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こ 放 第 1 2 2 9 号 

令和４年７月 26 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 

 

  こども青少年局放課後児童育成課長 

  

 オミクロン株 BA.5 系統への置き換わりが進む中における  

放課後児童健全育成事業所での新型コロナウイルス感染症発生時の対応の変更について 

<新型コロナウイルス感染症関連通知 その46> 

 

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

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止に多大なご尽力をいただき、心より感謝申し上

げます。 

さて、７月 25 日付通知にて、令和４年７月 22 日付厚生労働省事務連絡に基づき、濃厚

接触者の待機期間短縮について通知したところですが、放課後児童健全育成事業所におい

て新型コロナウイルス感染者が確認された場合の対応等について次のとおり変更しました

ので、改めてお知らせいたします。 

 

１ 濃厚接触者の特定について  

放課後児童健全育成事業所では、密な環境において常時マスクを着用するなど感染防

止対策がとれているため、陽性者の判明によって濃厚接触者がクラブ内で特定されるこ

とは基本的にはありません。 

新型コロナウイルス感染症の感染者数が急増する一方、重症者数が抑えられている状

況を踏まえ、社会経済活動との両立を図るため、保健所と改めて濃厚接触者の特定につ

いて協議をした結果、本市では、保育所等（放課後児童健全育成事業を含む）での陽性者

が発生した場合の濃厚接触者の特定は行わないこととします。 

 

２ 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 

安全管理マニュアル「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」のうち、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（キッズクラブ P90～92、児童クラブ

P85～87）の取扱いを次のとおりとします。 

（1）報告について 

児童及び職員が感染した場合には次に該当する場合について、区のこども家庭支援

課（受付時間 平日８：45～17：00）にご報告ください。 

（ア）感染が判明した場合 

（イ）クラブ外（家庭内等）で濃厚接触者に特定された場合 

    ※単なる PCR 検査等受検については不要です   
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【開庁時間外に局緊急携帯に連絡する案件】 

・陽性者が同時に複数名発生した場合 

・職員に陽性者または濃厚接触者が複数名いることで体制が組めない場合 

・その他、報告が必要なものと運営主体が判断するもの 

受付時間 平日 17：15～19：00、土日祝日 8：30～19：00 のみ 

放課後児童育成課 緊急携帯：080-5944-4864※ 

※応答がない場合には、担当職員から折り返しの電話をさせていただきます。 

上記以外の案件の連絡については、翌日等の開庁日に各区こども家庭支援課へ報告

してください。 

 

（2）事業の実施にかかる取り扱いについて 

 ア 利用児童・職員の感染が確認された場合 

放課後児童健全育成事業所は社会機能を維持するために不可欠な施設であるた

め、原則として開所します。職員の体制が組めないこと等を理由として閉所する

場合には、クラブからの報告に基づき市が判断します。クラブのみの判断で閉所

することは適切ではありません。 

    閉所を検討する場合には、まずは(1)のとおり区こども家庭支援課へご連絡くだ

さい。 

職員の感染については、クラブを利用する児童が通っている学校にも情報提供

をします。 

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 

単に濃厚接触者として特定されたことを理由に閉所せず、クラブは開所します。 

当該児童の利用または職員の勤務は、検査によって陰性が確認された場合でも

感染者と最後に濃厚接触した日から起算して５日間（２日目、３日目の抗原定性

検査キットで陰性確認後、３日目で解除可能）を経過するまで停止となります。 

ウ 利用児童・職員で感染が疑われる者が発生した場合 

単に感染が疑われることを理由に閉所せず、クラブは開所します。 

ＰＣＲ検査を受けた者は、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、周知を徹底します。 

インフルエンザ発生時の対応と同様に、児童の体調不良の有無に関わらず、学

級・学年・学校閉鎖となった場合については、感染の拡大を防止するため、対象

となる児童の利用はできません。 

 

（3）保護者への周知について 

ア キッズクラブにおいて感染者が判明した場合 
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＜児童＞ 

児童の感染が判明した場合、学校が保護者へ周知を行うこととしています。長期休業

期間等の学校休業日についての取り扱いは学校と事前に調整のうえ対応してください。 

学校の臨時休校・再開についての保護者への周知文には、キッズクラブの閉開所につ

いても記載します。（キッズクラブは、土曜日も開所しているため、学校が月曜日から休

校の場合は前週の土曜日から閉所に、金曜日まで休校の場合は翌日の土曜日まで閉所に

することとしています。） 

 

＜クラブ職員＞ 

クラブ職員の感染が判明した場合、クラブが保護者に対して周知をします。 

保護者に周知をする前には、必ず学校にも確認を取ります。 

周知文の文言については、周知文のひな形を参考に、区こども家庭支援課・学校と調 

整の上、決定します。 

 

イ 児童クラブ・届出のみ事業所での感染が判明した場合 

＜児童・クラブ職員＞ 

利用児童・クラブ職員の感染が判明した場合、クラブが保護者に対して周知します。 

周知文の文言については、周知文のひな型（※）を参考にして作成し、区こども家庭支

援課・学校と調整の上、決定します。 

また、臨時休校となった学校の児童は、インフルエンザによる休校の対応と同様 

に、クラブを利用することが無いよう、該当校の保護者に周知します。 

 

※保護者への周知ひな形の改定について 

 今回の対応に伴い周知のひな形を修正するとともに、職員のコロナ陽性に伴うキッ

ズクラブの区分１を中止する場合のひな形を新たに作成しました。本日以降、通知を発

出する際は改訂版をご活用ください。 

 

３ 施設職員向け「抗原検査キット」の配付  

７月 25 日付け通知でお知らせした抗原検査キットの配付に加え、新型コロナウイルス

の感染者の急激な増加にともない、職員に感染の疑いがある場合に使用していただける

よう、事業所宛に「抗原検査キット」を配付します。配送方法、時期、個数等については、

抗原検査キットの確保が出来次第、順次お知らせします。 

 

４ 別添資料   

 事業所向けＱＡ 

周知ひな形について（R4.7 改定） こども青少年局放課後児童育成課 

(放課後キッズクラブ)℡：671-4068 

(放課後児童クラブ、届出のみ事業所) ℡：671-4446 



NO 質問 回答 備考

1
４年度も、コロナ禍においてはわくわく【区分１】
の受け入れは、限定になるのか。

コロナ禍においては、密を避けるために、わくわく【区分１】の受入れは、引き続
き学年等による利用制限をかけることを原則とします。ただし、わくわく【区分１】
の児童が少ない、かつ密が避けられる場合には、利用制限を解除していただい
てもかまいません。
なお、全市的にコロナ禍におけるわくわく【区分１】の利用制限を解除する場合
には、本市から通知をさせていただきます。
→令和４年７月15日付け通知（こ放第 1170号）にて、新型コロナウイル
ス感染症に伴う放課後キッズクラブの受入れの考え方として、わくわく【区分１】
の受入れの目安を示しました。

令和４年７月26日更新

2
わくわく【区分１】の限定的な利用を解除する場
合、周知期間も必要でありすぐには対応できな
いがどのように通知することを検討しているのか。

限定受入を開始した際も準備や周知期間を設けて依頼させていただきました。
限定受入れを解除する場合においても段階的に通常の受入れをお願いするこ
とになります。
限定利用を解除する場合には、本市から別途、通知をさせていただきます。
→令和４年７月15日付け通知（こ放第 1170号）にて、新型コロナウイル
ス感染症に伴う放課後キッズクラブの受入れの考え方として、わくわく【区分１】
の受入れの目安を示しました。

令和４年７月26日更新

3
わくわく【区分１】の限定受入れは、共働き世帯
や民間学童利用者、放課後等デイサービス利
用者を優遇してよいか。

わくわく【区分１】の事業目的は「遊びの場」であるため、利用希望者が公平に
利用できるようにしてください。

4 わくわく【区分１】の限定受入れの実施頻度は。 原則として、毎日実施してください。

5
わくわく【区分１】の限定受入れを難しいと判断
する場合は、これまで通りすくすく【区分２】のみ
に限定してよいか。

すくすく【区分２】の平均利用児童数が多く、わくわく【区分１】の児童を受け
入れるには限界がある場合（定員とすくすく【区分２】の平均利用児童数がほ
ぼ同じ状態）は、見送ってください。なお、再開を見送る場合は、区こども家庭
支援課に事前に相談をしてください。また、キッズ通信等で見送る理由・趣旨を
明記し、保護者へ周知してください。また、神奈川県の新型コロナ感染症レベ
ルが“レベル１”になった後に、実施条件を満たせないことなどの理由により引き
続き利用制限を行う場合は、その理由を区こども家庭支援課に報告してくださ
い。

令和４年７月25日更新

6
給食がない日（土曜日・⾧期休業期間中は
除く）はスポット利用（１回800円）を実施し
てよいか。

定員に余裕がある場合は、スポット利用を実施していただいて構いません。

【事業所向け】　令和４年度キッズクラブ　コロナＦＡＱ（令和４年７月26日時点）

〇　限定受入れに関すること

1 



NO 質問 回答 備考

7
感染防止のため、評議会・保護者会等を実施
しなくても良いか。

実施要綱上、評議会・保護者会等については半期に１回以上開催しなけれ
ばならないとしているため、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や、感染拡大の状況（緊急事態宣言中、市民利用施
設の閉館等）などによっては、延期または中止とします。中止とする場合には、
書面開催等の対応をとってください。この場合、後々書面開催等をしたことが
確認できるよう記録を残しておいてください。

8 利用者が誰もいない場合、閉所してよいのか。

利用希望をとって、利用希望者がいない場合は、閉所していただいて差し支え
ありませんが、利用者から希望があった場合に、開所できる体制を整えておいて
ください。
また、開所後、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。
１単位目を19時より前に閉所した場合は、開所日の算定対象にはなりませ
ん。
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、開所
日の算定対象とすることができます。

9

すくすく【区分2】の人数が60名ほど予想されま
す。コロナ禍が終われば、おやつは一斉にできる
かもしれませんが、それまでの間、すくすく(ゆうや
け)【区分2A】 の児童に対するおやつの時間
（4時ごろ）とすくすく(ほしぞら)【区分2B】の児
童に対するおやつの時間（5時ごろ）とを分けて
提供することはできるのですか?

コロナ禍においては、食事の提供を分散させることも必要になりますので、クラブ
の状況に応じて判断していただいて構いません。

10
わくわく【区分１】の限定受入れの期間において
もプログラムの特例は実施できるのか。

原則として、わくわく【区分１】の限定受入れを解除するまでは、プログラムの特
例は行いません。
ただし、わくわく【区分１】の児童が少ない、かつ密が避けられる場合には、利用
制限を解除していただいても構わないこととしていますので、プログラムの特例に
ついても同様に、各クラブの状況で３密を回避することが可能な場合には実施
いただいて構いません。

11
４年度に、監査・運営状況調査の立入調査対
象となっているが、実施されるのか。

実施予定です。ただし、緊急事態宣言が発令されている期間及び分散登校
の期間は、原則として、立入調査を見送ります。

12
抗原検査キットを使用して陽性が出た場合、ク
ラブは閉所する必要があるのか。

抗原検査キット等をご家庭で使用して陽性が出た場合は、当該児童の利用
を停止し、直ちに医療機関を受診するよう保護者に伝えてください。また、クラブ
内に他の児童や職員に体調不良者がいないか等確認のうえ、速やかに区こど
も家庭支援課にも報告してください。

13
コロナウイルス感染症の発生等に伴い職員体制
が組めない場合は閉所してもよいか。

閉所とする場合はクラブのみで判断することがないよう、必ず事前に区こども支
援課に相談をしてください。その上で、まずはわくわく【区分１】の利用の中止等
について検討してください。
また、複数の支援単位で運営している事業所において、新型コロナウイルス感
染症の発生等に伴い職員体制が組めずに支援単位を縮小して開所する場
合、閉所した支援単位は開所日数の算定対象とすることができるものとします
（この場合、月報での実施分類は③とし、閉所理由を必ず備考欄に入力して
ください。）。この場合にも、事前に区こども支援課への相談は必要となりま
す。

令和４年７月26日追加

14 おやつの提供を中止してもよいか。
おやつは原則提供してください。
おやつの提供を中止とする場合には市から通知を発出します。

令和４年７月26日追加

〇　運営に関すること

2 



15
なぜ保育所等における濃厚接触者の特定をや
めるのか。

国の通知によると、「オミクロン株については、感染・伝播性やその倍加速度が
高い一方、重症化率は低い可能性が示唆されるなど、その特徴が徐々に明ら
かになって」きたとされています。オミクロン株BA.5系統への置き換わりが進み、
新型コロナウイルス感染症の感染者数が急増する一方、重症者数が抑えられ
ている状況を踏まえ、社会経済活動との両立を図るため、保健所と改めて濃
厚接触者の特定について協議をした結果、保育所等で新型コロナウイルス感
染者が確認された場合、施設による濃厚接触者の特定を行わないこととしま
す。

令和４年７月26日追加

16
事業所内で陽性者が多数出た場合にも、休園
や濃厚接触者の特定を行わないのか。

感染者数の多寡に係わらず、濃厚接触者の特定は行いません。 令和４年７月26日追加

17
神奈川県の自主療養届を行った児童または職
員の対応はどのようにすればよいか。

「新型コロナウイルス感染症の陽性判断がされた者」と同様の取り扱いをしてく
ださい。

令和４年７月26日追加

　

NO 質問 回答 備考

18

クラブの職員が新型コロナウイルスに感染したり、
濃厚接触者に特定されたりしたために、クラブを
閉所した場合、勤務予定職員に対する休業補
償は補助金の対象となりますか。社労士の方か
らは、60％は補償する必要があると言われてい
ます。

クラブの職員が新型コロナウイルスに感染したり、濃厚接触者に特定されたりし
たために、クラブを閉所した場合等について、職員が在宅勤務でプログラムの準
備や児童の育成支援に関する研修等を行ったときは、勤務時間として計上し
ていただいて構いません。また、在宅勤務を行った時間の給与も補助対象経費
とすることができます。
新型コロナウイルスに感染した職員の方については、感染症法に基づき、都道
府県知事が就業制限を課すため、法人が当該職員に対し、休業補償を行う
必要はありません。どのような場合に休業補償を行わなければならないかについ
ては、社会保険労務士にご確認ください。
なお、職員に対し休業補償を支払った場合は、４年度については基本事業費
から支出することができます。

19

新型コロナウイルスで学校が休校するのに伴い、
クラブを閉所する場合等は、法人からの指示で
はなく市からの指示によるものですが、法人が職
員に対し休業補償を負担する必要があるので
しょうか。

新型コロナウイルスの関係でクラブが閉所している期間、職員が在宅勤務でプ
ログラムの準備や児童の育成支援に関する研修等を行ったときは、勤務時間と
して計上していただいて構いませんし、在宅勤務を行った時間の給与は補助金
の対象とすることができます。
そのため、クラブが閉所した場合は、なるべく在宅勤務や研修等で対応してくだ
さい。

NO 質問 回答 備考

20

新型コロナウィルス感染症による返金等など新
入生は今まで発出された文書はご覧になってい
ないと思われます。
横浜市内全体に関わる内容として、新入生への
説明・案内はどのような予定でしょうか。

令和４年度における利用料返還補助金の取扱いについては、国の交付金の
交付要綱の内容を踏まえ、令和４年度に入りましたら、新入生の保護者への
説明・案内を含めて、改めてご連絡します。
→すでに通知済み

令和４年７月26日更新

21

保健所の指示によらず、職員がPCR検査を自
費で受検した場合、受検に係る当該費用は新
型コロナウイルス感染拡大防止加算補助の対
象になるか。

新型コロナウイルス感染拡大防止加算補助は、事業所が購入する物品等
や、職員が感染症対策の徹底を図りながら運営していくために必要な人件費
等に充てることができるものです。ただし、職員の家族が濃厚接触者となるな
ど、やむを得ず自費で検査を受けることとなった場合は、その費用を支給するこ
とは差し支えありません。

〇　補助金事務に関すること

〇　コロナ補助金に関すること

3 



【R4.7改定】 

 

 

 

令和〇年〇月〇日 

保護者の皆様へ 

                       〇〇クラブ 

 

新型コロナウイルス感染症発生に伴う〇〇クラブの運営について 

 

保護者の皆様には、日頃より○○クラブへの多大なご理解とご協力をいただき、心より感

謝申し上げます。 

 この度、当クラブ関係者に、新型コロナウイルスの感染者が確認されました。 

放課後児童健全育成事業所は社会機能を維持するために不可欠な施設であり、横浜市で

は保育所等の施設において新型コロナウイルス陽性者が確認された場合、濃厚接触者の特

定を行わないため、施設内の消毒作業を行ったうえで、当クラブは通常どおり開所しま

す。 

引き続き、活動場所の消毒や職員の健康確認を実施し、感染拡大防止に努めてまいりま

す。各ご家庭におかれましても、毎日、お子さんの健康状態を確認していただきますよ

う、ご協力をお願いします。 

また、当クラブに通われているお子さま及び保護者の皆様、並びに当クラブの職員への

風評被害の防止に努めてまいりますが、皆様におかれましても、ご配慮とご協力の程、よ

ろしくお願い申し上げます。 

本件について、ご不明なことがありましたら、下記問合せ先まで、ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜問い合わせ＞ 

◆〇 〇 ク ラ ブ： 045-〇〇〇-〇〇〇〇 

◆〇〇区役所〇〇担当： 045-〇〇〇-〇〇〇〇 

 

〈新型コロナウイルス感染症について〉 

◆横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター（帰国者・接触者相談センター）：045-550-5530 

１ 



【R4.7改定】 

 

令和〇年〇月〇日 

保護者の皆様へ 

                       〇〇クラブ 

 

新型コロナウイルス感染症発生に伴う〇〇クラブの臨時閉所について 

 

保護者の皆様には、日頃より○○クラブへの多大なご理解とご協力をいただき、心より感

謝申し上げます。 

 この度、当クラブ関係者に新型コロナウイルスの感染者等が確認されました。横浜市と協

議の結果、職員配置を満たした運営を行うことができないため、〇月〇日(〇曜日)から〇月

〇日(〇曜日)については、当クラブは臨時閉所することになりましたので、お知らせいたし

ます。 

 つきましては、本日ご利用の場合は、可能な限り早くお迎えにお越しいただくよう、ご協

力をお願いいたします。←閉所時間中に周知する場合は、削除。 

  

なお、閉所期間や今後の対応については、〇〇区役所と調整のうえ、改めてご連絡いたし

ます。 

 保護者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。 

また、当クラブに通われているお子さま及び保護者の皆様、並びに当クラブの職員への

風評被害の防止に努めてまいりますが、皆様におかれましても、ご配慮とご協力の程、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜お問い合わせ＞ 

◆〇 〇 ク ラ ブ： 045-〇〇〇-〇〇〇〇 

◆〇〇区役所〇〇担当： 045-〇〇〇-〇〇〇〇 

 

〈新型コロナウイルス感染症について〉 

◆横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター（帰国者・接触者相談センター）：045-550-5530 
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令和〇年〇月〇日 

保護者の皆様へ 

 〇〇クラブ 

 

新型コロナウイルス感染症発生に伴う〇〇クラブの臨時閉所について 

 

 保護者の皆様には、日頃より〇〇クラブへの多大なご理解とご協力をいただき、心より

感謝申し上げます。 

 先日、お伝えしましたとおり、当クラブ関係者に新型コロナウイルスの感染者等が確認

されました。放課後児童健全育成事業所は社会機能を維持するために不可欠な施設です

が、横浜市と協議の結果、職員配置を満たした運営を行うことができないため、引き続き

〇月〇日(〇曜日)から〇月〇日(〇曜日)までの期間、当クラブは臨時閉所します。 

各ご家庭におかれましても、毎日、お子さんの健康状態を確認していただきますよう、

お願いいたします。 

また、繰返しのお願いとなりますが、当クラブに通われているお子さま及び保護者の皆

様、並びに当クラブの職員への風評被害の防止に努めるとともに、皆様におかれまして

も、ご配慮とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

保護者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。 

本件について、ご不明なことがありましたら、下記問い合わせ先まで、ご連絡くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〇月〇日（〇）から〇月〇日（〇）まで 

 

閉所期間 

３ 

＜問い合わせ＞ 

◆〇 〇 ク ラ ブ： 045-〇〇〇-〇〇〇〇 

◆〇〇区役所〇〇担当： 045-〇〇〇-〇〇〇〇 

 

〈新型コロナウイルス感染症について〉 

◆横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター（帰国者・接触者相談センター）：045-550-5530 



 

【R4.7改定】 

令和〇年〇月〇日 

保護者の皆様へ 

                       〇〇クラブ 

 

新型コロナウイルス感染症発生に伴う〇〇クラブの運営について 

 

保護者の皆様には、日頃より○○クラブへの多大なご理解とご協力をいただき、心より感

謝申し上げます。 

 既にお知らせしていますとおり、当クラブ関係者に、新型コロナウイルスの感染者が確

認されクラブを臨時閉所としていましたが、横浜市との協議の結果、〇月〇日より当クラ

ブは通常どおり開所します。 

 

引き続き、活動場所の消毒や職員の健康確認を実施し、感染拡大防止に努めてまいりま

す。各ご家庭におかれましても、毎日、お子さんの健康状態を確認していただきますよ

う、ご協力をお願いします。 

また、当クラブに通われているお子さま及び保護者の皆様、並びに当クラブの職員への

風評被害の防止に努めてまいりますが、皆様におかれましても、ご配慮とご協力の程、よ

ろしくお願い申し上げます。 

本件について、ご不明なことがありましたら、下記問合せ先まで、ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜問い合わせ＞ 

◆〇 〇 ク ラ ブ： 045-〇〇〇-〇〇〇〇 

◆〇〇区役所〇〇担当： 045-〇〇〇-〇〇〇〇 

 

〈新型コロナウイルス感染症について〉 

◆横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター（帰国者・接触者相談センター）：045-550-5530 

４ 



 

令和４年●月 日 

保護者の皆様へ 

                       ●●小学校放課後キッズクラブ 

 

新型コロナウイルス感染症発生に伴う●●小学校放課後キッズクラブの運営について 

 

保護者の皆様には、日頃より●●小学校放課後キッズクラブへの多大なご理解とご協力を

いただき、心より感謝申し上げます。 

 （既にお知らせしていますとおり、）当クラブ関係者に新型コロナウイルスの感染者が確

認されました。放課後児童健全育成事業所は社会機能を維持するために不可欠な施設であ

り、横浜市では保育所等の施設において新型コロナウイルス陽性者が確認された場合、濃

厚接触者の特定を行わないため、施設内の消毒作業を行ったうえで、当クラブは引き続き

開所します。 

しかしながら、職員配置を満たした運営を行うことができないため、横浜市と協議をし

た上で、クラブの利用について保護者の皆様へ次のとおりお願いをさせていただくことと

しました。 

 

①●月●日（●）から●月●日（●）までの期間については、利用児童を「すくすく区

分【区分２】」の児童に限定します。 

 

②家庭で過ごすことが可能な場合には、「すくすく区分【区分２】」の児童についても、

キッズクラブの利用を控えることや計画的なご利用についてもご検討ください。 

 

引き続き、活動場所の消毒や職員の健康確認を実施し、感染拡大防止に努めてまいりま

す。各ご家庭におかれましても、毎日、お子さんの健康状態を確認していただきますよ

う、ご協力をお願いします。 

また、当クラブに通われているお子さま及び保護者の皆様、並びに当クラブの職員への

風評被害の防止に努めてまいりますが、皆様におかれましても、ご配慮とご協力の程、よ

ろしくお願い申し上げます。 

本件について、ご不明なことがありましたら、下記問合せ先まで、ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 
 

キッズ用 縮小開所 

    

〇月〇日（〇）から〇月〇日（〇）まで 

 

【区分２】限定開所期間 


