
３０公営 Application for children’s afterschool club 
 児童クラブ入室申請書（兼児童台帳） 

To Mayer of Misato City 三郷市長あて 

 Date:   year / month / day    
平成     年    月    日 

                        
I hereby apply for the admission of the child under my care to the children’s afterschool club (hereinafter called 
children’s club) in accordance with the city’s Ordinance for Enforcement No.4 pertaining to the establishment 
and management of Misato City children’s club. 

三郷市児童クラブ設置及び管理条例施行規則第４条の規定により、児童クラブの入室について下記のとおり申請します。 

 

                     Address 住所                       

Applicant（申請者）   Name 氏名                  ㊞   

Telephone (home) 電話（自宅）                    

Mother’s cell phone 母携帯                      

Father’s cell phone 父携帯               

Name of child 
入室児童氏名 

 

Sex 
性 別 

 
Age 
年 齢 

才 

Date of birth 

生年月日 

YYYY/MM/DD 

School name 
学校名 

Elementary school, Grade from April 
 

           小学校 新   年生 

Change in designated 
school   指定校変更 

Yes / No 
有 ・ 無 

Reason of the change: 
変更理由：  

Children’s 
club name 
児童クラブ 

Municipal               elementary school 
 children’s club 

三郷市立                   小学校児童クラブ 

Admission 

入室希望月 

YYYY  /  MM 

 Name  氏 名 
Relationship 
続柄 

Date of birth 
生 年 月 日 

Age 
年齢 

Work place etc.(as of admission) 
勤 務 先 等（入室希望月時点） 

Fam
ily m

em
ber living together 

w
ith the child

 
 

入
室
児
童
の
同
居
の
家
族 

 

Father 父  
 

 

 

Mother 母   
 

 

   
 

     

     

R
eason for application  

申
請
の
理
由 

Father 
父 

【Reason / 事由】(Mark with the check ☑/ 主なもの一つに☑してください。) 

□Work/就労 □Illness or disability/疾病又は障がい □Nursing care/介護等 

□School/就学  □Others/その他（                   ） 

Mother 
母 

【事由】（主なもの一つに☑してください。） 

□Work/就労  □Pregnancy, childbirth/妊娠・出産  

□Illness or disability/疾病又は障がい  □Nursing care/介護等 

□School/就学  □Others/その他（                   ） 

Public assistance 生活保護の適用 □ Recipient  該当あり  

 調   査 平成   年   月   日 調 査 員                 

うら面あり 



*If grandparents live in other municipality than Misato City, fill in the name of the municipality. 
※祖父母が市外に居住の場合は市区町村名をご記入ください。 

 Father’s status 父親の状況 Mother’s status 母親の状況 

Circle the applicable 
one  該当事項に○印 

Full-time, part-time, family business, others 
常勤・パート・自営・その他 

Full-time, part-time, family business, others 
常勤・パート・自営・その他 

勤
務
状
況 

O
ccupation status 

Employer’s 
name 勤務先 

  

Address 所在地   

Phone 電話 －     － －     － 

Work hours 
勤務時間 

：  ～  ： 
（Lunch break 昼休憩       min 分） 

：  ～  ： 
（Lunch break 昼休憩       min 分） 

Commuting 
way/ time  
通勤方法・時間 

By car, train, bus or bicycle  
(One way 片道           min 分) 

By car, train, bus or bicycle  
(One way 片道           min 分) 

Childbirth 出産 
                  

                  

Due date, date of childbirth, end of child care 
leave (scheduled) 予定日・出産日・育休終了予定 
Date: YYYY        MM      DD       

Guardian is sick 
or physically/ 

mentally 
disabled 

病 気 及 び 心 身 障 害 

Name of disease 病名(              ) 
Convalescing at home 自宅療養中(       ) 
Hospitalized in 入院先名(            ) 
Physical Disability Certificate 身障手帳  

No 無 / Yes 有 (     Grade 級) 

Name of disease 病名(             ) 
Convalescing at home 自宅療養中(           ) 
Hospitalized in 入院先名(               ) 
Physical Disability Certificate 身障手帳  

No 無 / Yes 有 (     Grade 級) 

Status of 
applicant child 

申 請 児 童  

に つ い て  

 

*Circle either 

Yes or No 

＊はい・いいえの 

どちらかに○ 

1. Currently under medical treatment  
現在治療中の病気がある 

Yes (Name of disease 病名等          ) 
/ No 

2. Allergy to a certain food 
食物アレルギーがある 

Yes (How 状況                    ) 
/ No 

3. Necessary for toileting assistance 
排泄が一人で出来ない 

Yes (How 状況                    ) 
/ No 

4. Acts restlessly and disobeys instructions 
落着きが無く指示に従えない 

Yes (How 状況                        ) 
/ No 

5.Unable to understand or judge of dangers 
危ないものの判断が出来ない 

Yes (How 状況                    ) 
/ No 

6. Spank other kid(s) or throw things without a reason. 
理由なく突然人を叩いたり物を投げたりする事がある 

Yes (How 状況                        ) 
/ No 

7. Any other concern 
その他気になる事がある 

Yes (How 状況                       ) 
/ No 

8. Have you ever recommended to have your child visit a medical institution, rehabilitation 
of disabled child, developmental support center or other institution? 
乳幼児健診等で、医療機関・療育・発達支援センター・その他をすすめられたことがある            
Yes はい（When? YYYY      年 /MM     月 頃）・No いいえ 

9. Do you agree that you visit a child care center etc. to make clear the 
concerns if it is necessary. 必要に応じて保育所等への訪問調査の実施に同意する Yes/No 

Single parent 
ひとり親世帯 

□Yes 該当あり（Death 死亡・Divorce 離婚・Separation 別居・ 
Others その他                              ） 

祖 

父 

母 

の 

状 

況 
S

tatus of grandparents  

父  

方 

Father’s 

Grand 
father 
祖父 

Name 氏名     （Age   歳） 
Occu
pation 

Yes/No Healthy, Injured or sick 
健康・傷病（              ）  

Lives together/separately (lives in Misato City       ・in other municipality               ） 

Grand 
mother 

祖母 

Name 氏名     （Age   歳） 
Occu
pation 

Yes/No Healthy, Injured or sick 
健康・傷病（              ）  

Lives together/separately (lives in Misato City       ・in other municipality               ） 

母  

方 

M
other’s

 

Grand 
father 
祖父 

Name 氏名     （Age   歳） 
Occup
ation 

Yes/No Healthy, Injured or sick 
健康・傷病（              ）  

Lives together/separately (lives in Misato City       ・in other municipality               ） 

Grand 
mother 

祖母 

Name 氏名     （Age   歳） 
Occup
ation 

Yes/No Healthy, Injured or sick 
健康・傷病（              ）  

Lives together/separately (lives in Misato City       ・in other municipality               ） 


