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放課後キッズクラブ 運営法人 各位 

横浜市こども青少年局  

 放課後児童育成課長  

 

市立学校における一斉臨時休業(教育活動の再開延期)について（通知） 

＜新型コロナウイルス感染症関連通知 その 15＞ 

 

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。 

小学校等の教育活動の再開に伴うキッズクラブの対応について、令和２年３月 30 日付こ

放第 1408号「今後の対応<新型コロナウイルス感染症関連通知 その 14>」にてお知らせし

ましたが、日々刻々と変化する状況の中、教育活動の再開は延期となりました。このため、

一斉臨時休業中の放課後キッズクラブにおける対応方針を別紙１のとおり改めてお知らせ

します。この通知をもって、上記通知は廃止します。 

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

さいますようお願いします。 

 

 ＜キッズクラブ開所の基本的な考え方＞ 

教育活動の再開延期に伴い、４月８日(水)～４月 20 日(月)まで、一斉臨時休業中の対

応を維持してください。 

 

 ＜学校の対応＞ 

（１）一斉休業期間：４月８日（水）～４月 20 日（月）まで 

（２）緊急受入れ実施期間：４月８日（水）～４月 20 日（月）まで 

   ※緊急受入れの対象は、１年生～４年生、個別支援学級の児童、保護者等から障害

等により支援が必要であることなどを理由として、受入れの申し出があった５、

６年生の児童 

なお、１年生については、学校に初めて通うことになるため、緊急受入れを利用

する場合、発達の段階等に応じて、原則、保護者等が送迎を行うなどの配慮を求

めています。 

（３）４月 21 日（火）以降の取扱いについては、今後の状況を踏まえて４月 13 日（月）

を目途に教育委員会から通知がある予定です。 

 

   ※入学式、始業式等については、既に通知している通り、感染拡大防止の措置を講じた上で

実施することとしています。 

 

 

 

 

 

 



 ＜添付資料＞ 

別紙１ 各クラブでの対応と留意事項 

別紙２ 市立学校における一斉臨時休業（教育活動の再開延期）に伴う対応について 

（通知）（令和２年４月３日 教小企 76号） 

別紙３ 新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課

後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について（依頼）（令和２年

３月 24日 教小企 4984号） 

別紙４ 保護者への周知文 

別紙５ 事業者向けＦＡＱ（放課後キッズクラブ） 

別紙６ 健康観察票(参考様式) 

 

こども青少年局放課後児童育成課 

℡：671-4068・671-4152 
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キッズクラブの対応と留意事項 

 

１ ４月８日(水)～４月 20日(月)の受入児童及び受入時間について 

（１）対象児童：区分２の登録児童のみ 

（２）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 

   【土曜日】      ８時 30分から 19時まで 

※緊急的な事態のため、引き続き、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） 

    ※５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、緊急受入れの終了時間が早まるため、その時刻に合わせて受入れをお

願いします。また、土曜日は８時 30分から受入れをしてください。 

（３）一時利用について 

引き続き、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、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け入れることは可能です。 

 

２ 開所・受入れにあたっての留意事項 

（１）感染防止について 

国の専門家会議の提言を踏まえ３つの条件が同時に重ならないよう、①換気の悪い

密閉空間にしないための換気の徹底、②多くの人が手の届く距離に集まらないための

配慮、③近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える など、保健管理や環境衛

生を良好に保つような取組を進めてください。 

また、衛生管理については、３月３日に「新型コロナウイルス感染防止のための学

校の臨時休業に関しての対応について（通知）〈新型コロナウイルス感染症関連通知そ

の８〉」に添付した、「子供の居場所の確保に係る衛生管理について」に示されている

感染症対策を引き続き徹底してください。 

 

（２）開所時間について 

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

別紙１ 
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願いします。学校による緊急受入れとキッズクラブの開所時間に隙間が生じないよう

にしてください。 

 

（３）学校施設の活用について 

通常、使用しているキッズルームに加え、必要な環境を確保するために、校庭・体

育館・図書室・特別教室等の利用を学校と調整してください。 

なお、学校施設の活用を推進するため、教育委員会事務局から学校長に向けて、協

力を依頼しています。 

 

（４）健康観察について 

学校による緊急受入れに参加しない児童（５年生以上）には、「健康観察票」(参考

様式あり)を活用し、児童の健康状況の把握に努めてください。 

 

（５）臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の学校施設の利用について 

密集性を回避し感染を防止する観点から、放課後児童クラブ等から、教室、学校

図書館、体育館、校庭等、学校施設の活用の要請があった場合は、放課後キッズク

ラブの活用状況を踏まえ、スペースや安全性の確保が可能かどうかを検討した上

で、学校施設の開放に協力するよう、教育委員会事務局から学校長あてに通知が発

出されています。(別添３ 新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時

休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について

（依頼）（令和２年３月 24日 教小企 4984号） 

通常期において、学校施設を利用している児童クラブでは、施設管理者である学

校長をはじめ、同じ時間帯に学校施設を使用する放課後キッズクラブとも連携・情

報共有を密にした上で活動をしています。児童の健やかな成長のためには、学校関

係者、放課後キッズクラブ関係者、放課後児童クラブ関係者が、実施主体にかかわ

らず立場を超えて、放課後児童対策について連携することが重要です。学校、放課

後児童クラブから活動場所について相談があった場合には、柔軟に対応していただ

きますよう、お願いいたします。 

 

（６）各事業所が主催するイベントや会議の自粛 

各事業所が主催するイベント、会議（評議会・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」（別添４）を作成しました。大変お手数をおかけしますが、何らかの
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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


令和２年４月○日 

保護者の皆様へ 

こども青少年局放課後児童育成課 

教育活動の再開延長に伴う「放課後キッズクラブ」の対応について 

日々刻々と新型コロナウイルス感染症の状況が変化している中、現時点では教育活動を

再開することのリスクを考慮し、市立学校における教育活動の再開は延期となりました 。 

教育活動の再開延長に伴い、４月８日(水)～４月 20 日(月)まで の放課後キッズクラブ

の対応は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、４月 21 日以降の対応については、後日改めてお知らせします。 

１ 放課後キッズクラブの利用について 

利用区分２ 

１年生～４年生、個別支援学級等の利用区分２の児童は、緊急受入れ時間終了後から 19

時まで利用ができます。 

５年生以上の利用区分２の児童は、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。 

(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。

・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。

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 

別紙４

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

1 区分１の通常通りの再開はいつなのか。 今後の状況等を踏まえ、改めて通知します。 4月3日

2 なぜ一時利用ができないのか。

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、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。

4月3日

3 朝から開所することはできないのか。

午前中については、学校による緊急受入れがあるため、
キッズクラブの開所は学校の課業時間終了後となります。
なお、３月の一斉臨時休業とは異なり、学校による緊急
受入れの対象は、１年生から４年生までに拡大されてい
ます。また、個別支援学級の児童(全学年)、保護者等
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、
受入の申し出があった５、６年生の児童も対象となりま
す。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。

4月3日

4 4月21日以降の対応はいつ示してもらえるのか。

４月21日（火）以降の取扱いについては、今後の状況
を踏まえて４月13日（月）を目途に教育委員会から通
知がある予定です。学校の対応等を踏まえた上で検討
し、改めて通知します。

4月3日

5 区分１であるが、キッズを利用したい。

区分２への登録をお願いします。
シフト勤務や短時間勤務等により、17時以降の勤務の
実態がない場合でも、就労している場合には、利用区分
２の登録は可能です。

4月3日

6 活動にあたっての注意事項は。

３つの条件が同時に重なる場を避けることはもちろんのこ
と、こまめな手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症
対策を行ってください。また、学校にも相談を行った上で活
動を実施してください。

4月3日

【事業所向け】FAQ　キッズクラブ
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質問 回答 通知日

【事業所向け】FAQ　キッズクラブ

7 キッズクラブの活動によって感染リスクが高まるの
では。

学校から体育館、校庭、図書室、空き教室等の学校施
設を提供していただき、児童の活動を分散させることや、こ
まめな手洗い、咳エチケット、換気、近距離での会話をし
ないような活動の工夫などを徹底することで、「３つの条
件」が重ならないよう取り組んでください。

4月3日

8 手洗いはアルコール消毒を必ずする必要はある
のか。

基本的には、流水と石けんで手洗いを行います。流水が
できない場合には、アルコールを含んだ手指消毒薬を使
用することが考えられます。

<引用：新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，
中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育
活動の再開等に関するQ&Aの送付について（3月26日
時点）>
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus
/index.html

4月3日

9 児童はマスクを必ず着用する必要はあるのか。

基本的な考え方として、児童の間に飛沫のかからないよう
な十分な距離（多くの児童等が手の届く距離に集まらな
い状態）があり、かつ、換気を適切に行っている室内や屋
外である場合には、マスクの着用は必ずしも必要ではあり
ません。

<引用：新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，
中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育
活動の再開等に関するQ&Aの送付について（3月26日
時点）>
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus
/index.html

4月3日
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別紙5

質問 回答 通知日

【事業所向け】FAQ　キッズクラブ

10 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。

4月3日

11 換気は具体的にどのようにすればよいのか（頻
度等について）。

教育活動中は、休み時間ごとに２方向のそれぞれ１つ以
上の窓（対角線上の窓を開けると換気がスムーズに行わ
れます）を広く開けて換気を行うとともに、授業中も２方
向それぞれ１つ以上の窓を開けておくことが望ましいと考え
られているため、これに準じた対応を行ってください。

<引用：新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，
中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育
活動の再開等に関するQ&Aの送付について（3月26日
時点）>
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus
/index.html

4月3日

12 窓のない部屋はどうしたらよいか。

まずは学校と相談をし、換気ができる部屋で活動を行って
ください。窓がない部屋は十分に換気をすることが難しいこ
とがあるため、常時、入り口を開けておいたり、換気扇を用
いたりするなどして十分に換気に努めます。また、活動中は
人の密度が高くならないように配慮してください。

<引用：新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，
中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育
活動の再開等に関するQ&Aの送付について（3月26日
時点）>
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus
/index.html

4月3日



4 ページ

別紙5

質問 回答 通知日

【事業所向け】FAQ　キッズクラブ

13 体育館でも換気は必要か。

換気は感染防止の観点から重要であり、人の密度が低
い状態でも喚起に努めるようにしてください。

<引用：新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，
中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育
活動の再開等に関するQ&Aの送付について（3月26日
時点）>
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus
/index.html

4月3日

14 消毒はどのような範囲で行えばよいか。

利用する活動場所のうち、特に多くの児童が手を触れる
場所（ドア、スイッチなど）は、１日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
して清掃を行うようにしてください。物品については共用す
ること自体、避けることができれば避けるようにしますが、共
用を避けるのが難しいものについては、使用後に手洗いを
するように指導することなどが考えられます。

<引用：新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，
中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育
活動の再開等に関するQ&Aの送付について（3月26日
時点）>
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus
/index.html

4月3日

15 おやつは17時前に提供して良いのか。 構いません。 4月3日
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16 開所時間は何時か。

学校による緊急受入れ終了後になります。給食の有無
等の年間計画によって課業時間が異なるため、放課後で
の受入れ時間については、学校と情報を共有し、キッズク
ラブが開所するまでの時間に隙間が生じないようにしてくだ
さい。
土曜日は８時30分から開所します。

4月3日

17 感染予防の観点からの広さの基準は示されるの
か。

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ていま
す。
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。

4月3日

18

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。

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
るとともに、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。

4月3日

19 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。

4月3日

20
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。

4月3日
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21

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。

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。

4月3日

22
区分２の児童の増加により、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。

4月3日

23 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。

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。 4月3日

24 区分２は一斉下校前の時間であっても保護者
による迎えが必須なのか。

一斉下校前であれば、保護者による迎えは求めていませ
んが、児童が一人帰りする場合には、保護者と児童本人
で安全を十分に確認した上で行うように説明してください。
１年生については、臨時休業に伴いグループ下校等によ
る慣らしもないことから、保護者によるお迎えを原則とし、
一人で帰宅することがないようにしてください。

4月3日

25 おやつ提供時、昼食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ともに
不用意な接触は避けるようお願いします。

4月3日
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26

「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。 4月3日

27 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）

4月3日



【放課後キッズクラブ用】 

放課後キッズクラブ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。 

学校による緊急受入れに参加せずにキッズクラブを利用する場合には、

キッズカードと一緒に持参してください。

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

・ ℃

・ ℃

・ ℃

・ ℃

・ ℃

・ ℃

・ ℃

・ ℃

・ ℃

・ ℃

・ ℃
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