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放課後児童健全育成事業所の対応について(７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24>
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。
６月１日より教育活動が段階的に再開され、６月 15 日からは分散登校が短縮授業にな
り、児童を取り巻く環境も徐々に日常に戻りつつあります。今後、感染拡大がなければ、
７月１日以降は、学校は通常授業になり、給食も提供される予定となっています。
学校が通常授業になり、給食が開始された場合の対応については既に通知していますが、
時期についてお知らせいたします。ただし、７月１日以降の学校の対応については確定事
項ではないため、感染状況により変更があった場合には、速やかにお知らせさせていただ
きます。
また、感染リスクを最小限に抑えつつも、児童の健全育成を推進していくために「横浜
市放課後児童健全育成事業のための新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を作成
しました。これをもとに、利用する児童が安全・安心に過ごすことができるよう取り組ん
でいただきますよう、お願いいたします。

１ 放課後児童健全育成事業の運営について(７月１日以降)
(1) 放課後キッズクラブ
ア 通常通りの授業、給食開始後【７月１日以降(予定)】
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、給食がない期間(７月 23 日～８月２日、８月 17 日～23 日(予定))について
は、原則、利用区分２の児童のみの利用とします。
イ

夏季休業期間【８月３日から８月 16 日(予定)※期間は学校によって異なる場合があります】
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。

(2) 放課後児童クラブ
ア 通常通りの授業、給食開始後【７月１日以降(予定)】
通常通り開所してください。
イ 夏季休業期間【８月３日から８月 16 日(予定) ※期間は学校によって異なる場合があります】
通常通り開所してください。
２

横浜市放課後児童健全育成事業所のための新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
国の通知や、横浜市立学校の教育活動の再開に関するガイドライン等を参考に、
「横浜
市放課後児童健全育成事業所のための新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」
（別
紙１）を作成しました。クラブによって環境が異なるため、全てが実践できるものではな
いと思いますが、このガイドラインをもとに、利用する児童や従事する職員が安全・安心
に過ごすことができるよう取り組んでください。
＜ガイドラインの構成＞
１

新型コロナウイルス感染症対策について

２

放課後児童健全育成事業における具体的な感染症対策について

３

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

４

その他の留意点について（偏見・差別の防止等の徹底、児童虐待防止）

３ 保護者への周知
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。
４ その他
「熱中症警戒アラート（試行）」※が発表されるような猛暑の場合は、外出時のリスクや
熱中症の危険が特に高くなるため、利用の必要性を検討いただくよう保護者に対してお願
いをします。（キッズクラブ利用区分２、児童クラブご利用の方を除く）
※「熱中症警戒アラート（試行）」
：熱中症の危険性が極めて高くなると予想される前日あるいは当
日に、対象都県に対して発表されます。発表された際には、日頃から実施している熱中症予防対
策の普段以上の徹底が必要となります。（別紙５参照）

<添付資料>
別紙１ 横浜市放課後児童健全育成事業所のための新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
別紙２

保護者向けお知らせ文(キッズクラブ用・児童クラブ用)

別紙３

キッズクラブでの対応と留意事項(令和２年６月 23 日)

別紙４

事業所向け FAQ(キッズクラブ用・児童クラブ用)

別紙５

熱中症予防のための新たな情報発信「熱中症警戒アラート（試行）」について
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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έϧϔΝཤ༽ͤΖҲਕͽͳΕࢢʹΝ״ઝ͖ΔगΖͫ͜Ͳͺ͵͚ɼॄસର݊߃
ͳ҈સΝ֮ฯͤΖචགྷ͍͗ΕΉͤɽͪ͞Όɼࢢʹ݊߃য়ସͶΝഓΖͳͳͶɼ
৮ҽࣙਐ͗״ઝࢯͶࣁͤΖΓ͑͵எࣟͶΌɼέϧϔͶ͕͜Ζన͵״ઝ
ଲࡨͶखΕૌ͞ͳ͗॑གྷͲͤɽ
๎՟ࣉޛಒ݊સүࣆۂͺన͵༣;;ٶਫ਼Ν͢ڛɼࢢʹয়ڱΏୣ
ஊΝಁΉ͓͵͗Δɼͨ݊સ͵үΝਦΖࣆͤͲۂɽࢢʹΝ״ઝ͖ΔगΕ͵͗
Δɼʹ͑ͪ͢Δ݊Ώ͖Ͷ༣΄Ζ͖ɼਫ਼Ν͘ͲڛΖ͖Νߡ͓ɼ״ઝϨηέ͍
Ζয়ڱԾͲࣰࢬͲ͘Ζ͞ͳͶՆ͵ݸΕखૌΊɼࢢʹͪͬͳͳͶ״ઝΝඈ͜Ζ༣
;๏ʀգ͟͢๏ΝͤΖ͞ͳ͗ٽΌΔΗΉͤɽ
Ήͪɼۢෳࢳฯ݊ιϱνʖΏؖؽঁݶΝण͜͵͗Δɼ״ઝͶͤؖΖਜ਼͢͏
ๅΝ͢ڛɼໃ༽͵҈Ώ״ઝंͶଲͤΖࠫพʀย͗ݡਫ਼ͣ͵͏Γ͑Ͷഓྂ͢Ήͤɽ





ʤ̐ʥฯंޤबஎͶ͍ͪͮͱखΕૌ͞ͳ


     ԾىࣆߴͶ͍ͱͺΉΖଲԢͶͯ͏ͱɼฯंޤ͕எΔͦʤΫρθ
௪৶ʥͶΓΕฯंޤबஎ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ

ʕࣉಒຘ݊߃؏ࡱΝబఊ͢ͱ͏ͪͫ͘ɼରྒྷʤ೦ɼͦ͘ɼ᷼ଷ״ɼ
ଋ͢͠ۦɼಆ௩য়ʥ֮͗͠Ηͪͺɼέϧϔཤ༽͗Ͳ͘͵͏͞ͳ

ʕέϧϔͶ͕͏ͱචགྷͶԢͣͱࣉಒରԻΝܯ͢ɼ೦͗ΌΔΗΖ
ͶͺɼणΗ͗Ͳ͘͵͏͞ͳ

ʕգڊͶ೦Ώحٷݼয়͗ΌΔΗͪͺɼմ೦ؔ࣎  ޛҐ͗ܨգ͢ɼݼ
࣎ٷয়͗րવܑͳ͵ΖΉͲͺέϧϔཤ༽͗Ͳ͘͵͏͞ͳ
 ͞ΗΔয়͗մভͪ͢Ͳ͍ͮͱɼ݊߃য়ସͶཻқͤΖ͞ͳ






ʤ̑ʥಊͶࡏ͢ͱखΕૌ͞ͳ


Π қࣟͤΖ͞ͳ


ʤΠʥخຌద͵գ͟͢๏
ʕʰືॄ͢͵͏ʱɼʰৰΗΚ͵͏ʱɼʰҲఈړΝखΖʱ͞ͳΝࣉಒ͗ໃཀྵ͵͚
गΗΖΓ͑Ͷ͢ɼనͶࢨ͢Ήͤɽ

ʕܻ͚͢ਐରΝಊ͖ͤ༣;ͺɼϩʖϩΝรߍͪ͢ΕԲͲߨ͑Γ͑Ͷͪ͢Ε͢Ή
ͤɽ ʤྭʁ͕Ͷͮ͟͞Ν͖͝ΊͶรߍͤΖɽʥ

ʕߏٵΏड़ࣙख़Ͳࣉಒରྙ͗ਲ͓ͱ͏Ζ͞ͳΝఈ͢ɼպըͶқ͢Ήͤɽ 

ʕஏҮ״ઝয়ڱΝಁΉ͓ɼࣉಒ͗ືॄͤΖӣಊΏۛͲړૌΊͮͪΕɼਐରં
ৰͪ͢ΕͤΖ͗ଡ͏ಊͺඈ͜Ήͤɽ

ʕືॄΝඈ͜ΖͪΌɼ࠴ੰΏࣉಒֶؔΝͲ͘Ζͫ͜͜ۯΖΓ͑Ͷ͢Ήͤ

ʕۛͲړճΏΝ߉͓ΖͪΌɼ࠴ੰ͖͗͏Κͦয়ସͲಊΝߨ
Κ͵͏Γ͑Ͷ͢Ήͤɽʤྭʁ͏͖͗͏ޕΚ͵͏Γ͑Ͷ࠴ΖҒΝͥΔ
ͤɽʥ




ʕ״ઝࢯͪΌࣉಒͶଲͤΖࢨ͗գౕͶ͵Δ͵͏Γ͑Ͷқ͢ΉͤɽΉͪɼࣉ
ಒࢨͺಆͫ͜Ͳͺೋ͢͏͍͗ΖͪΌɼพϛηνʖΝͤࣖܟΖ͵
ʹ͢ͱΝ͢Ήͤɽ

ʕಊ಼༲Ͷͯ͏ͱͺɼຌΪχϧϱͫ͜Ͳ͵͚ɼָ֦ߏߡ͓๏ΏखΕૌΊಁ
Ή͓݀ఈ͢Ήͤɽ








ʤࢂߡʥָߏदۂͶ͕͜Ζक͵״ઝࢯࡨ
گՌ ಊྭ
״ઝࢯࡨྭ
ਦժࡠɼනݳɼؓৈ
ඔढ़

ʀݺਕͲಊΝخຌͳ͢ͱߨ͑ɽͺʰڠಋ͢ͱ͚ͯΕͫͤ
ಊʱʰڠಋͲߨ͑ଆಊʱΝߨΚ͵͏Γ͑ͶͤΖɽ
ʀ༽۫ͺͲ͘Ζͫ͜ݺਕΝ࢘͑ɽ༽۫ΝڠಋͲѽ͑ͺɼ
ಊޛͶघજ͏Ώ༽۫ভಡΝߨ͑ɽ
ରүɼ ӣಊΝߨ͑Ͷͪͮͱʀӣಊଏ͗ߡ͓ΔΗΖͲɼ
ॉ͵६ඍӣಊΝߨ͑ͳͳͶɼ
অʓ
ͶରΝΔͤΓ͑ͶӣಊྖΝߡ͓ͱɼಊͤΖɽಝͶɼॷ೦ॳԿ
ฯ݊ରү
ͪ͏͗ؔغΌɼॷ͠ͶঅʓͶΗΖΓ͑ໃཀྵ͵͏ಊ࣎
ؔͲࣰࢬͤΖɽ
ʀ݊߃ਏஇາࣰࢬͪΌɼࣉಒਫ਼ైରͶͺॉഓྂͤΖɽ
ʀؔɼݺਕΏঙਕ਼ͲືॄͦͥړΝखͮͱͲ͘ΖӣಊΝߨ
͑Γ͑ɼࢨܯժΝࡠͤΖɽ
ʽྭ ର͚ͯΕӣಊɼٗڟɼξϱηʾ
ର͚ͯΕӣಊحփӣಊʀॄͤΖࡏͶͺɼࣉಒਫ਼ైֶؔΝ̐̾Ґ͜ۯΖɽ
ӣಊʤٗڟʥʀึঁΝ͑ٗͺɼݬଉߨΚ͵͏͞ͳ͗Ή͢͏͗ɼ҈સͶͺॉ
නݳӣಊʤξϱηʥ
қͤΖɽ
ʀ಼༲Ν͢ਐରંৰΝ͢͵͏ӣಊͶͤΖɽ
Ϛʖϩӣಊʤٗځʥ ʀືॄͤΖӣಊͺ߉͓Ζɽ
ʀβʖϩܗҮͺɼືॄΝඈ͜αʖφΝήϨρχͶ͜ͱߨ͑ɽ
ʀϚʖϩΰʖϞͺɼືॄΏંৰ͗ඈ͜ΔΗ͵͏ͲɼదͱΰʖϞ
ͶͤΖ͵ʹ಼༲ΝͤΖɽ









ʤʥԲ಼Ͳ༣;Ͷ͕͜Ζཻқ఼
Բ಼ͺԲΓΕ״ઝϨηέ͗߶͚͵Ζͳ͠Ηͱ͏Ζ͞ͳ͖ΔҐԾ఼Ͷқ͢Ήͤɽ


ʕـͶΌɼࣉಒಋֶ࢞ؔͶқ͢Ήͤɽ 

ʕࣉಒ͗Γ͚ৰΗΖॶΏͶৰͮͪޛͺɼືͶ͵Δ͵͏Γ͑Ͷഓྂ͢ͱघજ͏Νଇ
͢Ήͤɽ 

ʕԲ಼Ͷ͕͏ͱଡ਼ࣉಒ͗ॄΉΕ͵͚ܻ͗͢ـݼΖΓ͑͵ӣಊʀΝड़ͤΓ͑͵
ಊͺඈ͜Ήͤɽ   

 ʤΤʥԲͲ༣;Ͷ͕͜Ζཻқ఼

ʕંɼਐରΝંৰͤΖ༣;ͺ͵Ζ΄͚ඈ͜Ήͤɽ 

ʕՈغ೦ଲࡨͺॉͶߨ͏͵͗Δ༣;Νߨ͏Ήͤɽ 

ʕՈͺ೦Ϩηέ͗߶ΉΖͪΌɼԲΏࣉಒؙఋ͵ʹԲͲਕͳ̐P Ґ
֮͗ړฯͲ͘ΖͺϜηέΝ͢Ήͤɽ

ʕ༣ΞͫޛͺɼືͶ͵Δ͵͏Γ͑Ͷഓྂ͢ͱघજ͏Νଇ͢Ήͤɽ
 


ʤΦʥϕϫήϧϞʀϗϱφΏճ٠Ͷ͕͜Ζཻқ఼

״ઝࢯ؏఼͖ΔɼཀྵϕϫήϧϞʀϗϱφͺͲ͘Ζࣰͫ͜ࢬ͢͵͏Ͳ͚ͫ͠͏ɽ
ճ٠ΝࣰࢬͤΖͺɼ఼࣏ͶཻқΝͪ͢Ͳߨ͏Ήͤɽ

˕ ܗαϫψΤϩη״ઝ֨য়ڱʤࣆٺەସઑݶ࠸ྫɼࢤཤ༽ࢬઅถؙ
͵ʹʥͶΓͮͱͺɼճ٠ΝԈ͢غΉͤɽ

˕ ࠅճ٠ݶΝಁΉ͓ɼ̑ͯড়݇ʤື࣪ʀືॄʀືંʥ͗॑͵Δ͵͏Γ͑ɼ
ճΝઅఈ͢Ήͤɽ

˕ ਕͳਕͳړΝ̏ʛ̐ϟʖφϩ͢Ήͤɽ

˕ ճ٠ड़ੰंͶͺϜηέ༽ΝٽΌΉͤɽʤϜηέ͗͵͏ͶͺέϧϔଈͲ
༽қ͢Ήͤɽʥ

˕ ର͗ͤ͛Η͵͏ͶͺɼໃཀྵͶड़ੰͤΖ͞ͳ͗͵͏Γ͑ɼճ٠ड़ੰंͶٽ
ΌΉͤɽ






 ۫ରదͶखΕૌ͞ͳ


ʤΠʥࣉಒཔॶ;ٶಊͶखΕૌ͞ͳ

ʕཤ༽࣎݊߃য়ସѴͶͯ͏ͱ
ࣉಒणΗ࣎ʤཤ༽Ωʖχड़࣎ʥͶͺɼࣉಒର֮ චགྷͶԢͣͱ
ݗԻ Νߨ͏ΉͤɽௗۂٵغͶͺɼ
ʰ݊߃؏ࡱධʱ พ̧ Ν͢༽ɼ
ࣉಒ݊߃য়ڱѴͶΌΉͤɽݗԻͶ͍ͪͮͱରԻܯͺͲ͘Ζͫ͜
ඉંৰࣞΝ༽қ͢Ήͤɽ

ʕಊͶ೦෫इয়͗ݡΔΗͪଲԢͶͯ͏ͱ
ಊͶ೦෫इয়͗ΊΔΗΖͺɼଐΏ͖Ͷฯंޤ࿊ཙΝ͢
ͱɼ͓ܶͶཔͱΔ͏Ήͤɽଋ͢͠ۦʀ͏ک᷼ଷ״ʀ߶೦͏کয়͗
͍Ζɼʰंࠅؾʀંৰं૮ιϱνʖʱΏ͖͖Εͯ͜ঘࣉҫྏؖؽͶ
ు͵ʹͲ૮ͤΖΓ͑ɼฯंޤͶఽ͓Ήͤɽ
͵͕ɼฯ͓ܶ͗ंޤͶཔΖΉͲؔɼέϧϔͶͳʹΉΖ͞ͳ͗චགྷͳ͵Ζ
ίʖη͍ΕΉͤ͗ɼͨͶͺɼଠंͳંৰΝՆ͵ݸΕඈ͜Δ
ΗΖΓ͑ɼพ࣪Ͳଶͦ͠ؽΖ͵ʹഓྂΝ͢Ήͤɽ



ᶅـΝߨ͑
Ն͵ݸΕɼ಼࣪Ν͗͵͢ـΔಊΝࣰࢬ͢Ήͤɽ
ಊͺචͥ͢૯Ν߁͚͜Ζචགྷͺ͍ΕΉͦΞ͗ɼಊޛͺɼ
૯ʀχΠΝ๎͢ـΝߨͮͱ͚ͫ͠͏ɽ૯͵͏෨Բͺɼ࣎Ε
Ν͜ͱ͕͏ͪΕɼـખΝ༽͏ͪΕͤΖ͵ʹ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ
ਕືౕ͗ఁ͏য়ସͲـͶΌΉͤɽ

ـཻқ఼
ʕޫـՆ͵ݸΕ࣎ɼՆͲ͍Ηͻ̐๏૯Νಋ࣎Ͷ͜Ήͤɽ

ʕۯ࢘༽࣎Ͷ͕͏ͱـΝߨ͏Ήͤɽ

ʕ࣎͏͵͘Ͳ͗ـͲɼͲ͘ΖݸΕـΝ͢Ήͤɽ

ʕ̏࣎ؔͶ  ـΝ  յߨ͏Ήͤɽ
ʤ̏࣎ؔͶ  ـΝ̏յͤΖ
ΓΕްՎదͳ͠Ηͱ͏Ήͤɽʥ

ʕ߁͚ళҬ߶͏෨ԲʤରүؙΏಕʥΝ࢘༽ͤΖͲɼਕືౕ
͗߶͏য়ସͲͺـΝߨ͏Ήͤɽ






࣎ـϛϱφ
ʕࣙષͶ෫ً͗͞ΕͶ͚͏ΏҲ๏૯͖͢͜ΔΗ͵͏࣎ͺɼ૯Ͷ
͜ͱખ෫ؽΝյͤ͞ͳͲɼـۯΝླྀͤ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ

ʕ෫Νఁ͏ҒͶɼड़Ν߶͏ҒͶͤΖͳްـՎ͗ΓΕ߶ΉΕ
Ήͤɽ 

ʕ෨ԲߑଆͶΚͦɼ૯Ν͜ɼΕχΠΝ๎͢ɼـખΏૻ෫
ؽͲـΝߨ͏Ήͤɽ































ᶆভಡΝߨ͑
ಊηϘʖηΏφϪ͵ʹॶ͑ͬɼಝͶଡ͚ࢢʹͪͬ͗घΝ
ৰΗΖॶʤχΠόϔɼघͤΕɼ ηρο͵ʹʥ
ɼ༽ڠ༣۫ͺɼ ೖ  
յҐভಡӹʤভಡ༽ΦνόʖϩΏ࣏ѧԚોψφϨϞΤϞʥΝ࢘༽͢
ͱੜ৩͢Ήͤɽভಡͺ״ઝܨ࿑ΝஇͯͪΌ๏๑ͳ͢ͱඉͶ༙ްͲͤɽ

ভಡͶ࢘༽Ͳ͘Ζ
ʕघࢨʁভಡ༽Πϩαʖϩʤౕ ˍҐʥ

ʕනʁԚોܧථപࡐʤ࣏ѧԚોψφϨΤϞݬӹౕ༁ ʛ
Νسए͢ͱ࢘༽ʥ
ˠ࣏ѧԚોψφϨΤϞΝঐྭͳ͢ͱͺɼύνʖɼϔϨʖοɼϒϣʖ
ϧρέη͍͗ΕΉͤɽͪͮ͵͚ݻͺްՎ͗മ͏Ͳɼ͟қ͚ͫ͠͏

ʕාʁ೦౮ভಡʤˈɼҐʥΉͪͺԚોܧථപࡐͶͯ͜ͱ͖Δ
જୗؽͶ͖͜ͱ͚ͫ͠͏ɽ





























ভಡΝߨ͑ॶ
घࢨ͗Γ͚ৰΗΖॶΝভಡ͢Ήͤɽ
ԾىනͶॊͮͱভಡΝߨ͏Ήͤɽ

˚ʁ ೖ  յҐভಡͤΖ
ʕʁఈغదͶভಡ͢ੜ݁Νฯͯ
˚χΠόϔʀӀघɼ૯όϔʀӀघ
˚घͤΕ
˚লηρο
સൢ
˚ϱνʖϓΧϱϚνϱ
˚ਭಕआʀϪώʖɼεϡϭʖϖρχɼϙʖη࣍ͬघ
˚ླྀ͢
˚লηρο
˚χΠόϔʀӀघɼ૯όϔʀӀघ
˚༽ڠϏλαϱΫʖϚʖχʀϜΤηɼνϔϪρφ
ಊ෨Բ ˚Ά͑͘ੜૡ༽۫
˚༽ڠ͕ͬΎɼ۫حɼජ۫༽ىɼਦॽɼ͕ͬΎ
˚ηϛʖς༽ɼֺح
ʕطʀҞࢢ
˚লηρο
˚χΠόϔʀӀघɼघͤΕ
˚घજ͏आɼླྀ͢
˚สح֘ʀส࠴
φϪ
˚ਭજϪώʖ
˚ΤΧεϣϪρφࡠϚνϱ
˚ϘʖϏʖϙϩξʖ
ʕปɼজ
˚লηρο
˚χΠόϔʀӀघɼ૯όϔʀӀघ
˚ड़ۊΩʖχϨʖξʖϚνϱ
˚ుؽʀϓΟρέηʀܠଵు
˚αϒʖؽɼһࡰؽɼࡍஇؽ
ࣆແ࣪
˚༽ڠϏλαϱΫʖϚʖχʀϜΤηɼνϔϪρφɼు
˚ϛρφɼྮށखͮघ
ʕΫϡϑϋρφɼϓΟϩϚρέηɼϫρΩʖखͮघ
ʕ༽ڠࣆແ༽۫ඍʀࡒگͲघͶৰΗΖ
ʕطɼҞࢢ
ভಡළౕ









ভಡࡠۂླྀΗ
ʴভಡ६ඍʵ
ʕೖదͶɼཀྵಶΏβϝΏϙαϨΝखΖੜૡΝߨ͏Ήͤɽ

ʕـΝߨ͏Ήͤɽ

ʕԚોܧථപࡐΝࠒ͏ٷΞͫΕɼંघࢨͶͯ͏ͪΕͤΖ͞ͳΝ͛ͪΌɼϜη
έΏघୀΝ༽͢Ήͤɽ

ʕਜ਼͚͢سएͪ͢ভಡӹΝࡠΕΉͤɽࡠΕͪ͘͢ͺްՎ͗͵͏ͪΌɼভಡ
ͤΖͪ;ͶࡠΕ͢Ήͤɽ

ʕ༽ڠॽΏ༣۫͵ʹͶͯ͏ͱɼࣉಒ͗ཤ༽ͪ͢ޛͶΗΖভಡ༽Ϛρέη
Ν༽қͤΖ͵ʹΝ͢ɼভಡࡠۂΝߨ͏Ώͤ͏Γ͑Ͷ६ඍΝ͢Ήͤɽ



ʴভಡʵ
ʕভಡӹΝॉͶΉͦͱ͢·ͮͪාͲɼভಡͤΖॶΝ৩͘खͮͪޛʤҲ๏Ͷ
৩͚ʥ
 ɼ͖Δ৩͘͢Ήͤɽ

ʕۜ෨ͺෙৱͤΖՆ͍͗ΖͲɼਭ৩͘͢ΉͤɽްՎΝ͝ΖͪΌͶ
ໆͲͺ͵͚චͥ৩͘͝Νߨ͏Ήͤɽ

ʕভಡͺɼघͲ اʀඕʀ ΝৰΔ͵͏Γ͑Ͷ͢Ήͤɽ


ʴভಡޛқʵ
ভಡ͗྅ͪ͢ΔɼघΝΓ͚જ͏Ήͤɽ

















˛ಊηϘʖηʀླྀ͢ʀஊ ༽ڠ෨ ভಡࡠۂྭʤᶅˢᶉॳʥ

















 





άືࢫ࣮࣌ࢫ

ṡதᴾ
ṢẟẴᴾ
ίᏑờẺủὸᴾ

˛φϪভಡࡠۂྭʤᶅˢᶍॳʥ




















ᶇघࢨӶਫ਼ʤघࢨভಡɼघજ͏ʥ
घΝղ͢ͱɼබݬର͗ਕ͖Δਕͳ״ઝͤΖ͞ͳ͗ଡ͏ͪΌɼघજ͏Νߨ͏
״ઝܨ࿑ΝअஇͤΖ͞ͳ͗Ͳͤɽಊ༹ʓ͵Ͷ͕͏ͱ͞ΉΌͶघજ
͏Νߨ͑Γ͑Ͷ͢Ήͤɽ


घજ͏Ͷ࢘༽ͤΖ
घજ͏ͶͺɼӶਫ਼͖Δɼӹର੶͗ݪਬও͠Ηͱ͏Ήͤɽݪ੶ܙݽΝϋρφͶ
Ηͱ࢘༽ͤΖͺɼ੶͗ݪঘ͚͠͵ͮͪΔ͢͏੶ݪΝଏͥ͠ɼϋρφ͟ͳިͱ͢
͚ͫ͠͏ɽঘ͠͏੶ݪͺ๒ཱིͬѳ͚ɼΉͪɼϋρφ݁Ͷ͵Ε͗ͬͲͤɽϋρφͺજୗ͢ళ
ೖ͏͚ͫ͠ͱ͢͢ױɽ


घજ͏ΝࣰࢬͤΖ
༹ʓ͵ॶͶΤϩη͗͢ͱ͏ΖՆ͍͗ΖͲɼԾىΓ͑͵
ͺघજ͏Νబఊ͢Ήͤɽ

ʕ͖ΔέϧϔͶΖ࣎ʤԲˢԲ಼ʥ

ʕԲ಼พಊॶߨ͚࣎ʤԲ಼ˢԲ಼ʥ

ʕৱΏ͕Ώͯޛ

ʕ༽ڠ༣۫Ώಕ۫Ν࢘༽ͪ͢ޛ


घજ͏ཻ࣎қ఼
ʕघજ͏ͺ  භఖౕ͖͜ͱɼਭͳ੶ͲݪೣͶજ͏Ήͤɽ

ʕघΝ৩͚νΨϩΏύϱΩοͺݺਕ࣍ͬͳ͢ͱɼ༽ڠͺ͢͵͏Γ͑Ͷ͢
Ήͤɽ

ʕघࢨ༽ভಡӹͺɼླྀਭͲघજ͏͗Ͳ͘͵͏ࡏͶɼึঁదͶ༽͏ΔΗ
ΖͲͤͲɼخຌదͶͺླྀਭͳ੶Ͳݪघજ͏Ν͢Ήͤɽ
ͪͫ͢ɼླྀਭͲघજ͏͗Ͳ͘͵͏ͶͺɼΠϩαʖϩΝΞͫघࢨভ
ಡ༂Ν࢘༽͢Ήͤɽ








ʕϛηνʖ͵ʹΝࣖ͢ܟɼਜ਼͢͏घજ͏๏Νࢨ͢Ήͤɽ












































㻌
㻌
ᡭᣔ䛝䝍䜸䝹䜔㻌
䝝䞁䜹䝏䛾㈚䛧䜚䛿
ཝ⚗䛷䛩䚹




ᡭὙ䛔ᚋ䛿䚸㻌
⺬ཱྀ䛻Ỉ䜢䛛䛡䛶䛛䜙
⺬ཱྀ䜢㛢䜑䚸Ỉ䜢Ṇ䜑
䜎䛩䚹㻌

ᶈ ֑Φοίρφ

֑Φοίρφͳͺɼ״ઝΝଠंͶ״ઝͦ͠͵͏ͪΌͶɼ֑ʀ͚͢Ύ
ΊΝͤΖࡏɼϜηέΏτΡρεϣʀύϱΩοɼଗɼඞ಼ଈ͵ʹΝ࢘
ͮͱɼΏඕΝ͕͓͠Ζ͞ͳͲͤɽଠं͖Δ״ઝΝյඈͤΖͪΌ
Ͷɼ֑ΦοίρφΝబఊͤΖΓ͑Ͷ͢Ήͤɽ










































ᶉϜηέΝ༽ͤΖ

ಊͶ͕͏ͱͺɼۛͲړճΏਫ਼͗චགྷ͵ਫ਼ͣ͑Ζ͞
ͳ͖ΔඊວΝඊͻ͠͵͏Γ͑ɼࣉಒ;ٶ৮ҽͺɼɼخຌదͶͺ࣎
ϜηέΝ༽͢Ήͤɽ
ͪͫ͢ɼԲͲಊͶ͕͜ΖϜηέ༽ͺචགྷ͍ΕΉͦΞɽϜηέ
༽࣎೦ଲࡨͶͯ͏ͱͺʰᶊ͢͏ਫ਼༹ࣞͶ͕͜Ζ೦ଲࡨͶ
ͯ͏ͱʱʤ̧ʥΝࢂল͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ
ΉͪɼϜηέΝΗͪΕ͚ࣨͪ͢Εͪ͢ࣉಒͶͺɼέϧϔ಼Ͳ״ઝΝ
༩ͤΖ؏఼͖ΔͲ͘ΖݸΕϜηέΝ͘ͲڛΖ͞ͳ͗Ή͢͏Ͳͤɽ


ಊͶ͕͜ΖϜηέ༽ཻ࣎қ఼
ʕରͶ೦͗͞ΕΏ͚ͤରԻ͗͗ΕΏͤ͏Ͳɼ೦ͶـΝ͜Ήͤɽ


ʕରͶෝ՛͖͖͗ΖͲɼనౕͶܞٵΝΗΖΓ͑Ͷ͢Ήͤɽ

ʕʹ͘Ͷ͗͘ـͶ͚͚͵ΖͲɼ͞ΉΌͶਭึڇΝͤΖΓ͑ଇ͢
Ήͤɽ

ʕޫـয়ڱͶΓΕɼ೦͵ʹ݊߃අ֒͗ਫ਼ͤΖՆ͗߶͏ͳ
இͪ͢ͺϜηέΝ͢ΉͤɽͨࡏͺɼـΏࣉಒؔͶॉ͵ړ
Νฯͯ͵ʹഓྂΝ͢Ήͤɽ

ʕՈغـԻɼౕ࣬͗߶͏ͲϜηέΝ༽ͤΖͳɼ೦Ϩηέ͗߶͚
͵ΖڬΗ͍͗ΖͪΌɼқ͢Ήͤɽ

ʕϜηέखΕ͢Ͷͯ͏ͱͺɼಊସ༹Ώࣉಒ༹ࢢ͵ʹಁΉ͓ɼྡ
ؽԢรͶଲԢ͢Ήͤɽ


Ϝηέ༽๏๑
ϜηέΝͤͶͺɼੜ݁͵ϑωʖϩΏාͶ͚͵ʹ͢ͱੜ݁Ͷฯͬ
ΉͤɽϜηέΝഉͤؼΖࡏɼϜηέනͶͺৰΗͥɼϑωʖϩୀͶ
ΗͱɼୀΝളͮͱືถ͢ͱ͖Δഉ͢ؼΉͤɽ













Ϝηέࡠ๏๑
     ʕ؈ҝϜηέࡠΕ๏




















ʕύϱΩοϜηέࡠΕ๏ 













ᶊʰ͢͏ਫ਼༹ࣞʱͶ͕͜Ζ೦ଲࡨͶͯ͏ͱ

ʕՈغـԻʀౕ࣬͗߶͏ͲϜηέΝ༽ͤΖͳɼ೦Ϩηέ͗߶͚͵Ζ
͕ͨΗ͍͗ΖͪΌɼԲͲਕͳॉ͵ړʤঙ͵͚ͳ̐̾Ґʥ֮͗ฯͲ͘
ΖͶͺɼ೦ϨηέΝߡྂ͢ɼϜηέΝͺͥͤΓ͑ࢨ͢Ήͤɽ

ʕϜηέΝ༽͢ͱ͏ΖͶͺɼ͏کෝ՛ࡠۂΏӣಊͺඈ͜ɼʹ͗ͱ͏
͏͵͚ͱ͞ΉΌͶਭึڇΝৼֽ͜ΉͤɽΉͪɼबҕਕͳړΝॉͶ
ͳΗΖॶͲɼనٕɼϜηέΝͺͥ͢ͱͤܞٵΖ͞ͳචགྷͲͤɽ

ʕΦΠαϱԻౕઅఈΝ͞ΉΌͶ͢Ήͤɽ

ʕೖࠔରԻఈɼ݊߃οΥρέͺɼܗαϫψΤϩη״ઝͫ͜Ͳ͵͚ɼ೦
Ν༩ͤΖͲ༙ްͲͤɽର͗ѳ͏ͳ࣎ͪͣ״ͺɼໃཀྵͦͥࣙͲ੫
ͤΖΓ͑Ͷ͢Ή͢Β͑ɽ


































ʤʥৱʀ͕Ώͯ࣎ͶखΕૌ͞ͳ

घજ͏బఊΝਦΖͳͳͶɼഓգఖͶ͕͏ͱ״ઝࢯͶΌɼৱ΄Ζ
ࡏͶͺطΝ͖͏ΚͦͶ͢͵͏͵ʹɼ࠴ੰഓΝ͢ͱɼৱʀ͕Ώͯ
࣎Ͷ͕͏ͱ̑ͯືΝඈ͜ΖΓ͑Ͷ͢Ήͤɽ


ᶅ६ඍ

ʕࣉಒɼ৮ҽͳͶɼৱͶ੶ݪΝ࢘༽͢ɼघજ͏ΝೣͶߨ͏Ήͤɽ

ʕ٦ৱɼـΝͤΖͪΌͶɼ૯Ν͜Ζ६ඍΝߨ͏Ήͤɽ




ᶆৱࣆ

ʕʰ͏ͪͫ͘ΉͤɽʱΝ͢ͱ͖ΔϜηέΝ͢ɼͪ͢Ϝηέͺ್ͯΕ
Ͷ͢ͱ͢Ή͏Ήͤɽ

ʕطͺͥͦرͶ͵Ζ΄͚ͪ͢য়ସͲસҽ͗ಋͣ๏Ν͘ɼճΝ߉ 
͓੫͖Ͷৱ΄Ήͤɽ

ʕਕ਼͗ଡ͏ͺɼ਼յͶ͜ͱৱ΄Ζ͵ʹΝ͢Ήͤɽ

ʕৱ΄शΚΕ࣏ϜηέΝ༽͢Ήͤɽ




ᶇฤ͜

ʕޛన͵ړΝฯͬ͵͗ΔɼҲਕͽͳΕ͗ࣙͫ͜Νฤ
͜Ήͤɽ

ʕࣉಒɼ৮ҽͳͶɼৱޛͶ੶ݪΝ࢘༽͢ɼघજ͏ΝೣͶߨ͏Ήͤɽ









ʤ̒ʥ৮ҽ͗खΕૌ͞ͳ
  
๎՟ޛڋॶΝң࣍ͤΖͪΌͶͺɼ৮ҽࣙਐ͗״ઝंɼંৰंˠͳ͵Δ͵
͏͞ͳ͗॑གྷͲͤɽંৰंͺɼ״ઝंͳ࠹शંৰೖ͖Δًࢋ͢ͱ  ೖؔΝ
ܨգͤΖΉͲड़ۊంࢯͶ͵ΕΉͤɽέϧϔ಼Ͳɼଡ͚৮ҽ͗ંৰंͳ͠Ηͪ
ɼௗغͶోͮͱέϧϔྡ࣎ถॶΝ༪ٓ͵͚͠ΗΖ͍ΕΉͤɽͨͪΌɼ
फ़خຌద͵״ઝଲࡨͫ͜Ͳ͵͚ԾىࣆߴͶͯ͏ͱखΕૌΊΉͤɽ

ʤࢂߡʥંৰंఈٝ
      ંৰंͶͯ͏ͱͺɼबวڧΏંৰয়ڱݺʓয়͖ڱΔं׳״ઝΝ
૱దͶஇ͢ɼ֦ۢෳࢳฯ݊ιϱνʖ֮͗ఈͤΖ͞ͳͳ͵ΕΉͤɽ
ᶅ ࣎غʁ͗ं׳ͤΖ̐ೖҐ߳ɼֶ࢟ΉͲ
ᶆ ؔ࣎ͳړʁಋंڋΏघͲৰΗΖ͞ͳͲ͘Ζړʤ҈ͳ͢ͱ̏ϟʖφϩʥ
Ͳɼචགྷ͵״ઝ༩ࡨ͵͢Ͳɼ  ͳं׳Ґંৰ͍͗ͮͪं


 


Π ৮ҽʤۊʀඉۊʀϚϧϱτΡΠʥ͗खΕૌ͞ͳ


ʤΠʥड़ۊͶߨ͑͞ͳ

ݗԻࣰࢬΏ෫इয়༙ໃ͵ʹର֮Νߨ͏Ήͤɽ
೦Ώحٷݼয়ɼͨଠ෫इয় ʹ௩ΊɼԾཫɼಆ௩ɼᅇృ
য় Νͣ״Ζͺɼड़ͳ͞͏͵͢ۊΝబఊ͢Ήͤɽड़ۊͶմ೦͢ͱ͏ͱɼ
մ೦ؔ࣎  ޛҐ͗ܨգ͢ɼحٷݼয়͗րવܑͳ͵ΖΉͲͺɼड़͢ۊΉͦ
Ξɽ͞ΗΔয়͗մভͪ͢Ͳ͍ͮͱɼ݊߃য়ସͶཻқ͢Ήͤɽ
Ήͪɼड़ۊͶର۫Ν͏͵ͣ״ͲɼೖͶ೦͍͗ͮͪ࣎͵ʹ
ͺɼචͥंๅࠄ͢ɼࣙͲٵ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ


ʤʥ৮Ͳߨ͑͞ͳ

ʕۊແͶ೦෫इয়Νਫ਼ͣͪɼචͥंๅࠄ͢Ήͤɽ

ʕ৮ҽϝʖτΡϱήΝߨ͑ͺɼ࠹ঙਕ਼ͳ͢ɼـͶΌɼड़པΖͫ 
ֶؔ͜Ν͍͜ͱ࠴ड़པΖΓ͑Ͷ߁͏෨ԲͲߨ͑͵ʹɼࢀືয়ସΝඈ͜ɼ
͏࣎ؔͲߨ͏Ήͤɽ

ʕࣉಒʰືॄʱյඈΆ͖ɼ৮ҽɼ͕Ώͯ߬ͺϋρφജΏชജ
Νཤ༽ͤΖ͞ͳΏɼંഛ͏Ͷߨ͚ͲΉͳΌഛ͏ΝͤΖ͵ʹ͢ͱ
͢Ήͤɽ




ʤΤʥۊແ࣎ؔΝೖͶ͕͏ͱߨ͑͞ͳ


    ʕॉ͵ਯເΏٵɼώϧϱηखΗͪৱࣆɼనౕ͵ӣಊৼ͗͜ɼ໖ӺྙΝ߶
ΌΖΓ͑ΌΉͤɽ

ʕճৱɼϜηέΝͤয়ସͺ͏͚ͫ͠ͱ͓߉ྙۅɽಝͶɼέϧϔୱҒͲӁৱ
Νߨ͑͞ͳͺɼ״ઝ͗ਫ਼ͣͪࡏͶɼӣӨܩକͶ॑͵ࢩ্Νਫ਼ͣͦ͠Ζڬ
Η͍͗ΖͪΌɼқ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ

ʕέϧηνʖʤॄ״ઝʥਫ਼Ϩηέ߶͏ॶड़ΕΏɼؔΝΌ
ͪགྷٺड़Ν߉͓ͱ͚ͫ͠͏ɽΏΝಚ͵͏Ͳɼࢀືয়ସͺ
ඈ͜Ήͤɽ

ʕ٦ԐंͺܗαϫψΤϩη״ઝ͗॑Կ͢ɼԎً͗͞ΖϨηέ͗߶͏
ͳ͏͑݃ڂݜՎ͗ࣖ͠Ηͱ͏ΉͤͲɼқ͢Ήͤɽ





 ۊ৮ҽΝৼͶखΕૌ͞ͳ

ۊ৮ҽͺɼ৮Ͳ״ઝ༩ͳ͢ͱʰ৮Ͷ͕͜ΖܗαϫψΤϩη״ઝ
ΝࢯͤΖͪΌοΥρέϨηφʱ พ̧ Ν͢༽ɼ৮ҽ͗҈સ͖ͯ҈ৼ͢
ͱಉ͜Ζ͚ͰڧΕͶི͢ͱखΕૌΊΉͤɽ

ʤΠʥ৮ҽয়ڱͶԢͣͱഓྂΝͤΖ


    ೝ৹͢ͱ͏Ζ๏ɼ׳࣮ેخʤ౸බɼৼસɼʹ͵׳࣮حٷݼʥΝ༙ͤΖ
๏ɼ໖Ӻཊয়ସͶ͍Ζ๏Ͷͯ͏ͱɼഓྂΝ͢Ήͤɽ
ܗαϫψΤϩη״ઝ״ઝ͗֨͢ͱ͏Ζয়ڱΝಁΉ͓ɼೝ৹ঃ
࿓ಉं݊߃؇ཀྵΝనͶਦΖ͞ͳ͗Ͳ͘ΖΓ͑ɼྫ̐೧݆̓̕ೖͶ
ঃؽ༽ޑճۋ๑Ͷࢨ͚Ͱخਓ͗Ҳ෨րਜ਼ʀࠄࣖ͠Ηͱ͏Ήͤɽ
















ʤʥ ৮ҽͶଲ͢ʰ૮҈ʱबஎΝߨ͑


ܗαϫψΤϩη״ઝՊճ٠٠ΝಁΉ͓ͱɼ݆̖̓ೖͶݡ͠
ΗͪʰܗαϫψΤϩη״ઝͶͯ͏ͱ૮҈ʱΝ৮ҽͶଲ͢ͱब
எʀబఊΝߨ͏ΉͤɽΉͪɼ৮ҽ݊߃য়ସ͗͞ΗͶ֚ͤΖͶͺɼࠅؾ
ंʀંৰं૮ιϱνʖͶుͲ૮͢ɼಋιϱνʖ͖Δंࠅؾʀંৰंཔ
णਏΝࢨࣖ͠ΗͪͶͺɼͨࢨࣖͶॊ͑Γ͑ଇ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ


ʤࢂߡʥܗαϫψΤϩη״ઝͶͯ͏ͱ૮҈Ͷͯ͏ͱʤ݆̖̓ೖ൝ʥ
ঙ͵͚ͳҐԾ͏ͥΗ͖Ͷ֚ͤΖͶͺɼͤ͛Ͷ૮Ν͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ͞Η
ΔͶ֚͢͵͏૮Նʥ
ೝ๏Ͷͯ͏ͱͺɼ೨ͪΌɼ॑Կ͢Ώͤ͏๏ͳಋ༹ͶɼΌͶ૮Ν ͢ͱ
͚ͫ͠͏ɽ

ᶅଋ͢͠ۦʤࠖٷݼೋʥ
ɼͫ͏کΖ͠ʤ᷼ଷ״ʥ
ɼ߶೦͏کয়͏ͥΗ͖͗
͍Ζ

ᶆ॑Կ͢Ώͤ͏๏ʤ߶ྺंɼ౸බʀৼસʀ׳࣮حٷݼʤ&23' ʥخ
ે࣮͍͗׳Ζ๏ɼಃੵΝण͜ͱ͏Ζ๏ɼ໖ӺཊࡐΏ߇͗ΞࡐΝ༽͏ͱ͏Ζ
๏ʥͲɼ೦Ώ֑͵ʹർֳదܲ͏෫इয়͍͗Ζ

ᶇىҐ๏Ͳʰ೦Ώ֑͵ʹർֳదܲ͏෫इয়ʱ͗କ͚ʤয়͗̒
ೖҐକ͚ͺචͥɼ
ʰ͏کয়ʱͳࢧ͑Ͷͺͤ͛Ͷ૮Νɽմ೦ࡐΝ
ӁΊକ͜͵͜Ηͻ͵Δ͵͏๏ಋ༹ʥ

ʴ૮ʵ
ंࠅؾʀંৰं૮ιϱνʖʤʤ̗࣎ʛ ࣎ʥʥΉͪͺɼ
͖͖Εͯ͜ҫ








ʤ̓ʥέϧϔͶ͕͜Ζ״ઝࢯοΥρέϛϱφ

Π ࣉಒ͗པॶͤΖ
˚৮ҽͺର֮ ݗԻ ΝͤΖɽର͗ѳ͏࣎ͺड़ۊΝ͢͵͏ɽର͗յ͢ͱɼմ೦ޛ
࣎ؔҐ಼ͺड़͏͵͢ۊɽ
˚৮ҽͺ࣪Ͷघજ͏ΝͤΖɽʤභఖౕʀਭͳ੶ͲݪೣͶʥ
˚৮ҽͺϜηέΝ༽ͤΖɽ


 ॶ
˚࣪࣎Ͷࣉಒର֮ චགྷͶԢͣͱݗԻ Νߨ͑ɽ
˚घજ͏ޛʤභఖౕʀਭͳ੶ͲݪೣͶʥ࣪Νଇͤɽ
˚Ն͵ݸΕϜηέΝ༽ͤΖΓ͖͑͜;ݼΖɽ
˚ືॄʀືંΝඈ͜ΖΓ͖͑͜;ݼΖɽ ࣉಒಋ࢞ړΝ̏ʛ̐ϟʖφϩҐฯͯ 
˚͏ڳ෨ԲͲௗڋͺඈ͜Ζɽ
˚ـబఊ
ʀޫـՆ͵ݸΕ࣎ɼՆͲ͍Ηͻ̐๏૯Νಋ࣎Ͷ͜Ζɽ
ʀۯ࢘༽࣎Ͷ͕͏ͱـΝߨ͑ɽ
ʀ̏࣎ؔͶـΝյߨ͑ɽ
˚͕อʀ͕Ώͯ٦ৱɼରүؙΏߏఋ͖Δͮͱͪ͘ޛɼଡ͚ࣉಒ͗ཤ༽ͤΖ༣۫Ν࢘
༽ͪ͢ޛɼφϪޛ͞ΉΌ͵घજ͏ΝబఊͤΖɽ
˚͕อʀ͕ΏͯΝৱ΄ΖࡏͶɼଲͲͺ͵͚ԥด;Ͷ࠴ΔͦΖɽਕ਼͗ଡ͏ͺɼ਼
յͶ͜Ζɽ
˚͕͓ܶ࣎ͶฯंޤͶέϧϔ෨Բ࣪ͦ͠͵͏Γ͑ͶͤΖɽཱིͬΖͶͯ͏ͱͺɼ
ରԻΝܯ͢ͱΔ͏ɼ೦͗ΌΔΗΖͶͺཱིͬΕΝஇΖΓ͑ͶͤΖɽ͕͓ܶ
Ͷͺɼ༰ࣉΝঈ͘ɼ਼ਕͲཔΖ͞ͳ͗͵͏Γ͑Ͷֽ͜;ݼΖɽ
˚ण͜ో͢ͺࢬʹ͵ؖݲઅݸΔΗͪॶͲߨ͑ɽ


Τ ࣉಒ͗ޛͪ͢ؾ
˚ଡ͚ࣉಒ͗ৰΗΖॶΏگ༣۫͵ʹΝভಡͤΖɽ


Φ ͨଠ
˚״ઝࢯ؏఼͖ΔɼϨηέ߶͏ಊͺߨΚ͵͏ɽ ͕ड़ֽ͜ϕϫήϧϞɼཀྵϕϫή
ϧϞɼࣉಒ͗ືॄͤΖӣಊ 
˚͕Ώͯ߬ͺϋρφജΏชജཤ༽͢ɼંഛ͏Ͷߨ͚ͺɼΉͳΌഛ͏Ν
ͤΖɽ
˚͕ΏͯΝघࡠΕͤΖͶͺɼҲӶਫ਼؇ཀྵΝబఊͤΖɽՆ͵ݸΕݺใૹͶ͵ͮͱ͏
ΖعΝͤڛΖɽ









≖‒ ૼ⇙∓⇰⇌⇊∑⇟ज़௨ၐⅻႆဃↆئӳሁ↝ݣ
ࣖ↚↓ⅳ↕‒


ʤ̏ʥๅࠄͶͯ͏ͱ

ࣉಒ;ٶ৮ҽ͗ɼܗαϫψΤϩηͶ״ઝ࣏ͪ͢;ٶͶ֚ͤΖয়ڱΝࣆۂ
ॶͳ͢ͱѴͪ͢ͺɼٺͶۢ͞ʹՊఋࢩԋ՟Ͷ͟ๅࠄ͚ͫ͠͏ɽ
ʤ࿊ཙͺʰ̓ͦʱΝࢂলʥ



Π ৮ҽ


ʤΠʥ෫इয়Ώ  ౕҐ೦͗̒ೖҐକ͏ͱ͏Ζͺͫ͏کΖ͠ʤ᷼
ଷ״ʥΏଋ͢͠ۦʤࠖٷݼೋʥɼ״ઝΝٛ͑য়͗ݡΔΗɼʰ״ઝंࠅؾʀંৰ
ं૮ιϱνʖʱͶ࿊ཙΝͤΖ

ʤʥ৮ҽ͗ંৰंͶಝఈ͠Ηͪ

ˠʤΠʥͶࢺΖͲ͍ͮͱɼ೦য়͍͗Ζͺɼۢ͞ʹՊఋࢩԋ՟Ͷ͟
૮͚ͫ͠͏ɽ



 ཤ༽ࣉಒ


ʤΠʥ̧̩͗ࠬ̚ݗචགྷͲ͍Ζͳਏஇ͠Ηͪ

ʤʥཤ༽ࣉಒ͗ંৰंͶಝఈ͠Ηͪ

έϧϔͲ״ઝ͗ਫ਼ͪ͢ϓϫʖ















ʤ̐ʥࣆۂࣰࢬͶܐΖखѽ͏Ͷͯ͏ͱ


Π ཤ༽ࣉಒʀ৮ҽ״ઝ֮͗͠Ηͪ
״ઝ֮͗͠ΗͪɼࣆॶۂΝถॶ͢Ήͤɽ
ࣆॶۂΝถॶͤΖࡏͺɼͨࢭΝฯࣉ;ٶंޤಒ͗ࡑ͢ͱ͏ΖָߏͶ࿊ཙ͢Ή
ͤɽͨޛɼถॶؔغΏͨޛࡋ͵ଲԢͶͯ͏ͱɼࣆʹۢ͞ͳॶۂՊఋࢩԋ
՟Ͳ͢ɼฯंޤͶबஎ͢Ήͤɽ
Ήͪɼཤ༽ࣉಒʀ৮ҽҐࣉಒʀگ৮ҽͶ״ઝ֮͗͠Ηͪɼָߏଲ
ԢΏݺพࣆҌয়ڱΝಁΉ͓ɼ֚έϧϔҲ෨Ήͪͺસ෨ถॶΝ͞
ʹ੪ঙ೧گ͗ۃүҗҽճࣆແ͏ߨͳۃΉͤɽถॶؔغΏͨޛࡋ͵ଲԢͶͯ
͏ͱɼࣆʹۢ͞ͳॶۂՊఋࢩԋ՟Ͳߨ͏Ήͤɽ
ʤָߏͲܗαϫψΤϩη״ઝ͗ਫ਼ͪ͢Ͷͯ͏ͱͺɼ̧ ࢂলʥ



 ཤ༽ࣉಒʀ৮ҽ͗״ઝंંৰंͶಝఈ͠Ηͪ
֚ࣉಒཤ༽Ήͪͺ৮ҽۊແͺɼంࢯͳ͵ΕΉͤɽ ״ઝंͳ࠹ޛͶં
ৰͪ͢ೖ͖Δًࢋ͢ͱ̐ुؔ 



Τ ཤ༽ࣉಒʀ৮ҽͲ״ઝ͗ٛΚΗΖं͗ਫ਼ͪ͢
ଲেंਏஇ֮͗ఈͤΖΉͲͺɼୱͶ״ઝ͗ٛΚΗΖ͞ͳΝཀྵ༟Ͷถॶͦͥɼࣆ
ॶۂͺॶ͢Ήͤɽ
̧̩ࠬ̚ݗणਏंͺɼਏஇ֮͗ఈͤΖΉͲɼ֚ࣉಒཤ༽Ήͪͺ৮ҽۊແ
ͺɼంࢯͳ͵ΕΉͤɽΉͪɼࠬݗࣰࢬ༙ໃͶ͖͖ΚΔͥɼର͗ͤ͛Η͵͏৮
ҽʀཤ༽ं͗ड़ۊʀཤ༽͢͵͏Γ͑ɼबஎΝబఊ͢Ήͤɽ

ˠىʀΤͺɼۢ͞ʹՊఋࢩԋ՟͗ͤܐؖΖָߏͶ࿊ཙ͢Ήͤɽ




ʤ̑ʥ ฯंޤबஎͶͯ͏ͱ


Π ཤ༽ࣉಒʀ৮ҽ״ઝ֮͗͠Ηͪ

ฯंޤͶबஎΝ͢ΉͤɽबஎชชݶͶͯ͏ͱͺɼۢ͞ʹՊఋࢩԋ՟ͳΝ
݀͢ఈ͢Ήͤɽ



 ཤ༽ࣉಒΏ৮ҽ͗ɼંৰंͶಝఈ͠Ηͪͺ̧̩ࠬ̚ݗΝण
ਏ


       ࣆ͗ॶۂɼฯंޤસҽͶ͕எΔͦΝͪ͢͏ͳ͕ߡ͓ͺबஎΝߨ͏Ήͤɽ



बஎΝߨ͑ͺɼԾىࣆߴΝಁΉ͓ɼۢ͞ʹՊఋࢩԋ՟ͳबஎ๏๑Ώबஎ
಼༲݀͢ఈ͢Ήͤɽ

ʕܗαϫψΤϩη״ઝΝཀྵ༟ͳͪ͢ย͗ݡਫ਼ͣ͵͏Γ͑ͶͤΖɼਕݘͶॉ
ഓྂͤΖ͞ͳ

ʕ֚ंಋқΝಚΖ͞ͳ



ʤ̒ʥָߏͲܗαϫψΤϩη״ઝ͗ਫ਼ͪ͢Ͷͯ͏ͱ
    
ָߏͲࣉಒΏگ৮ҽ״ઝ֮͗͠Ηͪͺɼۢෳࢳฯ݊ιϱνʖͶΓΕં
ৰं͗ಝఈ͠ΗΖΉͲؔɼָߏસ෨ΉͪͺҲ෨ྡ࣎ۂٵΝࣰࢬͤΖ͞ͳͳ͵
ͮͱ͏ΉͤɽΉͪɼ״ઝंָߏ಼Ͳಊয়ڱΏஏҮ״ઝ֨য়ڱΝಁΉ
͓ɼָߏ಼Ͳ״ઝ͗߁͗ͮͱ͏ΖՆ͗߶͏ͳஇ͠Ηͪɼָߏ಼״ઝ֨
Ն͗߶͏ҕͶԢͣͱɼگүҗҽճͺɼָڅୱҒɼָ೧ୱҒͺָߏસରྡ
࣎ͤͳۂٵΖ͞ͳͳ͵ͮͱ͏Ήͤɽ
͵͕ɼࣉಒΏگ৮ҽ״ઝ͗ͪ͢Ͷͺɼϓϫʖਦͳ͕Εɼๅߨ༙͗ڠ
ΚΗΉͤɽ  

ָߏͲ״ઝ͗ਫ਼ͪ͢ϓϫʖ








    ָߏͲ״ઝ͗ਫ਼ͪ͢ϓϫʖ










๎՟ࣉޛಒέϧϔ
ϔ ÅӨ

ָߏ಼Ͷ͍Ζ๎՟ޛΫρθέϧϔͶͯ͏ͱͺɼંָߏΓΕ࿊ཙ͍͗ΕΉͤɽ
࿊ཙΝणͪ͜έϧϔͺۢ͞ʹՊఋࢩԋ՟ๅࠄ͢ɼଲԢͶͯ͏ͱ͢Ήͤɽ
ָߏͶ͍Ζ๎՟ࣉޛಒέϧϔͶͯ͏ͱͺɼંָߏ͖ΔέϧϔͶ࿊ཙͺ͍Ε
ΉͦΞɽۢ͞ʹՊఋࢩԋ՟ΓΕๅڛΝߨ͏Ήͤɽ




≗‒ ↝˂↝သॖໜ↚↓ⅳ↕‒


ʤʥ״ઝंͶଲͤΖยݡʀࠫพࢯబఊ
    
ܗαϫψΤϩηΝཀྵ༟ͳͪ͢͏ͣΌΏยݡͺɼ݀͢ͱ͠ڒΗΖ͞ͳͲͺ͍ΕΉ
ͦΞɽ
ࠅ͖Δࣉͪ͢ࠅؾಒΏࠅͶͯ͵͗Ζࣉಒਫ਼״ઝ֨ࢯΏऀճਫ਼ң࣍ͪ
ΌͶໍݔͶಉ͏ͱ͏ΖՊଔΝͯࣉಒΝউͯ͜ΖΓ͑͵ɼৼ͵͏ݶཁΏସౕɼࠫพ
͍͗ͮͱͺ͵ΕΉͦΞɽ֦έϧϔͶ͕͖Ηͱͺɼਜ਼͢͏எࣟͶͱ͏Ͱخฯंޤʀࣉಒ
Ͷં͢Ήͤɽ


ʤࢂߡࣁྋʥܗαϫψΤϩη״ઝͶؖ࿊ͪ͢ਕݘഓྂͶͯ͏ͱʤԥශࢤࢤۃʥ
KWWSVZZZFLW\\RNRKDPDOJMSNXUDVKLN\RGRPDQDELMLQNHQFRURQDBMLQNHQKWPO





ʤʥࣉಒٰଶࢯ
    
ࣉಒٰଶٛ͏͍ΖࣉಒͶͯ͏ͱͺɼࣉಒ݊߃য়ସΏସౕɼճɼਐͫ͢͵
Ί͖ΔغݡͶΌɼָߏͳؖؽܐؖ;ٶ࿊ܠΝਦΕΉͤɽ

ʴ ؖؽܐؖ૮ʵ
˕ Γ͞ͺΉࢢʹٰଶϙρφϧϱʤ ࣎ؔϓϨʖξϢϩʥ
˕ ԥශࢤԟࣉಒ૮ॶʁʤݡʀਈઔʀʀʀೈʥ
˕ ԥශࢤ෨ࣉಒ૮ॶʁʤฯౖί୫ʀѶʀચʀੋ୫ʥ
˕ ԥශࢤೈ෨ࣉಒ૮ॶʁʤߕೈʀұࢢʀۜୖʀރ௫ʀӭʥ
˕ ԥශࢤ෨ࣉಒ૮ॶʁʤߕʀྚʀ੪ཁʀஞʥ
˕ ֦ۢࢢʹʀՊఋࢩԋ૮
      KWWSVZZZFLW\\RNRKDPDOJMSNXUDVKLNRVRGDWHN\RLNXR\DNRNHQNRWHDWHFDS\KWPO










≘‒ բӳ↊έ↚↓ⅳ↕‒


ʤ̏ʥฑೖೖ࣎ؔଵʤ̖࣎ʛ࣎ʥ

֦ۢ͞ʹՊఋࢩԋ՟

ۢ

ు൬ߺ

)$; ൬ߺ

ۢ

ు൬ߺ

ݡ
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Ѷ
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ੋ୫










ʤ̐ʥฑೖؔʤ࣎Ґ߳ʥͳౖ༷ʀೖ༷ʀॗೖ
   
͞ʹ੪ঙ೧๎ۃ՟ࣉޛಒү՟ ٺە࿊ཙʴʵ


  










)$; ൬ߺ





≙‒ ช˄૰↚↓ⅳ↕‒
  ԾىϘʖζ൬ߺͺɼʰԥශࢤ๎՟ࣉޛಒ݊સүࣆॶۂͪΌܗαϫψΤϩη״ઝ

ଲࡨΪχϧϱ̏൝ʴพʵʱͲͤɽ
ᵮᵏ ״ઝଲࡨ͟ྙڢ
Ν͕͢͏بΉͤ

ᵮᵑ ਐΉΚΕΝੜ݁Ͷ͢Ή͢

ᵮᵐ̑ͯືΝඈ͜Ή͢Β͑



Β͑ɽ




ᵮᵒ ࣏ѧԚોࡠΕ๏



ᵮᵓ ͟ՊఋͶ͍ΖજࡐΝ࢘ͮͱਐ
ۛ͵ভಡΝ͢Ή͢Β͑

ᵮᵕ ೦༩ߨಊ

ᵮᵖ ޭԿָηϠρήඅ֒


ᵮᵗ ΏͮͱΊΓ͑ʄΊΞ͵ͲͲ͘


ᵮᵏᵎʰ͢͏ਫ਼༹ࣞʱࣰભ

Ν͛ͪΌͶ

Ζ͞ͳ

ྭ







ᵮᵏᵐ ৮Ͷ͕͜ΖܗαϫψΤ
ᵮᵏᵏ ݊߃؏ࡱධ

ϩη״ઝ֨ΝࢯͤΖ

ᵮᵏᵔ ࢂߡγφ

ͪΌοΥρέϨηφ








≚‒ ࡽဇ∝Ӌᎋ૰ሁ↚↓ⅳ↕‒
  

ʕԥශࢤָཱིߏگүಊ࠸ͶͤؖΖΪχϧϱʤԥශࢤگүҗҽճʥ
ʕࣉಒؙͪΌܗαϫψΤϩη״ઝଲࡨΪχϧϱʤҲൢࡔ๑ਕࣉಒ݊સү 
ਬࡔʥ
ʕྫ̐೧ౕ೦༩ߨಊͶͯ͏ͱʤਫ਼࿓ಉʀڧʥ
ʕ؈ҝϜηέࡠΕ๏ʤܱࢻுࡄ֒ଲࡨ՟ʥ
ʕύϱΩοϜηέࡠΕ๏ʤԥශࢤگүҗҽճ݊߃گү՟ʥ
ʕೝ৹ঃ࿓ಉंܗαϫψΤϩη״ઝͶͤؖΖ݊߃؇ཀྵી͗ຌೖ͖ 
Δన༽͠ΗΉͤʤਫ਼࿓ಉʥ
ʕܗαϫψΤϩη״ઝं׳ͶଲͤΖۅదӺָࣰࠬࢬགྷʤ ೧  ݆  ೖ
ఈ൝ʥ
ʤࠅཱི״ઝॶڂݜʥ
ʕܗαϫψΤϩη״ઝ༩ʤਫ਼࿓ಉʥ
ʕܗαϫψΤϩη״ઝ༩ʛࢢ͗ͬͪڛਜ਼͚͢ཀྵմ͢ɼࣰભͲ͘Ζ͞ͳΝࢨ͢
ͱʛʤช෨Ռָʥ
 ʕฯүॶͶ͕͜Ζ״ઝ֨ࢯͪΌཻқ఼Ͷͯ͏ͱ ್ๅʤਫ਼࿓ಉʥ













ʰԥශࢤ๎՟ࣉޛಒ݊સүࣆॶۂͪΌ
ܗαϫψΤϩη״ઝଲࡨΪχϧϱ ̏൝ʱ
ͺɼԾىϙʖϞϘʖζ͖ΔԀལʀξΤϱϫʖχͲ͘Ήͤɽ

KWWSVZZZFLW\\RNRKDPDOJMSEXVLQHVVEXQ\DEHWVXNRVRGDWHKRX
NDJRNLGVKRXNDJRNRURQDWXXWLKWPO











ԥශࢤ๎՟ࣉޛಒ݊સүࣆॶۂͪΌ
ܗαϫψΤϩη״ઝଲࡨΪχϧϱ

̏൝
ʴพʵ

ྫ̐೧݆̔
ԥශࢤ͞ʹ੪ঙ೧๎ۃ՟ࣉޛಒү՟     

ᵮᵏ ״ઝଲࡨ͟ྙڢ
Ν͕͢͏بΉͤ

ᵮᵑ ਐΉΚΕΝੜ݁Ͷ͢Ή͢

ᵮᵐ̑ͯືΝඈ͜Ή͢Β͑



Β͑ɽ




ᵮᵒ ࣏ѧԚોࡠΕ๏

ᵮᵓ ͟ՊఋͶ͍ΖજࡐΝ࢘ͮͱਐ
ۛ͵ভಡΝ͢Ή͢Β͑

ᵮᵕ ೦༩ߨಊ


ᵮᵖ ޭԿָηϠρήඅ֒


ᵮᵗ ΏͮͱΊΓ͑ʄΊΞ͵ͲͲ͘


ᵮᵏᵎʰ͢͏ਫ਼༹ࣞʱࣰભ

Ν͛ͪΌͶ

Ζ͞ͳ

ྭ







ᵮᵏᵐ ৮Ͷ͕͜ΖܗαϫψΤ
ᵮᵏᵏ ݊߃؏ࡱධ

ϩη״ઝ֨ΝࢯͤΖ

ᵮᵏᵔ ࢂߡγφ

ͪΌοΥρέϨηφ






1

2

（別紙）

新型コロナウイルス対策

身のまわりを清潔にしましょう。
石けんやハンドソープを使った
丁寧な手洗いを行ってください。
手洗い

残 存ウイルス

手洗いなし

手洗いを丁寧に行うことで、
十分にウイルスを除去できます。
さらにアルコール消毒液を
使用する必要はありません。

約 100 万 個

石けんや
ハンドソープで
10 秒もみ洗い後
流水で
15 秒すすぐ

1回

約 0.001％
（数十個）

2回

約 0.0001％
（数個）

繰り返す

（森功次他：感染症学雑誌、80:496-500,2006

から作成）

食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、
アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤が有効です。
（新型コロナウイルスだけでなく、ノロウイルスなどにも有効です）

0.05 ％

80 ℃ /10 分

塩素系漂白剤

熱水

（次亜塩素酸ナトリウム）

食器や箸などは、80℃の熱水に
10 分間さらすと消毒ができます。

濃度 0.05% に薄めた上で、
拭くと消毒ができます。

火傷に注意してください。

ハイター、ブリーチなど。
裏面に作り方を表示しています。
【注意】
・家事用手袋を着用して行ってください。
・金属は腐食することがあります。
・換気をしてください。
・他の薬品と混ぜないでください。

3

参考

0.05% 以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方

0.05 ％
以下は、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例です。
商品によって濃度が異なりますので、以下を参考に薄めてください。

メーカー
（五十音順）

商品名

作り方の例

ハイター

水１L に本商品 25mL（商品付属のキャップ 1 杯）

キッチンハイター

水１L に本商品 25mL（商品付属のキャップ 1 杯）

カネヨブリーチ

水１L に本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

カネヨキッチンブリーチ

水１L に本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

ブリーチ

水１L に本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

キッチンブリーチ

水１L に本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

花王

カネヨ石鹸

ミツエイ

【注意】
●使用にあたっては、商品パッケージや HP の説明をご確認ください。
●上記のほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする商品は多数あります。
表に無い場合、商品パッケージや HP の説明にしたがってご使用ください。
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௹۶˰̪̇ˣˡ̨˶ࡠጇ

ʚ࠹ेʱʈˑຶԱ˘Ђʩʬ
ᣯ᥅ʰ၈ʴ๏˘ʝ˄ʝˍʌ
ຶԱʱ˒˄ˑᄖ᭼ໄ৮Աʭ௹۶˰̪̇ˣˡ̨˶ʒՕ್ᆋʱᬇׇʭʓ˄ʟ
ǥ ௺۶˰̪̇ˣˡ̨˶ʱɱ0.05Ǘ0.2%ʱऌ᧵ʝʥᄗ᭽৯Ա˘
20ቸǗ5ԋʛʡɱˣˡ̨˶ʴʒ༔ʟˑʙʮ˘ሧ៎ʝ
˄ʝʥɲៅᎪʵNITEˣˤ̓˲ˡ̅˘ʚʕʦʛʊɲ
https://www.nite.go.jp/information/osirase20200522.html

ុᰱʭՕ್ʒሦ៍ʛ˒ʥᄖ᭼ໄ৮Ա
 ڼᆸ᪉˟̨˪̨̖̰˹̰˶̨̘̰᧞̧̇̅ˣ̝
̆˴˰̧˭̨˪̨˟ ڼ

ǥ ʙ˒ωݰʴᄗ᭽৯ԱʱʪʊʬˈՕʒʈˑפᓟ৯ʒʈːɱ
ʛˏʱሧ៎˘ᥴˇʬʊ˄ʟɲ

̆˴˪˧̰̜˟̨˪̨˟ ڼ

ʱ͜ᦽʴូᰲොʭʵՕʈːʮʛ˒ʥˈʴ
ܴ ڼց̖̰˹̅̈ˣ̝
ܴ ڼց˵˟̨˪̨˵̞˾̨˟̰̟̈ˣ̝
Ɓ౺ʰˑូᰲ̴൦យ˘ᎸʬಅᎱᆌʰាГʒᜋ˕˒˄ʟƂ

ܴ ڼց̖̰˳̨˰̈ˣ̝
̵̨̃˥̨˪̨˟̰̩˾˥˴˪˧̧̚ ڼ

ʚ࠹ेʱʈˑຶԱʱɱʯʴᄖ᭼ໄ৮ԱʒЂ˕˒ʬʊˑʑሦ៍ʝ˄ʝˍʌ
z Օ್ʒሦ៍ʛ˒ʥᄖ᭼ໄ৮ԱʒЂ˕˒ʬʊˑຶԱʴ̧˶̅˘
ƧƢƭƞˣˤ̓˲ˡ̅ʭҽᫌʝʬʊ˄ʟƁᬜష౹௹Ƃ
https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html
z ᝉعʴ̨̦̖ˊˣˤ̓˲ˡ̅ʰʯʭˈɱ
ع
ષԋʴᄖ᭼ໄ৮Աʒሦ៍ʭʓ˄ʟɲ

ϭࠞẮ࠹ӃᄅװસືԱ

સԋ ᄖ᭼ໄ৮ԱƁ0.2% ˟̨˪̨
˟̜̰˧˪˴̆ƂẪຩ៤Ա

ǥᝊعಚϰʴસԋʵᥰຣψʱܒʫʊʬቄʛ˒ʬʊˑʥˇɱ
ಈྚॅʰʯʴಳώʱˎʩʬʵɱˣˤ̓˲ˡ̅͢ʴ̧˶̅ʮ
ᝊعಚϰʴસԋʒ͜ᔰʝʰʊʙʮʒʈː˄ʟɲ

৯ ঈὧᾰὰᾯ৯

ฤ ᧻ؘṟṛṛẘẗ

Ђᄄ͢ʴຬ˘ࠠʩʬɱรʝʕЂʊ˄ʝˍʌ
z

ᣯ᥅ʰˈʴʴ๏ʱʵɱץؔːᄄɱ࠹Ӄᄄɱʐᯕ،ᄄʰʯɱ
ᄄᥣʱʈʩʥɻϭ̴ࠞ࠹ӃᄄຶԱɼ˘Ђʊ˄ʝˍʌɲ

z

ࠡҹʱЂᄄʟˑʥˇɱᝉعʱឞᤊʛ˒ʥЂᄄຢʱহʊɱЂᄄ
͢ʴຬ˘ࠠʩʬɱรʝʕЂʊ˄ʝˍʌɲ

z

ଣ̴ᆚᔋʱʵЂᄄʝʰʊʭʕʦʛʊɲ

ಙᡸ௭ʵɱ2020भ5ಆ24ႲʴᇴʱܒʫʊʬϷષʛ˒ʥˈʴʭʟɲᬜషЯรʛ˒˄ʟɲ
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ɻϭ̴ࠞ࠹ӃᄄຶԱɼʒҥʱʰʊװܣʱʵƘ
ɻϭ̴ࠞ࠹ӃᄄຶԱɼ˘Ђᄄʟˑ
װܣʵɱᝉعʱឞᤊʛ˒ʥЂᄄ
ຢʯʐːʱЂᄄʝʬʕʦʛʊɲ

ץᄄຶԱ˘Ђʩʬ
χᄄʟˑʙʮˈʭʓ˄ʟɲ
(1)ຶԱʌʟˇ˘Ϸˑɲ
ʥˏʊˊຶ᭼ڢʰʯʱ500mlʴ˘ʵːɱ
ץᄄຶԱ*˘ʛʞ1Ɓ5gƂҸ˒ʬᤆʕ
༃ʢ˕װʡˑɲ

ʛʞ1

Ɓ*ᯟຶڢʊෛᄄຶԱʭʵʰʕɱ˶̰̚˵ʰʯʱʪ
ʗʬЂʌຶԱʭʟɲಇՕʰᄖ᭼ໄ৮ԱʒЂ˕˒ʬʊ
ˑʑˈሦ៍ʝ˄ʝˍʌɲƂ

(2)ࡠᡈʴ᭼˘ଗʓגˑɲ
˪̀˾̵̵̰̗̎ˊईʰʯʱɱ(1)ʭϷʩ
ʥ˘ʝ˅ʙ˄ʡʬɱʒ۳˒ʰʊˎʌ
ʱᎾˑɲ˒ˊˣˡ̨˶˘हʘʰʊˎʌʱɱ
͜ʱʝʩʑːଗʓגˑˎʌʱʟˑɲ

500ml

(3)ଗʓʟˑɲ
ຶԱʭଗʊʬʑˏ5ԋኆॄʥʩʥˏɱ˪̀
˾̵̵̰̗̎ˊईʰʯʭଗʓʝʬຶԱ˘
ଗʓגˑɲ။ʱɱ̦̔˶˾̀ˬᦼԋʵொᑔ
ʟˑʮѸˆʙʮʒʈˑʴʭৌʠଗʓʟˑɲ

(4)Ύଗʓʟˑɲ
಄ʱ˪̀˾̵̵̰̗̎ʰʯʭΎଗʓʟˑɲ

ࠡҹ͢ʴຬ
z ଣ̴ᆚᔋʱʵЂᄄʝʰʊʭʕʦʛʊɲ
z ˶̵̨̩̙̔̅ʭʴڦ᭡ʵᜊ˕ʰʊʭʕʦʛʊɲ

Օ್ᆋʱЂʌʥˇʴ̚ˡ̰̅
z ϷːᑔʓʝʥʵՕ್ʒʰʕʰˑʴʭɱຶԱʌʟˇʵɱʣʴᧀॄЂʊԌː˄ʝˍʌɲ
z ץᄄຶԱʭ̦̔˶˾̀ˬᦼԋƁ᭐ែɱ˪̵̵̙̆ɱ̛ˣ˶ɱTV̧̟˰̰ɱКॅʮ̒˼ɱ
టʴ˶ˡ̀˾ɱషផʰʯƂ˘ଗʊʥװܣɱʣʴ˄˄ொᑔʟˑʮѸˆʙʮʒʈː˄ʟɲ
ৌʠɱʟʖʱଗʓʝ˄ʝˍʌɲ
z ܮ᭼Ɓ࠹Ӄɱ̦̀˨̵ܮᦼԋɱᔬՠʴܮ᭼ʰʯƂˊɱʒʝ˅ʙˆܣˊᢈ
Ɓईᝉ˨̵̰̃ɱಖɱʰʯƂʱʵЂ˕ʰʊʭʕʦʛʊƁ˴̜ʱʰˑʐʣ˒ʒʈː˄ʟƂɲ

6

قશكڮ
୭  
ௐেௌ௮
ഥਮফা

َৗखःেણૄُपउऐॊরඪଆষभএॖথॺ
ৗ॥টॼक़ॖঝ५भলਠपൣःؚഉଆૃभگणभ੦মदँॊ⋇ମ৬भન৳⋈ؚঐ५ॡभା৷ؚ
⋉ুຸःृگَؚഡقഡૐؚഡமؚഡ൷ُ॑كೂऐॊಉभَৗखःেણૄُऋीैोथःऽघ؛ऒभे
अऩَৗखःেણૄُपउऐॊরඪଆষभএॖথॺमਰৣभधउॉदघ؛

ڭ

ဂऔ॑ೂऐऽखॆअ

گ

ऒऽीपীଓஔखऽखॆअ
؞भनऋᇆऎपীଓஔ

؞ग़॔॥থ॑ਹ৷घॊಉؚોभആ২॑৹ତ

؞ँञॉڮڭজॵॺঝ॑৯प

؞ഉඪଆभञीؚఌਞႍृษ৫ଣपेढथఌਞ॑

؞পप॑ऊःञৎमවীुພोङप

ન৳खणणؚग़॔॥থभആ২ਝ॑ऒऽीप৹ତ
؞ဂःृৎఝम૮৶॑खऩः
؞ჳखःസಎपघॊ
؞पဂऎऩढञಉम્पିਔघॊ

ڰ
ڮ

ిঐ५ॡ॑मङखऽखॆअ

ႃऊै೨ଵ৶॑खऽखॆअ
؞ႃऊै৬ആؚ೨ॳख़ॵॡ
؞৬৹ऋபःधगञৎमؚ૮৶चङ
ঽ୧दಯു

॑ેীपधॊ

 ڱဂऔपइञ৬ॉ॑खऽखॆअ

؞ਞആ؞ဒ২भৈःরदभঐ५ॡା৷मਏିਔ
؞ોਗदযधેীऩڮقওॺشঝਰ॑كન৳द
ऌॊৃ়पमؚঐ५ॡ॑मङघ

؞ဂऎऩॉीभৎऊैి২पઈ॑

؞ঐ५ॡ॑ା৷खथःॊৎमؚभऊऊॊृઈ

؞ীଓஔमພोङपؚ૮৶भऩः೧द

॑ೂऐؚఢ೧भযधभ॑ેীपधढञदؚ

ृृَ؞ဂः୭ُदَृृऌणःُध

ిঐ५ॡ॑मङखथ೬ህ॑

गॊਘ২दীங২

ৈೡؚनुؚ૩भ্رमؚরඪपऩॉृघःभदેীपିਔखऽखॆअگ؛ഡ
قഡૐؚഡமؚഡ൷॑كೂऐणणؚఢ೧भ্ऊैुாऩଢऊऐ॑उൢःखऽघ؛

ҽဃіႾ

᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛻㛵䛩䜛ሗ䠖
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
⇕୰䛻㛵䛩䜛ヲ䛧䛔ሗ䠖 https://www.wbgt.env.go.jp/
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別添２

Ꮫᰯ➼⏝


ή҄ܖǹȢȃǰƷᘮܹǛ᧸ƙƨǊƴ

Ⓨ⏕ࡍࡿ⤌ࡳ⿕ᐖෆᐜ

Ⓨ⏕ࡋࡸࡍ࠸᮲௳

᳸ٽᨗƷࢍƍከٳዴǛӖƚǔƜƱưŴή҄ܖǪǭǷȀȳȈƕဃơǇƢ᳸ 

㡯
┠

⣸እ⥺
Ⓨᛶ᭷ᶵ
ྜ≀
㹔㹍㹁 ࠊ
❅⣲㓟≀
(㹌㹍㹶)

᳸ƕࢊƘଐࠀƠƕࢍƍଐƸᙲදॖ᳸

㓟
⣲

ගᏛ
࢜࢟ࢩࢲࣥࢺ
㹍㹶

ගᏛᛂ

ᮅ  ࡞࠸ࡋᮾ
༗ᚋ ༡ᮾ࡞࠸ࡋ༡す

㢼
㏿

ᮅ   ẖ ⛊ 㸱 Pᮍ ‶  㸦  ࡀ ࡓ
ࢀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ㸧

ど
⛬

ᮅ  㸴௨ୗ㸦࢞ࢫࡀ
ࡗ࡚࠸ࡿឤࡌ㸧

᪥
ᑕ

  

௳

㢼
ྥ

ᗘ

㺃┠ࡀࢳ࢝ࢳ࢝
ࡍࡿ
㺃㢌③ࡀࡍࡿ
㺃ᜥⱞࡋ࠸

᮲

Ẽ   Υ௨ୖ

༗ᚋ㸰௨๓ᑡ࡞ࡃࡶ㸰㹼㸱
㛫

⿕ᐖࢆཷࡅࡸࡍ࠸᪉ࡢഴྥ
᳸ႸǍԠԈ֥၌धȷǢȬȫǮȸ˳ឋሁ᳸

ගᏛࢫࣔࢵࢢணሗ࣭ὀពሗ➼ࡢሗࢆά⏝ࡋ࡚⿕ᐖ࠶ࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࡲࡋࡻ࠺
᳸ή҄ܖǹȢȃǰƕႆဃƢǔƱᙸᡂǇǕǔƱƖƴʖإǛŴǇƨܱᨥƴႆဃƠƨƱƖƴදॖإƷऴإǛƓჷǒƤƠǇƢ᳸

ࢸࣞ࣍ࣥࢧ࣮ࣅࢫཬࡧࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡼࡾࠊ㸲᭶ࡽ 10 ᭶ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊẖ᪥ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋሗ
ࡢෆᐜࡣࠊ༗๓ 10 㸦ᙜ᪥ணሗ㸧༗ᚋ㸳㸦⩣᪥ሗ㸧᭦᪂ࡋࡲࡍࠋ

ࢸࣞ࣍ࣥࢧ࣮ࣅࢫ 㸮㸳㸮㸫㸳㸱㸮㸴㸫㸰㸴㸶㸵

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢻࣞࢫ

http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/kanshi/realtime/index.html
ගᏛࢫࣔࢵࢢணሗ࣭ὀពሗࡢሗࢆཷࡅࡓࡁ
z ᙅ࡞Ꮚ౪ཬࡧయࡢㄪᏊࡢᝏ࠸Ꮚ౪ࡣᒇෆ࡛ఇࡲࡏࡲࡋࡻ࠺ࠋὀពሗࡀ࡛ࡓࡽᒇෆάືษࡾ᭰࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
z ỈὋࡸࣛࣥࢽࣥࢢ࡞ᒇእ࡛ࡢ⃭ࡋ࠸㐠ືࡣ୰Ṇࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ

⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࡽ
ᒇእ࡛ࡢάືࢆࡍ࡚୰Ṇࡋࠊ࠺ࡀ࠸ࡸὙ║ࢆࡋ࡚ᒇෆ࡛Ᏻ㟼ࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚་ᖌࡢᡭᙜ࡚ࢆཷࡅࡉࡏࡲࡋࡻ࠺ࠋ

᳸ᅕ߷ډჄƔǒƷƓᫍƍ᳸
࣭ࠗගᏛࢫࣔࢵࢢணሗ࣭ὀពሗ➼࠘ࡣᏛᰯࡢ㐃⤡⥙࡛࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᏛᰯ➼࡛ࡣࠊ㐃⤡㈐௵⪅ࢆ
⨨ࡁࠊ㐃⤡యไࢆᩚ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⿕ᐖⓎ⏕ࡢᑐᛂࡸ་⒪ᶵ㛵ࡢ㐃⤡ඛࡢ☜ㄆࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
࣭ᦠᖏ㟁ヰ➼ࡢ࣓࣮ࣝࢆ⏝ࡍࡿࠊࡼࡾ᪩ࡃணሗ࣭ὀពሗࡀᢕᥱ࡛ࡁࡲࡍࠋኟሙᒇእάື㸦ࢫ࣏࣮
ࢶ㸧ࡍࡿࡁࡸࠊ㒊άືࢆᣦᑟࡍࡿ᪉ࡣࠊ࣓࣮ࣝࢧ࣮ࣅࢫࢆᚚά⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣭ගᏛࢫࣔࢵࢢࡼࡿᗣ⿕ᐖࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࠊ㠃ࡢ㐃⤡⾲ࢆࡗ࡚㏦ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ၥྜࡏඛ㸦ᖹ᪥㸧 ⚄ዉᕝ┴ẼỈ㉁ㄢ Ẽ⎔ቃࢢ࣮ࣝࣉ 㟁ヰ㸦㸧㸦┤㏻㸧
㸦ఇ᪥㸧 ⚄ዉᕝ┴⎔ቃ⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮ ┘どᢸᙜ 㟁ヰ㸦㸧㸦௦⾲㸧
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ဌݎஶYouTubeࠕMEXTchannelࠖ
https://youtu.be/219-OtHGje8
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ࠕ᪂ࡋ࠸⏕άᵝᘧࠖࡢᐇ㊶
㸦㸯㸧୍ேࡦࡾࡢᇶᮏⓗឤᰁᑐ⟇
ឤᰁ㜵Ṇࡢ㸱ࡘࡢᇶᮏ㸸ձ㌟యⓗ㊥㞳ࡢ☜ಖࠊղ࣐ࢫࢡࡢ╔⏝ࠊճᡭὙ࠸
ڧேࡢ㛫㝸ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㸰㹫㸦᭱ప㸯㹫㸧✵ࡅࡿࠋ
ڧ㐟ࡧ࠸ࡃ࡞ࡽᒇෆࡼࡾᒇእࢆ㑅ࡪࠋ
ڧヰࢆࡍࡿ㝿ࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ┿ṇ㠃ࢆ㑊ࡅࡿࠋ
ڧእฟࠊᒇෆ࠸ࡿࡁࡸヰࢆࡍࡿࡁࡣࠊ≧ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ࣐ࢫࢡࢆ╔⏝
ڧᐙᖐࡗࡓࡽࡲࡎᡭࡸ㢦ࢆὙ࠺ࠋ࡛ࡁࡿࡔࡅࡍࡄ╔᭰࠼ࡿࠊࢩ࣮ࣕ࣡ࢆᾎࡧࡿࠋ
ڧᡭὙ࠸ࡣ⛊⛬ᗘࡅ࡚Ỉ▼ࡅࢇ࡛ᑀὙ࠺㸦ᡭᣦᾘẘ⸆ࡢ⏝ࡶྍ㸧

ͤ 㧗㱋⪅ࡸᣢࡢ࠶ࡿࡼ࠺࡞㔜ࣜࢫࢡࡢ㧗࠸ே࠺㝿ࡣࠊయㄪ⟶⌮ࢆࡼࡾཝ㔜ࡍࡿࠋ

⛣ື㛵ࡍࡿឤᰁᑐ⟇
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ࠕ ڧ㸱ᐦࠖࡢᅇ㑊㸦ᐦ㞟ࠊᐦ᥋ࠊᐦ㛢㸧
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࡞ࣝࣉࣥࢧڧᒎ♧ရࡢ᥋ゐࡣ᥍࠼ࡵ
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ፗᴦࠊࢫ࣏࣮ࢶ➼
ڧබᅬࡣࡍ࠸ࡓ㛫ࠊሙᡤࢆ㑅ࡪ
⮬ࡣ࢞ࣚࡸࣞࢺ➽ڧᏯ࡛ື⏬ࢆά⏝
ࡣࢢࣥࢠࣙࢪڧᑡேᩘ࡛
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⫋ሙ䛻䛚䛡䜛᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛾ᣑ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾䝏䜵䝑䜽䝸䝇䝖

̏ ͞οΥρέϨηφͺɼ৮Ͷ͕͜ΖܗαϫψΤϩη״ઝ֨ΝࢯͤΖͪΌخຌద͵
ଲࡨࣰࢬয়ڱͶͯ͏ͱ֮͏͚ͪͫ͞ͳΝదͳ͢ͱ͏Ήͤɽ
̐ ߴͶͺɼۂझɼۂସɼ৮झͶΓͮͱͺଲԢͲ͘͵͏͍͗Ζ͖͢ΗΉͦΞɽͲͤͲɼ
ͤ΄ͱߴ͗ʰͺ͏ʱͶ͵Δ͵͏͖Δͳ͏ͮͱɼଲࡨ͗ॉͳ͏͑͞ͳͲͺ͍ΕΉͦΞɽ৮
ࣰସΝ֮͢ɼસҽʤࣆͳंۂ࿓ಉंʥ͗ͤ͛ͶͲ͘Ζ͞ͳΝࣰ֮Ͷࣰࢬ͏͚ͪͫ͞ͳ͗Ͳͤɽ
̑ ֮ͪ݃͢ՎͺɼӶਫ਼җҽճͶๅࠄ͢ɼଲࡨ͗ॉ͵఼͍͗Ηͻࠬ৻٠͏ͪͫ͘ɼրવͶܪ
͝ͱ͚ͫ͠͏ɽΉͪɼͨ݃ՎͶͯ͏ͱસͱ࿓ಉं֮͗Ͳ͘ΖΓ͑Ͷ͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ
Ӷਫ਼җҽճ͗અ͠Ηͱ͏͵͏ࣆۂͶ͕͏ͱͺɼࣆंۂͶΓΖࣙक఼༽ݗͶ༽͏ͱԾ͠͏ɽ
ͤ ಕැݟ࿓ಉۃɼ࿓ಉخ६ಞॼͶๅࠄ͏͚ͪͫචགྷͺ͍ΕΉͦΞɽ

㡯䚷

䚷┠

☜ㄆ

䠍䚷ឤᰁ㜵Ṇ䛾䛯䜑䛾ᇶᮏⓗ䛺ᑐ⟇
䠄䠍䠅ឤᰁ㜵Ṇ䛾䛯䜑䛾䠏䛴䛾ᇶᮏ䠖䐟㌟యⓗ㊥㞳䛾☜ಖ䚸䐠䝬䝇䜽䛾╔⏝䚸䐡ᡭὙ䛔
䞉ே䛸䛾㛫㝸䛿䚸䛷䛝䜛䛰䛡䠎䡉䠄᭱ప䠍䡉䠅✵䛡䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉ヰ䜢䛩䜛㝿䛿䚸ྍ⬟䛺㝈䜚┿ṇ㠃䜢㑊䛡䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉እฟ䚸ᒇෆ䛻䛔䜛䛸䛝䜔ヰ䜢䛩䜛䛸䛝䛻䚸≧䛜䛺䛟䛶䜒䝬䝇䜽䛾╔⏝䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉ᡭὙ䛔䛿㻟㻜⛊⛬ᗘ䛛䛡䛶Ỉ䛸▼䛡䜣䛷ᑀ䛻Ὑ䛖䛣䛸䜢ồ䜑䛶䛔䜛䠄ᡭᣦᾘẘ⸆䛾⏝䜒ྍ䠅䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄

䚷䠅

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䠄䠎䠅୕䛴䛾ᐦ䛾ᅇ㑊➼䛾ᚭᗏ
䞉୕䛴䛾ᐦ䠄ᐦ㞟䚸ᐦ᥋䚸ᐦ㛢䠅䜢ᅇ㑊䛩䜛⾜ື䛻䛴䛔䛶ဨ䛻࿘▱䛧䚸ᚭᗏ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉တ䜶䝏䜿䝑䝖䜢ဨ䛻࿘▱䛧䚸ᚭᗏ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛣䜎䜑䛺Ẽ䛻䛴䛔䛶ဨ䛻࿘▱䛧䚸ᚭᗏ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄

䚷䠅

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䠄䠏䠅᪥ᖖⓗ䛺ᗣ≧ែ䛾☜ㄆ
䞉ฟ๓䛻య

䜢☜ㄆ䛩䜛䜘䛖ဨ䛻࿘▱䛧䚸ᚭᗏ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉ฟ♫➼䛻䚸ဨ䛾᪥䚻䛾యㄪ䠄㢼㑧≧䜔Ⓨ⇕䛾᭷↓➼䠅䜢☜ㄆ䛧䛶䛔䜛䚹
䞉䛭䛾䠄

䛿䛔䞉䛔䛔䛘
䚷䠅

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䠄䠐䠅୍⯡ⓗ䛺ᗣ☜ಖᥐ⨨
䞉㛗㛫䛾㛫እປാ䜢㑊䛡䜛䛺䛹䚸⑂ປ䛜✚䛧䛺䛔䜘䛖䛻㓄៖䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉༑ศ䛺ᰤ㣴ᦤྲྀ䛸╧╀䛾☜ಖ䛻䛴䛔䛶ဨ䛻࿘▱䛧䚸ព㆑䛩䜛䜘䛖ồ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄

䚷䠅
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㡯䚷

䚷┠
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䠄䠑䠅䛂᪂䛧䛔⏕άᵝᘧ䛃䛾ᐇ㊶䛷♧䛥䜜䛯䛂ാ䛝᪉䛾᪂䛧䛔䝇䝍䜲䝹䛃䛾ྲྀ⤌≧ἣ䛻䛴䛔䛶
䞉䛂䝔䝺䝽䞊䜽䜔䝻䞊䝔䞊䝅䝵䞁ົ䛃䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛂ᕪ㏻䛷䜖䛳䛯䜚䛸䛃䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛂䜸䝣䜱䝇䛿䜂䜝䜃䜝䛸䛃䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛂㆟䛿䜸䞁䝷䜲䞁䛃䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛂ྡ่䛿䜸䞁䝷䜲䞁䛃䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛂ᑐ㠃䛷䛾ᡴྜ䛫䛿Ẽ䛸䝬䝇䜽䛃䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䠄䠒䠅᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛻ᑐ䛩䜛ሗ䛾㞟
䞉ᅜ䚸ᆅ᪉⮬య➼䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆➼䜢㏻䛨䛶᭱᪂䛾ሗ䜢㞟䛧䛶䛔䜛䚹
䞉䛭䛾䠄

䛿䛔䞉䛔䛔䛘
䚷䠅

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䠎䚷ឤᰁ㜵Ṇ䛾䛯䜑䛾ලయⓗ䛺ᑐ⟇
䠄䠍䠅ᇶᮏⓗ䛺ᑐ⟇
䞉䐟Ẽ䛾ᝏ䛔ᐦ㛢✵㛫䚸䐠ከ䛟䛾ே䛜ᐦ㞟䚸䐡㏆㊥㞳䛷䛾ヰ䜔Ⓨኌ䛾䛂䠏䛴ᐦ䛃䜢ྠ䛻‶䛯䛩⾜
➼䜢⾜䜟䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䚷䠅

䠄䠎䠅Ẽ䛾ᝏ䛔ᐦ㛢✵㛫䛾ᨵၿ
䞉⫋ሙ䛾ᘓ≀䛜ᶵᲔẼ䠄✵Ẽㄪタഛ䚸ᶵᲔẼタഛ䠅䛾ሙྜ䚸ᘓ⠏≀⾨⏕ἲ௧䛾✵Ẽ⎔ቃ䛾ᇶ‽
䛜‶䛯䛥䜜䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉⫋ሙ䛾ᘓ≀䛾❆䛜㛤䛟ሙྜ䚸㻝㛫䛻䠎ᅇ⛬ᗘ䚸❆䜢㛤䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉㟁㌴➼䛾බඹ㏻ᶵ㛵䛾⏝䛻㝿䛧䚸❆㛤䛡䛻༠ຊ䛩䜛䜘䛖ဨ䛻࿘▱䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄

䚷䠅

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䠄䠏䠅ከ䛟䛾ே䛜ᐦ㞟䛩䜛ሙᡤ䛾ᨵၿ
䞉ᅾᏯົ䞉䝔䝺䝽䞊䜽䞉䝻䞊䝔䞊䝅䝵䞁ົ䛺䛹䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉ᕪ㏻䚸⮬㌿㌴㏻䚸⮬ᐙ⏝㌴㏻䛺䛹䛾ά⏝䜢ᅗ䛳䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䝔䝺䝡㆟➼䛻䜘䜚䚸ே䛜㞟䜎䜛ᙧ䛷䛾㆟➼䜢䛺䜛䜉䛟㑊䛡䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘
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㝈䜚┿ṇ㠃䜢㑊䛡䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘
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䛻䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄
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䚷䠅

䠄䠐䠅᥋ゐឤᰁ䛾㜵Ṇ䛻䛴䛔䛶
䞉≀ရ䞉ᶵჾ➼䠄䠖㟁ヰ䚸䝟䝋䝁䞁䚸䝕䝇䜽➼䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸」ᩘே䛷䛾ඹ⏝䜢䛷䛝䜛㝈䜚ᅇ㑊䛩䜛䜘䛖䛻
䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉ᴗᡤෆ䛷ປാ⪅䛜ゐ䜜䜛䛣䛸䛜䛒䜛≀ရ䚸ᶵჾ➼䛻䛴䛔䛶䚸䛣䜎䜑䛻ᾘẘ䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛶䛔
䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䚷䠅
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㡯䚷

䚷┠

☜ㄆ

䠄䠑䠅㏆㊥㞳䛷䛾ヰ䜔Ⓨኌ䛾ᢚไ
䞉⫋ሙ䛷䛿䚸ே䛸ே䛸䛾㛫䛻㊥㞳䜢䛺䜛䜉䛟ಖᣢ䛩䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉እ᮶⪅䚸㢳ᐈ䚸ྲྀᘬඛ䛸䛾ᑐ㠃䛷䛾᥋ゐ䜢䛺䜛䜉䛟㑊䛡䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄

䚷䠅

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䠄䠒䠅䝖䜲䝺䛾Ύᤲ➼䛻䛴䛔䛶
䞉≉ᐃከᩘ䛜᥋ゐ䛩䜛ሙᡤ䛿䚸Ύᣔᾘẘ䜢⾜䛖䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䝖䜲䝺䛾䜢㛢䜑䛶ở≀䜢ὶ䛩䜘䛖䛻⾲♧䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䝨䞊䝟䞊䝍䜸䝹䜢タ⨨䛩䜛䛛䚸ಶே⏝䛻䝍䜸䝹䜢‽ഛ䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䝝䞁䝗䝗䝷䜲䝲䞊䛿Ṇ䜑䚸ඹ㏻䛾䝍䜸䝹䜢⚗Ṇ䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄

䚷䠅

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䈜 ౽ჾෆ䛿㏻ᖖ䛾Ύᤲ䛷䜘䛔䚹

䠄䠓䠅ఇ᠁䝇䝨䞊䝇➼䛾⏝䛻䛴䛔䛶
䞉୍ᗘ䛻ఇ᠁䛩䜛ேᩘ䜢ῶ䜙䛧䚸ᑐ㠃䛷㣗䜔ヰ䜢䛧䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉ఇ᠁䝇䝨䞊䝇䛿ᖖẼ䛩䜛䛣䛸䛻ດ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉ఇ᠁䝇䝨䞊䝇䛾ඹ᭷䛩䜛≀ရ䠄䝔䞊䝤䝹䚸䛔䛩䚸⮬㈍ᶵ䝪䝍䞁➼䠅䛿䚸ᐃᮇⓗ䛻ᾘẘ䜢䛧䛶䛔䜛䚹
䞉ఇ᠁䝇䝨䞊䝇䜈䛾ධ㏥ᐊ䛾๓ᚋ䛻ᡭὙ䛔ཪ䛿ᡭᣦ䛾ᾘẘ䜢䛧䛶䛔䜛䚹
䞉♫ဨ㣗ᇽ䛷䛾ឤᰁ㜵Ṇ䛾䛯䜑䚸ᗙᖍᩘ䜢ῶ䜙䛩䚸ఇ䜏➼䛾ఇ᠁㛫䛻ᖜ䜢ᣢ䛯䛫䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉♫ဨ㣗ᇽ䛷䛿ឤᰁ㜵Ṇ䛾䛯䜑䚸䝖䞁䜾䜔䝫䝑䝖䛺䛹䛾ඹ⏝䜢㑊䛡䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䛾ඹ᭷䛾タ䛻䛴䛔䛶䚸ᐦ㛢䚸ᐦ㞟䚸ᐦ᥋䛸䛺䜙䛺䛔䜘䛖⏝᪉ἲ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䚷䠅

䠄䠔䠅䝂䝭䛾ᗫᲠ䛻䛴䛔䛶
䞉㰯Ỉ䚸ၚᾮ䛺䛹䛜䛔䛯䝂䝭䛿䚸䝡䝙䞊䝹⿄䛻ධ䜜䛶ᐦ㛢䛧䛶⦡䜛䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䝂䝭䜢ᅇ䛩䜛ே䛿䚸䝬䝇䜽䜔ᡭ⿄䜢╔⏝䛩䜛䛣䛸䛸䛧䚸సᴗᚋ䛿ᚲ䛪▼䛡䜣䛸ὶỈ䛷ᡭὙ䛔䜢䛩䜛䛣
䛸䛸䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䚷䠅

䠏䚷㢼㑧≧䛜ฟ䛯ሙྜ➼䛾ᑐᛂ
䞉㢼㑧≧➼䛜ฟ䛯ሙྜ䛿䚸䛂ฟ䛧䛺䛔䞉䛥䛫䛺䛔䛃䛾ᚭᗏ䜢ဨ䛻ồ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛂᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛻䛴䛔䛶䛾┦ㄯ䛾┠Ᏻ䛃䜔᭱ᐤ䜚䛾䛂ᖐᅜ⪅䞉᥋ゐ⪅┦ㄯ䝉䞁䝍䞊䛃䜢
ဨ䛻࿘▱䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䚷䠅
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☜ㄆ

䠐䚷᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇䛾㝧ᛶ⪅䜔⃰ཌ᥋ゐ⪅䠄௨ୗ䛂㝧ᛶ⪅➼䛃䠅䛜ฟ䛯ሙྜ➼䛾ᑐᛂ
䠄㻝䠅㝧ᛶ⪅➼䛻ᑐ䛩䜛┈ྲྀᢅ䛔䚸ᕪู⚗Ṇ䛾᫂☜
䞉᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇䛾㝧ᛶ⪅➼䛷䛒䜛䛸ุ᫂䛧䛶䜒䚸ゎ㞠䛭䛾䛾┈䛺ྲྀᢅ䛔䜢ཷ䛡䛺䛔䛣䛸ཬ
䜃ᕪูⓗ䛺ྲྀᢅ䛔䜢⚗Ṇ䛩䜛䛣䛸䜢ဨ䛻࿘▱䛧䚸ᚭᗏ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䠄䠎䠅㝧ᛶ⪅➼䛜ฟ䛯ሙྜ䛾ᑐᛂ
䞉᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇䛻㝧ᛶ䛷䛒䜛䛸ุ᫂䛧䛯ሙྜ䛿䚸㏿䜔䛛䛻ᴗሙ䛻㟁ヰ䚸䝯䞊䝹➼䛻䜘䜚㐃⤡䛩
䜛䛣䛸䜢ဨ䛻࿘▱䛧䚸ᚭᗏ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇䛻㝧ᛶ䛷䛒䜛䛸ุ᫂䛧䛯➨୕⪅䛸䛾⃰ཌ᥋ゐ䛜䛒䜚䚸ಖᡤ䛛䜙⮬Ꮿᚅᶵ➼䛾ᥐ
⨨䜢せㄳ䛥䜜䛯ሙྜ䛿䚸㏿䜔䛛䛻ᴗሙ䛻㟁ヰ䚸䝯䞊䝹➼䛻䜘䜚㐃⤡䛩䜛䛣䛸䜢ဨ䛻࿘▱䛧䚸ᚭᗏ䜢
ồ䜑䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇䛻㝧ᛶ䛷䛒䜛䛸䛾ሗ࿌䜢ཷ䛡䛡䜛ᴗሙෆ䛾㒊⨫䠄ᢸᙜ⪅䠅䜢Ỵ䜑䚸ဨ䛻࿘
▱䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸䛣䛖䛧䛯ሗ䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖㒊⨫䠄ᢸᙜ⪅䠅䛾⠊ᅖ䜢Ỵ䜑䚸ဨ䛻࿘▱䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇䛻㝧ᛶ䛷䛒䜛⪅䛸⃰ཌ᥋ゐ䛧䛯⪅䛜⫋ሙෆ䛻䛔䛯ሙྜ䛻䛹䛾䜘䛖䛺ᑐᛂ䜢䛩䜛䛛
䝹䞊䝹䛧䚸ဨ䛻࿘▱䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉⫋ሙ䛾ᾘẘ➼䛜ᚲせ䛻䛺䛳䛯ሙྜ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶๓䛻᳨ウ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䠄䠏䠅䛭䛾䛾ᑐᛂ
䞉⃰ཌ᥋ゐ⪅䜈䛾ᑐᛂ➼䚸ᚲせ䛺┦ㄯ䜢ཷ䛡䛡䛶䛟䜜䜛䛂ಖᡤ䛃䚸䛂ᖐᅜ⪅䞉᥋ゐ⪅┦ㄯ䝉䞁䝍䞊䛃䜢
☜ㄆ䛧䛶䛒䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䠑䚷ឤᰁ㜵Ṇ䛻ྥ䛡䛯⾜ືኚᐜ
䞉ᴗሙ䛾䝖䝑䝥䛜䚸᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛾ᣑ㜵Ṇ䛻✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䜢⾲᫂䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉Ᏻ⾨⏕ጤဨ䚸⾨⏕ጤဨ➼䛾ປ䛜㞟䜎䜛ሙ䛻䛚䛔䛶䚸᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛾ᣑ㜵Ṇ
䜢䝔䞊䝬䛸䛧䛶ྲྀ䜚ୖ䛢䚸ᴗሙ䛾ᐇែ䜢㋃䜎䛘䛯䚸ᐇ⌧ྍ⬟䛺ᑐ⟇䜢㆟ㄽ䛧䛶䛔䜛䚹

䛿䛔䞉䛔䛔䛘

䞉䛭䛾䠄䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠅

䛿䛔䞉䛔䛔䛘
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別紙２
令和２年６月 23 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

７月１日以降の放課後児童クラブのご利用について
日頃から、放課後児童クラブの運営にご協力いただき、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症防止のため、利用の自粛等に、ご理解・ご協力いただき、心
より感謝申し上げます。
この度、７月１日からのご利用について、改めて留意事項についてお知らせします。
放課後児童クラブでは、お子様が安心して過ごすことができるよう、感染症対策や暑さ
対策に取り組みながら、引き続き運営していただいています。
感染症対策とお子様の健全な育成に配慮しながら運営となりますので、利用の方法やお
子さまの健康管理等ご家庭においても、引き続き各クラブにご協力くださいますよう、よ
ろしくお願いいたします。
１

放課後児童クラブの利用について（７月１日以降）
通常通りの開所となります。放課後児童クラブの利用にあたっては、次の「２
あたっての留意事項」をご確認のうえご利用ください。

２

利用に

利用にあたっての留意事項
(１)体調管理
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、放課後児童クラブを利用できません。
放課後児童クラブにおいても、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。また、過去に発熱や呼吸器症状が認めら
れる場合は、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸時症状が改善傾向となるまではクラブ
の利用はできませんので、ご了承ください。
風邪気味など体調不良の時は熱中症になりやすくなるため、いつも以上に注意が必要
です。放課後児童クラブを利用する前に、お子さんの体調を確認していただき、お子さ
んの体調が普段と違う場合は、無理をせず、ご家庭で安静にする等の対応をお願いしま
す。
(２)水分補給
熱中症の予防のためには、こまめな水分補給が大切になります。
放課後児童クラブの利用時に水筒を持参するなど、クラブまでの往復時や利用時間中
に、お子さんが、こまめに水分を取ることができるよう、ご配慮をお願いします。

放課後児童クラブの利用に関するお問い合わせについては、直接利用する放課後
児童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 671-4446

別紙３

キッズクラブでの対応と留意事項 （令和２年６月 23 日）
※「令和２年５月 25 日付

１

新型コロナウイルス感染症通知

その 23」からの変更点は下線部分です。

７月１日(水)以降の対応（学校が通常授業を再開し、給食を開始した場合）
（１）開所時間
【平

日】

放課後から 19 時まで

【土/長期休業日】８時 30 分から 19 時まで
（２）利用児童
利用区分２の児童に加え、利用区分１の児童の利用を限定的に再開します。
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
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。
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。
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【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。（上限 90 分とします。）
・ 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。
・ 活動内容や、感染症・熱中症対策については「横浜市放課後児童健全育成事業所
のための新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を参考にして取り組んで
ください。
・ 一度に大人数が集ま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
火曜日

14：30～15：30

対象：１年生のみ

15：30～16：30

対象：４年生のみ

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の再開は原則見送ってください。（利用区分１の児童も対象としたプログラム
の実施や、体育館・校庭を利用した限定的な受入れを妨げるものではありません。）
利用区分１の再開を見送る場合には、必ず区こども家庭支援課に事前に相談をして
ください。その後、キッズ通信等により、保護者に周知をしてください。
2

２

開所・受入れにあたっての留意事項
横浜市放課後児童健全育成事業所のための新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン（第１版）参照
（１）職員の最低配置について
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。
例：14 時 30 分～16 時まで利用区分１を受入れる場合の最低配置基準
14：30

16：00

19:00

実施要綱別表１【～17 時】

条例に基づく職員配置

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
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。

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
横浜市放課後児童健全育成事業所のための新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
ン（第１版）参照

４

参考（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）
〇利用者向け
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)
〇事業者向け
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/houkago-kids/houkagokoronatuuti.html

(本市トップページ>事業者向け情報>分野別メニュー>子育て>放課後児童育成事業)
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新型コロナウイルス感染症対策関係FAQ 放課後児童クラブ（6月23日更新）

別紙４

〇 感染症対策に関すること
No.

1

2

質問

回答
通知日
感染リスクを最小限に抑えつつも、児童の健全育成を
推進していくために「横浜市放課後児童健全育成事
業のための新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ
放課後児童クラブでの活動における感染症 ン」を作成しました。
6月23日
対策をどのように実施すれば良いか
クラブにより環境も異なるため、全てを実践することでは
なく、利用する児童が安全・安心に過ごすことができる
よう、できるだけ取り組んでいただきますよう、お願いい
たします。
「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
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
染症以外の疾患からくる症状（ぜん息など）
場合は、通所を避けてもらう必要はありません。
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。

4月3日

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。

3

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）

4月3日

＜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）

〇 事業所の開所について
No.

4

質問

回答

クラブの利用者及び職員が、新型コロナウイルス
「横浜市放課後児童健全育成事業のための新型コロナウ
感染症に感染した場合又は濃厚接触者に特定
イルス感染症対策ガイドライン」p29をご確認ください。
された場合等には、クラブは閉所となるのか。

通知日

6月23日

〇 職員配置に関すること
No.

5

質問

回答

自粛等要請期間(４月８日～６月14日)及び長期休業
事前に利用児童が少ないことがわかっている場 中については、事前に利用希望を確認し、あらかじめ利用
合の人員配置基準は、土曜日に準じて当日の 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
児童数に応じた配置として良いか。
営できるものとします。

通知日

4月9日
5月29日
6月23日

No.

質問

回答

通知日

回答

通知日

〇 補助金に関すること
No.

質問

6

令和元年度に引き続き、学校一斉臨時休業期間（4月
8日～5月31日）の平日に午前中から開所した場合、開
所に係る人件費等を補助します。また、分散登校期間（6
月1日～14日）においても、平日の午前中から開所した
場合は同様に開所に係る人件費等を補助します。
なお、詳細な取扱いや申請事務等については改めてお知ら
午前中から開所したことに伴う追加経費に対す せいたします。
る補助内容はどうか。また、申請はどのように行う 【スケジュール（目安※）】
〇 申請様式配布（市ウェブページ掲載）：令和２年
のか
６月中旬頃
〇 書類受付期間：同 ６月下旬～７月頃
〇 支払い時期：同 ８月～９月中
※上記スケジュールはあくまで目安であり、状況によって前
後する場合があります。確定したスケジュールは、今後、各
区こども家庭支援課からお知らせいたします。

5月29日

7

新型コロナウイルス感染拡大の影響によりクラブ
退会や利用自粛等があり、対象児童数が減少
している。基本運営費補助における規模区分が
交付決定時（４月１日時点見込）から下が
る場合、基本運営費補助はどのように取り扱う
か。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、クラブ退会及び
利用自粛等があり対象児童数(※)が減少した結果、対
象児童数実績（４月から６月の各月１日時点の対象
児童数平均）に基づく規模区分が、交付決定時（４月
１日時点見込）から下がる場合は、対象児童数実績に
基づく規模区分によらず、交付決定の規模区分を令和２
年度における規模区分として取り扱うこととします。

5月22日

8

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、４月８日～6月14日までは、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。
新型コロナウイルス感染症の関連で閉所となった
これらの場合においては、今後、必要に応じて、閉所日や
場合には、基本運営費補助における「開所日
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
数」は閉所減算の対象となるのか。
で、日誌等に記録をするなどしてください。
開所日数

事例

含める

児童・職員に感染者が発生し閉所した場合

✔

市通知に沿った利用自粛により、利用児童がいなく閉所した場合

✔

児童・職員に濃厚接触者が発生し閉所した場合

含めない

✔

児童・職員にPCR検査中の方が発生し閉所した場合

✔

上記以外の、運営主体の自主的な判断にて閉所した場合

✔

5月29日

No.

9

質問

休業補償の費用を補助金から支出してよいか。

回答
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
（有給休暇は除く）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。
〇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）

通知日

5月7日
（5月29日
追記）

〇 その他
No.

質問

回答

実施要綱上、運営委員会・保護者会ともに各年度2回以
上開催しなければならないとしているため、７月以降は感
感染防止のため、運営委員会・保護者会を実 染症に留意しながら実施してください。
10
施しなくても良いか。
ただし、学校が保護者懇談会を実施していなかったり、地
域や区として会議が自粛されている場合には、書面等での
開催も認めます。

通知日

6月23日

熱中症予防のための新たな情報発信「熱中症警戒アラート（試行）」について
令和２年夏（７月１日～10月28日）に関東甲信地方において先行的に実施

環境省

×

５. 情報の伝達方法（イメージ）
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資料1

R2.6.16
環境省・気象庁

気象庁

熱中症警戒アラート（試行）
環境省・気象庁が新たに提供する、暑さへの「気づき」を呼びかけるための情
報。熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に発表し、国
民の熱中症予防行動を効果的に促す。
１. 背景
熱中症による死亡者数・救急搬送者
数は増加傾向にあり、気候変動等の
影響を考慮すると熱中症対策は極め
て重要

２.発表方法
高温注意情報を、熱中症の発生との相
関が高い暑さ指数（WBGT）を用い
た新たな情報に置き換える
暑さ指数（WBGT）とは、
人間の熱ﾊﾞﾗﾝｽに影響の大きい

気温

１ ：

湿度
７

：

輻射熱
２

の3つを取り入れた暑さの厳しさを示す指標です。
※各地域の暑さ指数は環境省の
熱中症予防情報サイト参照

３. 発表の基準
都県内のどこかの地点で暑さ指数
（WBGT）が33℃を超える場合に発表

４. 発表の地域単位・タイミング
＜地域単位＞
都県単位で発表
該当都県内の観測地点毎の予測される
暑さ指数（WBGT）も情報提供
＜タイミング＞
前日の17時頃及び当日の朝５時頃に
最新の予測値を元に発表
報道機関の夜及び朝のニュースの際に
報道いただくことを想定

注1）日本生気象学会指針より引用
注2）日本スポーツ協会指針より引用

「気づき」を促すものであるため、一
度発表したアラートはその後の予報で
基準を下回っても取り下げない

６. 発表時の熱中症予防行動例
熱中症の危険性が極めて高くなると予想される日の前日または当日に発表される
ため、日頃から実施している熱中症予防対策を普段以上に徹底することが重要。
（例）
普段以上に屋内の気温・湿度、あるいは暑さ指数（WBGT）を確認し、エアコ
ン等を適切に使用する。
不要・不急の外出を避け、涼しい屋内で過ごすようにする。
高齢者、障害者、子供等に対しては周囲の方々から特に声をかける。
空調機器が設置されていない屋内及び屋外での運動や活動等の中止・延期等を
検討する

７. 令和２年度夏の先行的実施と検証について
令和２年度夏（7月1日～10月28日）に、関東甲信地方（東京都、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、長野県）において先行的に実施
先行的実施の際は、関東甲信地方は現在の高温注意情報の発表基準を暑さ指数
に換え、熱中症警戒アラート（試行）として発表
関東甲信地方以外は例年通り気温を基準とした高温注意情報を発表
先行的実施を踏まえ、今秋以降に本格実施に向けて検証し、課題を改善
令和３年度から全国で本格実施予定

関東甲信地方※のみなさまへ

熱中症警戒アラート

資料２

発

表

時

の

予

防

行

動

（試行）環

境 省
気 象 庁
令和2年6月

※一都八県（東京・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨・長野）

熱中症警戒アラートは、暑さへの「気づき」を呼びかけて予防行動をとっていただくため
の情報です。熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に、その前日夕方また
は当日早朝に発表されますので、以下のような予防行動を積極的にとりましょう。

１．気温・湿度・暑さ指数を
確認しましょう
・身の回りの気温・湿度・
暑さ指数（WBGT）を
測定する

4．「熱中症予防行動」を普段
以上に実践しましょう
・環境省・厚生労働省から示している、
「新しい生活様式」における熱中症予防行動
のポイントを心掛ける

・環境省や気象庁のホーム
ページでも確認できる

２．熱中症リスクの高い方に
声かけをしましょう

暑さを避けましょう
適宜マスクをはずしましょう
こまめに水分補給しましょう
https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/20200526_leaflet.pdf

・熱中症になりやすい高齢
者、子ども、障害者の
方々は十分に注意を
・３密（密集、密接、密
閉）を避けつつ、周囲の
方からも積極的な声かけ
をする

3．外での運動や活動は
中止／延期しましょう
・不要・不急の外出はでき
るだけ避ける
・エアコン等が設置されて
いない屋内外での運動や
活動等は、原則、中止や
延期をする

気象庁

より詳しい情報は…
環境省： https://www.wbgt.env.go.jp/
気象庁： https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html

