
 

こ 放 第 168 号  

令 和 ２ 年 ５ 月 ７ 日  

 

放課後児童健全育成事業所 運営法人及び運営主体各位 

横浜市こども青少年局  

 放課後児童育成課長   

 

 

放課後児童健全育成事業所の対応について(５月11日～５月31日)(通知) 

<新型コロナウイルス感染症関連通知 その21> 

 

 

日頃から、本市の放課後児童健全育成事業にご協力いただき、誠にありがとうございま

す。 

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に関する国及び県の方向性、

市教育委員会の対応方針を踏まえて、５月 11 日（月）以降の放課後事業の対応の方向性を

お知らせいたします。 

一斉臨時休業となってから２か月が経過しました。長期の対応となりますが、放課後事

業に従事する皆様におかれましては、バランスの取れた食事、十分な睡眠・休息を心掛け

て健康管理に努めていただきながら、引き続き、放課後事業にご協力いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

 

 

１  放課後児童健全育成事業の対応方針(５月 11 日(月)～５月 31 日(日)) 

現状の対応を継続し、原則として開所します。  

引き続き、ひとり親などで仕事を休むことが困難な方や、県が継続を求める事業に従

事している方 ※以外の保護者については、家庭で過ごすことが可能な場合には、利用を控

えていただくよう、自粛をお願いすることとします。 

ただし、単に業種のみで判断するのではなく、真に必要としている児童の利用を断る

ことのないようお願いします。  

※県が継続を求める事業に従事している方については、〈通知その 19〉別紙１にてご確

認ください。 

 

(1) 放課後キッズクラブ 

    学校による緊急受け入れ終了後から、利用区分２のみを対象として開所します。 

 

(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。また、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 31日）、クラブの利用を控えた方の利用料については、日

割りの利用料を返還していただいた場合、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。 

利用料の返還は、クラブを利用している保護者からの申請に基づき、事業所が取り

まとめ、市に申請し、事業所を介して返還することとすることを想定しています。手

続き方法や、返還対象額等の詳細については、別途ご連絡します。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。 

 

 

 

【参考】 市立小学校の対応について(詳細は別紙２のとおり) 

 休業の期間：令和２年４月８日（水）から５月 31 日（日）まで 

    緊急受入れの実施についても同様に期間を延長 

   

 

<添付資料> 

別紙１ キッズクラブでの対応と留意事項(令和２年５月７日) 

別紙２ 市立学校における一斉臨時休業の延長について（通知）(令和２年５月５日教

小企第 1327号) 

別紙３ 新型コロナウイ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(神奈川県通知) (令和２年５月５日次育第 1272号)  

別紙４ 事業所向け FAQ(キッズクラブ用・児童クラブ用) 

  

 

 

 
横浜市こども青少年局放課後児童育成課 

(放課後キッズクラブ) 

大岩、唐澤、深瀬、浅野目、杉本、芳村 

℡：671-4068 

(放課後児童クラブ、放課後児童健全育成事業) 

田邉、砂、土橋 

℡：671-4446 
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キッズクラブの対応と留意事項（令和２年５月７日） 

※「令和２年４月９日付 新型コロナウイルス感染症通知 その 16」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 31日（日））の対応について 

（１）対象児童：区分２の登録児童のみ 

※1 ひとり親などで仕事を休むことが困難な方や、県が継続を求める事業に従事して

いる方 ※以外の保護者については、今一度、家庭で過ごすことが可能な場合には、

利用を控えていただくよう、引き続き自粛をお願いすることとします。 

ただし、単に業種のみで判断するのではなく、真に必要としている児童の利用を断

ることのないようお願いします。 

※2 県が継続を求める事業に従事している方については、「令和２年４月 23日付神奈

川県事務連絡 別紙１〈新型コロナウイルス感染症関連通知その 19〉参照」にて

ご確認ください。 

※3 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。

引き続き、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が、

一斉臨時休業の開始から２か月が経過していることや、利用自粛による利用料の返

還を予定していることから、一時利用を目的とする利用とならないよう、※1.2 を

踏まえて利用の必要性を十分に確認してください。また、保護者の就労状況(週あ

たりの勤務日数、勤務時間等)や児童の当月の利用予定日等の確認をしてください。 

 

（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 

    ※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。 

 

別紙１ 
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（４）利用料について 

   期間中、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。利用者からの問い合わせ等が多いことと思いますが、

現在、対応を検討中ですので、詳細が決まり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 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。 

教育長通知(別紙２「市立学校における一斉臨時休業の延長について（通知）(令和

２年５月５日教小企第 1327号))において、放課後キッズクラブについて次の通り、学

校長に通知しています。 

「放課後キッズクラブについては、引き続き、課業時間終了後から利用区分２(留守

家庭児童等)の児童のみを対象として開所します。一斉臨時休業中の切れ目のない児

童の居場所を確保するため、緊急受入れの実施時間はこども青少年局と協議の上で設

定しています。課業時間は、14 時 30 分までが原則となっていますので、５月 11 日

以降も学校の状況に応じて時間を柔軟に設定する場合には、必ずクラブと事前に調整

をしてください。」 

引き続き、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。 
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（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。 

 

（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。 
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（８）職員の配置ついて 

放課後児童支援員の配置については、その日の利用児童数に関わらず、対象児童 

数に基づく支援単位に対する職員配置を行う必要があります。ただし、通常の平日と

比較して児童の利用希望が減少する、一斉臨時休業期間中等については、事前に利用

希望を確認し、あらかじめ利用児童が少ないことがわかっている場合には、例外的

に、当日に受け入れる利用児童数に合わせた支援の単位数で運営できるものとしま

す。 

なお、この場合でも、条例で定める職員配置の基準を満たし、運営に支障が生じ

ないような体制を確保する必要があります。 

 (「令和２年４月 16日付 新型コロナウイルス感染症通知 その 17」参照） 

 

 

３ 児童や職員に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について 

（１）区こども家庭支援課への連絡 

児童及び事業所職員に新型コロナウイルス感染症が発生した場合及び次に該当す

る状況を事業所として把握した場合は、早急に区こども家庭支援課にご報告ください。 

 

【職員の場合】 

ア 風邪の症状や 37.5度以上の発熱が４日以上続いている場合又は強いだるさ

（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）等、感染を疑う症状が見られ、「感染症帰

国者・接触者相談センター」に連絡をする段階 

イ 職員が濃厚接触者に特定された場合 

※アに至る前の発熱等の症状がある場合にも、区こども家庭支援課にご相談くださ

い。 

 

【利用児童の場合】 

ア ＰＣＲ検査が必要であると診断された段階 

イ 利用児童が濃厚接触者に特定された場合 

 

（２）児童や職員に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の取扱い 

ア 利用児童・職員で感染が確認された場合 

感染が確認された場合、事業所を閉所します。 

事業所を閉所する際は、その旨を保護者及び児童が在籍している学校に連絡しま

す。その後、閉所期間やその後の詳細な対応について、事業所と区こども家庭支援

課で調整し、保護者に周知します。 

イ 利用児童・職員が感染者の濃厚接触者に特定された場合 
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当該児童の利用または職員の勤務は、停止となります。 

ウ 利用児童・職員で感染が疑われる者が発生した場合 

対象者の診断が確定するまでは、単に感染が疑われることを理由に閉所せず、事

業所は開所してください。 

ＰＣＲ検査受診者は、診断が確定するまで、当該児童の利用または職員の勤務は、

停止となります。また、検査の実施の有無にかかわらず、体調がすぐれない職員・

利用者が出勤・利用しないよう、周知徹底してください。 

※上記イ・ウの場合は、区こども家庭支援課が関係する学校に連絡します。 

 

 

【事業所から利用児童の保護者への周知の考え方】 

① 利用児童や事業所職員が、新型コロナウイルスの感染者となった場合 

事業所と区こども家庭支援課で調整をした上で、保護者に周知します。 

② 利用児童や事業所職員が、濃厚接触者に特定された場合又はＰＣＲ検査を受診中の

場合 

各事業所が、保護者全員にお知らせをしたいと考える場合は、①新型コロナウイル

ス感染症を理由とした偏見が生じないようにする等、人権に十分配慮することや、②

該当者の同意を得ること等を行ったうえで、文言についても区こども家庭支援課と事

業所で調整をすることとしています。 

 (「令和２年４月 20日付 新型コロナウイルス感染症通知 その 18」参照） 

 

 

４ 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」（参考資料１）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) 

 

  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/houkagokorona.html
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令和２年５月７日 

 

利用区分２に登録している保護者の皆様へ 

横浜市こども青少年局 

放課後児童育成課長 

 

緊急事態宣言の延長に伴う放課後キッズクラブの対応について 

 

日頃から、放課後キッズクラブの運営にご協力いただき、ありがとうございます。 

この度、政府から緊急事態宣言が５月 31 日まで延長されることが発表されました。 

緊急事態宣言の延長を踏まえ、放課後キッズクラブの利用にあたっては、引き続き、ひ

とり親などで仕事を休むことが困難な方や、県が継続を求める事業 ※に従事している方以

外の保護者の皆様には、今一度、利用の必要性をご検討いただき、ご家庭で過ごすことが

可能な場合には、利用を控えていただくよう、改めてお願いいたします。 

保護者の皆様やお子様にも、引き続き、ご不便や様々な制限をお願いすることとなりま

すが、新型コロナウイルスの拡大を抑制するという趣旨をご理解いただき、ご協力をお願

いいたします。 

 

※詳細については、神奈川県のホームページを確認してください。 

（神奈川県トップページ > くらし・安全・環境 > 防災と安全 > 災害情報・危機管理 

> 特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施 > 方針別紙（PDF：285KB）） 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/20200407_policy.html 

 

 

１ 放課後キッズクラブの利用について（５月 31 日まで） 

（1）利用対象 

 利用区分２の児童 

（ひとり親などで仕事を休むことが困難な方や、県が継続を求める事業に従事してい

る方のみ） 

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、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、

参考資料１ 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/20200407_policy.html
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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。手続き方法等の詳

細が決まりましたら、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。  

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 こども青少年局放課後児童育成課 

TEL 671-4068 

 

利用方法等に関するお問い合わせについては、直接利用する放課後キッズクラブ

へお問い合わせください。 

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


次育第 1272号 

令和２年５月５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 

新型コロナウイ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 
（第３報） 

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、新型コロナウイルス感染症まん延を防止するため、令和

２年５月５日付けで別添のとおり「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実

施方針」が改定されました。 

 改定実施方針において、保育所、放課後児童健全育成事業等は、引き続き「社会

生活を維持する上で必要な施設」に区分され、適切な感染防止対策の協力を要請す

る施設とされています。 

 市町村においては、５月１日付け国の事務連絡「緊急事態宣言が継続された場合

の保育所等の対応について」に示された対応を図るとともに、「保育所等における感

染症対策ガイドライン」等に従い感染防止対策を行いながら、保育所等が引き続き

事業継続できるよう適切にご対応くださいますようお願いいたします。 

なお、保育所等の登園自粛に関しては、４月 23日付け県の事務連絡「新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に伴う保育所等の登園自粛の要請について」の内容に変

更はありませんが、緊急事態措置が継続されたことにより、保護者や子どもの状況

が変化することも考えられることから、市町村においては、保育等の提供の必要性

について柔軟にご判断いただき、適切に保育等が提供されるよう対応をお願いいた

します。

問合せ先 

保育・待機児童対策グループ 

電話 045（210）4663 

子育て支援人材グループ 

電話 045（210）4687 

別紙３

01071053
ハイライト表示



特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針 

 
                  令和２年４月７日制定 

令和２年４月10日改定 

令和２年５月５日改定 

                       新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部 
 
 特措法第 32 条に基づく緊急事態宣言を受け、政府対策本部の対処方針で示された

重要事項を基に、次により緊急事態措置を行う。 

 

１ 措置を実施する期間 

 令和２年４月７日～５月３１日まで 

 

２ 措置の対象とする区域 

  神奈川県全域 

 

３ 実施する措置の内容 

（１）県民の外出の自粛（令和２年４月７日～５月 31日） 

法第 45条第１項に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、外出の自粛を強く

要請する。また、やむを得ず外出する場合でも、「密閉」「密集」「密接」を避ける

行動を徹底することや、テレワークや時差出勤などに努めることを呼びかける。 

（２）施設の使用停止及び催物の開催の停止要請（令和２年４月 11 日～５月 31日）  

法第 24条第９項に基づき、これまでの学校に加え、別紙の施設管理者若しくは

イベント主催者に対し、施設の使用停止、若しくは催物の開催の停止を要請する。

これに当てはまらない施設についても、法によらない施設の使用停止の協力を依

頼する。 

屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベン

ト、パーティー等の開催についても、自粛を要請する。 

なお、別紙に記載の社会生活を維持する上で必要な施設は、適切な感染予防対

策を講じ事業を継続するよう要請する。 

法第 45条第２項、３項及び４項に基づく要請、指示及び公表については、 

上記の要請の効果を見極めたうえで行うものとする。 

 なお、休業要請については、国が 14日を目途に示す評価や見解、県内各地域に 

おける感染者の状況、事業者・団体による感染拡大防止のガイドライン等の策定 

状況、などを踏まえたうえで、段階的に解除することも検討する。 

 

（３）臨時の医療施設における医療の提供 

   新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制「神奈川モデル」では、医療崩

壊を防ぐため、入院の必要な中等症の患者を集中的に受け入れる「重点医療機関」

を設定するとともに、重症者に対しては高度医療を提供できる医療機関の治療体

制を確保し、軽症者や症状がない感染者については、自宅や宿泊施設等での安静・

療養を原則としている。 

神奈川モデルによる医療の提供にあたって、必要が生じた場合は、法第 48条、

49条に基づき、臨時の医療施設における医療の提供、そのための土地・建物の使



用を行う。 

（４）緊急物資の運送 

   必要に応じ、法第 54条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な物資、医薬品、

医療機器などの輸送を、指定公共機関である輸送事業者に要請、指示を行う。 

（５）物資の売り渡しの要請 

   必要に応じ、法第 55条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な食料、医薬品な

どの物資について、所有者に対して売り渡しの要請、収用などを行う。 

（６）生活関連物資等の価格の安定等 

   国や市町村と連携し、県民の生活に関わる物資・役務の価格の高騰や、供給不

足が生じないよう関係法令に基づく措置を行う。 

（７）その他 

   上記の他、必要に応じて、特措法に基づく措置を行う。 

 

４ 緊急事態措置を円滑に行うための取組み 

（１） 県民・事業者への周知 

  〇 緊急事態措置の実施にあたり、知事から、県民・事業者に強くアピールし、

理解と協力を求める。 

 〇 ホームページ、ＳＮＳなどあらゆる媒体を活用し、県が行う緊急事態措置の

周知に努める。 

  〇 施設の利用制限の措置を行う場合は、関係団体等を通じて、周知する。 

（２） 緊急事態措置に伴う影響への対応 

 〇 緊急事態措置により影響を受ける県民・事業者等に対して、国の緊急経済対

策に基づく施策などと連携し、県対策本部の緊急経済・社会対策部で、きめ細

かな支援に努める。 

   また、5月 31日までの休業要請の延長に対応する事業者等に対する支援を検

討する。 

  〇 売り上げ不振や生活の困窮など、県民や事業者から社会経済面からの相談に

対応するコールセンターを運営する。 

  〇 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する県民を対象に、くら

し、すまい、しごとの相談をワンストップで受け付ける生活支援総合相談窓口

を設置する。 

（３） 医療体制の確保 

 〇 神奈川モデルによる医療供給体制を確立するため、医療機関や医療従事者、

民間事業者の理解を得て、病床や宿泊施設の確保に全力で取り組む。 

 〇 新型コロナウイルス感染症に対処する医療関係者を応援するよう、県民に求

める。 

（４） 市町村との連携 

  〇 本実施方針を市町村に周知し、県民の外出の自粛の要請など、緊急事態措置

の実施に協力を求める。 

（５） 県の実施体制 

  〇 ８月末まで、県が主催するイベントや県民利用施設の休止等を行う。 

緊急性のない業務の休止や延期、縮小などを徹底し、全庁を挙げて、緊    

急事態措置を含めた新型コロナウイルス対策を推進する。 
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 基本的に休止を要請する施設（特措法施行令第 11条に該当するもの） 

施設の種類 内 訳 要請内容 

遊興施設等 

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、

個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、の

ぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネット

カフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝

馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等 

施設の使用停止

及び催物の開催

の停止要請 

（＝休業要請） 

大学、学習塾等 

大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車

教習所、学習塾 等 

（床面積の合計が 1,000㎡を超えるものに限る。） 

運動、遊技施設 

体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブな

どの運動施設又はマージャン店、パチンコ屋、ゲー

ムセンターなどの遊技場 等 

劇場等 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

集会・展示施設 

集会場、公会堂、展示場 

博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館（集会

の用に供する部分に限る。） 

※ 床面積の合計が 1,000㎡を超えるものに限る。 

商業施設 

生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サ

ービス以外のサービス業を営む店舗 

※床面積の合計が 1,000㎡を超えるものに限る。 

 

 特措法によらない協力依頼を行う施設 

 床面積の合計が 1,000 ㎡以下の下記の施設については、同 1,000 ㎡超の施設に対する施設の使用停止

及び催物の開催の停止要請（＝休業要請）の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼 

施設の種類 内 訳 

大学、学習塾 等 

大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 

等 

※但し、床面積の合計が 100㎡以下においては、適切な感染防止対

策を施した上での営業 

集会・展示施設 
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館（集会の用に供する部

分に限る。） 

商業施設 

生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサ

ービス業を営む店舗 

※但し、床面積の合計が 100㎡以下においては、適切な感染防止対

策を施した上での営業 

 

 

別紙 
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 施設の種別によっては休業を要請する施設 

施設の種類 内 訳 要請内容 

文教施設 
学校（大学等を除く。） 原則として施設の使用停止及び催物の開催の停止

要請 

 

 社会生活を維持する上で、必要な施設 

施設の種類 内 訳 要請内容 

食事提供施設 

飲食店（居酒屋を含む。）、料理店、喫茶

店 等（宅配・テイクアウトサービスを

含む。） 

※営業時間の短縮については、朝５時か

ら夜８時までの間の営業を要請し、酒類

の提供は夜７時までとすることを要請。

（宅配・テイクアウトサービスは除く。） 

適切な感染防止対策

の協力要請 

営業時間短縮の協力

要請 

 

金融機関・官公署等 

銀行、証券取引所、証券会社、保険、官

公署、事務所 等 

テレワークの一層の

推進を要請 

適切な感染防止対策

の協力要請 

医療施設 病院、診療所、薬局 等 

適切な感染防止対策

の協力要請 

 

生活必需物資販売施設 

卸売市場、食料品売場、百貨店・ホーム

センター・スーパーマーケット等におけ

る生活必需物資売場、コンビニエンスス

トア 等 

住宅、宿泊施設 

ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は

下宿 等 

※ 宿泊施設においては、観光を主目的

とする宿泊は休業要請の対象とする。 

交通機関等 

 

バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船

舶、航空機物流サービス（宅配等） 等 

工場等 工場、作業場 等 

社会福祉施設 等 

保育所、放課後児童クラブ、預かり保育

等を実施している幼稚園 等 

高齢者、障がい者など特に支援が必要な

方々の居住や支援に関するすべての事業 

その他 
メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、

理美容、ランドリー、ごみ処理関係 等 

 
  

01071053
ハイライト表示

01071053
ハイライト表示

01071053
ハイライト表示
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【適切な感染拡大防止策】 

１ 発熱者等の施設への入場防止 

(1) 従業員の検温・体調確認を行い、37.5 度以上や体調不良の従業員の出勤を停止 
(2) 来訪者の検温・体調確認を行い、37.5 度以上や体調不良の来訪者の入場を制限 

２ ３つの「密」（密閉・密集・密接）の防止 

(1) 店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保（約２ｍ間隔

の確保） 
(2) 換気を行う（可能であれば２つの方向の窓を同時に開ける） 
(3) 密集する会議の中止（対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用） 

３ 飛沫感染、接触感染の防止 

(1) 従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行 
(2) 来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行 
(3) 店舗、事務所内の定期的な消毒 

４ 移動時における感染の防止 

(1) ラッシュ対策（時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進） 
(2) 従業員数や出勤数の制限（テレワーク等の在宅勤務の実施等） 
(3) 出張の中止（電話会議やビデオ会議などの活用）、来訪者数の制限 



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。

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。長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。

学校の一斉臨時休業期間中は、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（５月７日更新） 別紙４



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 ６月１日以降の対応はいつ示してもらえるの
か。 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
４月９日

５月７日更
新



No. 質問 回答 通知日

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

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21」）に記載していること以外のことはまだ未
定です。詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。

４月９日
５月７日更

新

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
していました。また、緊急事態宣言の延長にあわせて５月
31日(日)までとしました。
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
５月７日更

新

17 クラブの職員(または利用児童)が新型コロナウイ
ルスに感染した場合は、クラブは閉所となるのか。

閉所となります。対応方針については、通知（「その18」）
参照 5月7日



No. 質問 回答 通知日

18 NO17により閉所となった場合には、閉所減算の
対象となるのか。

職員や利用児童が罹患したことにより、閉所する場合には
閉所減算の対象外とし、開所日数の実績に含むものとしま
す。また、緊急事態宣言が発令されている期間（４月８
日～５月31日）については、横浜市から利用を控えること
や利用の自粛を保護者に促しているため、これによって利用
者がいなく閉所した場合にも、もともと開所の予定があったも
のについては、開所日数の実績に含むものとします。これらの
場合においては、今後、必要に応じて、閉所日や閉所に
至った経緯等を報告していただく場合がありますので、日誌
等に記録をするなどしてください。

5月7日

19 クラブの職員(または利用児童)が濃厚接触者に
特定された場合は、クラブは閉所となるのか。

開所します。当該職員の勤務(または児童の利用)は停止
となります。通知（「その18」）参照 5月7日

20 クラブの職員(または利用児童)で感染が疑われ
る者がいた場合は、閉所となるのか。

開所します。ＰＣＲ検査受診者は、診断が確定するまで、
当該児童の利用または職員の勤務は、停止となります。ま
た、検査の実施の有無にかかわらず、体調がすぐれない職
員・利用者が出勤・利用しないよう、周知徹底してくださ
い。通知（「その18」）参照

5月7日

21 感染の診断は確定はしていないが、クラブの利用
者に情報提供をしたい場合は。

①新型コロナウイルス感染症を理由とした偏見が生じないよ
うにする等、人権に十分配慮することや、②該当者の同意
を得ること等を行ったうえで、文言についても区こども家庭支
援課と事業所で調整をした上で、情報提供をしてください。

5月7日

22
感染の診断は確定はしていないが、クラブを開所
し続けるのは不安であるため、閉所したい場合
は。

単に感染が疑われることを理由に閉所することはしないでく
ださい。開所を継続することが不安な場合は、NO21のとお
り利用者に情報提供を行った上で、利用予定者がないこと
を確認することができた場合、閉所することは可能です。この
場合、利用予定者がいても、閉所するために利用を自粛す
るよう誘導することはしないでください。

5月7日



No. 質問 回答 通知日

23
利用人数の減少が減ったため、非常勤職員の
勤務日数も減っている。
休業補償の費用を補助金から支出してよいか。

補助金として計上できるのは、職員が従事した際にかかった
人件費であるため、実際に働いていない時間分の給与や休
業補償を補助金の対象とすることはできません。ただし、子
どもへの処遇以外で配置された職員が、クラブの運営に関
する業務(事務作業、清掃等)を事業所外で行った場合に
も、補助金の対象とすることはできます。

なお、休業補償については、国の「雇用調整助成金」を利
用できる場合があるため、当該制度の活用を検討してくださ
い。

雇用調整助成金のコールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む）

5月7日

24 虐待が疑われる児童がいる場合には、どのように
対応すればよいか。

児童虐待の疑いのある児童については、児童の健康状態
や態度、会話、身だしなみ等から早期発見に努め、学校及
び関係機関と連携を図ります。

【関係機関　相談先】
・よこはま子ども虐待ホットライン（24時間フリーダイヤル）
０１２０－８０５－２４０
・横浜市中央児童相談所：２６０－６５１０（鶴見
区・神奈川区・西区・中区・南区）
・横浜市西部児童相談所：３３１－５４７１（保土
ケ谷区・旭区・泉区・瀬谷区）
・横浜市南部児童相談所：８３１－４７３５（港南
区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区）
・横浜市北部児童相談所：９４８－２４４１（港北
区・緑区・青葉区・都筑区）
・各区子ども・家庭支援相談
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koso
date-kyoiku/oyakokenko/teate/capy6.html

5月7日
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