
こ 放 第 7 3 号 

令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 日 

放課後児童健全育成事業所 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 

緊急事態宣言を踏まえた放課後児童健全育成事業の対応について（通知） 

＜新型コロナウイルス感染症関連通知 その 16＞ 

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。 

令和２年４月７日に新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言

が、神奈川を含む 7都府県に出され、これに基づき、県において「特措法に基づく緊

急事態措置に係る神奈川県実施方針（以下実施方針）」が示されました。 

実施方針に基づき、県からは、当面は、外出抑制を最優先に取り組むこととし、放

課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業所）を含む日常生活の維持に必要な事業活

動については、感染防止対策に留意の上、引き続き事業の継続を求める旨が示されま

した。 

一方、４月７日付の国からの事務連絡では、緊急事態宣言後の保育所等の対応につ

いて、都道府県から放課後児童健全育成事業所の使用の制限等が要請されていない場

合においても、市町村は、規模を縮小して実施することを検討するとされ、この場合に

は、感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対し、市町村の

要請に基づき、園児の登園を控えるようにお願いすることなどが考えられると示され

ています。 

県の基本的な考え方及び国の事務連絡を踏まえ、本市としての対応は、以下のとお

りです。 

１ 放課後児童健全育成事業所の対応方針(４月８日(水)～５月６日(水)) 

原則として開所します。 

併せて、一層の感染拡大防止のため、クラブを利用せずに、家庭で過ごすこと

が可能な場合においては、期間中（令和２年４月８日から５月６日まで）は、保

護者に利用を控えるようお願いすることとします。 

ただし、クラブの判断で利用希望者がいるのにもかかわらず閉所したり、利用

を断ることのないよう、ご注意ください。 

（1） 放課後キッズクラブ

原則として開所（区分２のみ）します。（詳細は別紙１「キッズクラブの対応

と留意事項」のとおり） 

（2） 放課後児童クラブ

原則として開所します。

※長期休業期間中に準じた開所については、クラブの状況に応じて判断して

ください。 

※学校による緊急受入れの対象となる条件に合致するご家庭に対しては、そ

の利用を保護者に求めるなどの柔軟な対応をお願いします。 



（3） 利用料について 

   期間中（４月８日～５月６日）、クラブの利用を控えた方の利用料について

は、内閣府が示した「令和２年度補正予算（案）の概要」にあるとおり、日割

りの利用料を返還していただきます。本市としては、国が実施する財政支援策

の基準に沿って、利用料の返還相当額を支援することになりますが、まだ国か

ら上限額や対象範囲等の詳細は示されていませんので、詳細が判明しましたら、

改めてご連絡します。各クラブにおかれましては、期間中の児童の利用状況の

記録をお願いたします。 

 

２ 緊急事態宣言の発令に伴う市立小学校の対応 

（1） 一斉休業期間：４月８日（水）～５月６日（水）まで 

（2） 緊急受入れ実施期間：４月８日（水）～５月６日（水）まで 土日・祝日除く 

※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） 緊急事態宣言の発令を受け、当面の間、「登校日」は実施を見合わせることと

なりました。（校庭開放は予定通り実施） 
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別紙３  緊急事態宣言の発令に伴う市立学校における一斉臨時休業について（通知）

（令和２年４月８日 教小企 155 号） 

別紙４  保護者への周知文 

別紙５  緊急事態宣言を踏まえた放課後児童健全育成事業の対応について(依頼)
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こども青少年局放課後児童育成課 

放課後キッズクラブ担当 
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放課後児童クラブ担当 

℡：671-4446 
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キッズクラブの対応と留意事項（令和２年４月９日）

※「令和２年４月３日付 新型コロナウイルス感染症通知 その 15」からの変更点は下線部分です。

１ 緊急事態宣言実施期間（４月８日（水）～５月６日（水））の対応について 

（１）対象児童：区分２の登録児童のみ

※一層の感染拡大防止のため、家庭での保育が可能な場合においては、期間中（令和

２年４月８日から５月６日までは、保護者に利用を控えるようお願いすることとし

ます。ただし、クラブの判断で利用希望者がいるのにもかかわらず閉所したり、利

用を断ることのないよう、ご注意ください。 

（２）受入時間

【緊急受入れ実施日】学校の緊急受入れ時間終了後（各学校の通常の課業時間終了後） 

から 19 時まで 

【土曜日】     ８時 30 分から 19 時まで 

※緊急受入れは、切れ目のない児童の居場所の確保の観点から、こども青少年局と教

育委員会事務局で協議の上、４月８日付け 教小企第 155 号通知の通り、実施期間

及び実施時間を設定していることについて、学校長あてに通知を発出しています。

（別紙５「緊急事態宣言を踏まえた放課後児童健全育成事業の対応について(依頼)

（令和２年４月８日 こ放第 77 号）」） 

※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。 

（４）利用料について

期間中、今回の本市からのお知らせによって、クラブの利用を控えた方の利用料に

ついては、今後、国が実施する財政支援策の基準に沿って、後日、日割りの利用料を

利用者に返還していただく予定です。現在、対応を検討中ですので、詳細が決まりま

別紙１ 
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したら改めてご連絡します。各クラブにおかれましては、期間中の児童の利用状況の

記録をお願いたします。 

 

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

願いします。 

なお、緊急事態宣言の発令に伴い、学校による「登校日」は当面の間、実施を見合

わせることとなりました。 

土日・祝日を除く日については、学校による「緊急受入れ」があるため、学校と情

報共有を密に行い、学校とキッズクラブの受入れの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」(「令

和２年４月３日付 新型コロナウイルス感染症通知 その 15」参照)を活用し、児童

の健康状況の把握に努めてください。 
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（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。(「令和２年４月３日付 新型コロナウイルス感染症通知 その

15」参照） 

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。 

 

（７）閉所した場合について 

期間中、利用児童がいない場合は閉所とすることができますが、閉所の場合でも減

算対象としません。 

 

３ 利用区分２の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４）を作成しました。大変お手数をおかけしますが、利用区分

２の登録者には、必ずお渡しください。 

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) 



次育第 1076 号 

令和２年４月７日 

各市町村子ども・子育て支援新制度主管課長 殿 

神奈川県福祉子どもみらい局 

子どもみらい部次世代育成課長 

新型コロナウィルス感染症まん延防止のための緊急事態宣言への対応について 

本県の保育行政の推進につきまして、日ごろから御理解、御協力をいただき厚く

お礼申し上げます。 

標記の件につきまして、新型コロナウィルス感染症まん延を防止するため、令和

２年４月７日付けで、政府から新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣

言が出されました。 

 本県における対応は別紙のとおりとしますので、各市町村におかれましては、保

育所等へ周知するとともに、別紙記載の対応をお願い致します。 

問合せ先 

（別紙 1,2(1)～(3),2(5)～(7),3～5） 

保育・待機児童対策グループ 

電話 045（210）4663 

（上記以外） 

子育て支援人材グループ 

電話 045（210）4687 

別紙２ 



 

別紙 

 

１．基本的考え方 

 別添「特措法基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」（以下「実施方針」と

いう。）のとおり、県では、令和２年４月７日から同年５月６日までの間、神奈川県

全域において、県民の外出の自粛を要請することとしました。 

一方で、実施方針では、県民の日常生活の維持に必要な事業活動については、感

染防止対策に留意の上、緊急事態措置の期間中も継続を要請することとしており、

保育所等については、別添のとおり、引き続き事業の継続を求めることとなりまし

た。 

 そのため、県内の保育所等については、今まで通り開所し、子どもの受入れを行

っていただくようお願いします。 

 なお、今後、外出自粛要請の効果を見極めた上、必要と判断された場合は、法に

基づく使用制限が行われる可能性もありますのでご承知おきください。 

 

２．本通知の対象となる施設・事業について 

 本通知の対象となる施設・事業は、以下のとおりです。 

(1) 保育所 

(2) 認定こども園（２・３号認定児） 

(3) 地域型保育事業 

(4) 放課後児童健全育成事業 

(5) 認可外保育施設  

(6) 病児保育事業 

(7) 一時預かり事業（幼稚園型） 

(8) 子育て援助活動支援事業 

(9) 子育て短期支援事業 

※ 上記施設・事業は、新型インフルエンザ特別措置法施行令第 11 条に定める「学校、保育所

その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービスを提供する施設」

に該当する施設・事業を記載しています。 

 

３．期間 令和２年４月７日（火）～５月６日（水） 

 

４．対象となる区域 神奈川県全域 

 

５．対応状況の報告 

 市町村における対応状況を別添調査票によりご報告ください。 

 期限 令和２年４月８日（水）  



 

参考 

 

＜新型インフルエンザ特別措置法第 45 条第 2項＞ 

 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん

延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため

必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当

該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設（通所又は短期間の入所により

利用されるものに限る。）、興行場（興業法（昭和 23 年法律第 37 号）第１条第１項に規定する興

行場をいう。）その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用

して催物の開催する者（次項において「施設管理者等」という。）に対し、当該施設の使用の制

限もしくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請す

ることができる。 

 

＜神奈川県新型インフルエンザ等対策行動計画＞ 

 県は、特措法第 45 条第２項に基づき、学校、保育所等（特措法施行令第 11 条に定める施設に

限る。）に対し、期間を定めて、施設の使用制限（臨時休業や入学試験の延期等）の要請を行う。 

 

＜新型インフルエンザ特別措置法施行令第 11 条＞ 

 法第 45 条第２項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第

３号から第 13 号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が 1,000 平方メート

ルを超えるものに限る。 

１ 学校（第３号に掲げるものを除く。） 

２ 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福

祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設（通所又は短期間の入所の用に供する部分に

限る。） 

３ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する大学、同法第 124 条に規定する専修

学校（同法第 125 条第１項に規定する高等課程を除く。）、同法第 134 条第１項に規定する各種

学校その他これらに類する教育施設 

（以下、略） 



　＜別　　添＞









 
事 務 連 絡 

令和２年４月７日 

 

 

 

 

  都 道 府 県   保育主管部（局） 

各 指 定 都 市   地域子ども・子育て支援事業主管部（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子育て支援課 

 

   

 

緊急事態宣言後の保育所等の対応について 

 

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、当面の間の登園回

避及び保育所等の臨時休園の措置に関する方針等については、これまで「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）などでお示ししてきたところ

ですが、このたび新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31

号）第 32 条に基づく緊急事態宣言が発出された後の保育所等の対応について、

別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。都道府県におかれまして

は、管内市区町村に対する周知をお願いいたします。 

また、ご不明な点等があれば、以下に御連絡・御相談ください。 

 

（保育所、地域型保育事業所、一時預かり事業について） 

厚生労働省子ども家庭局保育課 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８５４，４８５３） 

ＦＡＸ：０３－３５９５－２６７４ 

E-mail：hoikuka@mhlw.go.jp 

 

（認可外保育施設について） 

厚生労働省総務課少子化総合対策室 

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４８３８） 

ＦＡＸ：０３－３５９５－２３１３ 

E-mail：ninkagaihoiku@mhlw.go.jp 

 

 



 
（利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業、放

課後児童クラブ、児童厚生施設について）  

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課  

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４９６６）  

ＦＡＸ：０３－３５９５－２７４９  

E-mail：clubsenmon@mhlw.go.jp 

  



 
緊急事態宣言後の保育所等の対応について 

（令和２年４月７日時点） 

本日、緊急事態宣言が発出されたところであるが、保育所等における対応につ

いて、以下のとおりお示しする。新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条

第１項第２号で指定された都道府県内の市区町村における対応については、１

を参照いただきたい。それ以外の地域における対応については、２を参照いただ

きたい。 

 

（保育所について） 

１．新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第１項第２号で指定された

都道府県内の市区町村においては、以下のとおりの対応をお願いする。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第 45 条第１項及び第２項に基づき、

都道府県知事が、住民に対して外出しないことや、施設管理者等に対して学

校等の使用の制限等を要請することが考えられるが、その際、市区町村が行

う対応としては、以下が考えられる。 

なお、認可外保育施設においても、各施設において同様の取り扱いが行わ

れるよう、都道府県、指定都市又は中核市にて、必要に応じた情報提供及び

助言等を実施していただきたい。 

（１）都道府県知事から保育所の使用の制限等が要請されていない場合には、

保育の提供を縮小して実施することを検討する。この場合には、感染の防

止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対して、市区町村

の要請に基づき、園児の登園を控えるようお願いすることなどが考えられ

る。その際にも、必要な者に保育が提供されないということがないよう、

市区町村において十分に検討いただきたい。 

また、園児や職員が罹患した場合や地域で感染が著しく拡大している

場合で保育の提供を縮小して実施することも困難なときは、臨時休園を

検討すること。この場合においても、医療従事者や社会の機能を維持する

ために就業を継続することが必要な者、ひとり親家庭などで仕事を休む

ことが困難な者の子ども等の保育が必要な場合の対応について、検討い

ただきたい。 

（２）都道府県知事から施設管理者等に対して保育所の使用の制限等が要請さ

(別紙) 



 
れた場合には、その要請を踏まえた対応が必要になる。要請に基づき保育

所を休園する場合においても、医療従事者や社会の機能を維持するために

就業を継続することが必要な者、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困

難な者の子ども等の保育が必要な場合の対応について、都道府県とも相談

の上、検討いただきたい。 

（３）代替措置を含む保育の提供にあたっては、「保育所における感染症対策

ガイドライン」等に基づく対策を行う等、感染の予防に留意すること。 

 

２．新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第１項第２号で指定された区

域以外の市区町村においては、これまで事務連絡等でお示ししているとおり、

以下のとおりの対応を引き続きお願いしたい。 

（１）保育所については、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、感染の予防に留意した上で、

原則として開所いただくようお願いしている。 

（２）一方、「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）に基

づき、保育所の園児や職員が罹患した場合又は地域で感染が拡大している

場合は、市区町村等において臨時休園を検討することとしている。その場合

にも、子どもの保育が必要な場合の対応として、訪問型一時預かりや保育士

による訪問保育、ベビーシッターの活用等の代替措置を講じていただくよ

うお願いしている。 

（３）さらに、「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q＆Aに

ついて」（令和２年３月５日付け事務連絡）において、保育士等が不足しや

むを得ない場合に、仕事を休んで家にいる保護者に、市区町村の要請に基づ

き、園児の登園を控えるようお願いすることが考えられることとしている。 

（４）また、「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（第二報）」（令和２年４月１日付け事務連絡）

において、「感染拡大警戒地域」であって、学校の一斉臨時休業を行う地域

においては、地域の感染状況を踏まえつつ、保育の提供を縮小して実施する

こと、あるいは、臨時休園を検討することとしている。 

 

 



 
（放課後児童クラブ等について） 

１．新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第１項第２号で指定された

都道府県内の市区町村においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第

45 条第１項及び第２項に基づき、都道府県知事が、住民に対して外出しない

ことや、施設管理者等に対して学校等の使用の制限等を要請することが考え

られる。その際、市区町村が行う対応としては、以下が考えられる。 

（１）都道府県知事から放課後児童クラブの使用の制限等が要請されていない

場合には、規模を縮小して実施することを検討する。この場合には、感染

の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対して、市区

町村の要請に基づき、通所を控えるようお願いすることなどが考えられる。

その際にも、必要な者に預かりが提供されないということがないよう、市

区町村において十分に検討いただきたい。 

また、子どもや職員が罹患した場合や地域で感染が著しく拡大してい

る場合で規模を縮小して実施することも困難なときは、臨時休業を検討

すること。この場合においても、医療従事者や社会の機能を維持するため

に就業を継続することが必要な者、ひとり親家庭などで仕事を休むこと

が困難な者の子ども等の預かりが必要な場合の対応について検討いただ

きたい。 

（２）都道府県知事から施設管理者等に対して放課後児童クラブの使用の制限

等が要請された場合には、その要請を踏まえた対応が必要になる。要請に

基づき放課後児童クラブを臨時休業する場合においても、医療従事者や社

会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者、ひとり親家庭

などで仕事を休むことが困難な者の子ども等の預かりが必要な場合の対

応について、都道府県とも相談の上、検討いただきたい。 

（３）規模を縮小して開所する場合には、感染の予防に留意するとともに、必

要に応じて教育委員会等との連携を積極的に図り、学校施設の活用や人的

体制の確保等に努めること。 

（４）代替措置を含む預かりの提供にあたっては、「保育所における感染症対

策ガイドライン」等に基づく対策を行う等、感染の予防に留意すること。 

 

 

 



 
２．これまで、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第１項第２号で指

定された区域以外の市区町村においては、事務連絡等でお示ししているとおり、

以下のとおりの対応を引き続きお願いしたい。 

（１）放課後児童クラブについては、共働き家庭など留守家庭の小学校に就学し

ている子どもを対象としており、特に小学校低学年の子どもは留守番をす

ることが困難な場合があると考えられ、感染の予防に留意した上で、原則と

して開所いただくようお願いしている。 

（２）一方、「小学校等の教育活動の再開に伴う放課後児童クラブの対応につい

て（依頼）」（令和２年３月 24 日付け子発 0324 第２号厚生労働省子ども家

庭局長通知。以下「３月 24 日付け局長通知」という。）等に基づき、放課

後児童クラブの子どもや職員が罹患した場合又は地域で感染が拡大してい

る場合は、市区町村等において臨時休業を検討することとしている。その場

合にも、子どもの預かりが必要な場合の対応として、子育て援助活動支援事

業（ファミリー・サポート・センター事業）やベビーシッターの活用等の代

替措置を講じていただくようお願いしている。 

（３）さらに、「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（第二報）」（令和２年４月１日付け事務連絡）

において、感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に

対して、市区町村の要請に基づき、利用を控えるようお願いすることなどが

考えられること、「感染拡大警戒地域」であって、学校の一斉臨時休業を行

う地域においては、地域の感染状況を踏まえつつ、規模を縮小して実施する

こと、あるいは、臨時休業を検討することとしている。 

 

 



令和２年４月９日 

利用区分２に登録している保護者の皆様へ 

こども青少年局放課後児童育成課 

緊急事態宣言を踏まえた「放課後キッズクラブ」の対応について 

このたび、新型コロナウイルス感染症に関して新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づく緊急事態宣言が発令され、これに基づき、県において「特措法に基づ

く緊急事態措置に係る神奈川県実施方針（以下、実施方針）」が示されました。 

実施方針に基づき、県からは、当面は、外出抑制を最優先に取り組むこととし、

放課後キッズクラブを含む日常生活の維持に必要な事業活動については、感染防止

対策に留意の上、引き続き事業の継続を求める旨が示されました。 

このため、本市として、放課後キッズクラブは、原則として開所します。併せて、

一層の感染拡大防止のため、家庭で過ごすことが可能な場合においては、令和２年

４月８日から５月６日までの期間中、保護者の皆さまにはお子さまの利用を控えて

いただくよう、ご協力をお願いいたします。 

保護者の皆さまにおかれましては、今まで以上に、密閉・密集・密接の３密を回

避するための措置に、御理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

１ 放課後キッズクラブの利用について（令和２年４月８日から５月６日まで） 

（1）利用対象

利用区分２の児童のみ

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）利用料について

期間中、今回の本市からのお知らせにより、クラブの利用を控えた方の利用

料については、国の財政支援に沿って、後日、日割りの利用料相当額を返還し

ます。ただし、まだ上限額や対象範囲等の詳細は示されていませんので、詳細

が判明しましたら、改めてお知らせいたします。 

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。

別紙４

01181133
長方形



 

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 



No. 質問 回答 通知⽇

1
午前中から開所したことに伴う追加経費に対す
る補助内容はどうか。また、申請はどのように⾏う
のか

現在、本市においても、３⽉に実施した「新型コロナウイル
ス感染症防⽌臨時休業時特別開所補助⾦」と同様に、ク
ラブに追加補助を⾏う⽅向で検討しています。補助の内容
等の詳細が決まり次第お伝えします。

4⽉3⽇

2 午前中から開所しなくてはならないのか。

⻑期休業期間中に準じた開所については、クラブの状況に
応じて判断してください。 ⻑期休業期間中に準じた対応に
 ついて検討をお願いしますが、利⽤⼈数や職員体制、保護
者のニーズなど各クラブによって実態が異なるため、必ずしも
午前中から開所する必要はありません。

 ４⽉３⽇
４⽉９⽇更

新

3 緊急受け⼊れの終了時間は学校から連絡はあ
るのか 放課後児童クラブ側から学校に問い合わせてください。 4⽉3⽇

4

利⽤している放課後児童クラブが午前中から開
所する場合には、低学年で学校の「緊急受⼊
れ」の対象であっても、学校に⾏かず、午前中か
らクラブを利⽤しても差し⽀えないのか。

差し⽀えありません。 4⽉3⽇

5
事前に利⽤児童が少ないことがわかっている場
合の⼈員配置基準は、⼟曜⽇に準じて当⽇の
児童数に応じた配置として良いか。

学校の⼀⻫臨時休業期間中は、開所時間を通じて、利
⽤している児童の数に応じた⽀援の単位数で運営できるこ
ととします。

4⽉3⽇

6 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、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。
この考え⽅を参考に、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

【事業所向け】FAQ　放課後児童クラブ・放課後児童健全育成事業（４⽉９⽇更新） 別紙６



No. 質問 回答 通知⽇

7

⼦どもが体調不良でも体温が37.5度以上なけ
れば、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

8 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。

原則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。

4⽉3⽇

9 公園に⾏くなど、屋外活動を⾏っても良いのか 児童同⼠の距離を確保し、接触の回避をできる限り⾏うな
ど、活動内容を⼯夫した上で、屋外活動を⾏ってください。 4⽉3⽇

10 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。

4⽉3⽇

11 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

4⽉3⽇

12 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。
「通知　その16」をもって代えさせていただいています。

 ４⽉３⽇
４⽉９⽇更

新

13

「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



No. 質問 回答 通知⽇

14 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

15 クラブの利⽤を控えた場合、いくら利⽤料が返還
されるのか。⼿続きはどのようにすれば良いのか。

通知（「その16」）に記載していること以外のことはまだ未
定です。国から詳細が⽰され次第、お知らせいたします。 4⽉9⽇

16 通知⽇が４⽉９⽇にもかかわらず、通知の対応
期間が４⽉８⽇〜となっているのはなぜか。

緊急事態宣⾔の期間に合わせて４⽉８⽇〜５⽉６⽇と
しています。
なお、期間中、⽇曜・祝⽇に開所する必要はありません。

4⽉9⽇
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