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１． はじめに 

新型コロナウイルス感染症について，一部の地域で感染の拡大がみられる中，

保育所及び学童保育所（以下，「保育所等」といいます。）については，感染症の予

防・拡大防止のための十分な対策を講じたうえで，保育等の提供を行う必要があ

ります。 

また，子どもや職員等の感染が判明した場合には，関係機関等と連携・協力し，

迅速かつ適切な対応が求められます。 

 各施設におかれましては，本手引きに基づき対応していただくとともに，「保育

所における感染症対策ガイドライン」（厚生労働省）や下記のホームページ等を通

して，感染症対策に関する理解を深めていただくようお願いいたします。 

 なお，本手引きの内容につきましては，国や東京都等の動向により，変更する場

合がございますので，あらかじめご承知おきください。 

 

２． 新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止の必要な対策 

(1)  基本的な取組の確認 

施設において，新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止のための基本的な

取組が行われているかどうか，改めて確認をしてください。 

【新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）に関する情報】 

 以下のホームページに最新情報を掲載していますのでご参照ください。 

 

○ 東京都新型コロナウイルス感染症対策サイト 

https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/ 

○ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tosei/news/2019-ncov.html 

○ 新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html 

○ 東京都感染症情報センター 

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/ 

○ 厚生労働省 保育所等における新型コロナウイルス対応関連情報 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html 
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□ 「保育所における感染症対策ガイドライン」の内容を確認し，職員間で共有して 

いる。 

□ 危機管理マニュアルを確認し，職員等の役割分担を確認した。 

□ 施設内の緊急時の連絡体制を確認した。 

□ 保健所等の相談窓口について，電話番号を掲示するなどして周知している。 

□ 感染症に備えて，手指消毒液（アルコール等），施設消毒薬（次亜塩素酸ナトリ 

ウム等）を準備している。 

□ 子どもがよく手を触れる場所の消毒を定期的に実施している。 

□ 健康観察の実施を徹底し，欠席・早退した子どもの健康情報を取りまとめ，施 

設内で情報共有している。 

□ 子どもの欠席連絡を家庭から受ける際に聞き取る情報項目をまとめている。 

□ 感染子どもの兄弟姉妹等の情報を把握している。 

□ 健康状態の確認（検温等）を自宅で行うよう家庭に伝えている。 

□ 発熱や咳等の風邪の症状が見られるときは，無理せずに自宅で休養するよう 

家庭に伝えている。 

□ 日頃から手洗いや咳エチケット等の大切さを教えている。 

□ 体調が良くない時は，早めに申し出るよう促すとともに，乳幼児に関しては， 

定期的に検温や健康観察をしている。 

□ 感染症の最新情報（流行地域や感染経路等）を入手することを心がけている。 

□ 行事の実施を見直すなど，柔軟な対応を心がけている。 

□ 日頃から，法人本部や園医（嘱託医）と連絡を取り合うなど，相談体制が構築 

できている。 

□ 日頃から施設内職員及び子どもの人権意識を高め，感染症を理由とした偏見 

や差別が生じないよう配慮した対応を心がけている。 

 

(2) 施設における取組 

 感染症の予防・拡大防止のため，以下の取組を実施するとともに，それぞれの施

設の状況に応じて必要な対応を行ってください。 

① 感染防止に向け，職員間での情報共有を密にし，感染防止に向けた取組を

職員が連携して行うこと。 

② 手が触れる机，ドアノブ，玩具，遊具などについて，消毒用アルコールの他，
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塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）による消毒が有効であり，こまめに消

毒を行うこと。 

③ 感染拡大防止の観点から「３つの密」（「換気が悪い密閉空間」，「多数が集ま

る密集場所」及び「間近で会話や発生をする密接場面」）を避ける必要があ

ること等から，以下の点に留意し実施すること。 

i. 定期的な換気を行うこと。特に行事等により室内に多くの子どもが集ま

る場合には,こまめな換気を行うこと。 

ii. 互いに手を伸ばしたら届く範囲以上の距離を保つ等，子ども同士の距離

について，午睡の際も含めて，可能な限り配慮すること。 

iii. 咳エチケットの他，マスクの着用等の対応をすること。 

④ 給食の食材や物品等の受け渡しについては，玄関など施設の限られた場所

で行うことが望ましく，施設内に立ち入る場合については，体温を計測して

もらい，発熱が認められる場合は，施設内に入らないよう対応すること。 

⑤ 業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先については，感染

者が発生した場合に保健所等による積極的疫学調査への協力が可能となる

よう記録を残しておくこと。 

⑥ 保護者等による送迎については，地域における感染の状況等を踏まえ，玄

関など限られた場所で対応とすることや保育室等の施設内への入室を必要

最小限に留めることにするなどの対応を必要に応じて行うこと。 

⑦ 子どもや職員が体調不良を認めた場合，登所もしくは出勤前に施設に相談

できる体制を作っておいてくこと。 

⑧ 職員は，各自出勤前に体温を計測し，発熱等の症状が認められる場合には

出勤を行わないことを徹底すること。 

⑨ 保護者等に対して，感染者が出た場合にはＰＣＲ検査等や臨時休所に協力し

ていただく必要がある旨を，お知らせの配布等を通じて繰り返し周知してお

くこと。 

 

３． 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための留意点 

 保育所等における罹患が確認されない子どもや職員については，感染拡大を防

止する観点から，最新の国の通知を踏まえつつ，保護者とのコミュニケーションを

大切にしながら，以下のとおり丁寧に対応してください。 
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(1) 子どもについて 

① 登所にあたっては，登所前に，子ども本人・家族又は職員が本人の体温を

計測するとともに，その他気になる症状がないか確認する。子どもに上気

道炎様症状（発熱，咳，頭痛，全身倦怠感等）がある場合には，登所を見合わ

せる取り扱いとする。ただし，ぜん息やアレルギーなど新型コロナウイルス

感染症以外の疾患からくる症状で，感染性のものがないと医師から診断が

出ている場合は，この限りではない。なお，症状等で心配があるときには，

主治医や嘱託医と相談するとともに，必要に応じて市や保健所にも相談の

うえ，対応すること。 

② 過去に上記症状がみられた場合にあっては，解熱後 24時間以上が経過

し，症状が改善傾向となるまで登所を見合わせる取り扱いとする。なお，こ

のような状況が解消した場合であっても，引き続き当該子どもの健康状態

に留意すること。 

③ 子どもが感染者の濃厚接触者に特定された場合は，感染者と最後に濃厚

接触をした日の翌日から原則７日間，登所を避ける取り扱いとする。 

 

（２） 職員等について 

① 保育所等の職員についても，上気道炎様症状（発熱，咳，頭痛，全身倦怠感

等）がある場合には，出勤を行わないことを徹底する。保育所等にあって

は，該当する職員について，管理者への報告により確実な把握が行われる

ように努めること。なお，症状等で心配があるときには，主治医や嘱託医と

相談するとともに，必要に応じて市や保健所にも相談のうえ，対応するこ

と。 

② 過去に上記症状がみられた場合にあっては，解熱後 24時間以上が経過

し，症状が改善傾向となるまで登所を見合わせる取り扱いとする。なお，こ

のような状況が解消した場合であっても，引き続き当該職員等の健康状態

に留意すること。 

③ ここでいう職員とは，子どもに直接サービスを提供する職員だけでなく，事 

務職や送迎を行う職員等，当該事業所の全ての職員やボランティア等を含

むものとする。委託業者等についても，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く，施設内に立ち入る場合については，体
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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。 

④  該当する職員等については，「「新型コロナウイルス感染症についての相

談・受診の目安」の改訂について」（令和２年５月１１ 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）を踏まえ，適切な相談及

び受診を行うこととする。 

 

４． 新型コロナウイルス感染症発生時等の対応手順 

 施設において新型コロナウイルス感染症に感染した子ども等又は感染者の濃厚

接触者となった子ども等が出た場合については，速やかに市に報告するととも

に，下記の対応手順に従って対応してください。 

(1)  留意点 

① 感染症が発生した場合には，東京都，保健所，市等の協議の中で対応する

が，あらかじめ法人本部と調整しておくこと。 

② 子どもやその家族，職員が感染した場合，個人情報の管理には十分な留意

を払うとともに，個人やその属性等に対しての風評被害が起こらないような

配慮を行うこと。 

③ 施設において，感染症が発生した場合，一部又は全部を臨時休所する場合

があること，臨時休所の規模や期間については，東京都や市等が協議のうえ

決定することを，保護者に周知しておくこと。 

④ 子ども（保護者）や職員のなかで，基礎疾患等があり重症化が懸念される場

合については，施設内で感染が疑われる事態が起こった際には，感染予防の

ために十分な配慮を行うこと。 

⑤ 感染が判明した場合には，保健所による行動調査＊が実施されることから

も，日頃より職員や子どもの検温結果や健康状態等については，正確に記録

をとっておくこと。 

＊行動調査 

関係者がＰＣＲ検査等で陽性となった場合，保育所・学童保育所を利用する子どもや職員等の 

どの範囲が「濃厚接触者」となるか，保健所が施設を訪問するなどにより行う調査のこと。 

 

(2) 対応手順 

 保育所・学童保育所を利用する子どもや職員が新型コロナウイルスに感染した

場合は，以下の対応手順のフローに沿って対応してください。 
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保育所等を利用する子ども等が新型コロナウイルスに 

感染した（疑い含む）場合の対応手順について 
 

〈保育所，学童保育所〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

子どもの保護者など 

以下の場合は，必ず報告をするようあらかじめ周知しておく 

①子どもや同居の家族等が濃厚接触者となった場合 

②子どもや同居の家族等が医師や勤務先の要請等に基づい

てＰＣＲ検査等を受ける場合 

※ＰＣＲ検査等を受けることになった時点で，濃厚接触者と

の判断があった時点で速やかに報告受ける 

※職員の場合も同様の対応 

 
指示等 

 

① 本人等の基本情報 

② 現在の状況 

・熱，呼吸器症状，その他症状 

・入院の有無も含む 

③ 受診状況 

・医療機関名，診療科など 

・ＰＣＲ検査等実施予定の有無 

④ 症状等の経過 

⑤ 現時点での対応 

⑥ 今後の見通し 

保育所，学童保育所 

連絡・相談 

園医 

市（子ども子育て事業課） 

随時報告 
上記の報告受けた

場合は，市へ速や

かに報告すること 

保健所 

保護者の同意を得て必

要に応じて情報共有 

連絡・相談 

感染が判明した場合，速

やかに対応を協議・判断 

東京都 
【保育所】 保育支援課 
03-5320-4128 

【学童保育所】家庭支援課 
03-5320-4371 

 

 

⚫ 臨時休所の必要性の有無（期間・範囲） 

⚫ 子ども及び職員の健康観察 

⚫ 保護者等への情報提供等の対応，連携 

⚫ 施設内の消毒作業（保健所の指導） 

⚫ 経過観察後の通常保育再開の時期 など 

連絡・相談 

保健所 

市（健康推進課） 

連絡 

報告 

助言・指示等 

 

保護者 市（子ども子育て事業課） 保健所 保育所，学童保育所 

【行動調査の実施】 
【消毒等の指導】 

【臨時休所の決定】 
施設が配布するお知らせの内容確認調整 

市からの指示を受け施設で対応 
【保護者に臨時休所のお知らせ配布】 

・ 

施設から臨時休所のお
知らせを受け取る 

市からの指示を受け施設で対応 
【必要に応じ保護者にお知らせ配布】 

・ 

行動調査の受け入れ 
消毒等の対応 

施設からお知らせを受
け取る 

【行動調査の終了】 
濃厚接触者の特定 

施設の対応を助言 

【行動調査結果を踏まえ，必要な対応決定】 
施設が配布するお知らせの内容確認調整 

 

濃厚接触者に特定された職
員等について連絡 

感染判明後の対応フロー 

 

感染者や濃厚接触者等の人権や個人情報に十分配慮した対応をとること 

 

対応について東京都に報告 

市ホームページ公表 
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5. 保育所等における臨時休所の判断基準等について 

（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 

i. 職員が陽性の場合【全保護者に周知】 

すべての施設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

査が終了するまでは，施設全体を臨時休所。 

ii. 施設を利用する子どもが陽性の場合【全保護者に周知】 

ⅰと同じ対応。 

iii. 施設を利用する子どもの同居の家族が陽性の場合【保護者へのお知ら

せについては，※１のとおり】 

ア 施設を利用する子どもの同居の家族（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，登所停止。 

陽性となった施設を利用する子どもの家族と接触した職員について，行

動調査が終了するまで出勤を停止。 

イ 施設を利用する子どもの同居の家族（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，登所停止。 

※１ 施設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，文言について市と調整のうえ，保護者へお知らせを行うこと。また，お知らせを

した場合には市にも送付すること。 

② 保健所による行動調査終了後 

i. 職員が陽性の場合【全保護者に周知】 

〈施設の休所等の対応〉 

〖職員または施設を利用する子ども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検査等を受検。 

⚫ ＰＣＲ検査等の結果が出るまでの間は，引き続き臨時休所。 

⚫ ＰＣＲ検査等の結果によって以下のとおり施設の対応を決定。 

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，原則休所を継続しつつ，特に保育

が必要な子ども（濃厚接触者を除く）の保育の提供※２ 

※２ 保健所にも相談し，施設内の消毒等を実施したうえで，休所期間中の保育の提供

は原則当該施設で行う。ただし，濃厚接触者に特定された職員が多く，当該施設で保

育の提供ができない場合には，別の方法を検討する。 
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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

触者が全員陰性となるまでの間は，引き続き臨時休所。 

〖職員または施設を利用する子どもに濃厚接触者がいない場合〗 

⚫ 保健所の指導を受けながら，再開日を施設と市で調整し，保育再開。 

 

   〈濃厚接触者に特定された職員及び施設を利用する子どもについての対応〉 

◼ 該当者全員がＰＣＲ検査等を受検。 

⚫ 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，登所・出勤を停止。 

⚫ 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，登所・

出勤を停止。 

 

   〈濃厚接触者に特定されなかった職員及び施設を利用する子どもについて 

の対応〉 

◼ 濃厚接触者の全員の陰性が確認できるまで，原則全員自宅待機。 

◼ 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

み登所・出勤可。 

ii. 施設を利用する子どもが陽性の場合【全保護者に周知】 

 ⅰと同じ対応。 

iii. 施設を利用する子どもの同居の家族が陽性の場合【保護者へのお知ら

せについて】 

行動調査に基づき，保健所が濃厚接触者を特定し，該当者の登所・出勤

を停止。施設内を消毒するなど，施設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保護者に周知。 

 

（２） 関係者が濃厚接触者となった場合【保護者へのお知らせについて※３】 

① 職員が濃厚接触者の場合 

当該職員の出勤停止。 

② 施設を利用する子どもが濃厚接触者の場合 

当該子どもの登所停止。ＰＣＲ検査等の結果，陰性の場合であっても保健
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所が指定した健康観察期間中については，自宅待機。 

③ 施設を利用する子どもの家族が濃厚接触者の場合 

当該家族による送迎を停止。 

  

（３） 関係者がＰＣＲ検査等受検の期間中【保護者へのお知らせについて※３】 

① 職員が受検中の場合 

② 施設を利用する子どもが受検中の場合 

③ 施設を利用する子どもの家族が受検中の場合 

◼ ①～③ともに以下のとおりの取扱いとする。 

➢ 検査結果が判明するまでは，通常どおり保育所等を開所。 

➢ PCR受検者は，検査結果が判明するまでは，登所・出勤・送迎を停止 

 

 ※３ （２）及び（３）に該当する際に，保護者全員へお知らせが必要と考える場合 

には，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 

ることなど，人権に十分に配慮することや，②該当者の同意を得る等，文 

言についても，事前に市と調整したうえで，保護者全員にお知らせを出す 

こと。また，お知らせをした場合には，市にもお知らせを送付すること。 

【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うものとする。 

 

（４） 緊急事態宣言対象地域又はまん延防止等重点措置区域であって，保健所

業務の逼迫等により積極的疫学調査を行うことが困難な場合の対応 

 

緊急事態宣言対象地域又はまん延防止等重点措置区域であって，保健所

業務の逼迫等により積極的疫学調査を行うことが困難な状況において，施設

で子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合には，国通知※等に

基づいて，以下のとおり対応することを基本とする。 

 

① 施設において，市と連携しながら，保健所が示す一定の基準に基づいて

濃厚接触候補者の特定を行い，新型コロナウイルス感染症発生報告書

（保健所様式）を作成し，保健所に提出し，濃厚接触者の有無やその範囲
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等について，保健所の見解を得ること。 

② 併せて園医等にも報告し，今後の対応について相談・助言を受けること。 

③ 必要に応じて，職員等について，検査等を受けること。 

④ 保育再開の時期については，上記の状況を踏まえ，感染拡大のリスクや

保育体制等を総合的に勘案して市と施設で調整し判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和３年６月４日付厚生労働省事務連絡「感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の

特定等について」において，必要な行政検査が迅速に行われることを目的として，緊急事態宣言対象地

域又はまん延防止等重点措置区域であって，保健所業務の逼迫等により積極的疫学調査を行うことが

困難である場合，これら地（区）域に指定されている期間中に限り，濃厚接触者の特定を含む疫学調査

の実施について，保健所自らが聞き取りによりその範囲の特定を行わずとも，陽性者が確認された事

業所が，保健所業務の補助として，本人の同意を得た上で一定の基準に基づき濃厚接触者やその周辺

の検査対象となる者（以下「濃厚接触者等」という）の候補範囲を特定し，濃厚接触者等の候補者リスト

を保健所に提示することにより，保健所が適切と認定した場合（範囲）において，行政検査として必要

な検査を実施することも可能であるとされています。保健所が示す一定の基準に基づく濃厚接触者等

の特定や検査機関への検査依頼等の対応も含め，保健所とよく連携をとるようにしてください。（「保

育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ＆A について（第十二報）（令和４年１月 24 

日現在）」より抜粋） 
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【履歴】 
令和２年４月作成 

令和２年７月一部改訂（新型コロナウイルスに感染した（疑い含む）場合の対応手順の一部追記等） 

令和２年８月一部改訂（「５．保育所等における臨時休所の判断基準等について」の追加等） 

令和２年 12月一部改訂（「２． 新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止の必要な対策」の「（２）施設における取組」を一部文言追加等） 

令和３年 1月一部改訂 Ｐ１１に【ＰＣＲ検査等について】抗原検査の記載を追加等 

令和４年１月一部改訂 Ｐ６濃厚接触者の待機期間を国・都の取扱いに合わせ 2週間から 10日間に変更 （令和４年１月 14日から適用） 

令和４年２月一部改訂 Ｐ６濃厚接触者の待機期間を国・都の取扱いに合わせ 10日間から７日間に変更 （令和４年１月 28日から適用） 

               Ｐ11に「（４）緊急事態宣言対象地域又はまん延防止等重点措置区域であって，保健所業務の逼迫等により積極的疫学調査を 

行うことが困難な場合の対応」を追加 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 

〒185－8501 

 東京都国分寺市戸倉一丁目６番地１ 第２庁舎１階 

 国分寺市 子ども家庭部 子ども子育て事業課 事業係 

 電 話   : 042－325－0111  内線 465・359 

 FAX     : 042－359－3354 

 Ｅメール  : kojigyo@city.kokubunji.tokyo.jp 

 


