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那覇市こども園等における感染症予防ガイドライン 

（新型コロナウイルス感染症） 
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こども教育保育課 



 

 

はじめに 

   この度の新型コロナウイルス感染症の流行により、行政はもとよりこど

も園、保育園等においても、これまで経験したことのない様々な事が起こ

りました。 

新型コロナウイルス感染症については、長期的な対応が求められること

が見込まれる状況です。今後は、感染リスクはゼロにならないということ

を受け入れつつ、こども園等における感染及びその拡大のリスクを可能な

限り低減した上で、園運営を継続していく必要があります。 

本市におきましては、令和2年5月22日に文部科学省より示された、「学

校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学

校の新しい生活様式』～について」を基に、就学前施設のガイドラインを

作成いたしました。 

この度、6月16日に更新された同マニュアル及び7月2日に沖縄県新型

コロナウイルス感染症対策本部より発出された「第2波、第3波に備えた警

戒レベル指標の策定について」を基に「本市就学前施設のガイドライン」

を更新いたしました。 

各施設におかれましては、引き続き感染症対策に努めていただきますよ

うお願いします。 

最後に、本マニュアルは、令和２年7月16日時点での最新の知見に基づ

き作成したものですが、今後新たな情報や知見が得られた場合には、随時見

直しを行うものであることを申し添えます。 

 

 

               令和2年7月 

                那覇市こどもみらい部こども教育保育課 
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Ⅰ 基本的な感染症対策の実施   

1 新型コロナウイルス感染症警戒レベル指標について 

新型コロナウイルス感染症とともに生きていく社会を作るためには、感染リスクはゼ   

  ロにならないということを受け入れつつ、感染レベルを可能な限り低減させながら保育

活動を継続していくことが重要です。 

   6月1日版の本ガイドラインにおいては、文部科学省より発出された、「『新しい生

活様式』を踏まえた学校の行動基準」を基に、家庭、園、職員等の取組について作成し

ておりましたが、今回の改訂版においては、それに加え、沖縄県新型コロナウイルス感

染症対策本部より発出された「第2波、第3波に備えた警戒レベル指標の策定について

*25」を基準としました。 

   感染は一旦収束しても再度感染者が増加する事態も十分想定されますので、この指標

を参考としつつ、各就学前施設と行政とが連携しながら、「新しい生活様式」への円滑

な移行と園児及び職員の行動変容の徹底を図っていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
本指標＊33 は7月16日時点のもので見直される場合もあります。 
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           ＜参考：「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 那覇市こども教育保育課及び園の役割 

(1)こども教育保育課等の役割 

市内の就学前教育・保育施設における感染拡大を防止し、感染者が確認された場合

に迅速に対応できるよう、以下の役割を担います。 

①那覇市保健所と連携し、各こども園等をとりまく地域のまん延状況について情報収

集し、感染拡大への警戒を継続するとともに、臨時休業の必要性等について判断し

ます。 

②各こども園等の対応状況の把握や必要な物品の整備等衛生環境の整備や指導を行

います。 

③こども園等の感染事例を集約し、地域内に改善策を周知するとともに、県・国が行

う感染状況の調査に協力し、感染者情報及び感染事例について県・国に情報を提供

します。 

④こども園等単位で連携しにくい機関（医師会・薬剤師会等）との広域的な対応のと

りまとめや、感染症対策に関する保護者や地域への連絡や情報共有などを行います。 

 

 

「レベル３」・・生活圏内の状況が、「特定(警戒)都道府県」に相当する感染状況である地

域（累積患者数、感染経路が不明な感染者数の割合、直近１週間の倍加時間

などで判断する。特措法第45 条に基づく「徹底した行動変容の要請」で新

規感染者数を劇的に抑え込む地域。） 

「レベル２」・・生活圏内の状況が、①「感染拡大注意都道府県」に相当する感染状況であ

る地域（特定(警戒)都道府県の指定基準等を踏まえつつ、その半分程度など

の新規報告者等で判断することが考えられる。感染状況をモニタリングしな

がら、「新しい生活様式」を徹底するとともに、必要に応じ、知事が特措法

第24条第９項に基づく協力要請を実施する地域）及び②「感染観察都道府県」

に相当する感染状況である地域のうち、感染経路が不明な感染者が過去に一

定程度存在していたことなどにより当面の間注意を要する地域 

「レベル１」・・生活圏内の状況が、感染観察都道府県に相当する感染状況である地域のう

ち、レベル２にあたらないもの（新規感染者が一定程度確認されるものの、

感染拡大注意都道府県の基準には達していない。引き続き感染状況をモニタ

リングしながら、「新しい生活様式」を徹底する地域） 

 

＊6資料「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準より抜粋 

県指標 

３、４ 

県指標 

２ 

県指標 
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  ４ 

 

(2)園の役割 

園長を中心に、園内に保健管理体制を構築し、こども教育保育課、園医、園薬剤師

等との連携を行います。また、「新しい生活様式」＊1を実践するために、園児への指

導のみならず、朝の検温や共用物品の消毒に加え、給食時間や登降園時の園児の行動

の見守りなど、保護者や地域のボランティア等の協力を得ながら園全体として取り組

む必要があります。 

さらに、感染者が確認された場合の連絡体制をあらかじめ確認し、冷静に対応でき

るように準備しておくことが必要です。 

 

3 感染源を絶つ（園児・職員を含め園内に立ち入る全ての方に） 

発熱等のかぜ症状がある場合等には、登園・出勤をしないことを徹底する。 

 

(1)家庭での取組 

①毎朝の登園前の検温実施と体調の確認をし、健康観察シート＊2に記入後、園へ提出

する。園は、各家庭と連携を図りながら依頼をします。 

   ②発熱等がある場合は登園を避けます。 

発熱の判断をする際には、平熱に個人差があることについて留意し、今般の新型コ

ロナウイルスを発症した人の中には、あまり高い熱が出ないケースも見受けられる

ことから、子どもの状況については、主治医や嘱託医と相談すると共に、判断に迷

う場合は本市や保健所とも相談をします。＊4＊23 

この場合、園児は欠席扱いとならないことを伝える。＊5 

③同居の家族にも検温、体調確認を行い、変化があれば園へ連絡するように依頼しま

す。 

④第2段階以上＊25の場合は、園児の健康観察シートに家族の体調確認まで含みます。 

 

(2)園での取組 

①登園時に保育室前にて健康観察を徹底する。（健康観察シートの確認、保護者から

の情報提供及び視診）未記入の場合は、保育室にて検温し確認します。 

 第 2 段階以上は、玄関にて実施します。 

 安全を最優先に考え、風邪症状等が見られた場合は、症状がなくなるまでは自宅で

休養するよう保護者に依頼します。 

②登降園時等に、玄関で 3 密にならないように留意します。 

③全ての国・地域から入国し、政府の水際対策の取組として一定期間自宅等での待機

の要請の対象となっている園児は、政府が指定した期間を経ていることを確認した

上で、健康状態に問題がなければ登園を認めます。また、健康状態に問題があった



 

  ５ 

 

場合は、学校保健安全法第19 条による出席停止の指示等を行うことができます。

その際、指導要録上の取扱いは「欠席日数」とはせず「出席停止・忌引等の日数」

とし、備考欄には「集団感染予防のため」と記録します。 

   ④沖縄県が渡航の自粛を要請している県に渡航歴のある園児、その保護者等がいる園

児は、来沖した日の翌日から原則として２週間は、自宅待機をするように要請する

ものとし、２週間後、健康状態に問題がなければ登園を認めます。その際、欠席扱

いとはしません。      

   ⑤保護者から登園させることへの不安の申し出があるときは、欠席扱いとはしません。 

 

(3)職員の取組 

①職員等は、園児と接することから、手洗い、咳エチケット、マスク着用の励行や

「検温及び健康観察シート」を活用して、朝夕の検温による健康管理等の感染症

対策を一層、徹底します。発熱等症状がある場合は、特別休暇等とします。 

②風邪症状（発熱、鼻水、咳、倦怠感等）がみられる時には、出勤を控え自宅で休

養をします。出勤後に発熱等体調が悪くなった場合は、すぐに園長、または教頭

に報告し帰宅することとし、公共交通機関を使う場合は、できる限り人と近距離

で接触しないよう注意します。 

     （休養期間の目安 7月16日時点）＊32 

解熱（薬を飲まないで平熱の状態）等の症状が消退した日を０日として、２

日間療養すること。 

※なお、地域の感染状況に応じて、休養期間の目安を変更する場合があり

ます。 

また、その他の職員は、マスクの着用や手洗いなどの手指消毒といった

感染防止対策を徹底すること。 

 

(4)外部者（保護者、業者等）への対応 

①外部者の不要な立ち入りを控えます。立ち入る際は「基本的感染対策」（マスク着

用、検温及び手指のアルコール消毒）を徹底し、長時間の滞在、体調不良時の立ち

入りを避けさせます。 

②保護者や地域ボランティア活動の実施は、活動前に活動時間、場所、内容等につい

て、園長へ連絡します。活動時は「基本的感染対策」「基本的生活様式」＊1に努め

た上で、１m の距離が保てない活動、大きな声を出す活動、呼気が激しくなる運

動等の活動については行いません。 

③第2段階以上の場合は、保護者等の立ち入りを制限し、業者についても最低限とし

ます。 

④登降園の送り迎えは、保護者同士が密接とならないように配慮するとともに、職員

と保護者間の連絡事項は掲示板を活用するなどして会話を減らす工夫をします。 
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4 感染経路を絶つ 
    新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染、接触感染で感染する。閉鎖空

間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなく

ても感染を拡大させるリスクがあるとされていることから、感染経路を絶つためには、

手洗い、咳エチケット、消毒が大切です。＊7 

 

 

 

 

 

 

(1)手洗いの徹底･･･石けんでの手洗い＊8 

〇園児に手洗いの効果、正しい手の洗い方、手洗いのタイミングを指導します。 

 

手洗いのタイミング 

 

 

 

 

 

〇ハンカチやタオルは個人で持参し、使用します。 

〇手洗いができない場合等は、必要に応じてアルコールで手指消毒をします。 

〇石鹸や消毒に過敏な園児に関しては水洗いをしっかり行います。 

 

(2)マスク着用・咳エチケットの徹底＊9 

     教育保育活動においては、近距離での会話や発声等が必要な場面も生じうることか

ら、飛沫を飛ばさないよう、園児及び職員は、基本的には常時マスクを着用するこ

とが望ましいと考えられます。ただし、次の場合には、マスクを着用する必要はあ

りません。 

１）十分な身体的距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ありません。 

２）熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、マスクを

外します。 

〇夏期の気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなるお      

それがあります。マスクを外す場合には、できるだけ身体的距離を保つ、近距離

での会話を控えるようにするなどの配慮をすることが望ましいです*26 が、熱中

症も命に関わる危険があることを踏まえ、熱中症への対応を優先させます。 

2歳未満児については、熱中症等のリスクから原則着用をしません。＊10 

飛沫感染：感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出さ

れ、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染する。 

接触感染：感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れる

とウイルスがつき、他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、そ

の手で口や鼻を触ると粘膜から感染する。 

 

①登園直後、入室前 ②咳やくしゃみ、鼻をかんだ後 ③戸外遊び等の前

後 ④みんなで使うものを触る前、触った後 ⑤トイレの後 ⑥給食前後  

⑦掃除後 等 
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〇マスクの取り外しについては、活動の態様や児童生徒の様子なども踏まえ、現場    

で臨機応変に対応することが重要です。 

〇園児にマスク着用の必要性と正しいマスクの着用方法について具体的にわかり

やすく指導します。また、マスク着用の際は、園児の呼吸状況等も確認し、状況

に応じて外すことを促します。園児本人が暑さで息苦しいと感じた時などには、

マスクを外したり、一時的に片耳だけかけて呼吸したりするなど、自身の判断で

も適切に対応できるように指導します。 

〇マスクを外す際には、できるだけマスクの表面にふれずに内側に折りたたんで清

潔なビニール等に置く等して、清潔を保ちます。 

〇咳エチケットの大切さと方法について、具体的にわかりやすく指導します。 

 
 

(3)消毒の徹底＊11 ＊12 

〇多くの園児が手に触れる場所（ドアノブ、手すり、スイッチ、蛇口、遊具、用具等）

は、チェックリストを作成し、担当者を決めて1日1回以上消毒液（消毒用エタノ

ールや次亜塩素酸ナトリウム等）で消毒します。 

   〇担任は、給食の前後はもとより、室内のテーブルの表面だけではなく、テーブルの

裏、椅子の背もたれ等、園児がよく触る場所も消毒します。 

   

(4)日常的な消毒について*27 ＊28 

    ①消毒液等について 

・ 物の表面の消毒には、消毒用エタノールや0.05％の次亜塩素酸ナトリウム消毒

液を使用します。また、一部の界面活性剤で新型コロナウイルスに対する有効性

が示されており、それらの成分を含む家庭用洗剤を用いることも有効です。 

・ 「次亜塩素酸水」は、「次亜塩素酸ナトリウム」とは異なるものです。「次亜

塩素酸水」の新型コロナウイルスに対する効果については、独立行政法人製品評

価技術基盤機構（NITE）において、有効塩素濃度35ppm 以上の次亜塩素酸水

は、物品への消毒に有効であると令和２年６月26日に公表されました。＊29使用

方法については、厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページでご確認くださ

い。 

 

②消毒の方法について 

・ 園児がよく手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）や共用物は1 日

に１回以上、消毒液を浸した布巾やペーパータオルで拭きます。 

・ トイレや洗面所は、家庭用洗剤を用いて洗浄します。 

・ 消毒作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにしてください。 

・ 換気を十分に行います。 
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③エタノールを使用する際の注意点について 

・ エタノールを布等に含ませ、消毒対象を拭き、そのまま乾燥させます。 

・ 揮発性が高く、引火しやすい性質があるため、電気スイッチ等への直接の噴霧

は故障や引火の原因になります。 

 

④次亜塩素酸ナトリウムを使用する際の注意点について 

・ 次亜塩素酸ナトリウムで消毒する際は、必ず手袋を着用します。なお、ラテッ

クス製ゴム手袋を使用する場合はラテックスアレルギーに注意が必要です。 

・ 手指消毒には使用しないでください。 

・ 色落ちしやすいものや腐食の恐れのある金属などには使用しません。 

・ 非常にアルカリ性が高く、薄めた液でも材質によっては変色や腐食を起こす場

合があることから、拭いた後は必ず清潔な布等を用いてしっかり水拭きし、乾燥

させます。 

・ 希釈した次亜塩素酸ナトリウムは使い切りとし、長時間にわたる作り置きはし

ないようにします。 

・ 次亜塩素酸ナトリウムの噴霧は、吸ったり目に入ったりすると健康に害を及ぼ

す可能性があるため、絶対に行わないでください。 

・ 製品の使用上の注意を熟読の上、正しく取り扱ってください。 

 

⑤次亜塩素酸水の噴霧について＊27 

 「次亜塩素酸水」の空間噴霧で、付着ウィルスや空気中の浮遊ウィルスを除去でき

るかは、メーカー等が工夫を凝らして試験をしていますが、国際的に評価方法は確立

されていません。 

安全面については、メーカーにおいて一定の動物実験等が行われているようです。

ただ、消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を吸い込むことは、推奨できません。空

間噴霧は無人の時間帯に行う等、人が吸入しないような注意が必要です。 

なお、ウィルスを無毒化することを効能・効果として明示とする場合、医薬品・医

薬部外品の承認が必要です。現時点で、「空間噴霧用の消毒薬」として承認が得られ

た次亜塩素酸水はありません。 

 

上記を踏まえ、こども教育保育課としては、次亜塩素酸水の空間噴霧について、そ

の効果や人体への影響等について評価方法が確立するまでの間、空間噴霧を行わない

ようお願いします。（7月16日時点） 

 

⑥新型コロナウイルスに対して効果が確認された界面活性剤を含む洗剤について 

・ 効果が確認された界面活性剤を使用している洗剤のリストが独立行政法人製品

評価技術基盤機構（NITE）のホームページで公開されています。

（https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html） 
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・ 使用する際には、経済産業省及びNITE が作成したパンフレット「ご家庭にあ

る洗剤を使って身近なものを消毒しましょう」を参考としてください。

（https://www.nite.go.jp/data/000109484.pdf） 

 

（5）感染者が発生した場合の消毒について 

園児等や職員の感染が判明した場合には、保健所及び学校薬剤師等と連携して消

毒を行いますが、休業することになるため、必ずしも専門業者を入れて施設全体を

行う必要はありません。 

休業期間が3日以上となった場合、その後は、当該感染者が活動した範囲を特定

して汚染が想定される物品（当該感染者が高頻度で触った物品）を消毒用エタノー

ルまたは0.05％の次亜塩素酸ナトリウムにより消毒するようにします。また、症

状のない濃厚接触者が触った物品に対する消毒は不要とされています。＊30 

なお、物の表面についたウイルスの生存期間は、付着した物の種類によって異な

りますが、24時間～72時間くらいと言われており＊34、消毒できていない箇所は

生存期間を考慮して立ち入り禁止とするなどの処置をします。 

消毒の方法は１）を参考に行いますが、トイレについては、0.1％の次亜塩素酸ナ

トリウム消毒液または消毒用エタノールを使用して消毒します。       

 

5 抵抗力を高める 
    免疫力を高めるため、保護者と連携を図りながら、「十分な睡眠」、「適度な運動」

及び「バランスの取れた食事」を心がけるよう指導します。また、職員についても、

自己の健康管理に十分留意します。 

「食べて、動いて、よく寝よう」への取組を各園で推進します。＊13 

 

Ⅱ 集団感染リスクへの対応 

  新型コロナウイルス感染症では、換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で

会話や発声をする密接場面、という３つの条件（３つの密（密閉、密集、密接））が重な

る場で、集団感染のリスクが高まるとされています。この３つの条件が同時に重なる場を

避けることはもちろん、３つの密が重ならない場合でも、リスクを低減するため、できる

限り「ゼロ密」を目指すことが望ましいとされています。 

 

1 「密閉」の回避（換気の徹底） 

〇常時２方向の窓を全開にします。 

〇窓を閉める場合は、30分に1回数分間程度換気します。 

〇窓のない部屋は十分に換気をすることが難しいことがあるため、常時、入り口を開け 

ておいたり、換気扇を用いたりするなどして十分に換気に努めます。また、使用時は、 

https://www.nite.go.jp/data/000109484.pdf
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人の密度が高くならないように配慮します。 

〇窓を閉める場合、窓が１つしかない場合は、扇風機等を活用し空気の流れを作ります。 

〇エアコンを使用している場合、エアコンは室内の空気を循環しているのみで、室内の

空気と外気の入れ替えを行っていないことから、エアコン使用時においても換気は必

要です。また、換気をすれば十分な感染予防ができるということではないため、あわ

せて、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策の徹底に留意します。 

〇園児に対して、換気の意味や大切さ、方法について日常的に指導します。 

 

2 保育における留意点 
乳幼児期は身体諸機能が発達していくとともに、依存から自立へと向かう時期です。

また、遊びを通しての総合的な指導・保育を行っており、保育者・他児との接触や遊

具等の共有等が日常的に生じ、3つの密になることを避けられません。 

この度、国においては、新しい生活様式として 

 

 

 

 

 

 

 

を示しています。 

そのような現状を踏まえ、園児と保育者等との温かなかかわりを大切にしながら、

感染リスクをできるだけ低くおさえられるよう、以下の点に留意しながら各園の状況

に応じて内容を工夫することが重要です。 

 

〇乳幼児期の教育・保育では、園児の興味や関心に応じた遊びを重視していますが、

感染リスクを踏まえ、密を避けるため、園児が遊びたくなる拠点の分散、園児同

士が向かい合わないような遊具等の配置の工夫や保育者の援助を工夫します。 

〇時間割がなく、園児が主体的に様々な場所で活動している実態を踏まえ、適時、

手洗いや手指の消毒ができるよう配慮します。 

〇園児が自ら正しいマスクの着用、適切な手洗いの実施、遊具等の衛生的な取扱い

等の基本的な衛生対策を十分に行うことは難しいため、保育者等が援助や配慮を

するとともに、幼児自身が自分でできるようになっていくために、十分な時間を

確保します。 

〇幼児期は教えられて身に付く時期ではないことから、幼児が感染症予防の必要性

を理解できるよう説明を工夫します。距離が近い場合は、飛沫しないようマスク

を着用します。 

〇手洗い等感染予防については、園児達が楽しく習慣化できるように工夫します。 

「基本的感染対策」は常に全ての人が実践を徹底する。 

①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い 

「基本的生活様式」に努める。 

①換気、②「3 密」の回避、③体調管理、④物品共用の回避（もし 

くは消毒の徹底） 
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〇戸外遊びや運動遊び等については、熱中症等のリスクがあるため、マスクを外し、

思い切り体を動かして遊ぶことができるように配慮します。＊14 ＊15 

〇園児が遊びを楽しみつつも、接触等を減らすことができるよう、遊び方を工夫し

ます。（第2段階以上） 

〇園児が歌を歌う際にはできる限り一人一人の間隔を空け、人がいる方向に口が向

かないようにします。 

    〇ボール等で遊ぶ際には、その前後に手洗いを行います。また、公園等戸外遊びの

際等、手洗いができない場合は、必要に応じてアルコールで手指消毒します。 

〇公園等の遊具を使う際には、できる限り、事前に次亜塩素酸等で消毒し使用しま

す。また、遊ぶ前後は、石けんを使いより丁寧な手洗いをするように指導します。 

    〇園児による清掃活動等は、換気のよい状況でマスクをした上で行うようにします。 

    〇清掃活動が終わった後は、必ず石けんを使い手洗いをします。 

 

３ 給食における留意点 

〇給食の前に石けんを用い、丁寧な手洗いを徹底します。園児任せにはせず、必ず職

員が手洗いの様子を確認します。 

〇給食の前、後にテーブルをアルコール等で消毒します。 

〇給食当番を行う園児の体調を確認し、適切でないと認められる場合は給食当番を代

えるなどの対応をします。 

〇給食当番を行うにあたっては、必ずマスク及びエプロン等を着用します。 

〇給食の配食にあたっては、各個人では行わず、健康状態を確認した給食当番の園児

や職員が行います。（セルフは行わないようにします）。また、おかわり等の配食

も、職員が行います。 

〇席の配置については、飛沫を防ぐ工夫します。（正面を向いて食べる、向かい合

わせではなく、席の位置をずらす等） 

○会話は控える事を基本とし、必要な時には、飛沫がないように小声で話す等、指導

の工夫をします。 

  

４ 行事等における留意点 

〇行事を開催する場合は、当日説明する内容などを文書等であらかじめ保護者、関係

者等に伝え、短時間で開催します。 

〇開催の際は、座席の間隔を空け、十分な換気を行います。 

〇総会等についても実施の可否を十分に検討し、実施する際には、上記の内容を徹底

します。 

〇保育参観等についても、県の「新型コロナウイルス感染症に係る沖縄県主催イベン

ト等実施ガイドライン 2020 年 6 月 17 日改正」＊24を踏まえ、実施の可否につ
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いて十分に検討をします。＊14 

 

５ 園児に発熱・だるさ等の症状があった場合の留意点 

   〇保護者に連絡し、迎えを依頼する。また、症状がなくなるまでは自宅で休養するよ

う依頼します。＊4 

〇お迎え迄の園での対応 

・ 他者との接触を可能な限り避け、別室を発熱者等の待機場所とします。 

・ 必ず職員が付き添います。 

・ 発熱者等の帰宅後はすみやかに換気を行い、消毒等の感染予防策を講じます。 

 

６ 医療的ケアが日常的に必要な園児について 

〇医療的ケア児が在籍する園においては、地域の感染状況を踏まえ、主治医や園医（嘱

託医）と相談の上、医療的ケア児の状態等に基づき個別に登園の判断をします。 

〇基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い園児についても、地域の感染

状況を踏まえ、主治医や園医（嘱託医）に相談の上、個別に登園の判断をします。 

〇障害のある児童生徒については、指導の際に接触が避けられなかったりすることもあ

ることから、園児の障害の種類や程度等を踏まえ、適切に対応します。こうした対応

に際しては、必要に応じ、かかりつけ医や園医等の助言を得ること、園児の安全確保

などの観点から指導や介助等において必要となる接触などについて、保護者に対し事

前に説明することが重要です。 

〇登園すべきでないと判断した場合は、欠席扱いとはしません。 

   

７ 職員の勤務にかかる留意点について 

  〇担任は、「新型コロナウイルス感染症予防のためのチェックリスト」＊17 を月に１回

（１週間程度）、自己評価を記入します。園長は、毎月「新型コロナウイルス感染症 

予防のためのチェックリスト」を職員より回収し、「新型コロナウイルス感染症予防

に係る評価・改善票」＊18を記入します。 

〇園長は、職員が感染者又は濃厚接触者となった場合、また、小学校等が休業となった 

場合の職員の出勤状況等を想定した運営体制について、あらかじめ検討をします。 

〇職員会議等を行う際は、参加者は必要最小限とし、換気をしつつ広い部屋で行います。 

〇勤務時間外においても、「集団感染のリスクを高める３つの条件（密閉、密集、密接）」 

が同時に重なる場を避けます。 

〇感染症の拡大防止の観点から、国及び県の方針に基づき、国外、県外、離島間及び本 

島との移動については控えます。 
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８ 健康診断の実施について 

   健康診断の実施は、法令に定められているものであり、園児の健康状態を把握する

ためには年間のいずれかの時期で実施する必要があります。（特例として、令和２年

度は６月30日までに行う必要はありません。） 

３つの条件（密閉、密集、密接）が同時に重ならないよう、日程を分けて実施するな

どの工夫の他、例えば、以下のようなことが考えられます。 

〇園児及び健康診断に関わる職員全員が、事前の手洗いや咳エチケット等を徹底する

こと 

〇部屋の適切な換気に努めること 

〇密集しないよう、部屋には一度に多くの人数を入れないようにし、整列させる際に

は１m以上、できれば２ｍの間隔をあけること 

〇会話や発声を控えるよう園児に徹底すること 

〇検査に必要な器具等を適切に消毒すること 

 

健康診断の実施の判断や実施の方法等については、園医（嘱託医）、園歯科医、関

係機関等と十分連携し、共通理解を図っておくことが重要です。 

 

９ 感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について 

新型コロナウイルス感染症は、感染経路が不明であるケースも多数見受けられるこ 

とから、誰しもに感染の可能性があるのであって、特定の国や地域をさして「（〇〇〇

の国や地域）からの子どもや保護者が来るなら（いるなら）園には行かない（行かせな

い）」「（〇〇〇の国や地域）の子どもが感染症を広めている」といった偏見や差別に

つながるような言動に対しては、断じて許されないという毅然とした態度で対応を行う

ようにします。 

また、感染者、濃厚接触者とその家族、この感染症の対策や治療にあたる医療従事者

とその家族等を選別したり、排除したりしないようにします。 

子ども・保護者等から初期症状についての相談・連絡があった場合、丁寧に対応し、 

個人情報の管理を徹底するとともに、罹患した場合であっても、いたずらに感染者が特

定されることのないようにします。＊19 ＊20 

 

 

Ⅲ 新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応＊21 

園児、または、職員が新型コロナウイルス感染症を罹患した場合（疑いを含む）、濃厚

接触者、となった場合は、速やかに那覇市こども教育保育課及び那覇市保健所に報告＊22

をし、次項フロー図に従って対応する。 
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また、保護者等が罹患した場合（疑いを含む）、園児への様々な対応が考えられること

から、速やかにこども教育保育課及び那覇市保健所に連絡し、指示を仰ぐ。   



 

  １ 

 

市内こども園等における新型コロナウイルス感染症患者発生時の対応フロー図（令和２年 7月 16日現在）こども教育保育課 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【那覇市保健所】 

□当該感染症疑い者への受診

等の指示 

 □濃厚接触者の特定等 

□園における患者発生時の感

染予防及び園運営に関する指

示、助言 

□臨時休業実施に関する助言 

□その他 

【那覇市こども教育保育課】 

□患者発生時の施設の対応に

関する指導助言 

 

□臨時休業措置に係る保護者

への配布文書への助言 

 

□臨時休業実施に関する対応

への助言と支援 

 

□消毒等への支援 

 

□報道等への対応 

 

□その他 

【園医・嘱託医・園薬剤師】 

□消毒の実施方法の助言 

 

□健康観察方法の助言 

 

□その他 

新型コロナウイルス感染症罹患疑い者の発生（園児・職員等） 

新型コロナウイルス感染症患者の発生（園児・職員等） 

【こども園・保育園等】 

保健所、こども教育保育課、園医等と連携した適切な対応を実施 

 ＊患者、濃厚接触者のプライバシー保護及び配慮に努めること 

感染症拡大防止策の実施 

◇保健所へ報告し、指示のもと実施 

 □患者に関する情報収集及び提供（出欠、症状出現状況、園での活動の

様子） 

 □欠席者の人数及び症状、登園者の健康状況に関する情報の提供 

 □濃厚接触者の特定等に協力 

 □その他 

◇こども教育保育課、園医等及び保健所へ報告し助言の下実施 

 □消毒の実施等 

 □乳幼児及び職員等の健康観察の方法 

 □その他 

◇保健所やこども教育保育課等へ報告し、連携により実施 

 □原則として、濃厚接触者の特定及び消毒に要する 5日間程度は臨時休

業（休園）措置 

 □緊急降園（マスクの着用、迎えの依頼、公共交通機関を利用しない等） 

 □臨時休業措置に係る保護者等への文書配布 

  （患者の個人情報保護の観点から作成時は保健所等の助言を得る） 

  〔記載内容例〕 

  ・臨時休業理由、期間、休業期間における園等との連絡方法 

  ・外出自粛依頼 

  ・家庭における健康観察の実施（朝・夕の検温と風邪等の症状の有無） 

  ・発熱及び風邪症状出現時は保健所へ連絡し、受診等の指示を受け、

指示を受けた内容や検査結果等は園等に連絡するよう依頼 

   （受診時はマスク着用、公共交通機関は使用しない） 

  ・その他 

休業中の対応 

 □休業中の園児の健康状況の把握等 

 □対応窓口の一本化（情報開示内容等） 

 □その他 

◇患者発生に備えた体制整備 

 □園医等と連携した園等の保健

管理体制の構築 

 □緊急連絡網の作成（電話・メー

ル） 

 □緊急対応用の物品（マスク、消

毒液等） 

 □患者発生時等の報告様式の確

認（R2年 4月 25日付文書） 

 □その他 

◇患者発生時等の報告 

 （R2年 4月 25日付文書） 

 ①「新型コロナウイルス感染症患

者」（症状はないが陽性と診断さ

れた者も含む） 

 ②「感染が疑われ保健所または主

治医等が検査を指示した者」 

 ③「濃厚接触者」 

 □上記①～③様式によりこども

教育保育課へ報告すること。 

◇学校欠席者・感染症情報システム

への入力 

 □上記①～③及び④「発熱や風邪

症状等があり施設長が出席停止

と認めた者」については、すみや

かに入力する。 

◇その他 

 □上記①が継続する場合は、保健

所へ相談するように促す。 

 □臨時休業措置については、患者

の登園状況等により必要がない

場合もあるため、こども教育保育

課及び保健所と相談の上実施す

る。 

 □臨時休業の終了については、状

況に応じて保健所及びこども教

育保育課と相談して実施する。 

相談 

指示 

相談 

指示 

連携 

連携 

連携 
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Ⅳ 臨時休業 

１ 園児または職員の感染が判明した場合の考え方＊22 ＊31 

園児及び職員の感染が判明した場合は、感染者が最後に登園した日の翌日から原則と 

して、濃厚接触者の特定や消毒に要する５日間程度は園の全部を臨時休業（休園）とし

ます。ただし、状況により期間が延長する場合もあります。 

    ※ 物の表面についたウイルスの生存期間は、付着した物の種類によって異なるが、

24時間～ 72時間くらいと言われているため、72時間放置した後、1 ～ 2 日で

消毒作業を行います。（P9 4－（5）参照） 

その後は、濃厚接触者の人数や状況に応じて、感染者と最後に接触した日の翌日から 

起算して２週間は①または②となります。 

① 濃厚接触者のみ出席停止とします。 

② 園の一部または全部の臨時休業措置を行います。 

※ 園の臨時休業の範囲については、保健所等の助言のもと、園の設置者が判断し

ます。 

 

２ 感染者がいない園も含めた、地域一斉の臨時休業等の考え方 

『「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の

変更について（通知）』（令和 2 年 4 月 17 日付け 2 文科初第 137 号）、保育所等にお

いて子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について（第二報）（令

和 2 年 2 月 25 日時点）及び本県の新型コロナウイルス感染症患者発生状況等を踏まえ

ながら、こども教育保育課、那覇市保健所が協議し、判断します。 

 

＜参照＞ 
＊文科省 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～学校の新しい生活様式～

（令和2年5月22日） 

＊新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン（令和２年４月１日改訂版）

文部科学省 

＊新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての保育所等の対応について（第二報）

厚生労働省 

＊新型コロナウイルス感染症対策のために幼稚園において臨時休業を行う場合の留意事項及び幼児や職員

が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の関係者への情報提供について（文部科学省 4月23日） 

＊R2 濃厚接触者等報告様式（保育施設用、市町村用） 

*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（第六報）（令和２年6月16日現

在）厚生労働省 

＊保育所等における感染症ガイドライン（2018 年）厚生労働省 

 ＊学校における麻しん対策ガイドライン第二版（2018 年）作成：国立感染症研究所感染症易学センター  

監修：文部科学省、厚生労働省 
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Ⅴ 資料編 
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