
鹿嶋市教育委員会　様

必要書類 書類内容確認欄
就労証明書兼自営業（農・漁業）申告書
母子健康手帳の写し
診断書，障害者手帳の写し
診断書，介護保険認定証の写し
り災証明書の写し
在学証明書，時間割
ハローワークの登録証の写し，求職活動に関する申立書

①就労

上記の事項について，事実と相違ないことを証明（申告）します。

事業所所在地
事業者名
代表者氏名 印
電話番号

　　　　時　　　　分～　　　　時　　　　分（　　　　時間）

　　　　週　　　　　　時間勤務

勤務日数

　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　年　　　　月　　　　日まで　

　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　年　　　　月　　　　日まで

　　　　　年　　　　月　　　　日から

最新の月給・日給・時給　　　　　　　　　　　　円

勤務地及び
電話番号

時間

※　訂正がある場合は，二重線を引き，証明印を押してもらってください。修正テープ不可。
※　この証明書は，事業主（雇い主）が記入し，証明してください。自営の方は，代表者が記入してください。

※　虚偽の内容が発覚した場合は，入所申込及び入所を取り消す場合があります。

時間

年　　　　月　　　　日

収入額

産前産後休暇期間

育児休業期間

職場復帰日

不定期 １月あたり

児童クラブの利用を必要とする事由の証明書

　　　　時　　　　分～　　　　時　　　　分（　　　　時間）

①就労
②妊娠，出産
③疾病・負傷・障がい
④親族の介護・看護
⑤災害復旧

※ 求職活動

フリガナ

児童氏名

生年月日

職務内容

週・月　　　　　日 勤務日 月・火・水・木・金・土・日

１日の勤務時間
（就労規則上

の時間）

平日

土日

勤務者氏名

１月あたり

雇用形態

　　　　　　　　　　　　　　　印 連絡先

就労証明書兼自営業（農・漁業）申告書

住所

保護者氏名

⑥就学

採用年月日 　　　年　　　月　　　日　採用

□常勤（正社員・契約社員）　　□臨時（パート・アルバイト　）　　□派遣　　□自営業
□農業・漁業　　□在宅勤務・内職　　□嘱託　　　□委託

児童との続柄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL

農・漁業の場合は，耕作面積や漁獲物を記入してください。

時間１月あたり



※ 求職活動（求職活動に関する申立書）

※　虚偽の内容が発覚した場合は，入所申込及び入所を取り消す場合があります。

②妊娠，出産 出生予定日 年　　　　月　　　　日 母子健康手帳の写しを添付してください。

保護者氏名 児童との続柄

③疾病・負
傷・障がい

病名

病状

通院等 週　　　　日、月　　　　日、入院中

病名

病状

通院等 週　　　　日、月　　　　日、入院中

医師の診断書を添付又は障害者手帳の写しを添付してください。

障がい 障害者手帳　身体・療育・精神　　　区分　　　　　　　級

勤務予定日数 週・月　　　　　日 勤務日 月・火・水・木・金・土・日

④親族の
介護・看護

障害者手帳　身体・療育・精神　　　区分　　　　　　　級

看護

⑤災害復旧 り災日 年　　　　月　　　　日 り災証明書の写しを添付してください。

介護 介護保険認定区分

医師の診断書を添付又は介護保険認定証，障害者手帳の写しを添付してください。

親族氏名 年齢

⑥就学 入学（予定）日 年　　　　月　　　　日 在学証明書及び時間割を添付してください。

児童クラブの利用を必要とする事由の証明書

収入額 最新の月給・日給・時給　　　　　　　　　　　　円

１日の勤務
予定時間

平日 　　　時　　　　分～　　　　時　　　　分（　　　　時間） １月あたり 時間

土日 　　　時　　　　分～　　　　時　　　　分（　　　　時間） １月あたり 時間

不定期 週　　　　　　時間勤務 １月あたり 時間

雇用形態 □常勤（正社員・契約社員）　　□臨時（パート・アルバイト　）　　□派遣　　□在宅勤務・内職

職務内容

疾病・負傷



鹿嶋市教育委員会　様

必要書類 書類内容確認欄
〇 就労証明書兼自営業（農・漁業）申告書

母子健康手帳の写し
診断書，障害者手帳の写し
診断書，介護保険認定証の写し
り災証明書の写し
在学証明書，時間割
ハローワークの登録証の写し，求職活動に関する申立書

①就労

上記の事項について，事実と相違ないことを証明（申告）します。

事業所所在地 茨城県鹿嶋市平井１１８７－〇
事業者名 〇〇〇〇株式会社
代表者氏名 代表取締役　　〇〇〇〇
電話番号 ０２９９－８２－２９１１

電子機器等の営業

※　虚偽の内容が発覚した場合は，入所申込及び入所を取り消す場合があります。

育児休業期間 　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　年　　　　月　　　　日まで　

職場復帰日 　　　　　年　　　　月　　　　日から

令和２年○月○日

※　この証明書は，事業主（雇い主）が記入し，証明してください。自営の方は，代表者が記入してください。
※　訂正がある場合は，二重線を引き，証明印を押してもらってください。修正テープ不可。

　　　　週　　　　　　時間勤務 １月あたり 時間

収入額 最新の月給・日給・時給　　　　　　　　　　　　円

産前産後休暇期間 　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　年　　　　月　　　　日まで　

１日の勤務時間
（就労規則上

の時間）

平日 　　８時　　３０分～　　１７時　３０分（　　　　８時間） １月あたり １６０時間

土日 　　　　時　　　　分～　　　　時　　　　分（　　　　時間） １月あたり 時間

不定期

職務内容
農・漁業の場合は，耕作面積や漁獲物を記入してください。

勤務地及び
電話番号

　茨城県鹿嶋市平井１１８７－〇　　　　　　　　　　　　　TEL　０２９９－８２－２９１１

勤務日数 週・月　　　　　２０日 勤務日 月・火・水・木・金・土・日

勤務者氏名 鹿嶋　一郎 採用年月日 　　　平成１０年　４月　１日　採用

雇用形態
□常勤（正社員・契約社員）　　□臨時（パート・アルバイト　）　　□派遣　　□自営業
□農業・漁業　　□在宅勤務・内職   □嘱託　　□委託

③疾病・負傷・障がい
④親族の介護・看護
⑤災害復旧
⑥就学
※ 求職活動

就労証明書兼自営業（農・漁業）申告書

住所 鹿嶋市平井１１８７－１ 児童との続柄 父

①就労
②妊娠，出産

生年月日 平成25年4月10日

保護者氏名 　　　　　鹿嶋　一郎　　　　印 連絡先 ０２９９－８２－〇〇〇〇

児童クラブの利用を必要とする事由の証明書

フリガナ カシマタロウ

児童氏名 鹿嶋　太郎

代表者

印

記入例

保護者氏名欄と勤務者氏名欄

は同じ名前を記入してください。

鉛筆・消せるボールペン不可



※ 求職活動（求職活動に関する申立書）

※　虚偽の内容が発覚した場合は，入所申込及び入所を取り消す場合があります。

週　　　　　　時間勤務 １月あたり 時間

収入額 最新の月給・日給・時給　　　　　　　　　　　　円

１日の勤務
予定時間

平日 　　　時　　　　分～　　　　時　　　　分（　　　　時間） １月あたり 時間

土日 　　　時　　　　分～　　　　時　　　　分（　　　　時間） １月あたり 時間

不定期

雇用形態 □常勤（正社員・契約社員）　　□臨時（パート・アルバイト　）　　□派遣　　□在宅勤務・内職

職務内容

病状

通院等 週　　　　日、月　　　　日、入院中

障害者手帳　身体・療育・精神　　　区分　　　　　　　級

勤務予定日数 週・月　　　　　日 勤務日 月・火・水・木・金・土・日

医師の診断書を添付又は介護保険認定証，障害者手帳の写しを添付してください。

⑤災害復旧 り災日 年　　　　月　　　　日 り災証明書の写しを添付してください。

⑥就学 入学（予定）日 年　　　　月　　　　日 在学証明書及び時間割を添付してください。

通院等 週　　　　日、月　　　　日、入院中

障がい 障害者手帳　身体・療育・精神　　　区分　　　　　　　級

医師の診断書を添付又は障害者手帳の写しを添付してください。

④親族の
介護・看護

親族氏名 年齢

③疾病・負
傷・障がい

保護者氏名 児童との続柄

疾病・負傷

病名

病状

介護 介護保険認定区分

看護

病名

児童クラブの利用を必要とする事由の証明書

②妊娠，出産 出生予定日 年　　　　月　　　　日 母子健康手帳の写しを添付してください。


