
おもしろ科学体験広場
■内　科学の先生と、実験や工作を
体験

■日　９月18日㈰14時～
■対　小学生

（中央５－179）

・入館時マスクの着用をお願いしています。
・入館制限等の最新情報を、電話またはホー
ムページでご確認のうえ、お越しください。

児童館ホームページ▶

■定　６組（先着順）
■申　９時～電話または窓口

春の小学生教室春の小学生教室

■内　木材を使って、小さな家をたてます。
■日　３月27日㈰　　■費　100円　　■定　12名
　　　　　　■対　全学年
　　　　　　■申　２月１日㈫～８日㈫
※定員を超えた場合抽選
※時間はすべて10時～11時30分
※第２希望までお伝えください。

■内　良い風を呼びこもう！
春のかわいい風鈴づく
り♪
■日　２月19日㈯
■費　1,200円　　■定　24名

■内　日本文化体験－春の
お花を生けましょう✿
■日　３月20日㈰
■費　300円　　■定　６名

華道

大工さんになって家をたてよう！

卓球を貸出しています卓球を貸出しています
　児童館では無料で卓球ができます。
児童館　ホームページの「卓球のご
利用について」の注意事項をご確認
のうえ、ご来館ください。

　町では、経済的理由で公立小中学校への就学が困難な家
庭に、学用品費の一部や給食費等の援助を行っています。
※認定には所得等の審査があります。
問　教育総務課＊２５２２

子ども医療費受給者証の更新
（小学生以上）

定　６組（先着順）
※時間はすべて10時30分～11時

共通事項

おもしろ科学体験広場
■内　科学の先生と実験や工作を体験し
みよう！

■日　５月15日㈰14時～　　■対　小学生

就学援助制度

・入館時は、マスクの着用をお願い　　　し
ます。

・利用制限などの最新情報は、ホームページ

手形入りのお誕生日カードを
プレゼントしています♪

　町では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、食費などの物価高騰に直面している子育
て世帯に、児童１人あたり１万円を順次支給しています。
　公務員の方、高校生などを養育している世帯を対象に、８月17日に申請書を郵送しました。
　申請がお済みでない方は、11月30日㈬（必着）までに、子育て支援課に申請書を郵送提出してくださ
い。
　なお、養育している児童の住所が町外にある場合は、子育て支援課にお問い合わせくださ
い。詳しくは、町ホームページをご覧ください。
問　子育て支援課＊２１２７

新型コロナウイルス感染症対策
子育て世帯応援給付金の申請はお済みですか

　町では、令和５年４月から保
育施設に入所を希望する方の申
込受付を次のとおり行います。
受付日時　11月４日㈮・５日㈯
　　　　　７日㈪・８日㈫
　　　　　９時～15時
※先着順で入所の決定を行うこ
とはありません。
場　役場３階第１会議室
※受付当日は、保育士による面
接を行いますので、お子さん
同伴でお越しください。
対　次のいずれかでお子さんの
保育を必要とする場合
・就労（月64時間以上の就労。
例：１日４時間かつ週４日の
就労）
・妊娠、出産
・保護者の病気、けがまたは障
がい
・同居親族（入院など含む）の
常時介護または看護
・災害を受けた世帯で保育がで
きない場合
・求職活動中
・就学

申　10月３日㈪から、子育て支援課窓口または電話で受付日時を予
約してください。申込書と必要書類を事前にご記入のうえ、予約
した日時に会場でお申し込みください。（郵送不可）
※申込書は、10月３日㈪から子育て支援課窓口で配布します。なお、
町ホームページからダウンロードすることもできます。
※令和４年度の入所申込みをした方で、現在入所が保留となってい
る方も、令和５年度入所用に新たに申込みが必要です。
●申込対象施設

●在籍児童の継続入所について
　現在、認可保育施設に入所されている方は、10月中旬ごろ、在籍
施設を通じて、令和５年度の保育施設利用の意向確認書類（継続、
転園希望）をお渡しします。
問　子育て支援課＊２１２９

子育て支援課からのお知らせ
令和５年度
保育施設の新規入所申込の受付 要事前予約

※認定こども園とは、幼稚園（教育認定）と保育所機能（保育認定）を併せ持つ施設で
す。保育所機能（保育認定）での利用を希望する場合は、この申込受付内容に従って
申請してください。幼稚園（教育認定）での利用を希望する場合は、認定こども園に
直接申請してください。

内…内容　日…日時　場…場所　対…対象　定…定員　持…持ち物
費…費用・参加費（記載のないものは無料）　申…申込み　問…問合せ

●小児初期救急当番医
（月～土曜日20時～22時）※祝日除く
　平日の夜間にお子さんの急病・けがなどが発
生した場合、桶川・北本・伊奈地区の当番医が
診療します。
問　伊奈町消防本部・署
　　蕕７２２－８１１１
●小児救急電話相談
蕕＃８０００（NTTのプッシュ回線、携帯電
話をご利用の場合）または
蕕８３３－７９１１（IP電話・ひかり電話・ダ
イヤル回線をご利用の場合）

▲新型コロナワクチン接種
　についてのお知らせ

新型コロナワクチン接種関連情報 要事前予約

　現在実施している新型コロナワクチンの接種対象者と接種を受けられるワクチンの種類は表のとおりです。接種を希望
する場合は、接種券に同封しているお知らせをよく読み、予約してください。
　なお、オミクロン株対応ワクチンの接種に関する詳細は、決定したものから町ホームページに掲載します。

ワクチン接種の対象者などについて

　新型コロナワクチン接種は、ご自身だけではなく、大切な方を守ることにつながります。公式
に発表された情報に基づき、ワクチン接種をご検討ください。
　なお、新型コロナワクチン接種は強制ではありません。接種を受けていない方に接種を強制し
たり、差別をしたりすることがないよう、お互いへの理解を深め、思いやりのある言動をお願い
します。

接種済証明書について
　新型コロナワクチンの「予防接種済証」は、初回接種では接種券の右側に、追加接種では接種時に医療機関から返却さ
れた用紙にあります。接種を終了した方も、「予防接種済証」は大切に保管してください。
　なお、「予防接種済証」をなくされた方、国外に渡航予定の方に各種証明書を発行しています。申請方法は、町ホーム
ページに掲載しています。発行までに時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。
※マイナンバーカードおよび読み取り機能付きスマートフォンをお持ちの方は、デジタル証明書が利用できます。

問　新型コロナワクチン接種の  予約  などの窓口
　　伊奈町新型コロナワクチン接種推進担当コールセンター　蕕７９７－８１００

新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（多言語対応あり）
蕕０１２０－７６１－７７０
（９時～21時、土日祝日可）

重い副反応などの症状が現れたら
埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口
蕕０５７０－０３３－２２６
（24時間対応、土日祝日可）

①インターネットでの予約
　（24時間受付）
②電話での予約
　平　日：９時～17時
　土曜日：９時～13時
　蕕７９７－８１００
③窓口での予約
　平日のみ：９時～17時

※②③は町コールセンターで受け付けます。
※18歳以上の追加接種ワクチンの種類は２種類から選択できますが、週
ごとの入れ替えとなります。
※午前中は、電話がつながりにくい場合があります。つながらない場合
は、時間をおいておかけ直しください。
※窓口は、混雑状況によりお時間をいただく場合があります。
※接種医療機関での予約受付は行っていません。
※予約受付に関する最新情報は、町ホームページなどでお知らせしてい
ます。

予約方法

※○がついているワクチンの接種が受けられます。
※接種券はそれぞれ対象となるころに発送します。
※接種券が届かない場合は、町新型コロナワクチン接種推進担当コールセンターにお問い合わせください。
※追加接種（４回目）の注意事項
・国が示す基礎疾患を有し、４回目の接種を希望される方は申請が必要です。該当する基礎疾患や申請方法は、『広報いな』７月号ま
たは町ホームページでご確認ください。
・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を有する方は、通院または入院をしていなくても対象となります。
・医療従事者および高齢者施設等従事者の方については、重症化リスクの高い方に直接サービスを提供する方に限ります。
・医療従事者および高齢者施設等従事者の方で４回目の接種を希望される方は、申請が必要です。申請方法は、町ホームページでご確
認ください。

施設種類 運営 施設名称 所在地 入所対象児童

保育所

公立
北保育所 内宿台5-214-3 生後6か月以上～就学前まで
南保育所 小室3114 生後8か月以上～就学前まで

私立

カオルキッズランド伊奈園 小針新宿523-1

生後5７日以上～就学前まで

みちのこ保育園 小室9544-1
ピノ保育園 小室102７-２
伊奈ゆたか保育園 内宿台4－22－2
きむら伊奈保育園 小室6965－1
つくしんぼ保育園 大針619－4

認定
こども園

認定こども園
しろがね小室幼稚園 ※ 小室3230 生後6か月以上～就学前まで

小規模
保育施設

おれんじ保育園 中央5－51セントラルマンション1F
生後5７日以上～３歳になる
年度の末日までおれんじ北保育園 内宿台6－30

ドレミナーサリー 学園2－149
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●小児初期救急当番医
（月～土曜日20時～22時）※祝日除く
　平日の夜間にお子さんの急病・けがなどが発
生した場合、桶川・北本・伊奈地区の当番医が
診療します。
問　伊奈町消防本部・署
　　蕕７２２－８１１１
●小児救急電話相談
蕕＃８０００（NTTのプッシュ回線、携帯電
話をご利用の場合）または
蕕８３３－７９１１（IP電話・ひかり電話・ダ
イヤル回線をご利用の場合）

▲新型コロナワクチン接種
　についてのお知らせ

新型コロナワクチン接種関連情報 要事前予約

　現在実施している新型コロナワクチンの接種対象者と接種を受けられるワクチンの種類は表のとおりです。接種を希望
する場合は、接種券に同封しているお知らせをよく読み、予約してください。
　なお、オミクロン株対応ワクチンの接種に関する詳細は、決定したものから町ホームページに掲載します。

ワクチン接種の対象者などについて

　新型コロナワクチン接種は、ご自身だけではなく、大切な方を守ることにつながります。公式
に発表された情報に基づき、ワクチン接種をご検討ください。
　なお、新型コロナワクチン接種は強制ではありません。接種を受けていない方に接種を強制し
たり、差別をしたりすることがないよう、お互いへの理解を深め、思いやりのある言動をお願い
します。

接種済証明書について
　新型コロナワクチンの「予防接種済証」は、初回接種では接種券の右側に、追加接種では接種時に医療機関から返却さ
れた用紙にあります。接種を終了した方も、「予防接種済証」は大切に保管してください。
　なお、「予防接種済証」をなくされた方、国外に渡航予定の方に各種証明書を発行しています。申請方法は、町ホーム
ページに掲載しています。発行までに時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。
※マイナンバーカードおよび読み取り機能付きスマートフォンをお持ちの方は、デジタル証明書が利用できます。

問　新型コロナワクチン接種の  予約  などの窓口
　　伊奈町新型コロナワクチン接種推進担当コールセンター　蕕７９７－８１００

新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター（多言語対応あり）
蕕０１２０－７６１－７７０
（９時～21時、土日祝日可）

重い副反応などの症状が現れたら
埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口
蕕０５７０－０３３－２２６
（24時間対応、土日祝日可）

①インターネットでの予約
　（24時間受付）
②電話での予約
　平　日：９時～17時
　土曜日：９時～13時
　蕕７９７－８１００
③窓口での予約
　平日のみ：９時～17時

※②③は町コールセンターで受け付けます。
※18歳以上の追加接種ワクチンの種類は２種類から選択できますが、週
ごとの入れ替えとなります。
※午前中は、電話がつながりにくい場合があります。つながらない場合
は、時間をおいておかけ直しください。
※窓口は、混雑状況によりお時間をいただく場合があります。
※接種医療機関での予約受付は行っていません。
※予約受付に関する最新情報は、町ホームページなどでお知らせしてい
ます。

予約方法

※○がついているワクチンの接種が受けられます。
※接種券はそれぞれ対象となるころに発送します。
※接種券が届かない場合は、町新型コロナワクチン接種推進担当コールセンターにお問い合わせください。
※追加接種（４回目）の注意事項
・国が示す基礎疾患を有し、４回目の接種を希望される方は申請が必要です。該当する基礎疾患や申請方法は、『広報いな』７月号ま
たは町ホームページでご確認ください。
・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を有する方は、通院または入院をしていなくても対象となります。
・医療従事者および高齢者施設等従事者の方については、重症化リスクの高い方に直接サービスを提供する方に限ります。
・医療従事者および高齢者施設等従事者の方で４回目の接種を希望される方は、申請が必要です。申請方法は、町ホームページでご確
認ください。

対象年齢
接種を受けられるワクチンの種類
大人用
ファイザー

モデルナ
（0.5ml）

モデルナ
（0.25ml）

小児用
ファイザー

初回接種
（１回目・２回目）

12歳以上（12歳の誕生日の前日から） ○ ○
５歳～11歳（５歳の誕生日の前日から12歳の誕生日の前々日まで） ○

追加接種（３回目）
※�２回目の接種日から５
か月経過後

18歳以上（18歳の誕生日の前日から） ○ ○
12歳～1７歳（12歳の誕生日の前日から18歳の誕生日の前々日まで） ○

追加接種（４回目）
※�３回目の接種日から５
か月経過後（接種券は
５か月経過ごろに発送）

60歳以上（申請不要）
  申請が必要な対象者
  ・基礎疾患などを有する18歳以上60歳未満のうち通院または入院中の方
  ・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する方
  ・医療従事者および高齢者施設等従事者

○ ○
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