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新型コ ロナ ウイ ルス感 染症 に関 する 保育 所等 の再開 につ いて

新型コ ロナ ウイ ルス感 染症 への 対応 につ いて は、国 の緊 急事 態宣 言を踏 まえ 、休 園に ご
協力を いた だき 、あり がと うご ざい まし た。
休園期 間 を 6 月 30 日（ 火）ま でと して おり ました が、 香取 市より 緊急 事態 宣言 解除 の
目安と され る「 直近 1 週間 の感 染者 数が人 口 10 万人当 たり 0.5 人程 度」を 千葉 県は 下 回
ってい るこ とや 、香取 市の 新規 感染 者が 4 月 10 日以 降 0 人 であ るこ とを踏 まえ 、国 の 見
解を考 慮し て休 園期間 を 5 月 31 日（ 日）ま で とし、6 月 1 日（月）から 市内の 保育 所（園 ）
・
こども 園を 再開 し、通 常保 育を 実施 する こと になり まし た。
しかし なが ら、まだ 油断は でき ない 状況 です ので、引き 続き 感染 拡大防 止に 向け た意 識
をより 一層 高め ていた だく よう お願 いい たし ます。
なお、通常 保育 とな ります ので 、児 童の リス ク回避 のた めに 家庭保 育を 継続 する 場合 の
保育料 の日 割り 計算を 行う こと はで きま せん 。
今後、状況 の変 化に より必 要と 判断 され た場 合には 、再 度登 所自 粛等の 協力 をお 願い す
る場合 もあ りま すので ご了 承く ださ い。

【 登 所す る際 の注 意事 項】
１ ．児童・保護 者の 皆さ ん にお かれ まし ては 、毎 朝 晩の 体温 測定 を徹 底し 、発熱 等の 風邪 症 状
（ 咳 ・鼻 水・ だる さな ど） が見 ら れる 場合 は、登 園 を控 える よう お願 いし ます 。
２．新型コロナウイルスが沈静化するまでは、毎朝晩の検温等の健康観察記録表を継続して
い た だき 、発 熱が ある 場合 は、 速 やか に保 育所に 報 告し てく ださ い。
３ ．概 ね ３７．５ ℃以 上（ 目安 とし て）の場 合は 、登 園 をお 断り する こと とし ます 。加 えて 、
解 熱 後２ ４時 間以 上経 過し 、呼 吸器 症状 が改 善傾 向 とな るま では 、登 園は 控え てく ださ い。
４ ．「三 つの 密 」の リス クを 少し で も回 避す るた め 、お 仕 事が 終わ りま した ら 、早 い時 間の お
迎 え をお 願い しま す。

