
インターネットで
利用予約が
できるように
なりました！

吉川市病児・病後児保育利用の手引き

病児・病後児保育とは、

保護者の勤務の都合や疾病・出産・冠婚葬祭などの理由により、

保育所や家庭において保育ができない病気のお子さんを一時的

にお預かりする事業です。

保育室には、看護師や保育士が常駐していますので、安心して

ご利用いただけます。

また、ネット予約サービス「あずかるこちゃん」を使って、

いつでもどこからでも予約や空き状況の確認ができるように

なりました。 詳しくは、次ページ以降をご確認ください。

Yoshikawa city 2022

お問合せ先
吉川市保育幼稚園課 電話：048-982-9528
病児・病後児保育室めぐみ 電話：048-982-3381
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１．利用できるお子さん

以下のすべてを満たすお子さんは、利用することができます。

① 市内在住または市外在住で吉川市内の保育所、幼稚園、
小学校などに通う児童

② 生後３カ月から小学校３年生までの児童

③ 保護者の都合（仕事、疾病、事故、出産、冠婚葬祭など）
により、家庭で保育ができない場合

④ 病気やけがをしている児童で、医療機関で以下のすべて
に該当すると診断されている場合
・入院加療が必要でない
・状態が急激に悪化する可能性が低い
・家庭および保育所等で保育または生活が困難である

こんな症状の場合は、ご利用できます。
・日常的な疾病（感冒・消化不良など）

…病気または病気回復期
・慢性疾患（喘息など）

…発作がおさまった以降
・外傷性疾患（熱傷など）

…症状が発生した以降

【新型コロナウイルス感染予防のための利用基準】
次のいずれかに該当する場合は、医師の判断により
当日の利用をお断りする場合があります。

・37.5度以上の発熱がある場合
・呼吸器症状（咳・痰・胸痛・呼吸困難・ぜい鳴・

チアノーゼなどの症状）
・過去に37.5度以上の発熱があり、解熱後24時間が

経過していない場合、または呼吸器症状が改善さ
れるまでの間

現在、以下の基準も併せて適用されます。
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１．利用できるお子さん～受入基準～

病児保育が利用できない症状・状況

×38度以上の発熱が続いている、全身状態が消耗
しているとき

×医師により病児保育の利用はできないと言われ
たとき

×新型コロナウイルス感染症、および濃厚接触者
と判断されたとき

×感染性疾患（右表をご確認ください。）

×嘔吐して食事ができないとき、下痢がひどく
脱水症状があるとき（皮膚や唇の感想、涙がで
ない、ぐったりしているなど）

×咳がひどく呼吸困難な状態にあるとき（喘息発
作を含む）

※ 診療情報提供書の＜病名不明のときの症状＞に
あてはまる場合は、病名が確定されるまではご
利用できません。

利用できるかご不安な場合には、お気軽にめぐみまで
ご相談ください。

感染性疾患には利用基準があります。病児保育室の利用可能な病状を確認してください。

麻疹 解熱後3日が経過すれば利用可能

（解熱とは原則として解熱剤を使用せず、おおよそ37.5℃未満に解熱したこととする）

風疹 発疹が消失すれば利用可能

水痘 すべての発疹が痂皮化すれば利用可能

流行性耳下腺炎 耳下腺などの腫脹出現後5日が経過すれば利用可能

咽頭結膜熱 主症状消失後２日が経過すれば利用可能

インフルエンザ 解熱し、登園可能日の前日から利用可能

（解熱とは原則として解熱剤を使用せず、おおよそ37.5℃未満に解熱したこととする）

流行性角結膜炎 医師から感染のおそれがないと認められれば利用可能

溶連菌感染症 抗菌薬の内服開始後から利用可能

感染性胃腸炎 嘔吐、頻回・多量の下痢がなく、水分・食事が摂取できれば利用可能

マイコプラズマ感染症 利用可能

RSウイルス感染症 利用可能　　

ヒトメタニューモウイルス感染症 利用可能　　

ヘルパンギーナ 利用可能　

手足口病 利用可能　

突発性発疹 利用可能　　

伝染性紅班（リンゴ病） 医師の診断により利用可能

伝染性軟属腫（みずいぼ） 医師の診断により利用可能

伝染性膿痂疹（とびひ） 医師の診断により利用可能

アタマジラミ症 医師の診断により利用可能
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２．実施施設

病児・病後児保育室「めぐみ」
🏣342-0037 吉川市富新田２４５（埼葛クリニック内）

電話：048-982-3381 FAX：048-982-3382

定 員 1日につき原則４人まで（先着順）

保育時間 午前８時から午後６時まで ※延長保育不可

休室日
日曜日、祝日、年末年始(12/29～1/3)等
※詳しくは、埼葛クリニックのHPをご確認ください。

保育料※
１人あたり日額2,000円（５時間未満は1,000円）
別途、実費負担(哺乳瓶の消毒にかかる衛生費など)がかか
る場合があります。

利用期間 １回の申請につき、連続７日以内（休日除く）

※ 一定の条件を満たす場合には、申請により利用料が免除されます。
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３．利用の流れ

STEP1
利用登録

STEP2
利用予約

STEP3
医療機関
受診

STEP4
入室・利用

STEP5
支払い

お子さんの発熱など

事前にご登録いただくと
利用したい時にすぐに予約できます。

医療機関受診(STEP4)後に利用予約(STEP3)いただくこともできます。
受診の際には、必ず「診療情報提供書」の発行をお願いしてください。
※埼葛クリニックを受診の場合には不要です。
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※令和4年2月から市への利用登録は不要となりました。



３．利用の流れ～STEP１：利用登録～

「アカウント作成」を選択（左図）

Eメールアドレスの入力・登録用メールの受信

ユーザー情報の登録・利用規約の確認

右のQRコードを読み取り、または「あずかるこちゃん」で検索

アカウント作成は
こちらから↓

アカウント登録完了

「お子様の情報を早めに記入しておくと便利です」
を選択

「内容を修正」を選択し、必要事項を入力

お子さんの情報登録完了
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３．利用の流れ～STEP１：利用登録～

「利用登録する」を選択（左図）

登録するお子さんを選択し、「利用登録をはじめる」を選択

「お子さんの詳細情報入力へ進む」を選択し、必要項目を入力

ホーム画面の「施設を探す」から病児・病後児保育室めぐみを選択

めぐみにて利用登録が承認されたら施設登録完了

「この内容で登録」を選択

ここまでが事前に登録いただきたい事項です。
登録後は、利用したい時にすぐに予約することができます。

7



３．利用の流れ～STEP２：利用予約～

8:00～12:00に当日の予約を受け付けています。
（木曜日・土曜日を除く）
※当日予約の場合は、あずかるこちゃんで予約後、

めぐみまで電話連絡をお願いします。

利用の予定がなくなった場合は、
速やかにキャンセルのお手続きを
お願いします。
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予約からキャンセルまですべて
オンラインでできます！

予約はこちらの
QRコードから！



３．利用の流れ～STEP３：医療機関受診～

利用を希望する場合には、事前に必ず医療機関※を受診してください。
※吉川松伏医師会所属の医療機関

受診の際には、医療機関へ以下のことを忘れずにお伝えください。

①病児・病後児保育室を利用希望であること

②医師が利用可能と判断した場合には、「診療情報提供書」の発行を依頼する

※埼葛クリニックを受診する場合には、「診療情報提供書」の発行及びアップロード

は不要です。

※ 診療情報提供書の提出があっても、当日の病状によっては利用をお断りする場合が
あります。あらかじめご了承ください。

9

受診後、予約フォームに画像をアップロードしてください。
朝からご利用を希望の場合には、利用日の前日１８時までにアップロード
してください。



３．利用の流れ～STEP４：入室・利用～

□ 病児・病後児保育利用申請書兼病状連絡票
※ 市HPからダウンロード可。入室時にご記入いただくこともできます。

□ 診療情報提供書（埼葛クリニックを受診した場合は不要）
□ 健康保険証・子ども医療費受給者資格証
□ 母子手帳
□ 薬（処方されたものすべて）・お薬手帳または薬の説明書
□ 着替えの服（上下）・下着（肌着・パンツ） 各２枚
□ 昼食（１食分）・おやつ（２回分）
□ ハンドタオル・バスタオル 各２枚 ※有料レンタルできます
□ コップ（マグカップ可） ※有料レンタルできます
☆ 飲み物（500ml入の未開封のペットボトル） ２本以上
☆ ビニール袋（レジ袋可） ３枚
☆ 箱ティッシュ

以下は、お子様に合わせて必要な物をお持ちください。
☆ 紙おむつ（１０枚）・おしり拭き（１袋）
☆ 食事用エプロン ２枚
□ 哺乳瓶
□ ミルク（必要回数を１回分ずつにして）

入室時の持ち物 利用中はどんなふうに過ごすの？

ご利用中は保育士や看護師が常駐し、お子さ
んの体調に合わせて、睡眠をとったり、読書や
お絵描きなどをして過ごしています。

お子さんの対応をした保育士が１日の様子を
記録し、お迎えの時にお渡ししています。

体調が急変したら・・・？

緊急の場合は保護者の了解のもと、埼葛ク
リニックを受診する場合があります。（医療
費等は保護者負担）

また、当初予定のお時間より前にお迎えを
お願いする場合がありますので、あらかじめ
ご理解ください。

昼食やおやつはどんなものがいいの？

のどが痛いときはのど越しの良いゼリーや
ヨーグルトなどお子さんの体調に合わせた食事
をご用意ください。

☆印は実施施設で購入(実費負担)できます
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冷蔵庫や電子レンジも
あります。
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３．利用の流れ～入室から退室までの様子～

ピンク色のドアが目印！
インターホンを鳴らしてください。

入室後、病状連絡票等をご記入
いただきます。(事前記入可)

スタッフと一緒に持ち物の
確認をします。

（いってきまーす！）

お迎えの時間
（ママ、おかえりなさい！）

お帰りの際に１日の様子を
記録したものをお渡しします。

保育の様子

ご不明な点やご不安なことがありましたら、お気軽にめぐみまでお問い合わせください。



３．利用の流れ～STEP5：支払い～

お迎えの時にお渡しする納付書にて、市役所施設または指定の金融機関で
お支払いください。
※利用料の免除を受ける場合は、市から発行された「利用料免除適用通知書」を実施施設へ

提示してください。

利用料の免除について

次のいずれかに該当する場合には、利用料の免除を受けることができます。
・生活保護世帯
・市町村民税非課税世帯
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付の受給者

免除を希望する方は、右のQRコード（吉川市電子申請システム）を読み取り、
必ず利用の前日まで(利用日が土曜日の場合には金曜日の正午まで)にご申請ください。
承諾後に「利用料免除適用通知書」が発行されますので、入室時に実施施設へ
ご提示ください。

利用料免除申請
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４．よくある質問

Q1.保育園や幼稚園などに通っていませんが、利用できますか？

A1. 市内在住のお子さんであれば、保育所等に通っていなくてもご利用いただけます。

Q3.急に子どもが発熱した場合、当日でも利用できますか？

A3. 当日の利用人数に空きがあればご利用いただけます（受付は正午まで）。ただし、通常の予約と同様に事前に医療
機関を受診いただく必要があります。

Q4.保育料以外にどのような費用がかかりますか？

A4. 哺乳瓶の消毒のための衛生費や入室時の持ち物の中でレンタルや購入した代金が別途かかります。
レンタルや購入品の金額については、直接めぐみまでお問い合わせください。

Q5.キャンセル料はかかりますか？

A5. かかりません。ただし、キャンセル待ちの方がいらっしゃる場合がありますので、利用の必要がなくなった場合に
は、速やかにキャンセルいただきますようお願いいたします。

Q6.他の児童に病気をうつさないか心配です。

A6. めぐみでは、病状により３つの個室でお預かりすることで、お子さん同士の接触を避け、感染への細心の注意を払
っています。しかしながら、同施設内での保育のため、感染する可能性がゼロではないことをご理解ください。
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Q2.病気の子どもを自宅で看るのが不安なのですが、利用できますか？

A2. あくまで保護者の仕事・通院等の都合により、病気のお子さんを家庭で保育ができない場合にご利用いただく施設
のため、ご質問いただいたケースの場合にはご利用をお断りさせていただいております。


