
2019年 10月 4日 

訂正：2019年 10月 5日 

保護者の方へ 

園長：三谷 美千保 

 

インフルエンザ予防接種費用の一部助成 

 

いつもお世話になります。 

今年度も当園では、「インフルエンザにかからない」「感染を広げない」対策として、予防接種

費用の一部を助成をします。 

 

◆助成対象 

現在、わんぱくルームに在籍している乳幼児のみが対象です。  ※兄弟姉妹は不可。 

 

◆予防接種を行なう病院（当園の嘱託医療機関） 

三倉医院（内科/当園指定です。）  ※三倉医院以外は受け付けません。 

住所：藤枝市五十海 4-14-21  電話：054-644-1235 

 

◆助成する期間（指定） 

予防接種・1回目は、10月 21日（月）～11月 1日（金）までの期間。 

※注意 10月 24日（木）と 26日（土）、31日（木）は午前中のみ診療です。 

※注意 10月 22日（火）は祝日の為、休診日となります。 

※予防接種・2回目は、11月末以降を予定しています。1回目を終えてから案内します。 

 

◆助成額 

1回につき 1,500円を助成。（三倉医院の予防接種料金は子供 1回・3,000円です。） 

三倉医院への支払いは、一旦、当園が 1回・3,000円（子供）の支払いをします。 

その後、保護者の方には、予防接種料金 1回・3,000円から、助成額 1,500円を差し引いた金

額 1,500円を、翌月の「保育料」に上乗せして徴収させて頂きます。 

 

◆助成回数 

当園が指定する予防接種費用負担の期間中 2回まで。 

 

◆アンケートに協力願います。（回答期限：10/9まで） 

10月 9日（水）までに、当園の職員までに別紙にて回答願います。（予防接種 1回目） 

ワクチンの数量確保が必要の為と、三倉医院から人数分の問診票を受け取る為。 



◆予防接種を受ける流れ（イメージ） 

助成を受ける園児の保護者に、当園が受け取ってきた問診票をお渡しします。 

問診票の必要事項を記入の上、母子手帳、保険証等を持参し、園児と保護者とで三倉医院

へ行って、わんぱくルームの園児である事を伝え、予防接種を受けて下さい。 

支払いの必要ありません。（翌月に「保育料」に上乗せして 1,500円を徴収させて頂きます。） 

 

◆その他 

予防接種を受けたいけれど・・期間中に保護者が特段の理由により同伴出来ない場合は、職

員まで連絡をお願いします。 

予防接種法の法律に従い、保護者からの委任状があれば、保育士の同伴が認められます。 

※法律上、同伴者は具体的に「保育士」など同伴者の定義・子供との関係が指示され、明記さ

れています。 

 

委任状は当園で準備が出来ますので、職員まで連絡願います。 

ただし、保育士が同伴で園児を予防接種に連れて行く場合、母子手帳、保険証を一時的に

預からせて頂きますので、ご了承願います。 

 

◆下記、アンケートです。 「回答期限：10月 9日（水）まで」に職員へ必ず提出願います。 

↓アンケート・切り取り線 

 

（園児の名前：          ） 回答期限：10月 9日 水曜日まで 

 

①インフルエンザ予防接種（1回目）を当園の助成を使って受ける。 

期間：10月 21日～11月 1日、三倉医院 

どちらかに〇印 → （   受ける   受けない   ） 

 

②上記で「受ける」と回答された方へ 

翌月に「保育料」に上乗せして 1,500円を徴収させて頂きます。 

どちらかに〇印 → 同意（   する   しない   ） 

※同意しない場合は、受けられません。 

 

◇その他 

インフルエンザ予防接種の事以外でも、日常のご質問やご意見などありましたら、下の空白へ

記入願います。 

  



October 4 

Correction: October 5 

To parents 

Director: Michiho Mitani 

 

Partial furtherance of influenza vaccination costs 

 

Always thank you for your help. 

This year, we will provide a part of the vaccination fee as a measure to 

prevent influenza and spread the infection. 

 

◆ Subsidy 

Only for infants currently enrolled in the naughty room. * No siblings allowed. 

 

◆ Vaccination hospital (our contract medical institution) 

Mikura Clinic (Internal Medicine / designated by our school) 

* Only Mikura Clinic will be accepted. 

Address: Fujieda City, Ikarumi 4-14-21 Phone: 054-644-1235 

 

◆ Subsidy period (specified) 

The first vaccination is from October 21 (Mon) to November 1 (Fri). 

* Note: On October 24th (Thu) and 26th（Sat）, 31st (Thu), medical care is 

only available in the morning. 

* Note: October 22nd (Tuesday) is a holiday, so it will be closed. 

* The second vaccination is scheduled for the end of November. We will guide 

you after the first round. 

 

◆ Subsidy amount 

Subsidized 1,500 yen per time. (Mikura Clinic's vaccination fee is ¥ 3,000 per 

child.) 

 

For the payment to Mikura Clinic, we will pay 3,000 yen (child) once. 

After that, parents will be charged an additional 1,500 yen minus the subsidy 

of 1,500 yen from the immunization fee of 3,000 yen once per day, and will 

be added to the childcare fee of the following month. 

If your childcare fee is 0 yen, please pay cash 1500 yen. 



◆ Number of grants 

Up to 2 times during the period of vaccination costs specified by the school. 

 

◆ Please cooperate with the questionnaire. (Response deadline: Until 10/9) 

Please reply to the staff at our school by October 9 (Wednesday). (The 

first vaccination) 

Because it is necessary to secure the quantity of vaccine, and to receive a 

questionnaire for the number of people from Mikura Clinic. 

 

◆ Flow (image) to receive vaccination 

We hand out the questionnaire received by our school to the parents of the 

kindergarten. 

Please fill in the necessary information on the questionnaire, bring your mother 

and child handbook, insurance card, etc., and go to the Mikura Clinic with your 

child and parents to inform them that you are a child in the naughty room 

and get a vaccination. 

No payment is required. (In the next month, you will be charged 1,500 yen on 

top of the “childcare fee”.) 

 

If your childcare fee is 0 yen, please pay cash 1500 yen. 

 

◆ Other 

If you want to be vaccinated, but your guardian is unable to accompany you 

during the period, please contact the staff. 

In accordance with the law of the Immunization Law, if there is a letter of 

attorney from a guardian, a childcare person will be allowed to accompany. 

* According to the law, the companion is specifically instructed to clearly 

define the companion's definition and relationship with the child, such as 

“nursery”. 

 

The power of attorney can be prepared at our school, so please contact the 

staff. 

However, please note that if you take a kindergarten with a childcare person, 

your child's notebook and insurance card will be temporarily saved. 

 

 



◆ The following is a questionnaire.  

Please be sure to submit it to the staff by “Reply deadline: October 9th 

(Wed)”. 

 

① Receive influenza vaccination (first time) with assistance from our school. 

Period: October 21-November 1, Mikura Clinic 

Please fill in the circle→ （ Yes  or  No ） 

 

②For those who answered “Receive” 

In the following month, we will add 1,500 yen to the childcare fee. 

If your childcare fee is 0 yen, please pay cash 1500 yen. 

Please fill in the circle→ （ Yes  or  No ） 

 

* If you do not agree, you will not be accepted. 


