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令和２年６月 23 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(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＞ 

 

 

 

 

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

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） 



別紙１
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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。

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。

手洗い

手洗いなし 約 100万個

約 0.001％
（数十個）

約 0.0001％
（数個）

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。

（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）

濃度 0.05% に薄めた上で、
拭くと消毒ができます。
ハイター、ブリーチなど。
裏面に作り方を表示しています。

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。

1 回

2 回
繰り返す

残存ウイルス

（森功次他：感染症学雑誌、80:496-500,2006　から作成）

塩素系漂白剤
（次亜塩素酸ナトリウム）熱水

80℃/10分 0.05％

【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。

火傷に注意してください。
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（別紙）



参考

0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方

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。

【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。

メーカー
（五十音順） 商品名 作り方の例

花王

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）

カネヨ石鹸

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）

ミツエイ
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）

0.05％
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https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.wbgt.env.go.jp/

7



http://www.pref.kanagawa.jp/sys/taikikanshi/kanshi/realtime/index.html 

( )
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別添２



YouTube MEXTchannel

https://youtu.be/219-OtHGje8
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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 利用に

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。 

担当 こども青少年局放課後児童育成課 

TEL 671-4446 

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。

別紙２
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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 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。

１ 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。 

別紙３ 
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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 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。 
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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) 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/hokago/houkagokorona.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/houkago-kids/houkagokoronatuuti.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/houkago-kids/houkagokoronatuuti.html


No. 質問 回答 通知日

1 放課後児童クラブでの活動における感染症
対策をどのように実施すれば良いか

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。
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。

6月23日

2

「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

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

No. 質問 回答 通知日

4
クラブの利用者及び職員が、新型コロナウイルス
感染症に感染した場合又は濃厚接触者に特定
された場合等には、クラブは閉所となるのか。

「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」p29をご確認ください。 6月23日

No. 質問 回答 通知日

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。

自粛等要請期間(４月８日～６月14日)及び長期休業
中については、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。

4月9日
5月29日
6月23日

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）

〇　事業所の開所について

〇　感染症対策に関すること

〇　職員配置に関すること

別紙４



No. 質問 回答 通知日

No. 質問 回答 通知日

6
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

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
せいたします。
【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
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
新型コロナウイルス感染症の関連で閉所となった
場合には、基本運営費補助における「開所日
数」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、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。
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29日

〇　補助金に関すること

含める 含めない

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 ✔

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 ✔

開所日数

事例



No. 質問 回答 通知日

9 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
（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）

5月7日
（5月29日

追記）

No. 質問 回答 通知日

10 感染防止のため、運営委員会・保護者会を実
施しなくても良いか。

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
染症に留意しながら実施してください。
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。

6月23日

〇　その他



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

環境省・気象庁

環境省 気象庁×

熱中症警戒アラート（試行）

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

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

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

１. 背景 ２.発表方法

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 湿度 輻射熱

の3つを取り入れた暑さの厳しさを示す指標です。

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

＜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

「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

３. 発表の基準 ４. 発表の地域単位・タイミング

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

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

７. 令和２年度夏の先行的実施と検証について

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。

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

６. 発表時の熱中症予防行動例

５. 情報の伝達方法（イメージ）

R2.6.16

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 ： ７ ： ２

（例）

※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

資料1
別紙5



熱中症警戒アラート 環 境 省
気 象 庁
令和2年6月

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

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

・環境省や気象庁のホーム

ページでも確認できる

3．外での運動や活動は
中止／延期しましょう

２．熱中症リスクの高い方に
声かけをしましょう

発 表 時 の 予 防 行 動
（試行）

気象庁

※一都八県（東京・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨・長野）

関東甲信地方※のみなさまへ

4．「熱中症予防行動」を普段
以上に実践しましょう

・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

・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

・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

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

資料２
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