件  

次に掲げる各号の要件の一つを満たしている児童は、学童保育を受ける権利を有する。 

一 保護者が就労中であり、保育することができない場合。 

二 保護者が求職中（就学中および就労準備期間を含む）であり、保育することができない場合。 

三 保護者が産前産後であり、保育することができない場合。 

四 保護者が疾病・療養中、または精神もしくは身体に障がいを有しており、保育することができ

ない場合。 

五 保護者の家族が介護を要しており、保育することができない場合。 

5 
 



六 震災・風水害などの災害に係る理由により、保育することができない場合。 

七 その他、市長が必要と認めた場合。 

 

 

第３条 学童保育実施における保護者・保護者会との参画・連携 

（１） 保護者は、学童保育所の運営に参画することができる。 

（２） 保護者は、保護者会を結成し、職員と連携して保育を充実させることができる。 

（３） 大阪市は、保護者会等の活動について積極的に支援・連携しなければならない。 

（４） 大阪市は、学童保育所の運営を保護者会と連携して進めるとともに、保護者自身が互いに協力し

て子育ての責任を果たせるよう支援しなければならない。 

（５） 大阪市は、前３項及び４項の実施にあたり、職員の身分を適切に保障するとともに、その資質向

上をはかるため、研修等の機会を充分に確保しなければならない。 

 

 

 

第２章 公設学童保育所の設置と学童保育の委託・補助 

 

第４条 公設学童保育所の設置  

（１） 設置及び運営 

大阪市は、学童保育事業を実施するための学童保育所を設置し運営する。 

（２） 名称及び位置 

大阪市が設置・運営する学童保育所の名称及び位置は別途規則で定める。 

 

第５条 学童保育の委託・補助  

（１） 大阪市が実施する場合と同等もしくは同等以上の事業内容と認められる場合は、本市以外のもの

が運営する学童保育所に学童保育事業の実施を委託し、もしくは事業費を補助することができる。 

（２） 前項の委託・補助は、大阪市に届け出済みの学童保育事業者が運営する学童保育所に対して行う

ものとする。詳細は別途規則で定める。 

 

第６条 学童保育の利用及び調整・手続き 

（１） 児童を学童保育所に入所させようとする保護者は、大阪市に所定の様式で申請を行ない、その許

可を受けなければならない。 

（２） 大阪市は、資格要件を満たしている児童については、必ず入所を許可しなければならない。また、

別途規則に定める定員を超過する場合は、大阪市の責任において必要な調整及び斡旋を行ない、

児童を入所させなければならない。 
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第３章 学童保育事業の設備及び運営基準  

 

第７条 届出 

大阪市において学童保育を行う者は、本市が定める以下の基準を満たしていることを市長に届け出

なければならない。 

 

第８条 開設日・開設時間 

（１） 開設日 

学校課業日、及び春・夏・冬季休業・土曜日等の学校休業日（日曜日・祝日・年末年始を除く）と

する。新１年生については、保護者の就労保障の観点から、保育所・保育園等の卒所・卒園日から受

け入れることができるものとする。 

（２） 開設時間 

学校課業日は 10 時から 18 時、学校休業日は 8時から 18時とする。また必要とする児童がいる場

合は、施設の実情に応じて延長保育を行うことができるものとする。 

 

第９条 定員 

学童保育所の定員は３５名以下とする。ただし、統合施設とする場合は７０名までとし、７０名を

こえる場合は新たな施設を確保して分割するものとする。 

ここでいう統合施設とは、保育室については３５名毎に専用の室を確保し、その他の室については

共用で必要数を配置した施設をいうものとする。 

 

第１０条 施設・設備  

（１） 学童保育の施設は、継続して本事業用として使用できること。 

（２） 学童保育の施設の使用について所有権者との間に、本事業実施についての同意があり、かつ地域

住民の理解を得るよう努めていること。 

（３） 保育所等を利用している場合にあっては、本事業用としての専用の部屋が確保されていること。 

（４） 児童が生活するスペースについては、児童一人あたりおおむね 2.00㎡以上の面積が確保されて

いること。 

（５） 机・収納用ロッカー・図書・遊具類・医薬品等を備えていること。 

（６） 病気・負傷などの場合に応急処置がとれるようあらかじめ配慮がなされていること。 

（７） 給食・おやつ等に必要となる調理設備及び食器等を備えていること。 

（８） 学童保育の施設・設備については、衛生及び安全が確保されていること。 

 

第１１条 職員  

（１） 学童保育所には、以下の資格を持つ学童保育士（以下「学童保育士」という）を置かなければな

らない。 

一 社団法人日本学童保育士協会の規定する「学童保育士基礎」資格、または「学童保育士」資格

を有する者。 

二 保育士資格を有する者。 

三 教員免許を有する者。 

四 国が定める資格を有する者。 

五 本条例の施行日において、留守家庭児童対策事業に２年以上の勤務実績を有する者。 

（２） 学童保育士は、児童３５人までに対して２名以上を配置する。 
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（３） 学童保育士は、常勤職員とする。 

（４） 学童保育士は、学童保育士部会（以下「部会」という）をつくることができる。 

（５） 学童保育士及び部会は、実践報告会等保育内容の向上に資する、様々な職務を実施することがで

きる。 

（６） 学童保育士及び部会は、保育について保護者の積極的な参画を求めることができる。 

（７） 学童保育士及び部会は、保護者会と連携して学童保育所の運営に参加することができる。 

（８） その他、看護師・調理師等、必要に応じて職員を配置する。 

（９） 職員の職務内容は、別途学童保育指針でこれを定める。 

 

第１２条 学童保育士の職務  

学童保育所は放課後の自由な時間に児童が集う施設であり、日々安心して「ただいま」と言って「帰

ってくるところ」である。児童は、安心できる学童施設を拠点に地域に出て、遊んだり買い物をした

り、時には公園の掃除をしたり、地域の様々なおとなにも見守られてその土地に愛着をもちながら豊

かにたくましく育つものである。 

学校や家庭での様々な思いや感情を抱えて学童保育に帰ってくる児童を迎え入れ、その子が抱える

喜びや怒り、悲しみや辛さなどをたっぷりと受け止め、日々の発達を保障するために、学童保育士の

職務は以下の各号のとおりとする。 

 

（１） 児童の保育 

（２） 児童の出欠席と所在の確認 

（３） 児童の健康管理 

（４） 登所・降所の安全管理 

（５） 児童虐待への対応 

（６） 保育日誌等の記録 

（７） 年間・月間計画の作成 

（８） おやつの準備 

（９） 生活リズムの確立 

（１０） あそびや活動の準備、研究 

（１１） お便りの発行（月一回以上） 

（１２） 保護者への保育報告や相談 

（１３） 保護者懇談会等の開催 

（１４） 保育に関する苦情への対応 

（１５） 学校及び地域との密接な連携、行政との連絡調整 

（１６） 他施設との交換実習等の受入 

（１７） 緊急時の適切な措置 

（１８） 職員会議 

（１９） 自己研鑽と集団的職員研修 

（２０） 諸経費の管理 

（２１） 施設・設備・備品の管理と環境整備 

（２２） 学童保育士として知り得た情報の守秘義務  

 

第１３条 個別支援を必要とする児童への対応 

（１） 障がいのある児童や、被虐待児童、多文化・多言語家庭の児童など、個別の支援を必要とする児
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童については、受け入れ体制を整備する。 

（２） 受け入れ体制の整備は大阪市の責任で対応し、詳細については別途規則で定める。 

 

第１４条 保護者・保護者会 

保護者自身が互いに協力して子育ての責任を果たせるよう支援するために保護者会を設置する。 

（１） 保護者全員で保護者会を組織する。 

（２） 定期総会（年一回）を開催し、役員体制等を決定する。 

（３） 毎月の保育計画を学童保育士が作成し、保護者会と協議する。 

（４） 定例の保護者会（月一回）を開催し、児童の様子・保育内容及び保育計画等について学童保育士

と情報共有する。 

（５） 保育行事については企画段階から保護者の参画に努める。（50％以上） 

（６） 保育行事当日の運営については保護者の参加に努める。（50％以上） 

 

第１５条 学校・保育所・幼稚園・関係機関・地域との連携 

（１） 学童保育所は学童期の子どもの発達を保障する「子育ての専門機関」であるだけでなく、地域づ

くりの担い手であることから、児童の発達・最善の利益を保障するため、次にあげる団体との日

常的な連携をはかること。 

一 学校 

二 保育所 

三 幼稚園 

四 保健センター・区役所・警察等の関係機関 

五 地域活動協議会等の諸団体 

（２） 学童保育の抱える課題は地域にある様々な課題のひとつであり、地域全体の課題の解決、言い換

えれば「街づくり」に取り組むことで、学童保育の課題も初めて解決されるという関係にあるこ

とから、学童保育所は地域活動協議会（旧振興町会や子ども会・老人会など）等に参画し、その

中で学童保育の課題を解決していくなど、積極的な地域連携に努めること。 

 

第１６条 安全対策・緊急時対応 

（１） 安全対策、事故・ケガの防止と対応 

一 施設・設備の定期的な点検、改修、事故・ケガの対応に関するマニュアル作成、職員の訓練・

研修を行う。 

二 健康管理、食中毒の予防、アレルギー対策などを行う。 

（２） 緊急時の対応 

災害などの緊急時の安全確保・危機管理に関するマニュアル作成、保護者との連絡体制を確立し、

職員の訓練・研修を行う 

 

第１７条 学童保育の運営・管理 

（１） 学童保育の運営は、継続的・安定的な運営を行うこと。 

（２） 損害賠償責任保険、傷害保険に加入し保障の責を果たすこと。 

（３） 適正な会計管理を行い、会計や運営の状況について、保護者に情報公開すること。 

（４） 地域に対して情報公開に努めること。 
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第１８条 法令及び基準の遵守 

（１） 大阪市で学童保育を行うものは、上記の水準を確保し、児童の身体的、精神的及び社会的な発達

の保障に努めること。  

（２） 児童と保護者の人権を尊重すること。 

（３） 個人情報保護を適切に行い、守秘義務を遵守すること。 

（４） 本事業で営利を目的にしてはならない。 

（５） 本事業で得た収益を本事業の目的外に使用してはならない。  

 

第１９条 監査・指導 

市長は、監査・指導の細則については別途規則で定める。 

 

第２０条 運営主体  

（１） 大阪市で学童保育事業を実施できるものは、次にあげるものとする。 

一 大阪市 

二 保護者および学童保育士等により構成される施設運営委員会 

三 特定非営利活動法人 

四 社会福祉法人 

（２） 本条例の施行日において、留守家庭児童対策事業の実施実績を２年以上有するものは、学童保育

事業を実施することができる。 

 

 

 

第４章 費用 

 

第２１条 費用 

大阪市は、本条例５条１項により学童保育の実施を届け出済みの学童保育事業者に委託もしくは補

助する場合には、その費用を支弁する。 

 

第２２条 保育料 

（１） 本条例に基づき学童保育事業を実施するものは、学童保育を利用する保護者から保育料および保

育に係る費用を徴収することができる。 

（２） 前項の規定により、保育料および保育に係る費用を徴収する場合の詳細は、別途規則で定める。 

 

 

 

第５章 その他 

 

第２３条 委任 

この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 
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第２４条 条例の改廃 

本条例の改廃にあたっては、事前に大阪市こども・子育て支援会議に諮問し、その結論を尊重する

とともに、学童保育事業に参画する保護者・保護者会・学童保育士等と十分協議をつくすものとする。 

 

 

 

 

附則 

この条例は、平成  年  月  日から施行する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年 10月 10日 

大阪市学童保育連絡協議会 
〒542-0012 大阪市中央区谷町 7丁目 2-2-202 

TEL 06-6763-4381  FAX 06-6763-3593 
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