令和 4 年度こども園等の入所申込

新型コロナワクチン接種に関するお知らせ
※11月14日現在の情報です。今後、国の動向等により変更になる可能性があります。
最新の情報は、市ホームページまたはコールセンターでご確認ください。

市の接種率
（11月14日現在）
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3回目の接種券送付

令和 4 年 4 月からの、
市内の市立・私立認定こども園、
小規模保育施設等への入所申込を受け付けます。
申込 12/28 ㈫ 17:30 までにゆうゆうセンター 2 階 こども園課
※新規開設の「ほしのうた保育園」は、12/1 ㈬から、こども園課窓口で入所申込の受付を開始します。それ
以外の保育施設の入所申込の受付も随時行っています。
※入所申込者には、
令和4年2月中旬に
「入所内定」
または
「入所保留」
を通知します。
「入所保留」の場合は、
内定者の辞退など欠員が生じた場合に、令和 4 年 2 月末日までに入所申込をした人とともに再選考を行
い、3 月中旬に新たな内定者を決定します。
提出書類
①
「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所申込書」
②
「保育の利用を必要とする証明書」
※市ホームページからダウンロードできます。
保育を必要とする理由
保育を利用する場合は、
以下の保育を必要とする証明が必要となります。
▷就労 ▷妊娠、出産 ▷保護者の疾病 ･ 負傷 ･ 障がい ▷同居または長期入院している親族の介護 ･ 看護
▷災害復旧 ▷求職活動
（起業準備含む） ▷就学
（職業訓練含む）
▷育児休業中に、
すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
▷その他、
前述に類する状態として市が認める場合
園

私立

認定こども園

市立
私立

保育所

追加接種（3回目接種）
の対象が、
「2回目接種完了日からおおむね8か月以上経過した人」
のため、接種に必要
となる接種券一体型予診票は、2回目接種終了後、3回目接種の時期が近づきましたら、
住所地
（住民票の住所）
に順次送付予定です。
次の人は、3回目接種券の送付に事前申請が必要です。
事前申請をした場合でも、
接種券の送付時期に変更はありません。
接種時期が近づいてからの送付になりま
すのでご了承ください。
1・2回目接種後に交野市に転入した人
交野市での接種記録がないため、3回目接種券の発行申請が必要です。
なお、転入前市区町村で接種済であ
ることを証する書類がない場合は、
本人の同意を得たうえでワクチン接種記録システムでの確認となり、確認
に時間を要するため、
接種券の発行までに日数がかかることがあります。
窓口申請に必要なもの
郵送申請に必要なもの
接種券一体型予診票申請書
【転入者用】
、本人確認書類 接種券一体型予診票申請書
【転入者用】
、本人確認書類
（運転免許証、健康保険証等）
、転入前市区町村での接（運転免許証、健康保険証等）
のコピー、転入前市区町
種済証もしくは接種記録書等
村での接種済証もしくは接種記録書等のコピー
住所地（住民票の住所）
以外への接種券送付を希望する人
1・2回目の接種券について住所地以外への送付申請をした人も、
改めて3回目接種券一体型予診票の送付先
変更届が必要です。
窓口申請に必要なもの
郵送申請に必要なもの
インターネット申請
送付先変更届、本人確認書類（運転 送付先変更届、本人確認書類（運転 次のサイトから
免許証、健康保険証等）
免許証、
健康保険証等）
のコピー
申請してください。
https://logoform.jp/form/gwvT/44226
▶窓口申請先 ゆうゆうセンター 2階 新型コロナウイルスワクチン接種対策室
※代理人申請の場合は、
委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
▶郵送申請先 〒576-0034 天野が原町5-5-1 新型コロナウイルスワクチン接種対策室

問 こども園課☎893-6407

年末年始のコールセンター休業

交野市ホームページ
交野市 コロナワクチン

〉

交野市新型コロナワクチンコールセンター
☎0120-052-517（日・祝を除く9:00 ～ 18:00）
口yoyaku@katanocity.jp

FAX 050-3457-4766
聴覚障がい者専用相談窓口（FAX） 口
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交野市新型コロナウイルスワクチン接種対策室☎893-2111

私立

交野市でのワクチン接種に関する情報やお問い合わせ

小規模保育施設

年末年始のため、12/29㈬～ 1/4㈫はコールセンターの業務をお休みします。接種予約や各接種医療機関
等の接種実施日等の確認は、
この期間以外にお問い合わせください。

名

住

所

対象児童

交野保育園

松塚 11-10

わかばこども園

私部 1-22-1

ふじが丘保育園

藤が尾 3-1-1

倉治こども園

倉治 1-1-12

私部保育園

私部 1-51-1

第 2 きんもくせい保育園

郡津 5-76-1

星田こども園

星田 3-10-8

あまだのみやちどりこども園

森南 2-15-1

ふじがお幼稚園

藤が尾 3-1-2

ひかりの子幼稚園

東倉治 4-2-13

高岡幼稚園

星田 7-26-10

あさひ認定こども園

星田 5-2-12

くらやま認定こども園

幾野 3-18-1

ほしのまち保育園

星田 4-22-3

生後 3 か月経過後～ 5 歳児

天野が原保育園

天野が原町 2-14-23

生後 4 か月経過後～ 2 歳児

にこにこ保育園

私部西 2-2-1

生後 2 か月経過後（要相談）～ 2 歳児

ぽっかぽか 7 丁目保育園

星田 7-39-2

生後 6 か月経過後～ 2 歳児

ひかりの子保育園

東倉治 4-2-13

1・2 歳児

きらきら保育園

梅が枝 44-301

生後 8 週経過後～ 2 歳児

私市保育園

私市 4-48-2

生後 8 週経過後～ 2 歳児

さくら保育園

森南 1-9-13

生後 4 か月経過後～ 2 歳児

ほしのうた保育園

星田 5-14-9（仮）

1・2 歳児

生後 6 か月経過後～ 5 歳児

生後 8 週経過後～ 5 歳児
3 歳児～ 5 歳児
（ H28.4.2 ～ H31.4.1 生まれ）

生後 8 週経過後～ 5 歳児
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