西宮市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
（趣旨）
第１条

この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）

第 ６条 の３第 ２項に 規定 され る放課 後児童 健全 育成 事業に 関し、 法第 ３４ 条の８ 第
２ 項、 第３項 及び第 ４項 に規 定され る放課 後児 童健 全育成 事業の 届出 等に 関する 事
項を定めるものとする。
（定義）
第 ２条

この 要綱に おけ る用語 の意 義は、 法及 び西宮 市放 課後児 童健 全育成 事業 の設

備 及び 運営に 関する 基準 を定 める条 例（平 成２ ６年 西宮市 条例第 １１ 号。 以下「 条
例」という。）の例による。
（事業開始の届出）
第 ３条

本市 の市域 にお いて放 課後 児童健 全育 成事業 を行 う者（ 以下 「事業 者」 とい

う 。） は、法 第３４ 条の ８第 ２項に 基づき 、あ らか じめ、 児童福 祉法 施行 規則（ 昭
和 ２３ 年厚生 省令第 １１ 号。 以下「 法規則 」と いう 。）第 ３６条 の３ ２の ２の各 号
に 掲げ られる 事項そ の他 の必 要な事 項を、 次の 書類 （図面 を含む 。以 下同 じ。） に
より、市長に届け出なければならない。
（１）放課後児童健全育成事業開始届（第１号様式）
（２）定款その他基本約款
（３）運営規程
（４）職員名簿（第４号様式）
（５）放課後児童支援員の資格証明書等の写し
（６）施設に関する平面図等
（７）誓約書（第５号様式）
（８）その他市長が必要と認める書類
２

前項 の規 定によ り届 出を行 おう とする 者は 、収支 予算 書及び 事業 計画書 を市 長に
提 出し なけれ ばなら ない 。た だし、 市長が 、イ ンタ ーネッ トを利 用し てこ れらの 内
容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

（事業変更の届出）
第 ４条

事業 者は、 前条 第１項 の規 定によ り届 け出た 事項 に変更 を生 じたと きは 、法

第 ３４ 条の８ 第３項 に基 づき 、変更 後１か 月以 内に 、その 旨を、 放課 後児 童健全 育
成 事業 変更届 （第２ 号様 式） その他 の必要 な書 類に より、 市長に 届け 出な ければ な
らない。
（事業廃止及び休止の届出）
第５条

事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、

法 第３ ４条の ８第４ 項に 基づ き、あ らかじ め、 法規 則第３ ６条の ３２ の３ の各号 に

掲 げら れる事 項を、 放課 後児 童健全 育成事 業廃 止（ 休止） 届（第 ３号 様式 ）その 他
の必要な書類により、市長に届け出なければならない。
（基準の遵守及び報告）
第 ６条

事業 者は、 法第 ３４条 の８ の２第 ３項 に基づ き、 条例を 遵守 しなけ れば なら

ない。
２

事業 者は 、事業 所の 管理下 にお いて、 重大 な事故 等が 生じた 場合 は、放 課後 児童
健 全育 成事業 事故報 告書 （様 式第６ 号）に より 、速 やかに 市長に 報告 しな ければ な
らない。

（調査及び立入調査等）
第 ７条

市長 は、法 第３ ４条の ８の ３第１ 項に 基づき 、事 業者に 対し て、必 要と 認め

る 事項 の報告 を求め 、又 は当 該職員 に、関 係者 に対 して質 問させ 、若 しく はその 事
業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
２

市長 は、 法第３ ４条 の８の ３第 ３項に 基づ き、事 業が 条例に 適合 しない と認 める
ときは、事業者に対し、必要な行政指導を行うことができる。

３

市長 は、 法第３ ４条 の８の ３第 ４項に 基づ き、必 要と 認める とき は、西 宮市 行政
手続条例（平成９年西宮市条例第１３号。）に定める手続きに従い、事業者に対し、
その事業の制限又は停止を命ずることができる。

４

本条 に規 定する 業務 を行う 職員 は、法 規則 第１３ 号の ３様式 によ る身分 を示 す証
明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。
付

則

（施行期日）
この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年４月１日以降に放課後児
童健全育成事業を行う事業者に対して適用する。
付

則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。
付

則

この要綱は、平成２９年１１月１０日から施行する。
付

則

１

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

２

改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、当該改
正後の様式によるものとみなすものとする。また、旧様式による用紙については、
当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。

