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放課後児童健全育成事業所の対応の方向性について(６月１日以降)(通知) 

<新型コロナウイルス感染症関連通知 その23> 

 

 

日頃から、本市の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。 

５月 19日に６月１日以降の開所に向けた準備について通知させていただきましたが、緊

急事態宣言の解除に伴い、６月１日以降、教育活動が再開される見通しとなりました。 

ついては、教育活動の段階的な再開に向けた準備の内容を踏まえ、６月１日以降の放課

後事業の対応の方向性をお知らせいたします。 

引き続き、感染防止対策に留意の上、取り組んでいただきますよう、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(６月１日以降) 

  原則として開所します。 

  併せて、６月１日～６月 14日の間については、引き続き感染防止のため、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、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 

ア ６月１日(月)～14日(日)【分散登校、給食なしの期間】 

利用区分２の児童のみを対象として開所します。 

開所時間は学校の段階的再開に合わせて 12 時以降の開所としますので、各学校と

調整をしてください。 

なお、再開当初は給食がないため、キッズクラブを利用する児童は、キッズクラ

ブで昼食をとることを基本とします。スペースが十分でない場合には、学校に場所

の提供を依頼し、環境を整えてください。 

 

イ ６月 15日(月)～30日(火)【短時間授業、給食なしの期間】 

アに同じ 

 

  ウ 通常通りの授業、給食開始後【時期は別途通知】 

通常通りの授業かつ給食が開始された場合は、利用区分２の児童に加え、一週間



程度の準備期間を経た上で、限定的に利用区分１の児童の利用を開始します。ただ

し、通常通りの再開ではなく、当面の間は、３つの密を防ぐ観点から、時間・日数・

学年を限定(１時間限定、利用できるのは週２日以内、月曜日は１年生のみ等)して

行うなど、学校やクラブの状況等に応じて開始するものとします。 

また、これに伴い、一時利用者（800円/回）の受入れも可能とします。 

なお、給食の開始後、給食がない日(夏季休業の前後等)については、原則、利用

区分２の児童のみの利用とします。 

 

  エ 夏季休業期間【時期は別途通知】 

８時 30分から利用区分２・利用区分１の一時利用者（800円/回）を受入れます。 

一時利用以外の利用区分１は、限定的な利用とします（詳細については別途通知し

ます。）。 

  

 

(2) 放課後児童クラブ 

ア ６月１日(月)～14日(日)【分散登校、給食なしの期間】 

学校の段階的再開に合わせ、原則として 12 時以降学校の終了時間に合わせて開所

します。学校が分散登校等をする間においては、登校しない児童に緊急受入れを必要

とする児童がいる場合は、緊急受入れをすることとなっています。一斉臨時休業期間

中、午前中からクラブを利用していた児童で、緊急受入れの対象となる条件に合致す

る場合は、緊急受入れの利用を保護者に求めてください。 

午前中から開所を行う場合の追加補助については、詳細が決まり次第各事業所にお

知らせします。 

 

 イ ６月 15日(月)～30日(火)【短時間授業、給食なしの期間】 

学校の段階的再開に合わせ、原則として 12 時以降学校の終了時間に合わせて開所

します。 

 

   ウ 通常通りの授業、給食開始後【時期は別途通知】 

 通常通り開所してください。 

 

エ 夏季休業期間【時期は別途通知】 

通常通り開所してください。 

 

２  利用料について 

  ６月１日～14日までの間、クラブの利用を控えた方の利用料は、国が実施する財政支

援策の基準に沿って返還することとします。４月８日～６月 14日まで利用を控えた・自

粛した方の上限額・対象範囲・返還方法等の詳細については、６月上旬に改めてお知ら

せいたします。 

なお、６月 15日以降はこの取り扱いはありません。本市から利用者への利用料返還に

対する財源支援はありませんのでご留意ください。 

 

 



３  関係者（児童・放課後事業所職員等）に新型コロナウイルス感染症が発生した場合（濃厚接

触者に特定された場合を含む）  

  該当者のクラブの利用停止・勤務停止や、学校の対応に準じて、クラブの閉所等につ

いて判断します。感染症が発生した場合等の対応は、次の通りです。（令和２年４月 20日

付けこ放第 127号の通知（その 18）から一部修正あり ※修正部分下線あり） 

 

（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。 

ア 職員の場合 

  （ｱ）「感染症帰国者・接触者相談センター」に連絡をする段階（相談の目安は別紙３の

とおり） 

  （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。 

イ 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）連絡先について 

ア 平日の日中の時間帯（８時 30分～17 時 15分） 

各区こども家庭支援課 

イ 平日夜間（17時 15分以降）と土曜・日曜・祝日 

    横浜市こども青少年局放課後児童育成課 緊急連絡先【080-5944-4864】 

 

（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 

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。 

※上記ア・イの場合は、区こども家庭支援課が関係する学校に連絡します。  

 

（4）保護者への周知 

ア 利用児童や職員が、新型コロナウイルスの感染者となった場合 

保護者に周知をすることになりますが、周知文の文言については、区こども家庭支



援課と調整をしてください。 

イ 利用児童や職員が、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お考えの場合は、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てください。 

 

 

４ その他 

 ・開港記念日である６月２日(火)は学校が授業日となるため、原則 12時以降に開所し

てください。 

・教育活動が段階的に再開される６月１日(月)～30日(火)の間は、通常期よりもクラブ

の開所時間が早くなりますが、一方で、長期休業期間が短縮される見込みのため、こ

れに伴う追加補助は現時点ではありません。 

 

 

【参考】市立小学校の対応について(教育委員会通知(5/22)抜粋) 

 

（１）段階的な学校再開について 

   ・第一期 ６月１日（月）～12日（金） 

分散登校による少人数での半日程度の短時間授業（給食なし） 

   ・第二期 ６月 15日（月）～30日（火） 

学級での半日程度の短時間授業（給食なし） 

  

（２）子どもの居場所確保について 

   ア 第一期 

緊急受入れは、現在の対応を継続し、14時 30分までを目途に実施してくだ

さい。放課後キッズクラブ(利用区分２のみ)・放課後児童クラブを利用する児

童は、12時以降はそれぞれの放課後事業所を利用します。 

   イ 第二期 

     放課後キッズクラブ(利用区分２のみ)・放課後児童クラブを利用する児童

は、12時以降はそれぞれの放課後事業所を利用します。ただし、上記を利用し

ておらず、保護者の就業やその他の事情で家庭での対応が困難な児童について

は、家庭からの相談に応じる旨を記載し、14時 30分までを目途に居場所を確

保するようお願いします。 

   ウ 共通 

放課後キッズクラブや放課後児童クラブ等の放課後事業者が 12時から開所

されることを鑑み、午前中の学校教育活動が 12時より前に終わる場合には、

開所の時間まで、学校内で児童の居場所を確保するようお願いします。 

 

 

 

 



<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 25日) 

別紙２ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安  

別紙３ 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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キッズクラブでの対応と留意事項（令和２年５月 25日）

※「令和２年５月７日付 新型コロナウイルス感染症通知 その 21」からの変更点は下線部分です。

１ ６月１日(月)以降の対応について 

（１）対象児童：区分２の登録児童のみ

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。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。 

６月１日～６月 14 日の間については、引き続き感染防止のため、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、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）開所時間

ア 分散登校・短時間授業、給食なしの期間（６月１日～６月 30日）

【平 日】午後 (12時以降)から 19時まで (開始時間は学校と調整してください。) 

  【土曜日】８時 30分から 19時まで 

イ 学校が通常授業を再開し、給食を開始した場合

【平 日】放課後 から 19 時まで(給食のない日は開所時間が早まる可能性がありま

す。) 

  【土 /長期休業日】８時 30分から 19時まで 

（３）利用区分１の限定的再開について(学校が通常通りの授業になり、給食が開始さ

れる場合) 

新型コロナウイルス感染防止において、３つの密（密集・密閉・密接）を避ける観

点から、現時点では、放課後キッズクラブにおいて従来通りの「遊びの場」を提供す

ることは困難だと考えます。一方で、全ての児童にとって、安心して過ごすことがで

きる放課後の居場所を提供することは、児童の健全育成のために必要です。 

これらを踏まえ、学校が通常通りの授業になり、給食が開始される場合、利用区分

１については、一週間程度の準備期間を経た上で、当面の間、限定的な利用での再開

とします。下記の「【利用区分１の受入れにあたっての留意事項】」を踏まえ、学校や

クラブの状況等に応じて、時間・日数・学年などで利用者を限定し、３密を避けなが

ら活動してくださいますようお願いします。 

なお、放課後キッズクラブは全市的な事業であることから、当面の間は、例え、利

別紙１ 
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用区分２の利用児童が少ないクラブにあっても、利用区分１の全面的な再開（放課後

～17時までの利用）は行わないものとします。 

また、昨年度末に一斉臨時休業になり、キッズクラブへの利用登録をしていない利

用者も多くいることから、利用区分１の再開時に、登録希望者でクラブ内が混雑する

ことがないよう、適切に対応にしてください。 

 

【利用区分１の受入れにあたっての留意事項】 

・ 利用時間は概ね 60分程度で設定してください。 

・ 実施内容の周知は、キッズ通信（７月、８月号）等により行ってください。 

・ 夏季休業の期間については、比較的過ごしやすい時間帯に設定するとともに、昼

食対応のないよう、時間を設定してください。 

・ 一度に大人数が集まって 参加することにならないよう、以下を参考に、クラブ

の規模や活動スペースに応じて、実施してください。 

   

〇 学年によって時間帯を区切る。 

〇 日（曜日）によって対象学年を分ける。 

〇 事前申込制として利用制限する。 

〇 週当たりに利用できる回数を設定する。 

 

＜実施例１＞ 

月曜日 14：30～15：30  対象：１年生のみ 

15：30～16：30  対象：４年生のみ 

火曜日 14：30～15：30  対象：２～３年生のみ 

15：30～16：30  対象：５～６年生のみ 

    ※事前の申込みが必要です。申し込み多数の場合は、利用をお断りさせていただき

ます。 

＜実施例２＞ 

14：30～15：30 対象：低学年 

15：30～16：30 対象：高学年 

※週あたり２回までしか利用できません。利用にあたっては、事前の申込みが必要

です。 

 

小学校の通常授業の再開後は、臨時休業期間中とは異なり、キッズクラブの活動で、

体育館・校庭・余裕教室等の利用ができないことも考えられることから、利用区分２

の平均利用児童数が多く、利用区分１の児童を受け入れるには限界がある場合（定員

と利用区分２の平均利用児童数がほぼ同じ状態）は、３つの密を防ぐ観点から、利用

区分１の再開は見送ってください。この場合には、キッズ通信等により、保護者に周

知をしてください。 
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（４）利用区分１の一時利用について 

学校が通常通りの授業になり、給食も開始される場合は、一週間程度の準備期間を

経た上で、再開できることとします。 

 

（５）利用料について 

   期間中（４月８日～６月 14日まで）、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、詳細は６月上旬に 改めてご連絡します。各クラブにお

かれましては、期間中（４月８日～６月 14 日まで）の児童の利用状況の記録をお願

いたします。 

   ６月 15 日以降については、この取り扱いはありません。今後、再度感染症が拡大

する場合には、利用自粛を求める場合があります。この場合には、改めてご連絡をい

たします。 

６月以降の利用の見込みがない場合には、利用区分２から利用区分１への変更を案

内してください。５月末にかけて、利用区分２から利用区分１への変更が間に合わな

い方もいることから、６月１日以降に利用実績がない場合で、保護者から利用料の返

還を求められた場合には、可能な限り応じていただきますよう、お願いいたします。

（この場合、６月 15日以降分は横浜市からの財政支援はありません。） 

なお、年度内に利用変更をする場合、勤務先に変更がなければ、再度の就労証明の

提出は不要としています。 

 

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。 

なお、厚生労働省等からの通知を参考に、「放課後キッズクラブにおける感染防止ポ

イント」（参考資料１）を作成しました。基本事項になりますので、非常勤職員を含め

て職員全体で共有を図ってください。 
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（２）開所時間について 

１（２）のとおりです。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。 

なお、６月中は、通常期よりもクラブの開所時間が早くなりますが、授業時間の

確保の観点から長期休業の短縮が見込まれるため、これに伴う追加補助は現時点では

ありません。また、学校からの要請に基づき、午前中から開所した場合でも、追加の

補助はありません。 

 

（３）学校施設の活用について 

６月１日から 30日までは、給食が開始されないため、キッズクラブを利用する児童

は、キッズクラブでお弁当を喫食することになることから、活動場所が足りない場合

には、学校施設の場所を提供してもらえるよう、学校に依頼をしてください。 

また、一斉臨時休業中とは異なり、学校施設の使用が制限される場合があります。

学校長には学校施設の提供について、クラブからの相談に応じるよう通知をしていま

すが、対応が難しいようであれば、相談をしてください。 

 

（４）健康観察について 

児童の受入れ時（利用カード提出時）には、児童の体調確認(必要に応じて検温)を

行ってください。また、体調不良の場合は、キッズクラブが利用できないことについ

て、キッズ通信等により、定期的に保護者へ周知を行ってください。 

長期休業中には、「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）各事業所が主催するイベントや会議 

各事業所が主催するイベントは引続き、学校が通常授業を再開するまでは、原則と

して延期してください。通常授業の再開後も、感染防止の観点から、調理プログラム

などは実施しないでください。 

会議（評議会・保護者会・保護者説明会を含む）、研修等は、原則として学校が通常

授業を開始する後まで延期してください。通常授業の再開後、会議等を実施する場合

は、次の点に留意をした上で行ってください。 

 

【留意点】 

・新型コロナウイルス感染拡大の状況（緊急事態宣言の再発令、市民利用施設の閉

館など）によっては、会議を延期すること。 

・国の専門会議の提言を踏まえ、３つの条件（密室・密集・密接）が重ならないよ

う、会場を設定すること。 

・人と人との距離を１～２メートル離すこと。 

・会議等の出席者にはマスク着用を求めること。（マスクがない場合にはクラブ側で

用意をすること。） 

 ・体調がすぐれない場合には、無理に出席することがないよう、会議等の出席者に

求めること。 

 

（６）閉所について 

利用児童が全員帰宅したとしても、19時までに利用者からの問い合わせがあること

や、非常勤職員の労働の時間を削ることにも繋がるため、単に利用児童がいないこと

を理由に、クラブを閉所することはやめてください。 

利用児童がいなくなったことにより、19時まで条例上の職員の配置を行わない場合

には、減算の対象となります。 

なお、コロナウイルス感染症の発生等に伴い、クラブを閉所した場合は、減算対象

外です。 

 

（７）職員の最低配置ついて 

利用区分１の児童がいる場合は、「横浜市放課後キッズクラブ実施要綱」別表１

（第８条）に定める職員配置とします。 

利用区分２の児童のみの場合は、「横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

基準に関する条例」に基づく職員配置（支援単位ごとに放課後児童支援員を２名以

上※うち１名は補助員でも可）とします。 

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や 長期休業中 等につい
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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 

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・
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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。 

 

 

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２）を作成しました。大変お手数をおかけしますが、利

用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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放課後キッズクラブにおける感染防止ポイント 
 

１ 児童が来所する前 

 □職員の体調確認(検温)、体調が悪い時は出勤をしない。体調が回復しても、解熱後 24 時間以内

の場合は出勤しない。 

 □職員の入室前の手洗い（30 秒程度・水と石鹸で丁寧に） 

□職員のマスクの着用 

 

２ 開所中 

□キッズカード確認時に児童の体調確認(必要に応じて検温)を行う。 

□手洗い後（30 秒程度・水と石鹸で丁寧に）の入室を促す。 

□可能な限りマスクを着用するよう呼びかける。 

□密集・密接を避ける呼びかけ。(児童同士の距離を１～２メートル以上保つ) 

□狭い部屋での長居は避ける。 

□換気の徹底 

・気候上可能な限り常時、可能であれば２方向の窓を同時に開ける。 

・空調使用時においても換気は必要。 

・窓を開けて換気するときの時間と回数の目安は、1 時間に 5～10 分程度 

・１時間に 10 分の換気を１回するよりも、１時間に 5 分の換気を 2 回する方が効果は高い。 

・できるだけ、回数を多く換気をすると効果的 

 □お弁当・おやつ喫食前、体育館や校庭から戻ってきた後、多くの児童が利用する遊具を使用した

後、トイレ後等のこまめな手洗いの徹底 

□お弁当・おやつを食べる際に、対面ではなく横並びに座らせる。人数が多い場合は、複数回に分

ける。 

□お迎え時に保護者にキッズルームへ入室させない。キッズルームに立ち入る場合については、

体温を計測してもらい、発熱等が認められる場合には立ち入りを断ること。お迎えには、乳幼児

を除き、複数人で来ることがないように呼び掛ける。 

□物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましい。 

 

３ 児童の帰宅後 

 □多くの児童が触れる場所や教養の遊具などの消毒 

 

４ その他 

□感染防止の観点から、リスクの高い活動は行わない。(お出掛けプログラム、調理プログラム、

児童が密集する運動) 

□おやつの購入はネット販売や注文販売も利用し、直接買い物に行く場合は、まとめ買いをする。 

□おやつを手作りする場合には、一層の衛生管理をすること。できる限り個包装になっている既

製品を提供する。 

参考資料１ 



9 
 

  

 

令和２年５月 25 日 

 

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 

 

６月１日以降の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。 

一斉臨時休業期間中については、利用の制限や自粛等に、ご理解・ご協力をいただき、

心より感謝申し上げます。 

この度、緊急事態宣言の解除に伴い、６月１日より段階的に教育活動が再開されること

となりました。これに伴いまして、６月１日以降のキッズクラブの利用についてお知らせ

いたします。教育活動は再開されますが、感染症防止の観点から、６月１日～６月 14 日

の間については、引き続き感染防止のため、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、保護者に利用を控えるようお願いします。 

また、引き続き、利用区分１の児童の利用については、制限をさせていただきます。 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

 

１ 放課後キッズクラブの利用について（６月１日以降） 

(1) ６月１日(月)～30 日(火)【分散登校・短時間授業、給食なしの期間】 

利用区分２の児童のみを対象として開所します。 

開所時間は学校終了後からです。 

キッズクラブを利用する児童は、キッズクラブで昼食をとることを基本とします。 

 

(2) 通常通りの授業、給食開始後 

利用区分２の児童に加え、一週間程度の準備期間を経た上で、限定的に利用区分１ 

の児童の利用を開始します。 

利用区分１の児童の利用の再開について、当面の間は、３つの密を防ぐ観点から、

時間・日数・学年を限定(例：１時間限定、利用できるのは週２日以内、月曜日は１年

生のみ等)して行うなど、学校やクラブの状況等に応じて、限定的に開始するものとし

ます。詳細については、クラブを通じてお知らせします。また、利用区分１の一時利

用（１回 800 円）についても再開します。 

 

 

参考資料２ 
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２ 利用料について（６月１日以降） 

(1) ４月８日～６月 14 日までの期間中、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。詳細については６月上旬にクラ

ブを通じて改めてご連絡します。 

(2) ６月 15 日以降については、上記(1)の取り扱いはありません。教育活動が６月１日に

再開することで、利用区分２から利用区分１への変更をする場合は、各クラブへ「利用

区分変更申込書」を提出してください。 

 

 

3 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。  

 

 

4 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 

利用区分の変更、利用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


  事 務 連 絡 

令和２ 年 ５月 11 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 

「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂について 

新型コロナウイルス感染症の相談・受診については、「「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

日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡）におい

てお示ししているところです。 

今般、新型コロナウイルス感染症専門家会議の議論を踏まえ、別添のとおり

「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」（以下「相談・受診

の目安」という。）が改訂されましたので、各民生主管部局におかれましては、

社会福祉施設等の職員が正しい認識を持つとともに、職員も含め、妊婦、子ども、

障害者及び高齢者並びにこれらの家族等による適切な相談及び受診がなされる

よう、周知等の適切なご対応をお願いいたします。 

また、これまで累次にわたりお示ししている社会福祉施設等における感染拡

大防止のための留意点等における相談・受診の目安及び「新型コロナウイルス感

染が疑われる者」に係る記載については、今般改訂された相談・受診の目安に読

み替えるものとします。 

また、管下の社会福祉施設等に対しても周知をお願いするとともに、都道府県

におかれましては、管内市町村（特別区を含む。）に対する周知をお願いいたし

ます。 

＜参考＞ 

・新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html

別紙２

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html


新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安 

１．相談・受診の前に心がけていただきたいこと 

○ 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。

○ 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。

○ 基礎疾患（持病）をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染

症以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話で御相談ください。

２．帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安 

○ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。（これ

らに該当しない場合の相談も可能です。）

☆ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかが

ある場合

☆重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けてい

る方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

☆上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う

場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。） 

○ 相談は、帰国者・接触者相談センター（地域により名称が異なることがありま

す。）の他、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もあ

るので、ご活用ください。

（妊婦の方へ） 

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接

触者相談センター等に御相談ください。 

（お子様をお持ちの方へ） 

 小児については、小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相談センター

やかかりつけ小児医療機関に電話などで御相談ください。 

※なお、この目安は、国民のみなさまが、相談・受診する目安です。これまで通り、検

査については医師が個別に判断します。

３．医療機関にかかるときのお願い 

○ 複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、複数の

医療機関を受診することはお控えください。

○ 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット（咳や

くしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、

口や鼻をおさえる）の徹底をお願いします。

（別添） 



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よいのか。

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、６月１
日～14日の間は、学校による分散登校が行われるととも
に、正午までは学校で緊急受入れを行うこととなっています
ので、原則12時以降の開所とします。そのため、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

５月25日更
新

3 分散登校・短縮授業・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
５月25日更

新

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。

６月１日以降は、原則、12時以降の開所とします。
４月３日

５月25日更
新

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25日更新） 別紙３



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。

37.5度によらず、発熱等が認められる場合には、 利用を
断る取扱いとします。過去に発熱等が認められた場合にあっ
ては、解熱後 24 時間以上が経過し、 呼吸器症状が改
善傾向となるまでは同様の取扱いとします。 なお、このよう
な状況が解消した場合であっても、引き続き、当該児童の
健康状態に留意してください。

４月３日
５月25日更

新

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 ７月１日以降の対応はいつ示してもらえるの
か。 学校の対応とあわせて、改めて通知します。

４月３日
４月９日
５月７日

５月25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。

期間中（４月８日～６月14日まで）、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、
日割りの利用料をクラブを通じて利用者に返還する予定で
す。詳細については、６月上旬にクラブを通じて保護者にお
知らせいたします。

４月９日
５月７日

５月25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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