
川崎市わくわくプラザ事業実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、川崎市こども文化センター運営要綱（昭和６１年４月１日施行）

第３条第２項に基づき実施する、わくわくプラザ事業の運営について必要な事項を定

めるものとする。 

（事業の目的） 

第２条 わくわくプラザ事業は、全ての児童が通い慣れている小学校施設を活用し、生

活の場としてやすらげる時間と空間を確保するとともに、地域の人々との関わりを求

め、心から遊び等を楽しみ、児童も大人も共に生き、共に育ち合う場を創ることによ

り、豊かな生活体験を通して、生きる力、創造性豊かな心、共感する心を育むように

支援することを目的とする。 

２ わくわくプラザ事業は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２

項に基づく放課後児童健全育成事業を包括して実施するものとする。 

（運営方針） 

第３条 活動内容の企画及び運営を行うに当たっては、児童の自主性を尊重し、遊び等

を通して児童同士の分け隔てのない交流及び様々な生活体験ができる機会の提供等を

行うとともに、ＰＴＡ、町内会、自治会及び青少年関係団体等の協力を得て実施する。 

（実施施設） 

第４条 わくわくプラザ事業は、川崎市立小学校で実施するものとし、実施施設の名称

及び位置は、別表のとおりとする。また、当該小学校の状況によって、校庭、体育館

及びその他利用可能な施設で実施する。ただし、指定管理者が特別な理由があると認

めたときは、市と協議の上、実施場所を一時変更することができる。 

（開設日） 

第５条 開設日は、日曜日、休日及び年末年始を除く、月曜日から土曜日までとする。

ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、市と協議の上、開設日を変

更することができる。 

（開設時間） 

第６条 開設時間は、次のとおりとする。 

（１）学校の課業日 授業終了時から午後６時まで 

（２）学校の休業日については、午前８時から午後６時までとする。ただし土曜日は、

午前８時３０分から午後６時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、市と協

議の上、開設時間を変更することができる。 



（利用者） 

第７条 利用者は、当該小学校に在籍し、保護者の承諾のもとに申込みをした児童とす

る。 

２ 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があると認める児童について

は、利用させることができる。 

（定期的利用） 

第８条 定期的な利用の申込みをした児童(以下「定期的利用児童」という。)について

は、生活環境に配慮し、遊びを通じて心身の発達を助長し好ましい生活態度を養うた

め、次の各号を実施し健全な育成を図るものとする。 

（１）衛生及び安全が確保された設備を備えた生活の場としての専用室又はスペースを

当該小学校の状況によって設置する。 

（２）職員は、定期的利用児童の出欠席及び開設時間中の所在を把握し、無断欠席及び

緊急時には保護者への連絡をとるものとする。 

（３）定期的利用児童の活動状況等必要な事項について、保護者との連携を図るものと

する。 

（保護者の経費負担） 

第９条 わくわくプラザ事業の運営に関わる経費について、保護者の負担は当面無料と

する。ただし、行事費及びその他必要な経費は、実費を徴収することができる。 

（利用者の遵守事項） 

第１０条 利用者は、この要領で定める事項を遵守しなければならない。 

（委任） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、事業に必要な事項は、こども未来局長が別に

定める。 

附 則 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 



附 則 

 この要領は、平成２６年１０月２０日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２８年１０月１７日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和元年１０月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和２年１１月９日から施行する。 



別表（第4条関係）

施設名称 所　在　地

1 旭町小学校わくわくプラザ 川崎区旭町2－2－1

2 宮前小学校わくわくプラザ 川崎区宮前町8－13

3 京町小学校わくわくプラザ 川崎区京町1－1－4

4 さくら小学校わくわくプラザ 川崎区桜本1－9－15

5 四谷小学校わくわくプラザ 川崎区四谷下町4－1

6 小田小学校わくわくプラザ 川崎区小田4－12－24

7 東小田小学校わくわくプラザ 川崎区小田5－11－20

8 川中島小学校わくわくプラザ 川崎区川中島2－4－19

9 浅田小学校わくわくプラザ 川崎区浅田2－11－21

10 向小学校わくわくプラザ 川崎区大島4－17－1

11 東大島小学校わくわくプラザ 川崎区大島5－25－1

12 殿町小学校わくわくプラザ 川崎区殿町1－17－19

13 渡田小学校わくわくプラザ 川崎区田島町14－1

14 田島小学校わくわくプラザ 川崎区渡田1－20－1

15 新町小学校わくわくプラザ 川崎区渡田新町3－15－1

16 大師小学校わくわくプラザ 川崎区東門前2－6－1

17 東門前小学校わくわくプラザ 川崎区東門前3－4－6

18 藤崎小学校わくわくプラザ 川崎区藤崎3－2－1

19 川崎小学校わくわくプラザ 川崎区日進町20－1

20 大島小学校わくわくプラザ 川崎区浜町1－5－1

21 御幸小学校わくわくプラザ 幸区遠藤町1

22 下平間小学校わくわくプラザ 幸区下平間175

23 古市場小学校わくわくプラザ 幸区古市場1－1

24 古川小学校わくわくプラザ 幸区古川町70

25 戸手小学校わくわくプラザ 幸区戸手本町1－165

26 西御幸小学校わくわくプラザ 幸区小向西町4－30

27 小倉小学校わくわくプラザ 幸区小倉 2-20-1

28 東小倉小学校わくわくプラザ 幸区東小倉1－1

29 幸町小学校わくわくプラザ 幸区中幸町2－17

30 南河原小学校わくわくプラザ 幸区都町18

31 夢見ケ崎小学校わくわくプラザ 幸区南加瀬2－13－1

32 南加瀬小学校わくわくプラザ 幸区南加瀬4－24－1

33 日吉小学校わくわくプラザ 幸区北加瀬1－37－1

34 井田小学校わくわくプラザ 中原区井田中ノ町29－1

35 大戸小学校わくわくプラザ 中原区下小田中1－4－1

36 下小田中小学校わくわくプラザ 中原区下小田中3－35－1

37 下沼部小学校わくわくプラザ 中原区下沼部1955

38 新城小学校わくわくプラザ 中原区下新城1－15－1

39 苅宿小学校わくわくプラザ 中原区苅宿25-1

40 宮内小学校わくわくプラザ 中原区宮内2－4－1

41 今井小学校わくわくプラザ 中原区今井西町3－18

42 東住吉小学校わくわくプラザ 中原区木月住吉町1－11

43 中原小学校わくわくプラザ 中原区小杉御殿町1－950

44 西丸子小学校わくわくプラザ 中原区小杉陣屋町2－19－1

45 小杉小学校わくわくプラザ 中原区小杉町2-295-1

46 上丸子小学校わくわくプラザ 中原区上丸子八幡町815

47 大谷戸小学校わくわくプラザ 中原区上小田中1－27－1

48 平間小学校わくわくプラザ 中原区上平間1480

49 下河原小学校わくわくプラザ 中原区上平間585



施設名称 所　在　地

50 玉川小学校わくわくプラザ 中原区北谷町32

51 木月小学校わくわくプラザ 中原区木月4－53－1

52 住吉小学校わくわくプラザ 中原区木月祗園町17－2

53 下作延小学校わくわくプラザ 高津区下作延5-19-1

54 西梶ケ谷小学校わくわくプラザ 高津区梶ケ谷2－14－1

55 梶ケ谷小学校わくわくプラザ 高津区梶ケ谷4－12

56 久地小学校わくわくプラザ 高津区久地4－2－1

57 久本小学校わくわくプラザ 高津区久本3－11－3

58 久末小学校わくわくプラザ 高津区久末647

59 高津小学校わくわくプラザ 高津区溝口4－19－1

60 坂戸小学校わくわくプラザ 高津区坂戸1－18－1

61 子母口小学校わくわくプラザ 高津区子母口730

62 上作延小学校わくわくプラザ 高津区上作延559

63 南原小学校わくわくプラザ 高津区上作延796

64 新作小学校わくわくプラザ 高津区新作1－9－1

65 橘小学校わくわくプラザ 高津区千年1024

66 東高津小学校わくわくプラザ 高津区北見方2－5－1

67 末長小学校わくわくプラザ 高津区末長3－8－2

68 宮崎台小学校わくわくプラザ 宮前区宮崎3－18－2

69 富士見台小学校わくわくプラザ 宮前区宮前平2－18－3

70 宮前平小学校わくわくプラザ 宮前区宮前平3－14－1

71 土橋小学校わくわくプラザ 宮前区土橋3－1－11

72 犬蔵小学校わくわくプラザ 宮前区犬蔵1－3－1

73 鷺沼小学校わくわくプラザ 宮前区鷺沼2－1

74 稗原小学校わくわくプラザ 宮前区水沢3－7－1

75 菅生小学校わくわくプラザ 宮前区菅生1－5－1

76 有馬小学校わくわくプラザ 宮前区東有馬5－12－1

77 白幡台小学校わくわくプラザ 宮前区南平台13－1

78 宮崎小学校わくわくプラザ 宮前区馬絹1‐30‐9

79 向丘小学校わくわくプラザ 宮前区平1－6－1

80 平小学校わくわくプラザ 宮前区平6－5－1

81 野川小学校わくわくプラザ 宮前区西野川2－19－1

82 南野川小学校わくわくプラザ 宮前区南野川2－12－1

83 西野川小学校わくわくプラザ 宮前区野川台3－10－1

84 西有馬小学校わくわくプラザ 宮前区有馬7－6－1

85 下布田小学校わくわくプラザ 多摩区布田23－1

86 三田小学校わくわくプラザ 多摩区三田3－6－4

87 稲田小学校わくわくプラザ 多摩区宿河原3－18－1

88 菅小学校わくわくプラザ 多摩区菅2－6－1

89 東菅小学校わくわくプラザ 多摩区菅馬場2－19－1

90 南菅小学校わくわくプラザ 多摩区菅馬場3－25－1

91 西菅小学校わくわくプラザ 多摩区菅北浦4－2－1

92 生田小学校わくわくプラザ 多摩区生田7－22－1

93 中野島小学校わくわくプラザ 多摩区中野島3－12－1

94 長尾小学校わくわくプラザ 多摩区長尾7－28－1

95 南生田小学校わくわくプラザ 多摩区南生田3－1－1

96 東生田小学校わくわくプラザ 多摩区枡形4－9－1

97 東柿生小学校わくわくプラザ 麻生区王禅寺東6－3－1

98 王禅寺中央小学校わくわくプラザ 麻生区王禅寺東4－14－1

99 南百合丘小学校わくわくプラザ 麻生区王禅寺西1－26－1



施設名称 所　在　地

100 片平小学校わくわくプラザ 麻生区片平5－28－1

101 岡上小学校わくわくプラザ 麻生区岡上675－1

102 金程小学校わくわくプラザ 麻生区金程2－10－1

103 栗木台小学校わくわくプラザ 麻生区栗木台5－15－1

104 西生田小学校わくわくプラザ 麻生区細山2－2－1

105 麻生小学校わくわくプラザ 麻生区上麻生3－24－1

106 千代ケ丘小学校わくわくプラザ 麻生区千代ケ丘8－9－1

107 長沢小学校わくわくプラザ 麻生区東百合丘2－24－7

108 虹ケ丘小学校わくわくプラザ 麻生区虹ケ丘1－21－2

109 真福寺小学校わくわくプラザ 麻生区白山5－3－1

110 百合丘小学校わくわくプラザ 麻生区百合丘2－1－2

111 柿生小学校わくわくプラザ 麻生区片平3－3－1

112 はるひ野小学校わくわくプラザ 麻生区はるひ野4－8－1


