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保育所等における臨時休園の判断にかかる対応等の一部改定について（その２） 

 

 

日頃から本市保育・教育行政に御理解・御協力をいただき、ありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症にかかる、保育所等における臨時休園等の対応につきましては、これま

で「保育所等における臨時休園の判断にかかる対応等について」（令和２年４月17日付 こ保運第374

号）及び「保育所等における臨時休園の判断にかかる対応等の一部改定について」（令和２年７月22

日付 こ保運第2118号）に基づきご対応をいただいているところですが、昨今の状況の変化等を踏ま

え、区への報告基準等について、改定します。 

修正後の各資料を送付しますので、今後は本通知に基づき園と本市（区及びこども青少年局）で調

整のうえ対応してまいりますので、予め、御確認くださいますようお願いいたします。 

  

【主な変更点】 

 当初通知（４月17日）時点と比べ、PCR検査等の受診や濃厚接触者に特定されるケースが増加してい

ます。迅速な対応を行うため、以下のとおり変更します。 

 従来の取扱い 本通知による変更後 

区への報

告基準 

＜職員の場合＞ 

①「感染症帰国者・接触者相談センター

等」に相談をする段階。 

（① に至る前の発熱等の症状がある場合も

区にご相談ください。） 

②保健所から濃厚接触者に特定された場

合 

③PCR検査の結果、陽性となった場合 

 

＜児童の場合＞ 

①「感染症帰国者・接触者相談センター

等」に相談をする段階。 

（① に至る前の発熱等の症状がある場合も

区にご相談ください。） 

②保健所から濃厚接触者に特定された場

合 

③PCR検査の結果、陽性となった場 

＜職員の場合＞ 

①新型コロナウイルスにかかる検査を受

診することが決まった場合 

※無症状の職員が自主的に（保険適用外

で）受診した場合を除く 

②保健所から濃厚接触者に特定された場

合（同居家族が陽性になった場合な

ど） 

③検査の結果、陽性となった場合 

＜児童の場合＞ 

①新型コロナウイルスにかかる検査を受

診することが決まった場合 

②保健所から濃厚接触者に特定された場

合（保護者が陽性になった場合など） 

③検査の結果、陽性となった場合 

 

 

次 頁 あ り 



保護者へ

の周知文

について 

保護者へのお知らせについて 
１ 児童・職員が陽性になった場合 
  区と園が文言を調整し、該当者の同意
を得た上で保護者全員にお知らせを行
う。 
 

２ 関係者が濃厚接触者になった場合 
３ 関係者がＰＣＲ検査受診の期間中 

園として周知が必要だと判断した場
合、区と園が文言を調整し、該当者の同
意を得た上で保護者全員にお知らせを行
う。 

保護者へのお知らせについて 
１ 児童・職員が陽性になった場合 
  区と園が文言を調整し、該当者の同意
を得た上で保護者全員にお知らせを行
う。【変更なし】 

 
２ 関係者が濃厚接触者になった場合 
３ 関係者が新型コロナウイルスにかかる
検査受診の期間中 
園として周知が必要だと判断した場

合、区と園が文言を調整し、該当者の同
意を得た上で保護者全員にお知らせを行
う。 
ただし、２、３の場合には事前に送付

しているひな型から①「園関係者」など
感染者の特定につながる部分を修正する
場合や、②登園自粛につながる可能性の
ある加筆を行う場合 は、区と事前に文
言の調整を行ってください。 
なお、文言の調整が不要な場合も、事

後に区に保護者への周知文を送付してく
ださい。 

 

【添付資料】 

（１） 保育所等における臨時休園の判断基準の改定について 

【別添】保育所等における新型コロナウイルスの区への報告基準 

（２） 新型コロナウイルスの対応フロー図 

（職員の場合・在園児の場合・在園児の家族の場合） 

＜担当連絡先＞ 

    保育・教育運営課：671-3564 



保育所等における臨時休園の判断基準の改定について（その２） 

 

  本基準については、保育所等という事業の性質に鑑み、こども青少年局として対応を整理したものです。 

なお、区への報告が必要な場合及び保護者への周知文を区に事前確認が必要な場合について、【別添】

「新型コロナウイルスに係る区への報告基準等について」にまとめましたので、ご参照ください。 

また、対応方法等でご質問やご不安な点等がありましたら、所在区のこども家庭支援課にお問い合わせくださ

い。 

 

１ 関係者が新型コロナウイルスの陽性となった場合 

(1) 保健所による行動調査前※ 

 

 

① 職員が陽性の場合【区と調整の上、全保護者に周知※１】 

全ての園関係者に濃厚接触者となる可能性があることから、行動調査が終了するまで園全体を

一時、完全休園。 

② 在園児が陽性の場合【区と調整の上、全保護者に周知※１】 

①と同じ対応。 

③ 在園児の同居の家族が陽性の場合【任意で保護者にお知らせ※２】 

ア 在園児の同居の家族（送迎実施者）が陽性の場合 

 当該家庭の子どもは濃厚接触者となるため登園停止。 

      陽性となった在園児の家族と接触した保育士について、 

行動調査が終了するまで出勤を停止。 

 イ 在園児の同居の家族（送迎の実施なし）が陽性の場合 

 当該家庭の子どもは濃厚接触者となるため登園停止。 

 

 (2) 行動調査終了後 

① 職員が陽性の場合【区と調整の上、全保護者に周知】 

＜園の対応＞ 

〖職員又は園児に濃厚接触者がいる場合〗 

◎保健所の行動調査に基づく濃厚接触者は全員がＰＣＲ検査等（※末尾参照）を受診。 

 ・ＰＣＲ検査等の結果が出るまでの間は引き続き完全休園。 

 ・ＰＣＲ検査等の結果によって園の対応を決定。 

   ア 全員が陰性の場合：濃厚接触者の健康観察期間については、原則休園を継続しつつ、

特に保育が必要な園児（濃厚接触者を除く）の保育の提供（※）。 

   イ 陽性者が出た場合：新たに行動調査を実施し、濃厚接触者の特定とＰＣＲ検査等を

実施。濃厚接触者全員が陰性となるまでの間は引き続き完全休

園。 

※休園期間中の保育の提供は原則自園で行う。ただし、濃厚接触者に特定された職員が多

く、当該園で保育が提供できない場合には、他園での代替保育を実施。 

〖職員又は園児に濃厚接触者がいない場合〗 

再開日を園と市で調整のうえ、保育を再開 

 

＜濃厚接触者に特定された場合の対応＞ 

◎該当者全員がＰＣＲ検査等を受診。 

・陽性になった場合、医療機関及び保健所の指示に従い、療養が終了するまでの間は登園・ 

出勤を停止（就業制限）。 

・陰性になった場合でも、保健所が指定する健康観察の期間は、登園・出勤を停止。 

※行動調査：園関係者が検査の結果陽性になった場合、園児、職員等のどの範囲が「濃厚接触者」となるか、
保健所が園訪問するなどにより行う調査です。 

※１ 保護者へのお知らせについて 
園の運営に影響が出る場合には、①

個人情報に配慮しながら、②該当者の
同意を得るなどを行い、文言について
も区と園が調整したうえで、保護者全
員にお知らせをしてください。 
また、お知らせをした際は、こども青

少年局にもお知らせを送っていただく
ようお願いします。 

令和２年10月改定 

【資料１】 



 

＜濃厚接触者に特定されない場合の対応＞ 

・濃厚接触者の全員の陰性が確認できるまで、全員自宅待機。 

・濃厚接触者の全員の陰性が確認された場合、特に保育が必要な場合のみ登園・出勤可。 

② 在園児が陽性の場合【全保護者に周知】 

①と同じ対応。 

 

③ 在園児の同居の家族が陽性の場合【任意で保護者にお知らせ※２】 

行動調査に基づき、保健所が濃厚接触者を特定し、該当者の登園・出勤を停止。 

園内消毒を実施するなど、園運営に影響が出る場合、陽性となった該当者が特定されない形で、

全保護者に周知。 

 

２ 関係者が濃厚接触者となった場合【任意で保護者にお知らせ※２】 

① 職員が濃厚接触者の場合 

当該職員の出勤停止。 

② 在園児が濃厚接触者の場合 

当該子どもの登園停止。 

③ 在園児の家族が濃厚接触者の場合 ※区への報告は不要です。 

当該家族による送迎を停止。 

     

 

３ 関係者がＰＣＲ検査等受診の期間中【任意で保護者にお知らせ※２】 

① 職員が受診中の場合 

② 在園児が受診中の場合 

③ 在園児の家族が受診中の場合 ※区への報告は不要です。 

診断が確定するまでは通常通り保育所を開所。 

検査受診者は診断が確定するまで登園・出勤・送迎を停止。 

 

【ＰＣＲ検査等について】 

 現在はＰＣＲ検査以外にも、抗原検査において陽性の検査結果が出た場合も同様の対応を行っています。 

※２ 任意で保護者にお

知らせ について 
 

保護者全員へお知らせした
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
うにするなど、人権に十分配
慮することや、②該当者の同
意を得ることなどを行い、文
言についても区と園が調整
したうえで、保護者全員にお
知らせをしてください。 
なお、事前に送付している

ひな型から個人情報や登園
の可否に係る部分を修正し
ない場合は、区との事前調整
は不要です。事後で構いませ
んので、区に保護者への周知
文を送付してください。 



新型コロナウイルスに係る区への報告基準等について 

 

１ 新型コロナウイルス発生情報の報告基準 

  下表のとおりとしますが、報告不要な案件であっても、対応方法等でご質問やご不安な

点等がありましたら、所在区のこども家庭支援課にお問い合わせください。 

 

 

  例）①児童が濃厚接触者に特定された →要報告 

    ②職員が風邪等の症状で休んでいる→報告不要（PCR検査又は抗原検査を受ける段

階で報告してください。） 

    ③職員の別居の家族が陽性になった→報告不要（職員が濃厚接触者に特定された

場合は報告してください） 

    ④保護者の職場で陽性の人がいる →報告不要（対応に困った場合はご相談くだ

さい） 

 

２ 保護者への周知文の区への事前確認 

（１）児童・職員が陽性の場合（休園の可能性あり） 

   必ず事前に区と調整のうえ、周知をしてください。 

（２）それ以外（休園の可能性なし） 

保護者周知は園が任意でご判断ください。周知を行う場合は、事前に送付してい

るひな型から①「園関係者」など感染者の特定につながる部分を修正する場合や、

②登園自粛につながる可能性のある加筆を行う場合 は、区と事前に文言の調整を

行ってください。なお、文言の調整が不要な場合も、事後に区に保護者への周知文

を送付してください。 

対象者 有症状 
PCR検査または

抗原検査を受診 

濃厚接触者に

特定 
陽性 

児童 不要 必要 必要 必要 

職員 不要 必要 必要 必要 

児童・職員の同居家族 

（保護者等） 
不要 不要 不要 必要 

それ以外（別居の親

族、保護者の同僚 等） 
不要 不要 不要 不要※ 

必要※：無症状の職員が自主的に（保険適用外で）検査を行った場合は報告不要 

不要※：児童や職員が濃厚接触者に特定された場合は必要 

【別添】 



【行動調査の実施】

＜行動調査とは＞

園関係者がPCR検査等で陽性になった場合、園児、

職員等のどの範囲が「濃厚接触者」となるか、

保健所が園訪問するなどにより、調査を行いま

す。

職員から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

保護者

発熱等の症状がある、自

宅待機【園に報告】

職員 園 区こども家庭支援課 区福祉保健課（保健所） こども青少年局

職員から報告を受ける

【区こども家庭支援課に相談】

症状が４日以上続く

【園に報告】【医療機関等受診】

職員から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

＜感染症帰国者・接触者相談センター＞

＜医療機関＞

PCR検査等不要

【園に報告】

PCR検査等必要

受診期間中出勤停止

【園に報告】

職員から報告を受ける

【通常通り開所継続】

職員から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有】

陰性判定

【園に報告】

陽性判定

【園に報告】

職員から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

【通常通り開所継続】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有】

園が配布するお知らせの内容確認・調整

【園に伝達】

【区福祉保健課に確認依頼】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有、調整・協議】

区から伝達を受ける

【保護者に対し、

一時休園のお知らせ配布】

園から一時休園の

お知らせを受け取る

区こども家庭支援課と情報共有

行動調査の終了

濃厚接触者の特定

園の対応を助言

【区こども家庭支援課と情報共有】

【濃厚接触者への連絡】

区福祉保健課から行動調査の

結果提供を受ける

【こ青局に情報提供】

・行動調査の結果を受け、濃厚接触者の有無

等を連絡

・園が配布するお知らせの確認・調整

【園に伝達】

【こ青局に情報提供、調整・協議】

区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

・区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

・状況に応じて園の対応を判断

濃厚接触者がいない場合⇒通常通り開所

濃厚接触者がいる場合

⇒該当者のPCR検査等結果の確認まで

一時休園

＜濃厚接触者がいる場合＞

濃厚接触者全員のＰＣＲ検査等の結果が

確認できるまで休園

【保護者に対し、お知らせ配布】

医療機関及び保

健所の指示に従

い療養が終了す

るまで出勤停止

区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

全部休園について、

お知らせを受け取る

保育所等における新型コロナウイルスの対応フロー（対象者：①職員の場合）

濃厚接触者に特定された職員等について、区福祉保健課から連絡

【ＰＣＲ検査の受診】

行動調査の受け入れ

区こども家庭支援課と情報共有

＜職員がPCR検査等で陽性になった場合に備えた準備＞

区福祉保健課で実施する行動調査を円滑に行うため、関係者のヒアリング

への協力のほか、①当該職員の体調の変化、②当該職員を含む全職員の出

勤状況、③当該職員の勤務の状況、④園児の登園状況などについて、園で

取りまとめるなど、行動調査開始前の準備へのご協力をお願いします。

区こども家庭支援課と情報共有

区こども家庭支援課と情報共有

区こども家庭支援課と情報共有

濃厚接触者に

特定される、

出勤停止

【園に報告】

園が配布するお知らせの

確認

（濃厚接触者の場合）園から報告を受ける

＜濃厚接触者がいない場合＞

【通常通り開所】

【保護者に対し、お知らせ配布】

ＰＣＲ検査の報告を受ける

【区こども家庭支援課と情報共有】
・ＰＣＲ検査等の報告を受け、情報共有

・園が配布するお知らせの確認・調整

【園に伝達】

【こ青局に情報提供、調整・協議】

陽性判定

【医療機関の指示に従い療養】

陰性判定

【健康観察期間中登園・出勤停止】

区から伝達を受ける

＜全員陰性の場合＞

健康観察期間中休園（濃厚接触者以外で、特

に保育が必要な園児に対して保育提供）

＜陽性判定がいる場合＞（新たに行動調査実施）

ア 濃厚接触者がいない場合

⇒上記、全員陰性の場合の対応と同じ

イ 濃厚接触者が新たにいる場合

⇒ＰＣＲ検査結果の確認まで休園

園の対応について、

お知らせを受け取る

行動調査結果が出るまで一時休園決定

・区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

・ＰＣＲ検査等の結果で園の対応を判断

①全員陰性の場合⇒健康観察期間中休園

②陽性判定がいる場合（行動調査実施）

ア 濃厚接触者がいない場合

⇒陰性判定該当者の健康観察期間

中休園

イ 濃厚接触者が新たにいる場合

⇒ＰＣＲ検査結果の確認まで休園

通常通りの開所について、

お知らせを受け取る

陽性判定がいる場合

【行動調査の実施】

①

②

③

④

⑤

⑥

⑤

⑥

は、お知らせ文のひな型

の番号です。

保護者等にお知らせをする際

の参考にしてください。

①



【行動調査の実施】

＜行動調査とは＞

園関係者がPCR検査等で陽性になった場合、園児、

職員等のどの範囲が「濃厚接触者」となるか、保

健所が園訪問するなどにより、調査を行います。

保護者から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

保護者

発熱等の症状がある、自宅待機

【園に報告】

在園児 園 区こども家庭支援課 区福祉保健課（保健所） こども青少年局

保護者から報告を受ける

症状が４日以上続く

【園に報告】【医療機関等受診】

保護者から報告を受ける

【区こども家庭支援課に相談】

＜感染症帰国者・接触者相談センター＞

＜医療機関＞

PCR検査等不要

【園に報告】

PCR検査等必要

受診期間中登園停止

【園に報告】

保護者から報告を受ける

【通常通り開所継続】

保護者から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有】

陰性判定

【園に報告】

陽性判定

【園に報告】

保護者から報告を受ける

【区こども家庭支援課に報告】

【通常通り開所継続】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有】

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有、調整・協議】

医療機関及び保

健所の指示に従

い療養が終了す

るまで登園停止

区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

保育所等における新型コロナウイルスの対応フロー（対象者：②在園児の場合）

行動調査の受け入れ

区こども家庭支援課と情報共有

区こども家庭支援課と情報共有

区こども家庭支援課と情報共有

区こども家庭支援課と情報共有

区こども家庭支援課と情報共有

＜在園児がPCR検査等で陽性になった場合の準備＞、区福祉保健課で実施する行

動調査を円滑に行うため、関係者のヒアリングへの協力のほか、①当該園児の

体調の変化、②当該園児を含む全園児の出席状況、③当該園児の登園の状況、

④職員の出勤状況などについて、園で取りまとめるなど、行動調査開始前の準

備へのご協力をお願いします。

園が配布するお知らせの内容確認・調整

【園に伝達】

【区福祉保健課に確認依頼】

区から伝達を受ける

【保護者に対し、

一時休園のお知らせ配布】

園から一時休園の

お知らせを受け取る

行動調査の終了

濃厚接触者の特定

園の対応を助言
【区こども家庭支援課と情報共有】

【濃厚接触者への連絡】

区福祉保健課から行動調査の

結果提供を受ける

【こ青局に情報提供】

・行動調査の結果を受け、濃厚接触者の有無

等を連絡

・園が配布するお知らせの確認・調整

【園に伝達】

【こ青局に情報提供、調整・協議】

区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

・区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

・状況に応じて園の対応を判断

濃厚接触者がいない場合⇒通常通り開所

濃厚接触者がいる場合

⇒該当者のPCR検査等結果の確認まで

一時休園

＜濃厚接触者がいる場合＞

濃厚接触者全員のＰＣＲ検査等の結果が

確認できるまで休園

【保護者に対し、お知らせ配布】

全部休園について、

お知らせを受け取る

濃厚接触者に特定された職員等について、区福祉保健課から連絡

【ＰＣＲ検査等の受診】

園が配布するお知らせの

確認

＜濃厚接触者がいない場合＞

【通常通り開所】

【保護者に対し、お知らせ配布】

ＰＣＲ検査等の報告を受ける

【区こども家庭支援課と情報共有】
・ＰＣＲ検査等の報告を受け、情報共有

・園が配布するお知らせの確認・調整

【園に伝達】

【こ青局に情報提供、調整・協議】

陽性判定

【医療機関の指示に従い療養】

陰性判定

【健康観察期間中登園・出勤停止】

区から伝達を受ける

＜全員陰性の場合＞

健康観察期間中休園（濃厚接触者以外で、特に

保育が必要な園児に対して保育提供）

＜陽性判定がいる場合＞（新たに行動調査実施）

ア 濃厚接触者がいない場合

⇒上記、全員陰性の場合の対応と同じ

イ 濃厚接触者が新たにいる場合

⇒ＰＣＲ検査等結果の確認まで休園

【保護者に対し、お知らせ配布】

園の対応について、

お知らせを受け取る

・区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

・ＰＣＲ検査等の結果で園の対応を判断

①全員陰性の場合⇒健康観察期間中休園

②陽性判定がいる場合（行動調査実施）

ア 濃厚接触者がいない場合

⇒陰性判定該当者の健康観察期間

中休園

イ 濃厚接触者が新たにいる場合

⇒ＰＣＲ検査結果の確認まで休園

通常通りの開所について、

お知らせを受け取る

陽性判定がいる場合

【行動調査の実施】

行動調査結果が出るまで一時休園決定

は、お知らせ文のひな型

の番号です。

保護者等にお知らせをする際

の参考にしてください。

①

①

②

③

④

⑤

⑥

⑤

⑥



保護者から報告を受ける
【園所在区のこども家庭支援課に報告】

保護者

発熱等の症状がある、

送迎停止

在園児の家族 園 区こども家庭支援課 区福祉保健課（保健所） こども青少年局

症状が４日以上続く

【医療機関等受診】

＜感染症帰国者・接触者相談センター＞

＜医療機関＞

PCR検査等不要 PCR検査等必要

受診期間中送迎停止

対応不要

陽性判定

【園に報告】

＜当該家族が送迎者の場合＞

・当該家族と接触した保育士は

濃厚接触者の特定が終了するまで

出勤停止を決定

園から報告を受ける

【区福祉保健課と情報共有】

【こ青局と情報共有】

子どもの登園停止について

保健所から連絡を受ける

【園に報告】
【在住区福祉保健課での行動調査】

【同居の子どもについて、濃厚接触

者として登園停止を連絡】

行動調査の終了

濃厚接触者の特定

園の対応がある場合、助言

【園所在区こども家庭支援課へ連絡】

【濃厚接触者への連絡】

・行動調査の結果を受け、園の対応

を決定

・園が配布するお知らせの確認・調整

【園へ情報提供】

【こ青局に情報提供、協議・調整】
区こども家庭支援課と情報共有

必要に応じて区と調整・協議

区こども家庭支援課の指示を受け、

園で対応

【保護者に対しお知らせ配布】

保健所等の指示が

出るまで送迎停止

区こども家庭支援課と情報共有

保育所等における新型コロナウイルスの対応フロー（対象者：③在園児の家族の場合）

保健所等の指示が出るまで該当の

園児の登園停止

保健所等の指示が出るまで

該当の職員の出勤停止

接触があった保育士は

濃厚接触者の特定が終了するまで

出勤停止

陰性判定

区から依頼があれば行動調査を

受け入れ

必ず実施する内容

必要な場合のみ実施する内容

（園運営に影響が出る場合）

園からお知らせを受け取る

濃厚接触者に該当する園児が

いた場合のみ保健所から連絡

濃厚接触者に該当する職員が

いた場合のみ保健所から連絡

区こども家庭支援課と情報共有

【接触があった保育士に

出勤停止を伝える】

保護者から報告を受ける

濃厚接触者に

特定される、

送迎停止

は、お知らせ文のひな型

の番号です。

保護者等にお知らせをする際

の参考にしてください。

⑦

⑦




