
FORM:1
第１号様式

Application for Matsudo City After-school Kids Club
松戸市放課後児童クラブ利用申込書 

DATE: Year           /Month        /Day          

（To） Mayor of Matsudo City

Applicant's Information

Address
〒 Name of 

Parent/Guardian ※

Phone Number

Home

Mobile <Father>

<Mother>

E mail Address

※Parent/Guardian stated here will be obligated to pay the After-school Kids Club usage fees.
If  you are applying for a continuing use of the service, please fill-in the same person as the previous year.

I would like to apply for my child's use of the After-school Kids Club as follows

Name of the Club Start Date Year              / Month           /Day

Application
Type New ・ ContinuingName of the Student

Date of Birth Gender Male ・　Female

Elementary School
Grade
in FY2023

Health Condition
(Allergies, etc.) 

Reason for Applying
・For employment
・For other reason（ ） 

Members of the family 
(all that live together with 

the child)

Name Relationship 

to the child Date of Birth Name of Company/School

Office Use Only 以下クラブ・法人記入欄

〇Please read the "User Guide for Matsudo City After-school Kids Club" carefully before applying〇

受領日 年 月 日

Name of the Elementary School

After-school Kids Club

Year     /Month    /Day          

I agree to the following terms and conditions and apply.
1. I will pay the After-school Kids Club fee by the due date.
2. I will abide by the rules, regulations, and the opening hours of the After-school Kids Club.



第１号様式

松戸市放課後児童クラブ利用申込書（記入例） 

記入日 令和 4 年１1月 １日 

（宛先） 松戸市長  

申込者 

住所 
〒２７１－８５８８ 

松戸市根本３８７－５ 

保護者氏名 

(納付義務者） 
子育て 太郎 

電話番号 

自宅 ０４７―３６６－７４５８ 

携帯 父 △△△―△△△△―△△△△

 母 □□□―□□□□―□□□□

Eメール 
mckosodateshien@city.matsudo. 

chiba.jp 

※保護者氏名：ご記入いただいた方に松戸市放課後児童クラブ利用料の支払い義務が生じます。（納付義務者）

継続の方で、特段変更の意思がない場合は前回と同じ保護者氏名をご記入ください。 

放課後児童クラブを利用したいので、次のとおり申し込みます。 

放課後児童クラブ名 殿平賀  放課後児童クラブ 希望利用開始日 令和5 年 ４月 １日 

利

用 

児

童 

ふりがな こそだて いちろう 
利用区分 新規 ・ 継続 

氏名 子育て 一郎 

生年月日 平成○○年 ×月 △日 性別 男 ・ 女

学校名 殿平賀 小学校 利用時学年 １ 年生 

健康状況等 

(アレルギー等)
卵アレルギーあり 

利用を希望する理由 
・就労のため

・その他（ ） 

家族構成 

（同居家族全員） 

氏名 続柄 生年月日 勤務先・学校 

子育て 太郎 父 S○○年 ×月 △日 松戸市役所 

子育て 花子 母 S○○年 △月 ×日 株式会社□□□ 

子育て 次郎 弟 H○○年 □月 ○日 ○○○保育園

年 月 日 

     年  月 日 

年 月 日 

年 月 日 

  

以下クラブ・法人記入欄

〇利用申込み前に「放課後児童クラブ利用案内」をお読みください〇

新年度利用の場合は令和５年 4 月 1 日以降
の日付を記入してください。 

 

下記の内容に同意の上、申し込みます。 

１ 放課後児童クラブ利用料を期日までに納付します。 

２ 放課後児童クラブのルールや開設時間内の利用を遵守します。 

健康状況等で事前にお知らせしておきたい事項があれば記入

してください。 

新規…初めて放課後児童クラブを利用する 

継続…放課後児童クラブを１度でも利用したことがある 

利用児童からみた続柄を記入してください。 

受領日 年 月 日

継続の方で、特段変更の意思がない場合は前回と同じ保護者氏名をご記入ください。 

前回の保護者氏名は「利用決定通知」等の宛名でご確認ください。ご不明な場合は子育て支援
課までお問い合わせください。 

mailto:mckosodateshien@city.matsudo



