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保護者 の皆様ヘ
横浜市 こども青少年局保育・教育運営課長

緊急事態宣言の解除後の保育所等の利用 について
日頃か ら、保育・教育施設 の運営に御協力いただき、あ りが とうございます。
現在 の緊急事態宣 言下での保育所等の利用については、 「新型 コロナ ウイルス感染症 の拡大防止
のための保育所等 の一層 の登園 自粛要請につい て」 によ り、皆様 にも御協力をいただい てい ます。
神奈川県にお いては、早ければ 5月 25日 をもって、指定が解除 され る可能性があるため、今後 の
保育所等の利用 についての考 え方 をお示 しします。
国か らは、宣言が解除 された地域にお いて も、基本的な感染防 止策 の徹底等を糸
1当 売する必要があ

るとされており、堡宣亜盤玉整襲峯盛整題墾婆珪二上望 ≧【
工上〔
塑≧l̲̲1̲墜墾星』
̲̲二 蜜集上̲I蜜
≧
≦立 ヒ
122墾 整至墨二
生ニニ
ニ
重
曇
望 =i室 l董 望と
緊」
塾ヨ
壁』
塾三が盤11鐘き
望l上盪金」
量̲̲2奎 二
I
̀2」
=￨と 笙二
ます。
̲担 !圧I整 :量i菫121生 !∞:墾 1輩 !ま工!2i墨 二墜:重:童1匿:箋1壁iョ:登
1亘 :董:弦!塑:壼 することとし
̀赴
EI=」

1」

I」L彊

指定が解除 された場合には、保育所等 の利用にあた っての保護者 の具体的な職業要件等について
はお示 しを しないこ とが考 えられ ますが、感染拡大を防止 す る観点か ら、仕事を体む ことが可能な
場合な ど、御家庭 で保育がで きる環境にある場合においては、引き続 き登園の 自粛や、勤務の調整
な どによる短時間での利用、週に 1日 、 2日 でも利用 しない 日を設けるな ど、必要最小限での利用
をお願 いいた します。
なお 、登園を自粛 していただいた場合 の利用料 (保 育料う 及び給食費についての取扱 いは、 これ
まで と同様 とな ります ので、下記 を ご参照 くだ さい。
新型 コロナ ウイルスの感染拡大の防止及び、適切な保育の実施 のために、皆様お一 人おひ とりの
御 協力をお願 いいた します。

1 6月 分 の利用料

(保 育料 )に ついて

【 0〜

2歳 児クラスの お子様 を持 つ横浜市 に お住 ま いの 保護者 の方※ 】

登園 自粛 を要請す る期間中の 園児 の利用料 (保 育料)に つい ては 、登園 した 目数 に応 じて 、利用
料 をお支払 いいただ くこ ととします。

(1)認 可保 育所 の利 用者 の 方
6月 分 の利 用料 (保 育料 )に 関 しては 、 5月 分 と同様 に 、登園 日数 に関わ らず徴収 (回 座振替
等 )を 延期 します。後 日、登 園 日数 に基 づ き変更後 の利用料 (保 育料)を 算定 し、12月 分 と合 わせ
て 12月 末 に徴収す ることと します。
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6月 分 の利 用料 (保 育料 )に 関 しては、施設 に返金 対応 も し くは徴収延期 をお願 い してお りま
す が 、利 用料 (保 育料)の 徴収時期や方法 については施 設 に よ り取扱 いが異 な ります ので、詳細
は各施設 に御確認 くだ さい。
主
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寸￨こ より取扱いが異なります 横浜市外にお住まいの方は、お住ま
り の回割りについては、市町本
いの市町1寸 にお問い合わせくださしゝ
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給食費 について
3〜 5歳 児で、給食 を提供 しない場合の給食費 の取扱 いについては、各園で異な ります ので、利
用 してい る園に御確認 くだ さい。

(0〜 2歳 児については、利用料

(保 育料 )に 含 まれます ので、上記

1を ご覧 くだ さい)
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保育意向の確認について
各園において、宣言解除後にお子様をお預 か りす るための準備を整 えるため、現時点での保育
意向の確認への御協力をお願 い します。
ヽ

登園 の 自粛に当た り、保 護者 の皆様 には勤務先 との調整な どを行 っていただ くこととな りますが 、本市カヽ

1

らも事業者の皆様に登園自粛への協力をお願いする文書を作成 し、市ホームページに掲載 しましたので、
ご活用いただければと思います。 (「横浜市 保育所等の登園自粛 事業所向け」で検索できます。)
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保育等の認定について
新型 コロナ ウイルス感染症の影響 を踏 まえ、以下の とお り特例的な取扱 い をしてい ます。

(1)復職期限の特例等について
対象

特躙 相 琉脇 ヽ

備考

育児体業中

8月 31日 までに育児体業を終了される場合 (9月

の方

1日 までに復職される場合)であれ よ 認定内容
(言 綻 事由・認定期間等)の 変更や、保育所等の

。復職時期について、必ず就労先と調整してください。
・ 9月 1日 までに復職される場合、復職時期の決定に関す

退園を求めないこととしています。

る事前の区役所へのご自御ま不要です。
・実際に復職された際には、1読 森疇

1晰 卸龍コ膳書を

区役所にご提出ください。
就労内定

8月 31日 までに就労を始められる場合であれ￨よ

の方

認定内容

求職中の方

・ 8月 31日 まで1葛 薩労を始められる場合、就労剤印寺期の

(認定事由・認定期間等)の 変更や、

保育所会
歌笏量園を求めないこととしています。

決定に関する事前の区イ
衡i斤へのご連絡は不要です。
。実際に就労を始められた際には、就労証明書を区役蘭 こ

7月 末まで (5月末t6月 末までを含む)に有効

ご提出ください。
。新しい認定決定通質居を￨口欠お送りします。

期間の終了を迎える:場 合、 「8月 31日 まで」認定

今しばらくお待ちください。

の有効期間を延長します。
一ｌ

≪参考≫ 原則的な取扱い
通常であれば、以下の とお りの取扱い としています。
● 育児休業中の方や就労内定の方 :利 用開始月内に育体終了 (就労開始)す ることをお願いしています。
● 求職中の方 :認 定期間内 (3か 月以内)に 就労 していただ くことをお願い しています。

(2)令 和 2年 度の現況確認について
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う、現渥菫認の実施方法を変更します。 (※ 詳細は別途チラシを配布 します。)
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≪参考 ≫ 例年の実施方法
例年であれば、給付認定を受けて保育所等や幼稚 園等での預か り保育、認可外保育施設等を利用 している全ての方に、毎
年、保育を必要とする状況が継続 していることを確認するため、現況届出書や就労証明書等の提出をお;願 いしてい ます。

<担 当連絡先>
保育・教育運営課
登園自粛の要請について】及び
【
保育の意向確認について】
【
利用料について】 671‑0255
【
【
保育等の認定について】671‑0253
:

671‑3564

