
こ 放 第 1 2 5 2 号 

令和２年３月９日  

はまっ子ふれあいスクール 運営主体 

放課後キッズクラブ 運営法人及び運営予定法人 各位 

横浜市こども青少年局 

 放課後児童育成課長 

学校一斉臨時休業の延長に伴う今後の対応について（通知） 

＜新型コロナウイルス感染症関連通知 その９＞ 

日頃から、本市の放課後施策にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

本市の新型コロナウイルス感染症に関する学校の臨時休業の延長及び新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点により、今後の本市の放課後児童育成事業所における対応方針を別紙

１のとおりお知らせします。

なお、春休み終了後の対応については、後日改めて運営主体に通知すると共に、市ホーム

ページへ掲載します。 

また、本通知の対応等を踏まえて、事業者向けのＦＡＱを更新しましたので、ご確認くだ

さいますようお願いします。 

＜基本的な考え方＞ 

学校の一斉臨時休業が延長することに伴い、春休み終了（４月５日（日））まで、現在の

体制を維持してください。 

＜添付資料＞ 

別紙１ 各クラブでの対応と留意事項 

別紙２ 一斉臨時休業の延長に伴う小中学校、義務教育学校における緊急受入れの延 

長について（令和２年３月９日 教小企 4586号） 

別紙３「横浜市市立小学校等の一斉臨時休業に係るはまっ子ふれあいスクール参加申 

込書」 

別紙４「健康観察票（放課後キッズクラブ・はまっ子ふれあいスクール用）」（参考） 

別紙５ 保護者への周知文 

別紙６ 事業者向けＦＡＱ（放課後キッズクラブ・はまっ子ふれあいスクール） 

別紙７ 学校一斉臨時休業の延長に伴う今後の対応について（学校長・校長代理宛て 

通知）（令和２年３月９日 こ放第 1253号） 

こども青少年局放課後児童育成課 

担当：大岩、荻野・竹内（放課後キッズクラブ・はまっ子ふれあいスクール）

℡：671-4068・671-4152 
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各クラブでの対応と留意事項 

 

１ 緊急受入れ実施期間及び春休み期間の対応について 

（１）放課後キッズクラブ（～４/５まで） 

（ア）対象児童：区分２の登録児童のみ 

（イ）受入時間 

【緊急受入れ実施期間】学校の緊急受入れ時間終了後から 19時まで 

  【春休み期間】    ８時 30分から 19時まで 

※緊急的な事態のため、月途中での利用区分の変更を認めてください。 

なお、留守家庭児童等であることの証明書の提出は、後日でも可能とします。（受入

れを優先） 

   ※４年生以上で、区分２に登録している児童は、学校の緊急受入れ実施期間中は、14

時 30 分からの受入れを原則としますが、学校が年間計画で午前授業を計画してい

た場合には、その授業終了時刻に合わせて受入れをお願いします。また、春休み期

間中は、８時 30分から受入れをしてください。 

 

（２）はまっ子ふれあいスクール（～３/31まで） 

（ア）対象児童：学校が緊急受入れをする児童、かつ、留守家庭児童等であることが確認

できる児童 

（イ）受入時間 

【緊急受入れ実施期間】学校の緊急受入れ時間終了後から 18 時まで（充実型は 19 時まで） 

【春休み期間】   ９時から 18時まで（充実型は 19時まで） 

 

 ※留守家庭児童等であることの確認は、キッズクラブの区分２の登録時に提出する証

明書と同様の確認を行うこととします。また、申込書は、別紙３「横浜市市立小学

校等の一斉臨時休業に係るはまっ子ふれあいスクール参加申込書」を使用してくだ

さい。なお、留守家庭児童等であることの証明書の提出は、後日でも可能とします。

（受入れを優先） 

※４年生以上で、留守家庭児童等であることが確認できる児童は、14 時 30 分からの

受入れを原則としますが、学校が年間計画で午前授業を計画していた場合には、そ

の授業終了時刻に合わせて受入れをお願いします。また、春休み期間中は、９時か

ら受入れをしてください。 

 

 

 

別紙１ 
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２ 開所・受入れにあたっての留意事項 

（１）卒業式の日は学校の緊急受入れはありません。キッズクラブ・はまっ子ふれあいス 

クールは、原則、学校休業日の受入れ時間の朝から開所してください。ただし、利

用児童がいない場合等は、閉所することも可とします。なお、利用対象は上記１（ア）

に示す対象児童となります。 

（２）修了式等の実施方法が、通常と異なるため、キッズクラブでの受入れ時間を早める

など、受入れ体制について、各キッズクラブが学校と調整してくださいますようお

願いします。 

（３）学校の緊急受入れは、現在、通常の課業時間（14時 30分）までですが、学校が年

間計画で午前授業を計画していた場合には、その授業終了時刻に合わせて受入れを

お願いします。 

（４）春休み期間中は、児童を長時間預かることから、特に児童の健康管理に留意してく

ださい。学校の緊急受入れに際し、保護者が記入していた「健康観察票」を参考に、

「健康観察票（放課後キッズクラブ・はまっ子ふれあいスクール用）」（別紙４）を

作成しました。適宜、活用していただき、児童の健康状況の把握に努めてください。 

（５）各事業所におかれましては、これまでお知らせしたとおり、感染症対策を徹底し 

ていただいたうえで、児童の受入れをしてくださいますようお願いいたします。 

 （６）各事業所が主催するイベント、会議（評議会・運営委員会・保護者会・保護者説

明会を含む）、研修等は、引続き、原則として延期または中止してください。 

   中止をする場合は、書面での周知を図る等の対応をしてください。 

 

３ 保護者への周知について 

今回の対応に関する保護者への周知については、本市から保護者への連絡事項を記載

した「お知らせ文」（別紙５）を作成しました。大変お手数をおかけしますが、何らかの

手段で登録者には、必ずお渡しください。なお、学校の協力を得られる場合は、全ての

保護者へ周知していただきますようお願いいたします。 

また、以下のとおり本市のホームページや、市又は区役所の掲示板にも「お知らせ

文」を掲載しますので、保護者から問合せ等があった場合には、ご案内くださいますよ

うお願いします。 

 

【新型コロナウイルスにかかる放課後事業の対応について URL】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/houkagokorona.html 

（本市トップページ>暮らし・総合>子育て・教育>放課後児童育成>新型コロナウイルス感染症 

対策のための小学校等の一斉臨時休業に係る放課後事業の対応について) 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/houkagokorona.html


横浜市市立小学校等の一斉臨時休業に係るはまっ子ふれあいスクール参加申込書 
  年  月  日 

 

        小学校はまっ子ふれあいスクール運営委員会 会長  
 

 次のとおり、新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の一斉臨時休業に係るはまっ子ふれあいスクールの参加を申

し込みます。 

 

１ 参加児童  
参

加

児

童 

ふりがな  性

別 
 

生年

月日 
   年   月   日 

氏名  

学校名  学年・組    年   組 

利用開始希望日     年    月    日 

※ 参加には、保護者の方の就労証明書等の提出が必要です。（提出は後日でも可） 

 

２ 参加希望日（参加希望日・迎えの有無に○を付けてください。） 

曜日 
利用希望 

（○） 
帰宅予定時間 迎えの有無 備 考（迎え予定者等） 

月    時  分 有・無  
火    時  分 有・無  
水    時  分 有・無  
木    時  分 有・無  
金    時  分 有・無  

 

３ 保護者の就労状況 

氏   名 
参加児童

との続柄 
勤務先等の名称 

労働等により昼間不在等と

なる曜日（○囲み）、週日数 

   
      電話番号   （   ） 

月・火・水・木・金・土 
（週   日） 

   
      電話番号   （   ） 

月・火・水・木・金・土 
（週   日） 

（１）参加希望日・迎え予定者等が変更する場合は、必ず事前に各はまっ子にご連絡ください。 
（２）下校時刻は、18 時を超えることはできません。また、日没後からはまっ子終了時刻まで参加する場合

は、参加希望日欄中、迎え「無」に○を付けていても、必ず保護者等の迎えが必要となります。 
 

申込者氏名：               
 

（注）この申込書の提出には、はまっ子ふれあいスクールへの参加登録（「はまっ子ふれあいスクール参加申

込書」の提出が済んでいることが必要です。） 



【放課後キッズクラブ・はまっ子ふれあいスクール用】 

 

家庭での健康状態の記録用として、また、放課後キッズクラブやはまっ子 

ふれあいスクールを利用する際の健康チェック用等としてご活用ください。 

健 E

けん

A AE康 E

こう

A AE観 E

かん

A AE察 E

さつ

A A E票 E

ひょう

 

 名前
な ま え

                                     

月 

Month 

日 

Date 

曜

日 

Day  

体温 

Body temperature 

 

下のあてはまる症状○ 
Please circle if you have any of these  

有以下症状时划○ 

他の症状があれば記入 
Other symptoms 

有其他症状时请填写 

せき 
Cough 
咳嗽 

だるさ 

Sluggish 

无力 

息苦しさ 
Difficulty 
In breathing 
呼吸困难 

頭痛 
Headache 

头疼   

3 26 木   ・  ℃           

3 27 金   ・  ℃           

3 28 土   ・  ℃           

3 29 日   ・  ℃           

3 30 月   ・  ℃           

3 31 火   ・  ℃           

4 1 水   ・  ℃           

4 2 木   ・  ℃           

4 3 金   ・  ℃           

4 4 土   ・  ℃           

4 5 日   ・  ℃           



令和２年３月９日 

保護者の皆様へ 

こども青少年局放課後児童育成課 

 

一斉臨時休業期間及び春休み期間中における 

「放課後キッズクラブ」の対応について 

 

本市の新型コロナウイルス感染症に関する学校の臨時休業の対応や新型コロナウイルス感染

拡大防止の観点を踏まえ、一斉臨時休業期間及び春休み期間中（～４/５まで）の放課後キッズ

クラブの対応を次のとおりとします。 

保護者の皆様におかれましては、子ども達への感染拡大を防ぐための措置に、御理解をいた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、春休み終了後の対応については、後日改めて下記の本市ホームページにおいてお知ら

せします。 

 

１ 放課後キッズクラブの利用について 

(1) 利用区分２ 

【学校の緊急受入れ実施期間中】（～３/25 まで） 

・学校の緊急受入れ実施期間中（～3/25 まで）は、緊急受入れ時間終了後から 19 時ま

で利用ができます（４年生以上の利用区分２は、14 時 30 分からの受入れを原則とし

ますが、各クラブにお問い合わせください）。 

・卒業式は学校の緊急受入れがありませんので、キッズクラブの利用について、各キッズ 

 クラブにお問合せください。 

 

   【春休み期間中】（３/26～４/５） 

・学年を問わず、８時 30 分から 19 時まで利用できます。 

・４月１日以降は新学年での取扱いとなります。※現６年生は、４月以降は利用できませ 

ん。 

 

(2) 利用区分１ 

ご不便をおかけしますが、ご利用いただけません。 

ただし、利用区分１から利用区分２への区分の変更については、随時クラブにおいて受け

付けています。提出書類として求めている「留守家庭児童等であることの証明書(就労証明等)」

が間に合わない場合は、後日提出してください。 

 

２ 留意事項 

 ・感染症対策を踏まえた上での活動内容となります。 

 ・毎朝の健康観察を徹底していただき、体調不良（発熱、せき、倦怠感、息苦しさ、頭痛の症状

等）の場合は、放課後キッズクラブを利用できません。 

 ・春休み期間中は、お子様を長時間預かることから、児童の健康管理に特に留意する必要があ

ります。そのため「健康観察票」（別紙）を記入し、健康管理に努めてください。また、キッ

ズクラブから提出を求められた場合は、提出にご協力ください。 

・放課後キッズクラブにおいても、必要に応じてお子様の体温を計測し、発熱等が認められる

場合には、お子様の受入れができませんので、ご了承ください。  

・過去に発熱等が認められた場合については、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改

善傾向となるまでも、同様の取扱いとさせていただきます。  

・当該校のキッズクラブの利用児童及び職員が、新型コロナウイルスに感染したことが判明し 



た場合は、当面の間、原則としてキッズクラブを閉所します。 

 

３ 横浜市「新型コロナウイルスにかかる放課後事業の対応について」URL 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/houkagokorona.html 

（本市トップページ>暮らし・総合>子育て・教育>放課後児童育成>新型コロナウイルス感染症 

対策のための小学校等の一斉臨時休業に係る放課後事業の対応について) 

 

 

利用方法、参加申込書等に関するお問い合わせについては、直接利用するキッズクラブへお

問い合わせください。 

 

 

担当 こども青少年局放課後児童育成課 

TEL 671-4068、671-4152 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/houkagokorona.html


令和２年３月９日 

保護者の皆様へ 

こども青少年局放課後児童育成課 

 

一斉臨時休業期間及び春休み期間中の 

「はまっ子ふれあいスクール」及び放課後キッズクラブ転換後の対応について 

 

本市の新型コロナウイルス感染症に関する学校の臨時休業の対応や新型コロナウイルス感染

拡大防止の観点を踏まえ、一斉臨時休業期間及び春休み期間中（～４/５まで）のはまっ子ふれ

あいスクール及び放課後キッズクラブの対応を次のとおりとします。 

保護者の皆様におかれましては、子ども達への感染拡大を防ぐための措置に、御理解をいた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、春休み終了後の対応については、後日改めて下記の本市ホームページにおいてお知ら

せします。 

 

１ はまっ子ふれあいスクールの利用について 

（1）学校の緊急受入れ実施期間中（～３/25） 

・はまっ子ふれあいスクールを利用できる児童は、各学校による「緊急受入れ」の対象と 

なる児童のうち、留守家庭児童等であることが確認できる児童(※)とします。 

・４年生以上で、留守家庭児童等であることが確認できる児童は、14 時 30 分からの受入

れを原則としますが、各はまっ子ふれあいスクールにお問合せください。 

  ・卒業式は学校の緊急受入れがありませんので、はまっ子ふれあいスクールの利用について、 

各はまっ子ふれあいスクールにお問合せください。 

    

（2）春休み期間中（３/26～４/５） 

  はまっ子ふれあいスクールは、４月に放課後キッズクラブに転換するため、３月と４月で対 

応が異なりますのでご注意ください。 

 

【はまっこふれあいスクール（３/26～31）】 

・はまっ子ふれあいスクールを利用できる児童は、一斉臨時休業期間と同様、各学校に 

よる「緊急受入れ」の対象となる児童のうち、留守家庭児童等であることが確認でき 

る児童(※)とします。 

   ・利用時間は９時から 18 時までです。（充実型は 19 時まで） 

   

※留守家庭児童であることが確認できる児童とは、「横浜市市立小学校等の一斉臨時休業に係るは

まっ子ふれあいスクール参加申込書」をはまっ子ふれあいスクールへ提出することをもって、要

件があることを認めます。（添付書類として求めている「留守家庭児童であることの証明書(就労

証明等)」は、後日の提出でも可とします。) 

  

 

 

  



   【放課後キッズクラブ転換後（4/１～４/５）】 

（ア） 利用区分２の登録児童 

学年を問わず、８時 30 分から 19 時まで利用できます。 

※４月１日以降は新学年での取扱いとなります。 

（イ） 利用区分１の登録児童 

ご利用いただけません。 

 

2  留意事項 

・感染症対策を踏まえた上での活動内容となります。 

 ・毎朝の健康観察を徹底していただき、体調不良（発熱、せき、倦怠感、息苦しさ、頭痛の症状

等）の場合は、はまっ子ふれあいスクールを利用できません。 

 ・春休み期間中は、お子様を長時間預かることから、児童の健康管理に特に留意する必要があ

ります。そのため「健康観察票」（別紙）を記入し、健康管理に努めてください。また、はま

っ子ふれあいスクール（4 月 1 日以降はキッズクラブ）から提出を求められた場合は、提出

にご協力ください。 

・はまっ子ふれあいスクールにおいても、必要に応じてお子様の体温を計測し、発熱等が認め

られる場合には、お子様の受入れができませんので、ご了承ください。  

・過去に発熱等が認められた場合については、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改

善傾向となるまでも、同様の取扱いとさせていただきます。  

・当該校のはまっ子ふれあいスクール又はキッズクラブの利用児童及び職員が、新型コロナウ 

イルスに感染したことが判明した場合は、当面の間、原則としてはまっ子ふれあいスクール

またはキッズクラブを閉所します。 

 

３ 横浜市「新型コロナウイルスにかかる放課後事業の対応について」URL 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/houkagokorona.html 

（本市トップページ>暮らし・総合>子育て・教育>放課後児童育成>新型コロナウイルス感染症 

対策のための小学校等の一斉臨時休業に係る放課後事業の対応について) 

 

 

利用方法、参加申込書等に関するお問い合わせについては、直接利用するはまっ子ふれあい

スクールへお問い合わせください。 

 

 

担当 こども青少年局放課後児童育成課 

TEL 671-4068、671-4152 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/houkagokorona.html


質問 回答 通知日

1
感染予防の観点からの広さの基準は示されるの
か。

 現時点では、国から具体的な基準などは示されて
 いませんが、手を伸ばすと届く距離で、会話を続け
 るなどの濃厚接触は避けるなど、感染症予防を徹
 底していただくようお願いします。
学校施設等で児童を預かる場合の留意事項とし
て、教室等においては、座席間を離し、１ｍ以上
離して交互に着席するなど、できる限り子どもの距
離を離すよう配慮するととともに、不要な接触は避
けるよう考え方が示されました。
この考え方を踏まえ、キッズ・はまっ子においても、
１ｍ以上の距離を目安として、できる限り子どもの
距離を離し感染症予防に努めてくださいますようお
願いします。

 3月2日
3月3日

2 校庭や体育館を使って活動して良いのか。

 現時点で国から具体的な基準などは示されていま
 せん。現時点では、学校での「緊急受入れ」の状
 況等を勘案し、校庭・体育館の利用等について
 学校にも相談をした上で対応をしてください。
現時点で、国から校庭利用の具体的な基準は示
されていませんが、教室等の屋内については、１
時間に１回（５~10分）程度窓を広く開け、こ
まめな換気を心がけると共に、空調や衣服による
温度調節を含めて温度、湿度の管理に努めるよ
う適正な措置を講ずるよう考え方が示されました。
学校での緊急受入れの状況等を勘案するととも
に、国の考え方を踏まえながら、学校と相談したう
えで対応をしてくださいますようお願いします。

 3月2日
3月3日

3
子どもが体調不良でも体温が37.5度以上なけ
れば、キッズクラブを利用できるのか。

子どもの体温を問わず、体調不良(発熱、せき、
倦怠感、息苦しさ、頭痛の症状等)の場合、受入
はできません。

3月2日

【事業所向け】FAQ　キッズ・はまっ子
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質問 回答 通知日

【事業所向け】FAQ　キッズ・はまっ子

4
高学年を受け入れるために、クラブごとの判断で
朝から開所することは可能か。

現時点では、学校の一斉臨時休業期間中は、
市内全ての小学校の開所時間を学校による「緊
急受入れ」の終了後からとさせていただいたいてい
ますので、朝から開所することは行わないようにして
ください。
なお、4年生以上については、3月３日付で教育
委員会から、障害等により支援が必要であること
などを理由として預かりが必要な場合には,高学年
における緊急受入れの柔軟な対応について通知
が発出されましたので、保護者の皆様から午前中
の利用について相談があった場合は、まずは学校
にご相談するようお伝えください。

 3月2日
 3月3日
3月４日

5 土曜日の利用時間と利用対象は。

キッズクラブ:開所時間は８時30分から、利用で
きる児童は区分２登録児童
はまっ子:開所時間は９時から、利用できる児
童は留守家庭児童等であることが確認できる児
童

3月2日

6 利用者が誰もいない場合、閉所してよいのか。

利用希望をとって、利用希望者がいない場合は、
閉所していただいて差し支えありませんが、利用者
から希望があった場合に、開所できる体制を整え
ておいてください。

3月2日

7
利用区分変更申込書は利用当日までに提出
が必要なのか。

申請があった児童を確認するためにも、利用にあ
たっては、（区分変更の場合）利用区分変更申
込書、（新規登録の場合）利用申込書の提出
を必要とします。留守家庭児童等であることの証
明書（就労証明等）は後日の提出でも可としま
す。

3月2日

7―２
就労証明書はいつまでに提出すればよいのでしょ
うか。

今年度中に提出していただくのが望ましいですが、
難しい場合は、入手次第、早急に提出してくださ
い。

3月9日

7―３
就労証明書の代わりに、雇用契約書とシフト表
を提出することで代用できますか。

就労証明書の提出をお願いします。横浜市の
ホームページに参考様式がありますので、お使いく
ださい。参考様式の内容が確認できる様式であれ
ば、会社で規定している様式を使っていただいて
構いません。

3月9日
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質問 回答 通知日

【事業所向け】FAQ　キッズ・はまっ子

8

区分変更の申請に必要な就労証明書は、すで
に提出いただいてる場合も、新たに提出してもら
う必要があるのか。また、今回、提出してもらった
証明書を新年度の利用申請の添付資料として
活用してよいのか。

保護者が就労していることが確認できる資料を既
に入手している場合は、新たに求める必要はあり
ません。また、次年度の申請用に新たに提出して
いただく必要はありません。柔軟に対応してくださ
い。
※今回のコロナウィルス対応で、はまっ子ふれあい
スクールに就労証明書を提出した場合で、次年
度4月からキッズクラブの区分２に申請する方につ
いては、新たに就労証明書を提出していただく必
要はありません。

 3月2日
3月3日

9
職員のマスク着用は必須か。手に入らない場合
はどうすればよいのか。

できればマスク着用をお願いします。入手できない
場合などでも、感染症予防対策として、咳エチケッ
トに努めるとともに、職員の手洗い、うがい等の徹
底を行った上で、児童の受入を行ってください。
※横浜市教育委員会事務局が各小学校に配
付するマスクの一部を、放課後キッズクラブ及びは
まっこふれあいスクールの職員用として確保いたしま
した。各学校からマスクの提供を受けてください。詳
細については、「マスクの提供について（情報提
供）」（令和３年３月６日事務連絡）をご覧く
ださい。

 3月2日
3月９日

10 児童のお迎えの対応には変更があるのか。

通常通り、キッズクラブの一斉下校後以降はお迎
えは必要です。一斉臨時休業期間中は区分２
のみの預かりのため、一斉下校前の下校は想定し
ていませんが、学校の対応に準じて、保護者のお
迎え等、通常より安全面に配慮した対応としてくだ
さい。

3月2日

11
「緊急受入れ」の対象児童を個別級以外は低
学年としているのはなぜか。

臨時休業期間中に各家庭において、児童だけで
過ごすことに不安を感じる保護者が多いと考えま
すが、休業の趣旨である「多くの子どもたちや教職
員が、日常的に⾧時間集まることによる感染リスク
に備える」ということを踏まえて、低学年児童の確
実な受入れが最優先であると判断しています。

3月2日

12
「緊急受入れ」は、何時までか、またどのように児
童は過ごすのか

各学校での受入れについては、3月2日付で教育
委員会から学校あてに通知が出ていますが、各学
校の通常の課業時間において実施します。小学
校においては原則として14時30分までとしていま
す。緊急受入れでは、課題の学習や読書など、
教師の見守りのもとで安全に活動に取り組むことと
しています。

3月2日
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質問 回答 通知日

【事業所向け】FAQ　キッズ・はまっ子

13
受入れ時間について、学校から要請された場
合、お昼（午後０時）から受入れないといけな
いのか。

教育委員会が学校⾧あてに通知した内容では、
実施時間は、「各学校の通常の課業時間に準ず
る」としており、「小学校においては、14時30分ま
でを原則とするが、放課後事業と調整の上、学校
の状況に応じて柔軟に設定する」としています。そ
のため、キッズクラブでの受入については、原則とし
ている14時30分からとなることを学校に伝えてくだ
さい。学校との調整がつかない場合には、放課後
児童育成課にご連絡ください。

3月2日

14
「緊急受入れ」の対象ではない（４年生以
上）が、家で一人で留守番をさせるのが不安な
ため、朝から預かってほしい。

「緊急受入れ」は、学校等の一斉臨時休業期間
中の緊急的な対応として実施するものであり、感
染拡大防止の観点で実施しているため、ご了承く
ださい。

3月2日

15
私立・国立小学校に通学する児童かつ区分2
登録児童は利用できるのか

14時30分から利用できます。
（はまっ子も準じる）

3月2日
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質問 回答 通知日

【事業所向け】FAQ　キッズ・はまっ子

16
【キッズのみ】区分2登録児童数が増えたため、
面積基準が満たせなくなる場合は、どのように対
応すればよいのか。

新たな活動場所を学校と調整しますので、そのよ
うな事態が見込まれる時は、放課後児童育成課
までご連絡ください。

3月2日

17

【キッズのみ】区分１から区分２への変更希望
者について、希望人数が多くなり、単位が増加し
職員の不足が不安である。
職員の人数について、柔軟な対応は可能なの
か。

一斉臨時休校期間中の職員配置については、利
用区分１（放課後子供教室）は受入れを行わ
ないため、横浜市放課後キッズクラブ事業実施要
綱の別表１に定める職員最低配置基準ではな
く、横浜市放課後児童健全育成事業の設備及
び運営の基準に関する条例第10条第２項（支
援単位ごとに２人以上の配置）を満たして、運
営を行ってください。

3月2日

18

【キッズのみ】区分２定員増により、単位2になっ
た場合、職員数が約2倍になるが、職員配置は
どのような解釈になるか。

横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び
運営の基準に関する条例第10条第２項（支援
単位ごとに２人以上の配置）を満たして運営を
行ってください。

3月2日

19 【キッズのみ】一時利用はできないのか。

一斉臨時休校期間中においては、留守家庭児
童等の受入とするため、利用する場合には、区分
2への登録をお願いします。
ただし、２月28日の通知以前に既に一時利用の
予約があった場合には、利用者に必要性を確認
した上で受入れることは可能です。

3月2日

20
【キッズのみ】現在、登録しておらず利用をしてい
ない場合、区分２への申し込みは可能かどう
か。

可能です。ただし、区分２の利用料の他、傷害
見舞金制度（500円）を負担していただく必要
があります。

3月2日

21
【キッズのみ】区分２に登録している低学年児童
は「緊急受入れ」を利用しなければならないの
か。

「緊急受入れ」を利用していなくても、区分２登録
をしていれば、放課後キッズクラブを利用することが
できますが、登下校時は安全面を考え、できるだ
け一人で登下校しないよう、保護者へ伝えてくださ
い。

3月2日
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質問 回答 通知日

【事業所向け】FAQ　キッズ・はまっ子

22
【キッズのみ】キッズを利用するのに、なぜ区分を
変更しなければならないのか。5,000円の利用
料は必要か。

　一斉臨時休業期間中は、保護者が就労等で
不在にしている、留守家庭児童等を対象として受
け入れを行っているため、留守家庭児童等を対象
としている区分２への登録をお願いします。

3月2日

23
【キッズのみ】他の民間学童のお迎えのみで利用
する区分１の児童については利用できますか。

区分２への登録が必要になります。 3月2日

24
【はまっ子のみ】留守家庭児童等であることの証
明書について、様式はありますか。

放課後キッズクラブの就労証明書を使用し、作成
してください。様式は横浜市のHPに掲載してありま
す。
URL:
https://www.city.yokohama.lg.jp/busin
ess/bunyabetsu/kosodate/houkago-
kids/houkago-kids/kids-
youshiki.files/0076_20190403.xlsx

3月3日

25

【はまっ子のみ】はまっ子ふれあいスクールの就労
証明は、キッズクラブのものを代用するとのことだ
が、宛名等を放課後キッズクラブからはまっ子ふ
れあいスクールに訂正して提出をする必要がある
か

宛名等については、放課後キッズクラブ又ははまっ
子ふれあいスクールのいずれも可とします。

3月3日

26
一斉下校時間までは、塾などへの一時外出
（一時帰宅）は可能でしょうか。

現時点では、国から具体的な基準などは示されて
いませんが、感染症対策の観点から、外出は避け
るようにしてください。

3月3日

27
人口密度を下げるために、校庭や体育館以外
の学校施設の利用は可能でしょうか。

国から、密集性を回避し感染を防止する観点こと
から、教室等についても、積極的に活用するよう
に、通知がでています。教室等を追加で利用する
場合は、まずは、個別に、学校と調整してくださ
い。

3月3日

29 おやつ提供時に気をつけることはあるか

食事前の手洗いを徹底するとと共に、必要に応じ
てアルコール等による消毒を行ってください。
また、食事の際もできるかぎり周囲との距離を離す
と共に不用意な接触は避けるようお願いします。

3月3日

30 衛生管理で気をつけることはあるか

教室やトイレなど児童が利用する場所のうち、特
に多くの児童が手を触れる箇所（ドアノブ、手す
り、スイッチ等）は、１日に１回以上消毒液（消
毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等）を使
用して清掃を行ってください

3月3日
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質問 回答 通知日

【事業所向け】FAQ　キッズ・はまっ子

31

クラブの職員又は利用児童が新型コロナウイルス
に感染した場合、クラブは閉所するのでしょうか。
以前に発出された「コロナウイルス感染症その
４」は一部有効なのでしょうか。

当該校のクラブの利用児童及び職員が、新型コロ
ナウイルスに感染したことが判明した場合は、当面
の間、原則としてクラブを閉所します。

3月9日

32

【キッズのみ】春休み中も対象者は区分２児童
とのことですが、低学年で区分１の場合は、午
前中は、学校で14時頃まで受け入れてもらって
いました。春休みになると急に利用できなくなるの
でしょうか。

春休み期間中についても、新型コロナウイルス感
染症対策のため、留守家庭児童等の受入として
います。利用する場合には、区分2への登録をお
願いします。

3月9日

33
学校の一斉臨時休業は、春休み前までなのに、
放課後キッズクラブの春休みの対応について示し
たのはなぜですか。

放課後キッズクラブにおいては、春休み期間中の
対応を、早期に周知をすることで混乱を避けるた
め、現時点で実施している感染症の拡大防止対
策を春休み期間中も実施することとしました。

3月9日

34
４月５日以降は利用区分１も利用できるよう
になるのでしょうか。

今回は、春休み期間までの対応をお示しました。
それ以降の対応については、改めてお示しいたしま
す。

3月9日

35

健康観察票で、あてはまる症状に一つでも〇が
あったら、受入れできないのか。また、健康観察
票を忘れた場合、キッズクラブは利用できないの
か。

健康観察票にある症状が、一つでもあれば、利用
できません。なお、健康観察票を忘れた場合には
必要に応じてキッズクラブで健康観察票にある内
容をチェックし、問題がなければ利用することができ
ます。

3月9日

36 健康観察票は必ず使う必要があるのか。
参考様式であるため、各クラブの状況等に応じて
活用し、児童の健康状態の把握に努めてくださ
い。

3月9日

37
放課後での受入れの時間は14時30分としてい
たが、学校から受入れの時間を早めるよう（12
時など）要請があったが、どうすればよいか。

学校による緊急受入れの時間は、各学校の通常
の課業時間に準じるとしているため、通常であれば
給食が終了する日以降は課業時間が12時頃と
なります。そのため、放課後での受入れも課業時
間にあわせた時間となります。放課後での受入れ
時間については、学校とも調整をし、子どもの受入
先に隙間が生じないようにしてください。

3月9日
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質問 回答 通知日

【事業所向け】FAQ　キッズ・はまっ子

38
学校⾧からの要請により、既に卒業式の日は
「閉所」としているが、開所する必要があるのか。

卒業式の日は学校による緊急受入れがないことか
ら、学校からの要請により既に「閉所」としている場
合でも、学校にも相談をした上で開所し、区分２
（はまっ子の場合は留守家庭児童等）のみ受け
入れを行ってください。
なお、利用希望がない場合には、閉所することも
可としています。

3月9日
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