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令和２年３月 12 日 

放課後キッズクラブ  

はまっ子ふれあいスクール  

放課後児童クラブ 

放課後児童健全育成事業 運営主体各位 

横浜市こども青少年局 

 放課後児童育成課長 

保育所等における新型コロナウイルスへの対応について（通知） 

＜新型コロナウイルス感染症関連通知 その 11＞ 

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。 

今般、厚生労働省より、「社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルスの集団感染を

防ぐための取組み」、「放課後児童健全育成事業における新型コロナウイルス感染症への対応

にかかる Q＆A」について別添の事務連絡がありました。 

また、上記に伴い、事業所向け FAQ を更新しましたので、周知します。 

各事業所におかれましては、事務連絡等を参考に、引き続き感染症対策に取り組んでいた

だきますよう、お願いいたします。 

<添付資料> 

別添１：事業所向け FAQ 

別添２：社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐため

に」の周知について（厚生労働省 事務連絡 令和２年３月９日） 

別添３：放課後児童健全育成事業における新型コロナウイルス感染症への対応にかか

る Q＆Aについて（令和２年３月 11 日現在）（厚生労働省 事務連絡 令和

２年３月 11 日） 

（担当） 

こども青少年局放課後児童育成課 

担当：中澤、秦（放課後児童クラブ、放課後児童健全育成事業） 

℡：671-4446 

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 



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。低年齢児
の場合は、すぐに超えてしまう場合もある。必ず
遵守しなければならないか。

 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。
国から示された「新型コロナウイルス感染症についての相
談・受診の目安」に基づき、通所を避けるよう要請する場
合の発熱の目安を37.5℃としているところです。ただし、
平熱が高い児童もいますので、37.5℃を発熱の目安とす
るととに、発熱以外にも体調不良(発熱、せき、倦怠感、
息苦しさ、頭痛の症状等)の症状が見られる時には、保
護者と連携し、まずは通所を控え、児童の様子を見るよう
に伝えてください。
その結果、症状が改善しない場合には、かかりつけ医に受
診し、通所に関して医師に相談してください。

※新型コロナウイルスについての相談窓口は、NO.40のと
おりです。

 3月2日
3月12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/business/b
unyabetsu/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
また、定期的な換気も併せて行ってください。

 3月３日
3月12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

39

「呼吸器症状がある場合は、通所を避けてもらう
よう要請」となっているが、新型コロナウイルス感
染症以外の疾患からくる症状（ぜん息など）
で、感染性のものではないと医師から診断が出
ている場合の取り扱いはどのようにすべきか。

呼吸器症状等が感染性のものではないと医師が判断し
た場合は、通所を避けてもらう必要はありません。
※新型コロナウイルスについての相談窓口は、NO.40のと
おりです。

3月12日

40
新型コロナウイルス感染症について相談したい場
合、どこに相談すればよいか。

新型コロナウイルス感染症について相談したい場合は、次
の相談窓口にお問合せください。

＜新型コロナウイルス感染症についての一般的な相談＞
　横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター
　【電話】045-550-5530（９時～21時）

＜新型コロナウイルス感染症が疑われる場合」の相談＞
　新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者相談センター
　【電話】045-664-7761（９時～21時）

3月12日
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事 務 連 絡 

令和２年３月９日 

 

  都道府県   

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市   

 

               厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室  

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課  

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課  

厚生労働省子ども家庭局母子保健課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課  

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」 

の周知について 

 

 

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応については、「新

型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、

社会福祉施設等の対応について」（令和２年２月 28 日付厚生労働省医政局ほか

事務連絡）等において、お示ししてきたところである。 

 社会福祉施設等の職員が新型コロナウイルスに感染する事例が報告されてい

るが、社会福祉施設等において感染拡大の防止を図る観点からは、職員におい

ても、職場はもとより、職場外でも感染拡大を防ぐための取組を進めることが

重要である。このため、社会福祉施設等の職員においては、別紙「新型コロナウ

イルスの集団感染を防ぐために」を踏まえ、換気が悪く、人が密に集まって過

ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を徹底いただけるよう、

管内の社会福祉施設等に対する周知をお願いするとともに、都道府県において

は、管内市町村（特別区を含む。）に対する周知をお願いしたい。  



＜感染経路の特徴＞

◆これまでに国内で感染が明らかになった方のうちの８割の方は、他の人に
感染させていません。
◆一方、スポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、雀荘、スキーの
ゲストハウス、密閉された仮設テントなどでは、一人の感染者が複数に感染
させた事例が報告されています。

このように、集団感染の共通点は、特に、

「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定

多数の人が接触するおそれが高い場所」です。

感染拡大を防ぐために

新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために

国内では、散発的に小規模に複数の患者が発生している例がみられます。
この段階では、濃厚接触者を中心に感染経路を追跡調査することにより感染
拡大を防ぎます。

今重要なのは、今後の国内での感染の拡大を最小限に抑えるため、

小規模な患者の集団（クラスター）が次の集団を生み出すことの防止です。

※「小規模患者クラスター」とは

感染経路が追えている数人から数十人規模の患者の集団のことです。

国民の皆さまへのお願い

◇ 換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まる
ことを避けてください。

◇ イベントを開催する方々は、風通しの悪い空間や、人が至近距離で会話する
環境は、感染リスクが高いことから、その規模の大小にかかわらず、その開催

の必要性について検討するとともに、開催する場合には、風通しの悪い空間
をなるべく作らないなど、イベントの実施方法を工夫してください。

これらの知見は、今後の疫学情報や研究により変わる可能性がありますが、現時点で最善と
考えられる注意事項をまとめたものです。

厚生労働省では、クラスターが発生した自治体と連携して、クラスター発生の早期探知、専門
家チームの派遣、データの収集分析と対応策の検討などを行っていくため、国内の感染症の専
門家で構成される「クラスター対策班」を設置し、各地の支援に取り組んでいます。

令和2年3月1日版

TCPKX
テキスト ボックス
別紙



事 務 連 絡 

令和２年３月 11 日 

 

 

         

 

 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

 

 

放課後児童健全育成事業における新型コロナウイルス感染症への対応にかかる 

Q＆A について（令和２年３月 11 日現在） 

 

平素より、子ども・子育て支援の推進にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

今般、小学校、中学校、高等学校等については、現に感染が拡大していない地域に

おいても、感染のリスクを予防する観点から、春休みの前段階として、臨時休業が要

請され、これに伴い、放課後児童健全育成事業を柔軟に運営していただいているとこ

ろです。学校等の臨時休業中にかかる放課後児童健全育成事業の運営に関する取扱い

について、Q&A にとりまとめましたので、管下の放課後児童クラブに対して周知をお

願いするとともに、都道府県におかれては、管内の市町村（特別区を含む。）に対する

周知をお願いします。なお、新型コロナウイルス感染症については、日々状況が変化

しておりますので、その点ご留意いただくとともに、遺漏無きよう周知についてご配

意のほどお願いいたします。 

 

 

 

  

都道府県 

各 指定都市 

中 核 市 

放課後児童健全育成事業ご担当者様 



放課後児童クラブにおける新型コロナウイルス感染症への対応にかかる Q&A 

 

（放課後児童クラブの開所関係） 

 

問１ 学校は臨時休業するのに、なぜ放課後児童クラブはしないのか。 

 

 ○ 放課後児童クラブについては、保護者が働いており、家に１人でいることがで

きない年齢の子どもが利用するものであることから、原則として引き続き開所い

ただくこととしております。 

ただし、放課後児童クラブにおいても、感染の予防に最大限配慮することが必

要であり、「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した

場合の対応について（第二報）（令和２年２月 25 日付け事務連絡）」①児童や職

員が罹患した場合や、地域で感染が拡大している場合には、市区町村の判断の下、

臨時休所が行われうるとともに、②開所する場合にも、手洗いなどの感染拡大防

止の措置を講ずるなど、感染の予防に努めるよう周知しているところです。 

 

 

問２ 放課後児童クラブにおいて感染してしまった子どもが出た場合、市区町村はま

ず何をすべきか。 

 

 〇 都道府県の保健衛生部局等と連携の上、感染者の状況の把握とともに、濃厚接

触者の範囲の確認を行い、休所について判断を行ってください。休所に関する措

置については「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生し

た場合の対応について（第二報）（令和２年 2 月 25 日付事務連絡）」で示してい

るところです。 

 〇 他の保護者への周知については、個人情報に十分配慮した上で、 

  ・現時点での休所予定期間 

  ・休所中の健康観察とその連絡（症状が出たら保健所とともに放課後児童クラブ

にも必ず連絡するよう依頼） 

  ・代替事業の紹介（ファミリー・サポート・センターやベビーシッター等） 

  ・利用料等の取扱い 

  ・今後の連絡先や相談窓口 

  などについて情報提供及び要請を行ってください。 

 〇 感染症対策としての消毒については、保健所の指示に従い、施設の消毒を行っ



てください。 

 〇 感染した子ども等に対して、偏見が生じないよう、人権に配慮した対応が必要

です。また、休所に際し子どもや保護者に過度の不安を生じさせないために、新

型コロナウイルス感染症について正しい認識や感染症対策を含めた理解を深め

られるよう情報提供を行ってください。 

 

 

問３ 子どもが濃厚接触者に特定された場合どのように対応すべきか。 

 

 ○ 子どもが感染者の濃厚接触者に特定された場合には、当該子どもの保護者に対

し、市区町村は通所を避けるよう要請することとしています。なお、この場合に

おいて、通所を避ける期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算

して２週間を目安としております。 

 

 

（衛生管理について） 

 

問４ 新型コロナウイルス感染症の予防のために注意すべきことはあるか。 

 

〇 まずは、一般的な感染症対策や健康管理を心がけてください。最も重要な対策

は手洗い等により手指を清潔に保つことです。具体的には、石けんを用いた流水

による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行ってください（適切な

手洗いの手順等については『保育所における感染症対策ガイドライン（2018 年改

訂版）』の P14 等をご参照ください。）。また、新型コロナウイルス感染症対策と

して、手が触れる机やドアノブなど物の表面には、消毒用アルコールの他、次亜

塩素酸ナトリウムによる消毒が有効です。 

  定期的な換気も併せて行ってください。特に、行事等により、室内で多くの子

どもたちが集まる場合には、こまめな換気が重要です。 

  なお、放課後児童クラブの現場においてマスク等が必要というご意見も伺って

おり、マスク等の需給の状況も踏まえながら、在庫の不足する放課後児童クラブ

等に対して、マスク等を供給するスキームについて検討を進めているところです。 

 

『保育所における感染症対策ガイドライン（2018 年改訂版）』  

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf 



 

 

問５ ３月２日付通知の子どもの居場所の確保に係る衛生管理についての「別紙」は、

放課後児童クラブには適用されるか。 

 

○ 当該通知の「別紙」は学校が子どもを預かる際の留意点について示したもので

あり、放課後児童クラブを念頭に置いたものではありません。 

○ 学校においても、あくまでも衛生管理の際に参考としていただきたいという趣

旨で示したものであり、具体的な運用については、それぞれの施設の状況や子ど

もの実態に応じて柔軟に対応いただく位置付けの資料です。 

○ 一方、放課後児童クラブにおいても感染症対策は重要であり、３月２日付けの

通知では、密集性を回避し感染を防止する観点等から、学校の教室等の活用を促

したところです。 

○ 放課後児童クラブにおいては、本通知の別紙を可能な範囲で参考にし、衛生管

理に留意していただきたいと考えます。 

 

 

（通所を避けるよう要請する目安） 

 

問６ 発熱の目安が 37.5℃とされているが、低年齢児の場合すぐに超えてしまう場

合もある。必ず遵守しなければいけない基準か。 

 

○  「「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応

について（令和２年２月 17 日付事務連絡）」に基づき、通所を避けるよう要請す

る場合の発熱の目安を 37.5℃としているところです。ただし、発熱の判断をする

際には、平熱に個人差があることについて留意することが求められます。また、

今般の新型コロナウイルスを発症した人の中には、あまり高い熱が出ないケース

も見受けられます。平熱が高い子どもの個々の取り扱いについては、主治医や地

域の医療機関に相談するとともに、判断に迷う場合は市区町村や保健所とも相談

の上対応してください。 

 

 

問７ 発熱や呼吸器症状が有る場合は通所を避けてもらうよう要請となっているが、

ぜん息など、新型コロナウイルス感染症以外の疾患からくる症状で、感染性のも

のではないと医師から診断が出ている場合の取り扱いはどのようにすべきか。 



 

○ 新型コロナウイルスの感染拡大の防止の観点から、発熱や呼吸器症状など風邪

症状がある場合は通所・出勤の回避を要請していただくよう、「保育所等におけ

る感染拡大防止のための留意点について（令和２年２月 25 日）」でお伝えしたと

ころです。ただし、呼吸器症状等が感染性の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。なお、症状等で心配がある場合には、主治医や地域の

医療機関に相談するとともに、市区町村や保健所とも相談の上対応してください。 

 

 

問８ 今般の小学校等の臨時休業に伴い、人的体制を確保する観点から、小学校の教

職員に加え、春休み中の大学の学生等の協力のもと放課後児童クラブを運営する

ことは可能か。 

 

○ 人的体制の確保の観点から有効であると考えられるため、当該学生が就業又は

ボランティアとしてクラブの業務に携わることは問題ありません。ただし、感染

の予防に十分留意するとともに、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に係る

市町村が条例で定める基準を満たしていただく必要があることに留意してくだ

さい。 

 

 

問９ 閉館中の児童館において放課後児童クラブを実施している場合、児童館内のホ

ールや図書室を放課後児童クラブの登録児童が使用することは可能か。 

 

○ 可能です。 

○ 「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての保育所

等の対応について」（令和２年２月２７日事務連絡）において、放課後児童クラブ

については、感染の予防に留意した上で、原則として、開所いただくこととして

いるところです。児童館で実施するクラブについては、児童の密集を回避し、感

染のリスクを予防する観点からも、御指摘のホールや図書室などのスペースも活

用しながら開所していただくことが望ましいです。 

 

 

問10 「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後

児童健全育成事業の優先利用に関する留意事項について」（令和２年３月４日付

け子子発第１号厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知）（以下「令和２年

通知」とする。）において、放課後児童クラブの優先利用についての考え方が示さ

れているが、この通知をもって、「放課後児童健全育成事業の事務手続に関する



留意事項について」（平成28年９月20日付け雇児総発0920第２号）（以下「平成28

年通知」とする。）は廃止となるのか。 

 

○ 平成28年通知について、廃止とはなりません。 

○ 今般の小学校等の臨時休業に伴い、従来の放課後児童クラブの利用児童数より

ニーズが高まることが考えられることや新型コロナウイルス感染症対応のため

医療体制を維持する必要があること等により、これまで以上に優先的な利用が求

められる場合が考えられます。そのため、平成28年通知においてお示ししている

考え方に加えて、令和２年通知において保護者が医療・介護職や保育士などの社

会的要請が強い職業等に就いている場合などについても優先利用の対象と考え

られることをお示ししたところです。 
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