
【札幌市認可保育施設向け】

令和 4年 (2022年 )3月 24日

保育利用 (2号・ 3号認定)の保護者各位

札幌市子 ども未来局長

まん延防止等重点措置の終了に伴う家庭保育協力依頼の終了について

日頃より教育・保育行政の推進につきまして御協力を賜 り厚 くお礼申し上げます。

さて、これまで実施 していた家庭保育の協力依頼については、「まん延防止等重

の終了に伴い、3月 21 日をもつて終了いたしました。今後しばらくは、最大限の警戒をし

つつ、安全安心を確保しながら、可能な限り日常生活を取り戻す期間となつてまいります。

A岨直のイ呆育耀 至は、_陽陛者が発生_した際、_感染拡大防止の観点で最′l岨の公園措重を

生_2.?pェ _国内の逮 _■速や左さに行ヒl、_上感染の可他L企う0方__X濃属抜触者〕_1__圭_▲れた必

外の_左至堡育_を随 できるよ.'!疑ゆてお_2葉立。保護者の皆様におかれましては、送迎時の

マスク着用や、御家庭における感染防止対策を徹底 していただきます よう、引き続き御協力

をお願いいたします。

また、先般厚生労働省から、オ ミクロン株の特性を踏まえた濃厚接触者の行動制限等につ

いて通知が発出されたことに基づき、令和 4年 1月 31日 付子 ども未来局長通知「新型コロ

ナウイルス感染症における濃厚接触者の待機期間短縮に伴 う保育施設利用者の登園基準の

変更について」にてお示 ししていた保脊怖設和1用 者の苓園基準等について、別紙の とお り整

理いたしました。

別紙の基準のみによらず、い子様の体調に異変を感_した。ら.早ゆのお毬 _■ゴ検討比_」ただく_

など、_可能な範皿で感染拡大陸上に御協カヒlただ難 すよ_D_二重ね0願 比_さ _申_ヒ上!デます。
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令和 4年 (2022年)3月 24日

保 護 者 各 位

札幌市子 ども未来局保育推進課長

利用者負担額 (保育料)のお知 らせ (新型 コロナウイルス感染症関連 )

令和 4年 1月 27日 より、札幌市か ら保護者のみなさまへ家庭保育の協力依頼をしてお

り、保育所等の利用者負担額につきま しては、欠席理由を問わず登園 しなかつた 日が 日

割 り減額の対象 としてお りま したが、このたび 3月 21日 をもつて家庭保育の協力依頼を

終了 しま したので、 3月 22日 以 は登園 しなかつた 日があっても、利用者負担額 の 日割

り減額は行いませんのでご承知おきください。

なお、 3月 22日 以降につきましても、札幌市からの要請により臨時休園した場合や、

各ご家庭で令和 4年 (2022年 )3月 24日 付 「新型コロナウイルス感染症における保育施

設利用者の登園基準の変更等について」の登園基準に基づきお休みた場合は日害1り 減額

を行います (利用者負担額の日害1り 減額に伴 う保護者様からの申請等は不要です)。

その他詳細につきましては、以下ホームページをご参照ください。
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【URL】

https://kos(, pporo.jp/駅 )kuteki/azukeru∠hOiku/Simlgatakorona /9631.htinl

(さ っぽろ子育て情報サイ ト ホーム>目 的別で探す >子 どもを預ける>保育園等

>新型コロナウイルス>新型コロナ ウイルス感染症に伴 う利用者負担額 (保育料 )

の取扱いについて)

【お問い合わせ先】

札幌市子ども未来局子育て支援都保育推進課保育料係

(電話 :011-211-2987)



別 紙 【札幌市認可保育施設向け】

令不日4年 (2022年 )3月 24日

保育利用 (2号・ 3号認定)の保護者各位

札幌市子 ども未来局長

新型コロナウイルス感染症における保育施設利用者の登園基準の変更等について

1 新型コロナウイルス感染症に係る登園基準の見直 しについて (3月 24日 時点)

従来お示 ししていた園児にお休みいただく基準について、以下のとお り見直 しいた し

ました。下表に該当する期間には、保育施設をお休みいただくよう、お願いいた します

(利用者負担額 (保育料)の 日害1り 返還対象 となります。)。

(注 1)

(注 2)

陽性者の療養期間については、保健所の指示に従つてくださヤヽ。

外出自粛期間は、原則陽性者との最終接触日を0日 目として 7日 間ですが、陽性者が同居

家族で濃厚接触者となつた場合には、保健所の指示に従つてください。

(参考 :保健所 HP tt WWW.Glt S 1｀ O O noukoustゝ ss kus a.htm

また、社会機能維持者であるか否かに関わらず、4日 目及び 5日 目の抗原定性検査キント (薬

事承認されたもの)を用いた検査で陰性を確認した場合は、5日 目から解除可能とされました。

ユ幼児焦?け(L抗原定L検査エン_Ⅲ_を用ぃる.三 _と_は想定_してお_■

'、

_と子憾 _自_ユが遼厚接触

責2場合には、_王 _旦固度待機となります (厚生労働省通知より)。

(注 3)注 2後段のとおり、社会機能維持者以外も検査により待機期間の短縮が認められたことから、

鳳屋のご家族が二つ検査焦主_ユ陰性が確訟杢れ、_往機別配nさ解除茎れた場合!ニユ、ね孟健こ回

監に登回可能.と_な_り_ますh

⑤登園しているお子様の同居の御家族に症状
力ゝあり、4呆健所又は医師の判断によりPCR

検査を受ける

④登園している があり

の

園 しているお子様の の が

と

つ た

②登園しているお子様が 「感染の可能性があ

る方 膿 厚接角虫者)上となった

① 登園しているお子様が感染した

園への連絡事由

検査結果 (陰性)んミ確認されるまで

ただし、同居の御家族が 「感染の可能性がある方

(濃厚接触者 )」 と特定されていて、症状が出て

検査を受けた場合には、結果が陰性であつても③
の期間は送迎をお控えくださいますよう、お願い

いたします。

検査結果 (陰性)が確認されるまで

ただし、お子様が 「感染の可能性がある方 (濃厚

接触者)」 と特定されていて、症状が出て検査を

受けた場合には、結果が陰性であつても②のとお

りとしてください。

当該同居の御家族の外出自粛 (待機)期間 (注

3)

外出自粛 (待機)期 間 (注 2)の間

保健所による療養期間の間 (注 1)

お休みいただく期間
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園への連絡について

各施設では、保護者様からの情報をもとに、陽性者が発生 した場合に備えて準備をして

お りますので、以下に該当する場合、必ず園に御連絡 ください。また、その際には園から

のお子様や御家族の症状等の間き取 りに御協力ください。

ア 登園 しているお子様が感染、又は 「感染の可能性がある方 (濃厚接触者 )」 となった

場合

イ 登園 しているお子様又は同居の御家族が PCR検査 (※)を受けることになつた場合

※ここでいうPCR検査とは、保健所の指示または診察した医師の判断で行われるものをいい、

会社の指示で受けたなどの場合は含まれません。

園で感染者が発生 した場合

利用児童や施設職員が新型コロナ ウイルスに感染 した場合、陽性者が発症 日の 2日 前

以降に保育施設に登園 (職員の場合は出勤)している場合など、施設内での感染拡大の可

ズ)ミ イま の ため一 2

とございます。「感染の可能性がある方 (濃厚接触者 )」 の特定が終わ り次第、それ らの方々

と陽性者以外の方で、保育を再開いた します。

陽性者や 「感染の可能性カミある方 (濃厚接触者 )」 の人数が多く 制が整わない

場合などは、休園期間が長 くなることがあります。

この休園対応については、札幌市 と各施設で協議 した結果に基づき、札幌市から要請す

るものとな りますので、あらかじめ御理解いただくとともに、休園する際の早めのお迎え

等について御協力 くださいますよう、お願いいた します。

なお、休園する場合には、園から直接お知 らせいたします。

4 お子様の体調管理等について

お子様が発熱や呼吸器症状の発症などのF本調不 崖時 ι士保 苔 所 峯 の禾ll用 l士 で 共 学 せ ん

ただ し、呼吸器症状等が新型コロナウイルス感染症によるものでない と医師が判断 した場

合はこの限 りではあ りません。

【担当】

子ども未来局子育て支援部施設運営課運営係 電話 :011(2■ )2986
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