
◆必ずご確認ください

○ 使用料に未納がある方は、入会申込みをされるまでに納入してください。

未納がある方は、入会申込みをされても申込書を返却し、入会をお断りしま

す。

○ 使用料は、入会（登録）した時点で発生し、一度も出席がない場合や、月途

中で入会又は退会する場合でも、１か月分の使用料を負担していただきます。

使用料の日割り計算はいたしません。

○ 利用がなくても、退会届の提出がない場合は、入会（登録）されていること

になり、使用料が発生しますので、ご注意ください。

令和２年度木津川市

放課後児童クラブ入会案内

WANPUG

～放課後児童クラブを担当する部署が変更となりました～

令和元年１１月１日の木津川市役所組織改編に伴い、放課後児童クラブ

担当部署が変更となりました。

部署の変更による児童クラブの運用変更はありませんが、窓口について

は、次のとおりとなります。

【変更前】 【変更後】

健康福祉部こども宝課（市役所１階） ⇒ 木津川市教育委員会

学校教育課（市役所２階）

電話番号：0774-75-1230
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１．児童クラブの趣旨

保護者や家族が就労等により昼間家庭にいない小学校の児童に対し、放課後等に

児童クラブで生活指導及び適切な遊びを通して、児童の安全と心身の健全な育成を

図るものです。

２．対象となる児童

児童クラブの入会条件は次のとおりです。

（１） 木津川市内に住所を有する小学校１年生～６年生で、昼間帰宅しても保護者

の就労等により、適切な保育を受けられない児童

① 保護者等が就労等の理由により、週４日以上かつ児童クラブ開設時間で

ある午後１時～６時の間、自宅に不在である児童

※週３日～５日という記載であっても月１５日以下の就労形態では入会

できません。

② 保護者等が病気又は看護等により、家庭で適切な保育を受けられない児童

③ 保護者が出産前後のため、家庭で適切な保育を受けられない児童

※ただし、入会期間は、出産予定月の２か月前から出産月の２か月後の月

末まで。

（２）木津川市内に住所を有しない児童であっても、保護者の勤務先もしくは通学

先が木津川市内であれば入会することができます。

※ただし木津川市内に住所を有している児童が優先となります。

３．入会手続の仕方

（１）令和２年４月から入会を希望される場合は、令和２年３月３１日までに学校

教育課へ入会申請書類をご提出ください。（令和２年度一斉受付期間は終了し

ていますが、随時受付を行っています。）

（２）令和元年度の年度途中から入会される場合は、入会希望日の１か月前から７

日前までに、学校教育課に申込みをしてください。

（３）保育を必要とする証明（申立）書は、申込日の３か月以内に作成されたもの

とします。

（４）入会を決定した場合は、入会決定通知書を送付します。通知書が届きました

ら、準備物等について入会日までに児童クラブにご確認ください。

（５） 入会申込みは年度毎に申込みが必要です。引き続き入会を希望される場合

も、入会申請書及び必要書類を提出してください。

※必要書類を揃えた上で、保護者が申込みをしてください。

※書類に不備がある場合は受付できません。

WANPUG
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４．入会手続に必要な書類

○児童クラブ入会申請書 → （１）を参照

○保育を必要とする証明（申立）書 → （２）を参照

○口座振替納付依頼書 → （３）を参照

（１） 児童クラブ入会申請書

児童１人につき、それぞれ１部提出してください。

（同一世帯で２人が入会希望される場合は２セット必要です。）

記載にあたっては１１ページ以降の記載例をご参照ください。

（２）保育を必要とする証明（申立）書

（申込日の３か月以内に作成された証明（申立）書のみ有効）

※同居する世帯員（１８歳以上６５歳未満の方で世帯分離をしている方も

含む）、すべての方の証明（申立）書が必要です。

保育を必要とする証明（申立）書のうち、次の①～⑥の中から、該当する

項目に証明（申立）を行ったうえで、書類を提出してください。

なお、求職中または内職の方は、自宅での保育が可能ですので、入会でき

ません。

※入会条件を満たしている書類に限り、受付可能となります。

※きょうだい２人以上で同時に申込みをされる場合は、どちらかに原本を

添付し、もう片方にはコピーを添付してください。添付がない場合は受付

できません。

※保育を必要とする証明（申立）書は、必ず申請書にホッチキス（左上１か

所）でしっかりと綴じてください。

①就労証明書（会社員・公務員等）

②従事証明（確認）書（自営業・農業従事者）

＊お勤め・就職内定の方（自営業を除く）

勤務先で証明を受けてください。

＊自営業の方

従事状況等必要事項を記入し、【自営業従事者申立欄】に記入の上、

【商工会（議所）確認欄】に確認を受けてください（※有料の場合が

あります）。

なお、商工会（議所）に所属されていない等の理由により確認を受

けられない場合は、次の①又は②の書類を添付してください。

①直近の確定申告書のコピー

②開業届のコピー

＊農業を営んでおられる方

従事状況、耕作面積等の必要事項を記入のうえ、【農業委員会委員証

明欄】に農業委員会委員の証明を受けてください。
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③出産申立書

④疾病診断書

⑤介護・看護申立書

⑥就学申立書

（３）口座振替納付依頼書（新規申込者又は口座を変更される方）

口座振替が利用できる金融機関は次のとおりです。

※ゆうちょ銀行を指定された場合は、銀行窓口で放課後児童クラブ使用料

口座振込のための払込申込書をもらって、直接窓口へ提出してください。

払込先欄の記入方法は次のとおりです。

＊保護者が出産前後である方（産前産後２か月）

申立書に必要事項を記入のうえ、母子健康手帳の表紙及び出産予定

日の記入してあるページのコピーを添付してください。

※入会期間は、出産予定月の２か月前から出産月の２か月後の月末ま

でです。

＊保護者が疾病の方

医療機関に診断書への記入を依頼してください。なお、保育ができ

ないと記載された医師の所見に限り、入会可能です。

※診断書は、有料の場合は自己負担となります。

＊介護・看護されている方

申立書に必要事項を記入のうえ、介護の場合は、介護保険被保険者

証の要介護度が分かるページのコピーを添付してください。

＊就学されている方

必要事項を記入のうえ、次の①と②を添付してください。

① 在学証明書又は入学許可証のコピー

② 履修科目が分かるもののコピー

南都銀行、関西みらい銀行、京都中央信用金庫、京都銀行

京都やましろ農業協同組合、三菱ＵＦＪ銀行、りそな銀行

三井住友銀行、みずほ銀行、近畿労働金庫、奈良信用金庫

※ゆうちょ銀行

ご加入者名 木津川市会計管理者

口座番号欄 01040-2-960173

払込開始日
入会月
※口座振替は毎月月末となります。ただし、金融機関が休みの場合

の口座振替は、翌営業日です。

払込金の種別欄 30（その他 放課後児童クラブ使用料）
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５．入会決定

（１）新年度（令和２年４月）から入会される場合

※一斉申込受付期間内に入会申請書を提出された方は、令和２年１月下旬（予

定）に入会決定通知書をお送りします。

※一斉申込受付期間後、待機の発生していない児童クラブは、随時、受付順

に入会していただけます。

※一斉申込受付期間内に、待機児童が発生した児童クラブは、低学年・

ひとり親家庭等を優先して入会を決定します。

（２）年度途中に入会される場合（令和元年１１月１日以降）

一斉申込受付期間終了後の入会申込みの受付は、学校教育課のみとなります。

※令和２年４月入会を除く入会申込みは、入会希望日の１か月前から７日前

までに申込みをしてください。

※待機が発生していない児童クラブは、随時、受付順に入会していただけ

ます。

※待機児童が発生した児童クラブは、低学年・ひとり親家庭等を優先して

入会を決定します。

（３）入会申込み、決定を取下げられる場合

「児童クラブ入会・退会申請取下届」を必ず提出してください。

取下届を提出されない場合は、入会申請をしていることとなり、入会決定し

た場合は、使用料が発生します。

６．開所時間

※早朝利用(午前８時～８時３０分)は無料です。

※延長利用（有料）を希望される方は「延長利用申請書」を必ず提出してくだ

さい。

※延長利用を希望されない方の児童の迎えは、午後６時までにお願いします。

午後６時を超えますと有料となります。

〔タイムカードの刻印が 18：00 になった時点で有料となりますので、ご注

意ください。〕

※児童の安全と心身の健全な育成を図るためには、安らぎの場であるご家庭で

の保育がとても大切です。保護者の方の仕事等が終わられましたら、速やか

にお迎えをお願いします。

※開所時間内のお迎えを厳守してください。

※開所時間内のお迎えが困難な場合には、児童クラブへの送迎や、児童クラブ

終了後の一時預かり等を依頼できるファミリー・サポート・センター制度が

区分
通常利用 延長利用

（有料）早朝利用

平日 ― 下校時～18:00

18:00～19:00長期休み

8:00～8:30
8:30～18:00

振替休日

土曜日(登録制) 8:30～18:00 ―
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あります。ご利用には、事前の登録が必要となるほか、利用時間に応じた利

用料が必要となります。詳細については、木津川市社会福祉協議会（℡０７

７４－７１－９５５９）までお問い合わせください。

※お迎えについては、保護者の方がお迎えに来ていただくことを基本とします

が、習い事等により児童１人で帰宅する必要がある場合は、児童１人で帰宅

する同意書を児童クラブに提出してください。

７．土曜日の開設

土曜日の出席は登録制です。

希望される方は各児童クラブの「土曜日出席登録書」に必要事項をご記入の上、

入会している児童クラブへ提出してください。（「土曜日出席登録書」は、各児童

クラブで定められている提出締切日までに提出してください。）

保護者の方が土曜日の勤務がない場合は登録できません。勤務されていない日は

ご家庭での保育をお願いします。

土曜日の出席児童が０名となった時点で、児童クラブは閉所します。（電話は留守

番電話での対応となります。）

８．閉所日

児童クラブの閉所日は次のとおりです。

（１）日曜日

（２）国民の祝日

（３）年末年始（１２月２９日～１月３日）

（４）学校行事（運動会等）のため長時間在校の日

WANPUG
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９．臨時閉所

次の場合は児童クラブを臨時閉所します。

①天気予報で「京都府南部」「山城南部」に特別警報及び警報が発令された場合

(木津川市が含まれているとき)

※児童クラブは避難対応ができる施設及び指導員体制ではありませんので、

ご理解ください。

小学校が休校日の場合（土曜日、長期休み、振替休日等）

小学校が開校日の場合（平日）

②天災、災害の場合

※特別警報及び警報発令による臨時閉所について、保護者の方には、電話及び

電子メール配信で連絡を行っておりますが、諸事情等により、連絡が遅れる

ことがございます。保護者の方は気象情報等に気を付けていただき、特別

警報及び警報が発令された場合は、児童クラブに迎えに来ていただきます

よう、ご協力お願いします。

特別警報・警報の状況 対応

午前７時現在

に特別警報・警報が発令されている場合
自宅待機

午前７時４５分までに

特別警報・警報が解除された場合
開所

午前７時４５分までに

特別警報・警報が解除されない場合
閉所

開所中に警報が発令された場合

保護者に連絡

※保護者の方は速やかに

お迎えをお願いします。

児童帰宅後に閉所

特別警報・警報の状況 対 応

午前９時までに

特別警報・警報が解除されて学校がある場合
開所

午前９時に

特別警報・警報が解除されず学校が休校となる

場合

閉所

授業中に特別警報・警報が発令された場合
学校指導のもと下校

閉所

児童クラブ在籍時に特別警報・警報が発令され

た場合

保護者に連絡

※保護者の方は速やかにお迎

えをお願いします。

児童帰宅後に閉所
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③木津川市に「震度５弱」以上の地震が発生した場合

※気象庁の発表は、「木津川市○○町（地域ごと）」となる場合がありますが、

保護者の帰宅やライフライン等は地域を超えて影響があると考えられるため、

市内のどこか１つの地域でも「震度５弱」と出れば、表の対応となります。

④土曜日に出席児童が０名となった場合

⑤風邪、流行病等で学級閉鎖又は学年閉鎖となった場合は、その学級・学年に

在籍する児童は、児童クラブに出席できません。

１０．使用料・延長利用料

児童１人の月額使用料、延長料金は次のとおりです。

（１）使用料

※次のいずれかに該当するときは、使用料が減額又は免除となりますので、ご相

談ください。

該当される方は、「放課後児童クラブ使用料減免申請書」を提出してください。

①生活保護世帯

②保護者が災害又は疾病等により負担能力を失ったと認められる場合

③ひとり親家庭等（母子・父子家庭および父又は母に代わって児童を養育する

者）であり、かつ、市町村民税非課税世帯

※市町村民税は令和２年度（令和２年６月に決定）分です。

（２）延長利用

※延長料金には、２人目以降の半額及び減額、免除はありません。

※午後６時を過ぎた時点で延長料金が発生します。

〔タイムカードの刻印〕

18:00～18:29 の場合 利用料金 100 円加算

18:30 以降の場合 利用料金 200 円加算

（３）納入は口座振替です。

使用料は、毎月月末に指定口座から引き落とします。

延長利用料金は、翌月の月額使用料に合算して引き落とします。

※金融機関が休業日の場合は、翌営業日の振替となります。

※延長利用料金の３月分につきましては、４月末日に指定の口座より振替

させていただきます。（４月以降の利用がなくても延長利用料金のみ振替さ

せていただきます。）

状 況 対 応

地震発生により小学校が臨時休校となった

場合
閉所

開所中に「震度５弱」以上の地震が発生した

場合

状況に応じて、保護者が引き

取りに来られるまで所定の避

難場所にて待機

区分 使用料

１人目の児童 ６,０００円

２人目以降の児童 ３,０００円

区分 利用料

児童１人につき １００円／３０分
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（４）月途中の入会又は退会でも、１か月分の使用料を負担していただきます。

使用料の日割り計算は行いません。

（５）児童クラブに入会（登録）した時点で使用料が発生しますので、月に一度も

出席していない場合でも使用料は全額負担していただきます。 退会届が提出

されない限り、在会（登録）されていることとなりますので、ご注意ください。

１１．おやつ代

おやつは、月～金曜日に１～３年生を対象に出します。その他の学年で希望され

る方は、各児童クラブへ申し込んでください。

おやつ代は、一律月額１，０００円で、児童クラブで徴収します。

学校休業日（土曜日及び春・夏・冬休み期間等）は、おやつはありませんので、

持参してください。（短縮授業及び振替休日はおやつがあります。）

アレルギーでおやつが食べられない場合は、児童クラブへ申し出ください。おや

つは持参していただくことになります。

会計報告は、学期末に各児童クラブの通信で報告します。

１２．退会

児童クラブを退会する場合は、必ず退会される月の月末（厳守）までに退会届を

学校教育課又は児童クラブへ提出してください。退会日を遡ることはできません。

退会届の提出がない限り、在会（登録）していることになり、使用料が発生しま

す。

離職等により、ご家族の方が自宅に居られ家庭保育ができる場合は、速やかに

退会していただきますようお願いいたします。

１３．再入会

一度退会された方で、その年度内に再入会の申込みをされる方は、「放課後児童

クラブ入会申込書（再入会用）」及び「保育を必要とする証明（申立）書」（申込日

の３か月以内に作成された証明（申立）書のみ有効）」を、再入会希望日の１か月

前から７日前までに、学校教育課まで提出してください。

児童クラブの登録者数によっては、再入会することができない場合があります。

１４．傷害保険

（１）傷害保険の加入は任意です。保険加入料は、児童１人あたり年間８００円（実

費）となります。４月１日より加入を希望される方は、１月下旬に送付予定の

入会決定通知に同封します「児童クラブ傷害保険加入申込書」を児童クラブへ
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指定する日までに提出してください。４月１日以降も随時受付は行っておりま

す。

※随時入会の場合は、「児童クラブ傷害保険加入申込書」を学校教育課もしくは

児童クラブへ提出してください。

（２）保険の給付内容は、入通院１日目からのケガが対象となります。対象となっ

た場合の保険額は次のとおりです。

（３）保険期間は４月１日から翌年３月３１日までです。途中入会または退会され

ましても一律８００円の保険加入料となります。途中で退会されても保険加入

料はお返しできません。

（４）天災や故意によるケガ等は保険の対象になりません。

（５）４月１日の入会決定を受け、すでに保険の申し込みをされた場合、入会日

以前に取下げをされても、４月１日からの保険が適用される恐れがあります。

また、取下げをされた期日によりまして、一度納めていただいた保険料は返金

できない場合があります。

入会決定通知書に同封いたしますスポーツ安全保険申込書の締切日までに

「児童クラブ入会・退会申請取下届」をご提出ください。

１５．児童の病気・事故

（１） 児童の急病や、事故などによるケガが発生した場合は、直ちに保護者へ連絡

いたします。

（２） 緊急を要する場合、救急車を呼んで医師の診察を受けることもあります。

（３） 事故後の通院等は、保護者でお願いします。

（４）平日及び土曜日、長期休み、振替休日に、児童が「学校感染症」にかかって

いる時は、小学校の基準に従ってください。

１６．その他

（１） 児童が欠席、早退する場合は、必ず指導員に連絡してください。

（２） 入会申請書に記載の連絡先等記載事項に変更が生じた場合は、必ず児童クラ

ブ又は学校教育課に連絡してください。

（３） 児童が児童クラブから一度退出した場合又は学校から自宅等へ一度帰宅し

た場合は、再通所による児童クラブへの入室は認めておりません。

（４）入会申込書の記載事項について変更があった方は、必ず「放課後児童クラブ

入会申込書記載事項変更届」を提出してください。また、勤務先が変わられた

場合は、必ず新しい勤務先の「就労・従事証明（確認）書」も併せてご提出く

ださい。

（５）保護者等が１人でもお仕事が休みの日は、ご家庭での保育をお願いいたしま

す。

（６）児童クラブ使用料に未納がある方は、入会申込みされるまでに納入してくだ

さい。未納がある方が申込みされた場合、申込書を返却し、入会をお断りしま

通院１日につき １,５００円

入院１日につき ４,０００円



‐10‐

す。また、入会以降、児童クラブ使用料に未納があった場合、退会していただ

く場合があります。

１７．児童クラブ設置場所

児童クラブ 場所 電話

木津 木津小学校西側、木津小学校内 72-7174

相楽 相楽小学校内 72-7143

高の原 高の原小学校内 72-7177

木津川台 木津川台小学校内 73-3435

相楽台 相楽台小学校内 72-7499

梅美台 梅美台小学校内 73-3362

州見台 州見台小学校内 72-9253

城山台 城山台小学校内 72-5852

加茂 加茂小学校内 76-4186

南加茂台 南加茂台小学校内 76-8284

恭仁 恭仁小学校内 76-8045

上狛 上狛小学校内 86-4007

棚倉 棚倉小学校内 86-5294

WANPUG
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別記様式第１号（第８条関係）

木津川市長　宛て

保護者 氏名 木津川　太郎 ㊞

住所 〒６１９－０２８６

木津川市 木津南垣外１１０－９

電話 ７２－１２１２

　下記の児童を　　○○○　　児童クラブに入会させたいので、関係書類を添えて申請します。
　なお、放課後児童クラブ入会の事務処理のために私及び私の世帯に係る世帯状況及び住民情報を利用すること
について同意します。

（４月以降の学年を記入してください）

○ ○ ○ 小学校 2 年

《家族構成》

《その他の緊急時の連絡先》

　自宅　・　携帯　・　職場（　　　　　　　　　）

　自宅　・　携帯　・　職場（　　　　　　　　　）

（注）

児　　童　　ク　　ラ　　ブ　　入　　会　　申　　請　　書

申 込 日 令和元年10月○○日

令和2年4月 1日から

令和3年3月31日まで

申込区分 １　新規 ２　継続

記

（フリガナ） 勤務先　・ 職場連絡先

家族氏名 学　校　等 電話（携帯）

○○-○○-○○○○ 2

○○○-○○○○-○○○○

○○-○○-○○○○

○○○-○○○○-○○○○ 1

世帯の状況 生活保護世帯　　　　　　ひとり親世帯　　　　　　その他　（　　　　　　　　　　　　　）

（フリガナ）
氏　　名

児童

との続柄
連絡先

緊急連絡時

の優先順位

○○○-○○○○-○○○○

①家族構成欄については対象となる児童以外の世帯全員について、記入してく

ださい。

②緊急時の連絡の優先順位については「緊急連絡時の優先順位」欄に順位をつ

けてください（優先順位３番まで）

③世帯の状況は、生活保護世帯やひとり親世帯等、該当する項目があれば○印

をつけてください。

利用希望期間

（フリガナ）

児　童　名

保護者

との続柄
性別 生年月日 年齢 小　学　校　名

きょうだいの同時

申込みの有無

（ｷﾂﾞｶﾞﾜ　ｷﾖｳｺ）

木津川　京子 子 男・女 H26年 3月 3日 6 有　・　無

児童

との続柄
生年月日 所　在　地

緊急連絡時

の優先順位

（ｷﾂﾞｶﾞﾜ　 ﾀﾛｳ）

木津川　太郎 父 S55.4.4 ○○株式会社 ○○○○○○○○○

（ｷﾂﾞｶﾞﾜ　 ﾊﾅｺ）

木津川　花子 母 S60.10.1 ○○有限会社 ○○○○○○○○○

（ｷﾂﾞｶﾞﾜ　ｲﾁﾛｳ）

木津川　一郎 兄 H22.5.5 ○○○小学校

（　　　　　　　）

・　　・

（　　　　　　　）

・　　・

（　　　　　　　）

・　　・

（ｷﾂﾞｶﾞﾜ　ﾏﾁｺ）

木津川　町子 祖母 3

（　　　　　　　　　　　）

　受付票

※紛失注意

緊急連絡先の優先順位を３番

までつけてください。

きょうだい同時に児童クラブの入

所申請をされた場合は「有」とし

てください。

自署の場合、押印不要です。

《入会申請書記入例》
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～ 　スポーツ安全保険 申請　：　有　・　無

　　　　年　　月　　日 提出

保険料の受領　：　済　・　未

1 1

2 2

3 3

仕事の内容

勤務（従事）日数

① ①

② ②

土曜勤務

就職（内定）年月日

氏名 ： 氏名 ：

続柄 ： 続柄 ：

従事状況 ：　 従事状況 ：　

○児童の状況について

1 アレルギーの有無

2 療育手帳　・　身体障害者手帳　・　特別児童扶養手当証書

3 その他　（特に知らせておくべきこと等があれば記入してください）

○祖父母の状況（児童と別居している場合に記入してください）

就学 　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日入学（予定） 　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日入学（予定）

　　　　○牛乳アレルギーにより、おやつはこちらで用意します。
　　　　○活発で落ち着きがないところがあります。

書　　類　　提　　出

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

保護者（母親）の状況保護者（父親）の状況

該当する項目全てについて
ご記入ください。

受　付　印

　入会決定年月日

　入会期間

　児童クラブ連絡日

　台帳送付日

　処　　理　　欄

　口座振替依頼書

　使用料減免申請書

  　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

週　５　日　（または月　　　　日）

午前９時００分　～午後６時００分 午前１０時００分　～午後５時００分

１ 日　　８　　　時間

不定期　　　　週　　　　　　　時間

１ 日　　　６　　時間

不定期　　　　週　　　　　　　時間

提出

提出

外勤　（常勤・派遣・パート）

自営・農業（中心者・協力者）

その他　（　　　　　　　　　）

外勤　（常勤・派遣・パート）

自営・農業（中心者・協力者）

その他　（　　　　　　　　　）

○○○○○○ ○○○○○○

週　５　日　（または月　　　　日）

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

児童クラブ入会申込調査票

　　時　　　分　～　　　時　　　分（１日　　時間）

看護　・　介護　が必要となる者

（看護・介護者から）

平均　　　　　週　　　　　日

　　時　　　分　～　　　時　　　分（１日　　時間）

勤務（従事）時間
（通勤時間を除く）

有　（　　　　日／月）　・　不定期　・　無 有　（　２　　日／月）　・　不定期　・　無

片道　　　６０　　　分 片道　　　２０　　　分

        　　　平成１５年４月１日　就職　・　内定         　　　平成２７年１０月１日　就職　・　内定

病気　・　障害名　（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　年　　　月　　　日　より病気　・　障害

無職

自営業

無職

父方

母方

祖父

祖母

祖父

祖母

木津川　町子

京都　一男

京都　

65

62

60

木津川市○○○○

奈良市

〃

氏　　名 年齢 住　　所 職　　業

看護　・　介護

出産 予定日　　平成　　　年　　　月　　　日

就

労
等

の
場

合

そ
の

他
の

場
合

通勤（従事）時間
（送迎時間を 除く ）

有　（　　牛乳　　　）　・　　無

有　　　　　・　　　　　無

入院　・　通院　（月　　　　　　回）している

病気　・　障害名　（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　年　　　月　　　日　より

入院　・　通院　（月　　　　　　回）している

看護　・　介護　が必要となる者

（看護・介護者から）

平均　　　　　週　　　　　日

お問い合わせの際は、

受付日と児童氏名、

児童クラブ名、学年

をお教えください。

児童クラブ担当課

TEL ７２－０５０１（代）

記載しないでください。

「有」の場合、具体的な内容を

（ ）内に記載してください。

住所が木津川市以外の場合、

市区町村名までで結構です。

入会にあたって知らせておきたい

こと（アレルギーの内容、児童の

特性、病気、障害など）や配慮が

必要なことがあれば記入してくだ
さい。
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