


「新しい生活様式と保育」 

今は避けなくてはいけない“密”ですが、保育における子ども同士の関わり

や子どもと保育者の触れ合いの中には子どもの成長に欠かせない大切なもの

が沢山詰まっています。

そこを避けて「保育」を行うことの困難さは計りしれないものがあります

が、子どもの命・保育者等の命に代えられるものはなく、収束そして普通の

日々が戻ってくることを願いながら、共に知恵を出し合い“今”を生きる子ど

もたちの健やかな成長を支えていきましょう。

はじめに 

 神奈川県においては５月２５日に緊急事態宣言が解除され、市内学校につい

ては６月１日から分散登校が始まり、６月１５日から通常登校とする方向性が

示されました。保育所等においては「保育」という性質上、いわゆる３密（密

閉・密集・密接）を回避することは困難であることから、段階的に通常の登園

状況に戻していくことが重要と考え、緊急事態宣言が解除された後の６月３０

日まで、家庭で保育が可能な保護者に対しては、引き続き登園の自粛をお願い

しているところです。

緊急事態宣言が解除されても新型コロナウイルスの感染リスクがゼロになっ

た訳ではなく、今後は、経済活動が再開され保育を必要とするケースも多くな

ると考えられる中、保育の仕方については各保育所等から多くの御意見やお問

合せをいただいています。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、感染拡大を予防するた

めには「新しい生活様式」に移行する必要があるとされ、その実践例が示され

ましたが、保育現場においてどのような事に配慮していく必要があるのか、こ

のような工夫をすると良いのではないかという視点で、保育場面を捉えた新し

い生活様式に配慮した保育事例集を作成しましたので、参考にしていただきた

いと思います。

また、この事例集は各保育所等の取組実践を随時取入れ、更新していく予定

です。各施設での取組を是非各区までお知らせくださいますようお願いいたし

ます。
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○「新たな生活様式」が令和2年5月 4日に厚生労働省から公表されました。ガイド

ラインに加えて、日々の保育にも取り入れていきましょう。 

○保護者の就労状況に合わせ受け入れを行いましょう。 

○園児の様子を伝えながら協力していただける家庭については、段階的に保育時間を延

ばしていきましょう。 

○感染症のリスクがあることも伝えながら保護者の育児疲れも考慮して受け入れてい 

きましょう。 

○家庭で過ごすことが多かったことを考慮し、新入園児はもちろん進級園児について

も、身体的発達等を確認し、怪我のないよう注意しましょう。（徐々に通常の保育に 

 戻していきましょう。） 

～新型コロナウイルス感染症の集団感染予防の基本～ 

① 手指の衛生 ② 咳エチケット ③ 定期的な換気の 

  徹底 

④ 人との間隔を 

  あける 
⑤ 近距離での 

会話を控える 

⑥ 体調不良の場合は 

登園、出勤しない 

保育所等における感染予防対策につきましては引き続き「保育所における感染症対策ガ

イドライン(2018年改訂版)（厚生労働省）」に従って感染予防対策を行ってください。 

× 

・「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」厚生労働省 

・「新しい生活様式」厚生労働省 

・「新型コロナウイルス感染症対策に関する保育所等に関するQ&A」（第五報） 

厚生労働省 

段階的な保育の再開（通常保育）に向けて １ 

く
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感染症対策について 

健康状態の確認のために・・・ 

登園時の健康チェック    

健康チェック表等を活用した、家庭での検温や健康状態等の 

確認をすることが望ましいです。（図１・２参照） 

  【健康状態チェック項目】 

体温・風邪症状（咳・くしゃみ・鼻水・咽頭痛）・倦怠

感・頭痛・味覚異常・嗅覚異常・下痢・その他 

重症化するリスクのある基礎疾患を持つ園児への対応 

 呼吸器系の疾患や心疾患等を持つ園児は重症化しやすいリ 

スクを伴うので、主治医・嘱託医とも相談の上、保護者と連 

携し体調確認を丁寧に行いましょう。 

長期欠席している園児の健康状態の確認 

長期欠席をしている園児には担任から適宜電話連絡し、家 

庭での様子や園児、家族の体調も確認しましょう。 

登園時の保護者からの申し送り、降園

時の担任からの引き継ぎ、連絡帳の読み

取り、視診などは健康管理に欠かせませ

ん。一人では判断に困る時、必ず職員間

で相談し複数の目で確認すると心強いで

すね。 

・「新型コロナウイルス感染症に係る

医療的ケアを必要とする児童への対

応について」（令和２年２月２５日） 

            厚生労働省 

・「保育現場のための新型コロナウイ

ルス感染症対応ガイドブック第 1

版」全国保育園保健師看護師連絡会

（例）園児・家族の健康状態把握表【図１】 

（例）病状確認メモ      【図２】 

※図１．２は参考資料として添付しています

２ 
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手指の衛生について 

・「保育所における感染症対策ガイドライ

ン（2018年改訂版）」厚生労働省 

・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」厚生労働省 

・「新型コロナウイルスに関するＱ&Ａ」 

厚生労働省 

○手洗いについては日常の保育の中で継続的に行えるように保育者が伝えていきます。 

○登降園時には保護者に手洗いや手指消毒をしてもらいます。 

送迎時に玄関のインターホンを扱う際等も手指消毒ができるように消毒液を準備し 

たり、入室前に手洗いをしてもらうなどの工夫をしましょう。  

○手洗い後のタオルやハンカチは共有しないようにします。 

（※使い捨てのペーパータオル等が入手できる場合は活用するとよいです） 

★手指衛生の基本 

流水と石けんによる30秒以上の手洗い、もしくはアルコール消毒液（※）を用いた消

毒が基本となります。 

※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。 

※アルコール消毒液は製品濃度70％以上が望まれますが、新型コロナウイルスについては６０％台でも

一定の有効性があると考える報告があります。 

※厚生労働省ホームページより引用 

３ 
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・新型コロナウイルス感染症の情報収集 

や、発生時に適切な対応を行うために 

嘱託医、管轄の保健所支所、各区保育 

総合支援担当と連携し情報を共有して 

おきましょう。 

・質問等は随時、各区保育総合支援担当 

にお問合せください。 

嘱託医との連携した保健管理体制について 

・「保育所における感染症対策ガイド

ライン（2018年改訂版）」 

 厚生労働省 

・「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」（第五報）   厚生労働省 

・「健康管理マニュアル」 

川崎市 運営管理課 

４ 

感染症の情報収集やその発生時に迅速で適切な対応を行うために、嘱託医と連携し

情報交換を行いましょう。

○嘱託医と連携した保健管理体制 

保育園において子どもの健康管理を行うにあたっては、嘱託医である園医との連

携は不可欠です。 

 保育園での健康管理の責任者は園長ですが、医学的な面での指示や判断は嘱託医

（園医）から受けることになります。 

また、地域状況を踏まえた対応等を共有し、的確なアドバイスを受けましょう。 

○定期健康診断・歯科健診等 

・定期健康診断は 6 月から再開となります（6 月に全ての園が実施するという事

ではありません）。実施月以外は嘱託医と連絡をとり、園児の健康状態を連絡し

必要に応じ指導・助言を受け、健康状況報告書に記載しましょう。 

・歯科健診は登園自粛解除後、7月以降とします。（公立園） 

 ※定期健康診断・歯科健診の日程は嘱託医と調整の上、 

決めてください。 
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環境管理について 

※手が触れる共有部分は１日1回以上 0.02～0.1％次亜塩素酸 

ナトリウム溶液で消毒します。 

 ○保育室 

・ドアノブ、電気のスイッチ、ロッカー、手すりなどを消毒します。 

・定期的に換気をします。窓の開け方は、風の流れができるよう、２

方向の窓を１回数分間程度全開にしましょう。換気回数は毎時２回

以上確保しましょう。窓が１つしかない場合でも、入口のドアを開

ければ、空気が流れます。扇風機や換気扇の併用も効果的です。 

・ゴミ箱は蓋つきが感染予防には効果的です。蓋のないものはビニー

ル袋をかけ、口を小さくすると良いでしょう。ゴミ箱の消毒は保育

室清掃と同様、次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭きましょう。 

      ・園児のタオルやコップ等個人使用にしましょう。 

       タオル・コップ・歯ブラシ等を置く場合は、触れ合わないように 

       出来る限り離して配置しましょう。置く場所は固定する方が良い 

です。                 

○トイレ  

参照：⑪おむつ交換とトイレの使用

○事務室 

事務室には事務用品・PC・電話・インターホン等職員が共有 

するものが多数あります。1日1回以上は消毒します。 

・「保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）」厚生労働省 

・「新型コロナウイルスに関するQ＆A」 厚生労働省 

・「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」厚生労働省 

・「健康管理マニュアル」川崎市 運営管理課 

5 



6

遊具の管理について 

※手が触れる共有部分は１日1回以上 0.02～0.1％ 

次亜塩素酸ナトリウム溶液で消毒します。

○遊具（共有のもの） 

・遊具の使用や管理はクラスごとにしましょう。 

・衛生面に配慮しながら使用しましょう。感染流行期は洗えない、拭けない遊具や 

布製品は提供を控えた方が良いでしょう。 

・新型コロナウイルスは、プラスチックの表面では最大72時間、段ボール紙では

最大24時間生存すると言われています。 

・絵本など紙製品のもので消毒が難しいものは隔日で使用するようにしましょう。 

・遊具の消毒は、吹きかけるだけでは不十分です。拭きあげましょう。 

・遊具はローテーションして使用できるようにしましょう。 

特に乳児は・・・・ 

・乳児は口に入れたり指しゃぶり等もあるので、 

個人使用、またはかごなどに別にしておき、 

使用後は洗浄または消毒しましょう。 

・個人持ちに出来るような遊具は、個人使用とし、 

共有遊具を少なくしていきましょう。 

・「保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）」厚生労働省 

・「新型コロナウイルスに関するQ＆A」 厚生労働省 

・「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」厚生労働省 

・「健康管理マニュアル」川崎市 運営管理課 

６ 

C 
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発熱や風邪症状がでた時の対応について 

・マスクを着用する場合は、その使用や管理方法を園内で検討しましょう。 

・マスクには必ず名前を書いてもらうなど個人がわかると管理しやすいです。 

・使用しない時間（食事・睡眠等）に個別に保管できる場所を確保しましょう。 

・健康教育で「咳エチケット」などの話をするときに、マスクの着用や扱いなど 

 知らせ、適切な使い方を身につけるようにしましょう。 

＜保管方法＞ 

・マスクを保管する時は個別の清潔な袋に入れましょう。 

・袋の中で表面と裏面が混合しないようにしましょう。 

◎園児のマスク着用に関して、2歳未満児には着用は適さないという見解（日本小児科医会） 

もあり、2歳未満児はマスク着用をせずに生活しましょう。

・「保育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）」厚生労働省 

・「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」 

厚生労働省 

・「健康管理マニュアル」川崎市 運営管理課 

・「2歳未満児のマスクの着用について」日本小児科医会 

７ 

園児・職員に発熱等の症状がみられる時 

○園児に発熱が認められる場合には、利用を断るようにします。 

過去に発熱が認められた場合は、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善

傾向となるまでも同様の対応とします。 

 ○保育中に体調不良となった場合は、別室や隔離スペースに 

移動するなど、他児との接触を避け、保護者には速やかな 

お迎えをお願いします。 

 ○職員に対しても同様の対応となります。 

鼻水などが出ている時・・・ 

○職員が直ぐにティッシュで拭き、対応後は手を洗いましょう。 

（直ぐに洗えない場合は、消毒するなど工夫しましょう。） 

○子どもの衣服に、唾液や鼻水など分泌物が付着した場合や、子どもの 

咳などで他児や職員も衣服にあびた場合は、着替えをすることが望ましい 

です。身体にあびた可能性がある場合は、洗うかアルコール消毒を行いましょう。 
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子どもの心のケア等について 

○子どもの不安に寄り添う 

子どもは緊急事態について理解することは難しいですね。「すべての子どもが様々

な不安を抱えている」という認識を職員間で共有し、子どもの些細な変化に気づくた

めに、一人ひとりの様子を丁寧に観察することが大切です。 

＜子どもの心のケアをするために＞ 

・ 保護者との十分な連携をとりましょう。 

・ 些細なことでも園長への報告、連絡、相談しましょう。 

・ 子どもの様子の変化への気づきを職員で情報共有し、 

協働して支援にあたりましょう。 

○新型コロナウイルス感染症の正しい認識の共有 

新型コロナウイルス感染症を理由とした差別や偏見をしないよう職員、保護者、 

地域の方などと改めて人権及び個人情報保護への配慮について、認識を共有しまし

ょう。 

○個人情報の管理 

園児や保護者等、身近なところで感染が発生した場合は、情報管理を徹底し、個 

人が特定されない等の情報の取扱いに注意しましょう。 

○子どもの不安を受け止めましょう。 

○落ち着いた雰囲気の中で優しく語りか

け子どもの声に耳を傾けましょう。 

○一人ひとりの言葉や行動に耳を傾け受

け止めていきましょう。 

○毎日同じ生活リズムを 

心掛け安心して過ごせる 

場・人をつくりましょう。 

・「川崎市児童虐待対応ハンドブック」 

 川崎市 

・「感染症対策下における子どもの安 

心・安全を高めるために」 

Save the Cildren 

８ 
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保 育 「園児の送迎」 

送迎時（保護者） 

○保護者にもマスク着用の協力をお願い 

しましょう。 

○登降園時は、保護者に手洗いや手指消毒を

してもらいましょう。 

○送迎者だけでなく、家族や職場での感染者

の情報等を知らせていただけるように的

確に対応しましょう。 

その他 

Ｐ２ ②感染症対策について 

をご参照ください。 

・「保育所における感染症対策ガイドラ

イン(2018年改訂版)」厚生労働省 

・「保育現場のための新型コロナウイル

ス感染症対応ガイドブック第１版」 

全国保育園保健師看護師連絡会 

９ 

連絡帳等を活用して、同居者などの健康状態を確認しましょう。 

（園児だけでなく、同居の家族等の健康状態も必要に応じて確認しましょう。） 

○連絡帳等を活用しながら、短時間で送迎

をしていただきましょう。 

（病休明けは、園児と家族の健康状態を連 

絡帳等で確認する他、口頭でも聞き取り 

ましょう） 

○密にならない工夫をしましょう。 

 施設外、玄関口、廊下等で対応するなど、

送迎時が密の状態にならないよう時間や

場所、やり方を工夫しましょう。 

○複数での送迎はできる限り、控えてもら

いましょう。 

送迎時・「3密」を回避するために 

（ 
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保 育 「食事」 10 

食事はマスクを外すため、唾液など分泌物が飛びやすく、「３密」が避けられな

い場面ですが、なるべく密な環境をつくらないようにしていきましょう。 

衛生管理の徹底の他の工夫点は・・・ 

 ○小グループ制にして時間差をつけたり場所をはなしたりし工夫する。 

 ○衛生面や換気を徹底する。 

 ○座る位置を工夫する。        

<衛生面> 

○子どもの給食当番活動などは控えるようにしましょう。 

○子どもは食後、職員は食事介助とその後片付け後も、流水・石けんで手を洗うようにしましょう。 

（※食事介助中は普段以上に手で目や鼻、口に触れないように気を付けましょう。） 

○職員の食事用エプロンやマスクは使用後は取り換え、使用したものはビニールに入れましょう。 

 （使い捨てのものは、ビニールに入れて捨てましょう） 

<食事を介助する職員> 

○清潔な食事用のマスク、エプロン等を着用しましょう。 

○職員の座る位置も、子どもと対面の位置に座ることは避け 

互い違いに座る、横に座るなど工夫しましょう。 

○職員は子どもと一緒に食事をすることは控えましょう。 

＜食後の歯みがき＞ 

・歯ブラシの衛生管理を徹底しましょう。 

・飛沫が飛ばないように歯みがきしましょう。 

※上記が整わない場合は見合わることも検討しましょう 

<座る位置を工夫する> 

子ども同士を対面させず、できるだけ間隔

をあけて座るようにしましょう。 

<衝立を使う> 

子ども同士が対面になってしまう時には互い違

いに座り、飛沫が飛ばないよう透明のフィルム

を張った衝立などを使用しましょう。 
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保 育 「おむつ交換とトイレの使用」 

<おむつ交換> 

○糞便処理の手順を職員で徹底しましょう。 

○おむつ交換は、食事する場所と交差しない手洗い場付近の一定の場所を設定しましょ

う。（その日の中で、食事介助と排泄介助は分担することが望ましいです。） 

○おむつ交換後は、石けんでしっかりと手洗いを行いましょう。 

○交換後のおむつは、ビニール袋に密閉した後、蓋つき容器等に入れ適切に保管しましょ

う。使用後のおむつを保管し、処分した後は、消毒を行いましょう。 

・「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改

訂版)」厚生労働省 

・「保育現場のための新型コロナウイルス感染症対応ガイ

ドブック第１版」  全国保育園保健師看護師連絡会 

11 

＜

 にしましょう。

・排泄後の手洗いは特に丁寧に行うよう子ども達に知らせましょう。

トイレの前のソーシャルディス 

タンスの目印 

男児用小便器の間に手作りの仕切

＜トイレの使用＞ 

○一斉にトイレに行くこと等を避け、できるだけ大勢が一緒にならないように配慮しましょ

う。 

○排泄後の手洗いは特に丁寧に行うよう子ども達にも教えましょう。 

○保育施設のトイレは蓋の無い物が多く、水しぶきで周囲に飛沫する可能性も考えられます。 

また、便器ごとに仕切りがない場合には、仕切りをする等飛沫を防ぐ工夫をしましょう。 

○トイレ専用スリッパを利用するなど、保育室へ菌の持ち込みを防止します。 
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保 育 「午睡」 

目安：子どもの口元と口元の距離が１メートル以上あく

ようにしましょう。     

○間隔をあけ布団等を敷きましょう。 

○体調不良（咳、鼻水等）の園児は、他の園児と別の場所

を設定したり、難しい場合は仕切りをしたり配慮しま

しょう。 

○間隔を開けることが難 

しい場合は、隣同士の 

頭の向きを変え、互い 

違いなるようにしまし 

ょう。 

○寝具は個人で同一の物を使用できるようにマー

クを貼るなどしましょう。個人使用が難しい場

合は、毎回消毒液で拭きあげましょう。 

○シーツなどは定期的に洗濯を 

しましょう。 

      （個人持ちの場合は、家庭に協力依 

頼をしましょう。） 

・「保育所における感染症対策ガイ

ドライン(2018年改訂版)」 

厚生労働省 

・「新しい生活様式」の実践例

厚生労働省 

・「保育現場のための新型コロナウ

イルス感染症対応ガイドブック

第１版」 

全国保育園保健師看護師連絡会 

12 

寝具の敷き方を工夫して園児同士の距離を保ちましょう 

<呼吸チェック> 

口元に手を近づけて確認することはやめ、胸に軽く手をあて胸の前後の動きを確認

する手法に変えましょう。 
（
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保 育 「室内あそび（0歳児～2歳児）」 

・「保育所における感染症対策ガイドライ

ン(2018年改訂版)」厚生労働省 

・「保育現場のための新型コロナウイルス

感染症対応ガイドブック第１版」 

全国保育園保健師看護師連絡会 

・「新しい生活様式」の実践例  

厚生労働省 

13  

日常的に「３密」を防ぐのは難しい年齢・・・ 

スキンシップをとおして愛着関係を形成する時期でもあり、「３密」を日常的に防ぐのは難しい年齢

です。保育者は日々の衛生管理に十分に留意しながら、愛情豊かに応答的に関わり身体的・精神的・社

会的発達を援助していきましょう。 

＜「3密」をできる限り回避する方法＞ 

○活動の場を分けるなど、少人数で過ごせる 

工夫ができると良いでしょう。 

 （パーティション等を活用しましょう。） 

○一人ひとりの生活リズムを大切にしながら、 

少人数で関わる保育を心掛けていきましょう。 

○「３密」をできる限り回避するため、衛生管理を徹底し窓を開けて換気するなど工夫をしましょう。 

参照：「⑤環境管理について」 P５ 

つかむ、なめる、触るなど探索活動や人（他児）への興味関心を広げる時期・・・ 

○口に入れたものは置き場所を決め、落ち着いた段階で洗うなど清潔に保つようにしましょう。 

○同じ遊具を複数用意するなど、遊具の共有や使いまわしは極力避けるようにしましょう。  

○２歳以上で遊具を口に入れる、手指をなめる、他児に抱きつく等の姿がある時は、柔らかな声かけ

で他の遊びに誘うなどすると良いでしょう。 

○遊具の使用を2交代にし、使用するものと消毒中のものを分けるなどしていくと良いでしょう。 

 参照：「⑥遊具の管理について」 P６ 

子どもの不安を受け止めたり、スキンシ

ップを図ったりする方法の一つに抱っこが

あります。 

抱っこをするときも、真正面ではなく、少

しずらして抱くなど 

感染防止に努めま 

しょう。 
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保 育 「室内あそび（３歳児～５歳児）」 

集団で活動し協力し合うことで学ぶことも多い時期です。環境や活動内容を工夫し、共

に関わり合う喜びを味わえるようにしていきましょう。また、健康教育などを活用し、清

潔に生活するための習慣も身に付けるようにしていきましょう。

ソーシャルディスタンスを意識して遊ぶ・・・ 

○できる限り、「３密」を回避するよう環境や活動の設定をしていきましょう。 

・クラスごとの保育や小グループでの遊び 

・保育室内でも分散できる遊びの設定 

・遊具を共有しない遊び          

など工夫していきましょう。 

○室内では、窓を開けるなど換気を徹底しましょう。 

⑤環境管理について参照 

○個々に作ったものを繋ぎ合わせ大きな制作物にしたり、感じたこと考えたことを絵、制

作物、写真等を使って表現したり、豊かな感性や表現する力を養いましょう。 

＜気をつけたいポイント＞ 

※みんなで大きな声で歌う活動は避け、リズム遊びや楽器遊びなどを楽しみましょう。 

※個人持ちにできるような遊具は個人使用とし、共有遊具を少なくしていきましょう。 

※遊具はクラス保管とし、クラス間の貸し借りは避けましょう。 

「咳エチケット」「手洗いの仕方」「鼻のかみ方」

など衛生的に生活するための健康教育などを

活用し、身に付けるようにしていきましょう。 

「健康教育」・・・鼻のかみ方 

・「保育所における感染症対策ガイドライン(2018

年改訂版)」            厚生労働省 

・「保育現場のための新型コロナウイルス感染症対応

ガイドブック第１版」全国保育園保健師看護師連絡会 

・「新しい生活様式」の実践例     厚生労働省

14 

消毒中の例（保育室

以外で場所を決めて

管理しましょう。） 

遊具を交代（使用中と消毒中）の一例 

参照：⑥遊具の管理について

鼻をかんだら

手をあらおう 
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保 育 「ソーシャルディスタンスってなぁ～に」 

子どもは、ソーシャルディスタンスと 

言われてもピンと来ないかもしれませ

ん。具体的に視覚的に伝えていくのが良

いでしょう。 

話を聞くときもソーシャルディス

タンスを守って座るようにできる

といいですね 

1５ 

 わかりやすく視覚的に 

 ソーシャルディスタンス（社会的距離）とは・・・ 

新型コロナウイルス感染症予防では、個人と個人の距離を１～２メートルは開けること

が望ましいと言われています。（飛沫感染の可能性はくしゃみで３メートル、咳で２メートル

と言われています） 

手作りの教材を使って説明しているところ 

保育士「今はお友達と少し離れてね。」 
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保 育 「戸外あそび 園庭・散歩等」 

長期自粛をしていた子どもへの配慮 

   家庭内で過ごすことが多かったことを考慮し、一人ひとりの身体的発達を確認し

ながら、無理のないように保育をすすめましょう。 

戸外に出る時も・・・ 

 ・戸外においてもできる限り「３密」を回避できるようにしましょう。 

・乳児、幼児ともに戸外に出る『前の手洗い』『帰ってきてからの手洗い・うがい』 

をしましょう。 

 ・マスクを着用している場合は、戸外に出る前に水分を充分摂取し、熱中症対策を 

  して出るようにしましょう。 

園庭（テラス）あそび 

＜園庭（テラス）の密を避けるために＞ 

・園庭（テラス）を使用する際は、年齢やクラスごとに 

スケジュールを組み、複数クラスでの使用は避けるようにしましょう。 

・濃厚接触を生み出す活動は避けるため、環境設定や活動を工夫しましょう。 

 ＜園庭環境の衛生面＞ 

  ・固定遊具は活動の頻度に応じて、消毒液で拭きあげましょう。

散歩・園外保育 

  ・園外活動の移動においては、密な状況を生み出しやすいため、 

できる限り短時間で移動できる場所を選択するなど配慮をしましょう。 

  ・公共交通機関を使用する園外保育等はできる限り避け、近隣の 

地域資源を活用するようにしましょう。 

職員同士の間隔もソーシャルディ 

スタンスが必要ですが、安全上 

園児の様子に見落としがない 

よう、職員間の連携を大切に 

していきましょう。 

・「保育現場のための新型コロナウイ

ルス感染症対応ガイドブック第 1

版」 

全国保育園保健師看護師連絡会 

1６ 
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○「遊泳用プールの衛生基準」に従い遊離残留塩素濃度が 0.4 ㎎/L から 1.0 ㎎/L に

保たれるよう毎時間水質検査を行い、濃度が低下している場合は消毒剤を追加するなど、

適切に消毒することで、水中では感染のリスクは低いとされています。 

 ※残留塩素濃度検査は1時間毎に測定し、記録することが望ましいです。 

○低年齢児が利用することの多い簡易ミニプール（ビニールプール等）についても塩素消

毒が必要です。     

○プール遊び（プール内、プールサイドとも）、シャワーを行う場合も、子どもの間隔 

（1～2メートル）を保つ配慮が必要です。プール内が密集しないように分散して入る工夫

をしましょう。 

○プール・簡易ミニプールについては、「保育所における感染症ガイドライン（２０１８改

訂版）」に基づき適切に管理していきましょう。園児が手を触れる箇所は、こまめに消毒

し遊具などの使いまわしは避けます。 

○活動やシャワーで使用するタオルは個人用とし共有しません。 

○上記の事項を十分に踏まえた対策を講じることを前提としてプール遊びを実施するか判

断していきましょう。 

園児の健康と安全を第一に考え、密集・密接の場面を避けた環境作りを 

保 育 「シャワー・水遊び・プール遊び」 

・「保育所における感染症ガイドライン（２０１

８改訂版）」         厚生労働省 

・「遊泳用プールの衛生基準」（平成19 年 5 月

28 日付 健発第 0528003 号厚生労働省

健康局長通知別添） 

・「今年度における学校の水泳授業の取り扱い

について」令和2年５月２２日付スポーツ庁

政策課学校体育室・文部科学省初等中等教育

局幼児教育課 

・「健康管理マニュアル」川崎市 運営管理課 

1７ 

長期自粛による個々の体力低下が考え

られます。集団の発達状況の把握を丁

寧にすることが大切です。その上で子

どもの育ちを見極め、職員間で検討を

重ねながら、段階的にプール遊びへと

移行することが望ましいでしょう。 

事故防止と感染予防の観点から、プー

ル内とプール外から監視する職員を配

置します。緊急時の対応も確認してお

きましょう。 

（
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保 育 「行事（園児のみの行事）」 

<行事の変更例> 

誕生会・・全体で誕生会をしていたが、誕生

日当日にクラスでお祝いする 

音楽会・・全員での合唱ではなく、 

がらくた楽器や 

ボディパーカッション 

     などで楽しむ 

季節行事・・職員の寸劇を映像化する 

ビデオなど映像機器、子どもの制作物なども

活用してみましょう。 

・「保育現場のための新型コロナウ

イルス感染症対策ガイドブック

第１版」 

全国保育園保健師看護師連絡会 

18 

「誕生会」や「季節行事」だけでな

く、子どもの「やってみたい！！」と

いう日々の活動がふくらみ大きな活

動へとつながることも多いかと思い

ます。 

子どもの「ワクワクする」気持ちを

大切にしながら、「3密」を回避する

よう、内容・時間・場所・やり方など

を工夫しましょう。 

これまでのやり方から、今までに

はなかった新たな視点での活動が生

まれるかもしれません！！ 

（
 

（
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保 育 「行事（保護者参加の行事）」 

・「新しい生活様式」の実践例    厚生労働省 

・「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」（第五報） 厚生労働省 

19 

保護者参加の行事は子どもの成長を保護者と共感し合える大切な機会ですが、感染症拡

大防止を考慮し、内容・場所・参加者を制限するなど実施方法を変更したり短縮したり、

「３密」を回避していきましょう。無理な場合は、変更・延期・中止等の判断を行い、園

の方針を保護者に丁寧に説明していきましょう。 

※仕事を調整している保護者も多いと思いますので状況に合わせた変更がある事を事前に伝えておきまし

ょう。 

チェック！！ 

保護者間もソーシ

ャルディスタンス 

行事は当日だけじゃない！！ 

・行事に向かう園児たちの日々の姿を写

真などを活用しドキュメンテーション

をつくり保護者に伝えていく。 

・保育参観の時に来た保護者をお客さん

として招待する。 

<行事の変更例> 

・クラスごとに入替制で実施。 

・行事は園児で行い、ビデオで撮影する。 

 後日、パスワード管理のできている園の 

 ＨＰなどにアップする。 

・「保育説明会」「クラス懇談会」などは、 

 あらかじめ、園からの伝えたいことを 

 映像で撮ったものを活用する。 
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避難訓練について 

避難訓練 

「３密」を避け、クラス別や時間差をつけ実施するなど工夫しましょう。 

災害が起こった際の「３密」をできる限り回避する工夫や非常持ち出し用品 

の見直しなどを職員とともに行いましょう。 

避難所の「３密」が課題となっ

ています。避難場所の検討や園

内での待機方法、地域との連携

など各園で見直しましょう。 
・川崎市 

「保育の質ガイドブック」川崎市 

・「川崎市公営保育所及び公営地域子

育て支援センター震災対応マニュ

アル」     川崎市 運営管理課 

20 

非常持ち出し用品

の見直し 園の安全点検 

避難場所の確認 防災教育

保護者との連携

体制の確認 
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地域の子ども・子育て支援事業について21 

園内の運営が落ち着いたら、地域の感染状況をみながら「地域に開かれた保育園」

を目指し、地域の子ども・子育て支援事業を実施していきましょう。 

「3密」を回避することはもとより、衛生管理にも十分に留意する必要があります。

どの様なやり方ならできるか、十分に検討することが大切です。 

～ベビーカースルーで絵本の貸出し～ 

「絵本3冊セット」と「手作りおもちゃキット」

をベビーカースルー、ウォークスルーで保育園の

玄関で受渡し。保育園の特性もいかし、「3密」も

回避できます。ただ今大好評！ 

<参考にしてください> 

・定員は通常の半数以下にする 

・予約制にする 

・利用者の健康チェック等を行う 

・利用者の方には、マスクの着用や手洗い又は手指 

の消毒をお願いする 

・感染者が発生した場合の連絡（調査）等のため、 

保護者名・連絡先等を把握しておく 

・園児の動線と分ける 

・室外でできる活動を工夫する 

・使用した部屋等は消毒する 

   ・電話相談やHPから情報提供を案内する 

親子で楽しむこと

ができました♪ 

（返却時に次の絵本

を借りる方も…） 

緊急事態宣言下では様々な事業が 

中止となり、「子どもと家の中で楽し

める遊びの提供を」との相談から、多

くの地域親子とつながる事が出来た

取組です。 

保育園を活用したアイディアを 

募集しています。 

感染が確認された場合は、保健所に情報提供

するとともに、感染経路等調査に協力いただ

くことを事前に説明しておきましょう 
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保育園見学について 

保育園への入園を考えている保護者

にとって、園見学は保育園を知る良い機

会です。 

園見学も「3密」を回避しながら、園

の保育で大切にしているところ、特徴を

伝えていきましょう。 

 ・見学日を設け、予約制とする 

 ・園説明を映像化する 

 ・園児の動線と分けて行う 

 ・参加者同士、職員の距離を 

  1～２メートル確保する。 

＜園見学はwin-win の関係＞ 

○保育園側のメリット 

地域の方に保育園の良さをアピール

する絶好のチャンスです。園運営への

理解を広げるためにも活用しましょ

う。 

○保護者側のメリット 

園児の姿や保育者の関わりを見るだ

けで、「子どもの成長」や「子どもへの

関わり方」のヒントになります。 

22 

・ 
・ 
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職員の健康管理について 

・テーブルの配置を変える 

・時間差で休憩をとる 

・場所を分散する 

・仕切りをする  など 

23

体調不良時は勤務を控え

ましょう。 

職場内でも周知しておき

ましょう。 

食事のあとは仕切りも 

きれいにします！ 

自身の体調管理をしましょう 

 ○手洗い、咳エチケット、マスクの着用 

 ○毎朝の検温、風邪症状の確認 

 ○家族の体調不良はないか 

職場での衛生管理 

○事務室や休憩室でも他者との間隔を１～２メートルあけるようにしましょう。 

○会話は真正面を避け、短時間で完結に行えるようにしましょう。 

○会議、研修についても「３密」を避け最小の人数にしぼりましょう。 

  実施の前には手洗い、手指消毒し感染予防に努めましょう。 

○共有のパソコンなどの使用後には消毒液で拭きましょう。 

職員の教育とメンタルヘルス 

○正しい知識に基づいた情報提供を行いましょう。 

○的確な感染予防を行うとともに差別や偏見が生まれないよう 

職員教育に努めましょう。 

○職員も日々不安や緊張感の中でストレスが蓄積されていることが予想されます。 

職員間のコミュニケーションを図り、支え合える職場環境を作りましょう。 

※自分では気づかないうちに疲労が蓄積されていることも。。。休暇・休息を取り合いリフレッシュを心

がけましょう。感染リスクから妊娠されている職員等、職員の体調への配慮も必要です。 

・「保育所における感染症対策ガイドライン（2018

年改訂版）」           厚生労働省 

・「新型コロナウイルスへの対応にかかる保育所等に

関するQ＆Ａ」（第五報）     厚生労働省 

・「健康管理マニュアル」   川崎市 運営管理課 
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会議・研修等の開催について 

キャリアアップ研修について 

○８月より実施予定（会場では参加者の距離を保ち、講義のみの実施とします） 

課題別研修・連携会議等について 

○今後の研修計画については、新型コロナウイルス感染症の状況をみながら、実施方法を検

討し、各区保育総合支援担当、保育・子育て総合支援センターより連絡いたします。  

教材の貸出しについて 

各区保育総合支援担当、保育・子育て総合支援センターや公立保育所では、手洗い、咳エチケッ

ト等、感染症予防の保育教材を貸し出しています。また、食育、災害、誕生会などの職員の出し物、

子どもと共に楽しめる教材が揃っています。貸し出しについては各区保育総合支援担当、保育・子

育て総合支援センターまでお問い合わせください。 

保育実習等の受入れについて 

○保育人材の確保の観点からも、依頼があった時は基本的には受け入れましょう。 

○受け入れるときは、職員同様に毎日の健康チェック等を実施し、基本的な感染予防対策を行う

ほか、実習2週間前及び実習期間中においては、「3密」を控えるよう養成校とも連携し実習

生に周知しましょう。 

○受け入れについて保護者にも理解していただけるよう、事前に説明をしておきましょう。 

2４ 

2５ 

2６ 
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☆この事例集は施設内でご活用いただきますようお願いいたします☆ 

２７ 保育に関する相談窓口について 

4 月から緊急時以外の園訪問を自粛しておりましたが、新型コロナウイルス感

染状況等を確認しながら、6月から各区保育総合支援担当、保育・子育て総合支援

センター（保育所等・地域連携）の園訪問を再開し、情報共有及び各園の課題等に

合った連携・支援を進めていきます。保育全般に関わること（保育内容・保護者対

応等）や「どこに相談したら良いのかわからない」という事も御相談は各区保育総

合支援担当及び保育・子育て総合支援センターまで御連絡くださいますようお願

いいたします。 

【保育全般に関する問合せ先】 

川崎区（保育・子育て総合支援センター） ０４４－２０１－３３１８ 45kahoik@city.kawasaki.jp 

幸区（保育総合支援担当） ０４４－５５６－６６７２ 45sahoik@city.kawasaki.jp 

中原区（保育総合支援担当） ０４４－７４４－３２８７ 45nahoik@city.kawasaki.jp 

高津区（保育総合支援担当） ０４４－８６１－３３４０ 45tkhoik@city.kawasaki.jp 

宮前区（保育総合支援担当） ０４４－８５６－３２７１ 45mihoik@city.kawasaki.jp 

多摩区（保育総合支援担当） ０４４－９３５－３２４０ 45tahoik@city.kawasaki.jp 

麻生区（保育総合支援担当） ０４４－９６５－５２２６ 45ahoik@city.kawasaki.jp 

＊この事例集に関すること  

こども未来局保育事業部（保育指導・人材育成）０４４－２００－２６８５ 



クラス：氏名 出：欠 園児：家族 症状 受診の有無 備考 登園日

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

出：欠 園児：家族 熱・咳・鼻水・その他 有・無

園児・家族の健康状態把握表

　　　　　園児・家族の健康で登園時申し出があったら記入して下さい。
　　　　　日中、子どもの気になる症状も記入して職員で周知する。

参考資料Ｐ２【図１】



病状確認メモ 
月 日 月    日 備考 

クラス：氏名 （    ）組： 

連絡内容 熱・微熱・咳・嘔吐・鼻水 

その他（      ）   けが 

だれが 園児 

家族（父・母・姉・兄・妹・弟・祖母・祖父） 

いつから発症したか 今日 ・ 昨日 ・ （  ）日前 

連絡までの経過 

（例） 

・微熱は何日続いているか 

・最高の熱はいつか 

・夜間の咳はどうか？ 

・嘔吐下痢の回数・食欲は？ 

家族に感染は？ 無・有（    ） 

受診の結果 

（例） 

・医師の診断は？ 

・内服 

・処置など

受信者   

＊受診をするように勧めましょう。 

＜登園の目安＞ 

熱 ：解熱後 24時間（解熱した日の次の日は1日様子を見てもらう） 

咳 ：咳がおさまってから登園してもらいたいことを話す。マスクの着用をお願いする 

嘔吐下痢：嘔吐下痢の症状がなくなってからの登園をお願いする。 

食欲のない場合は自宅で様子を見てもらうようお願いする。 

参考資料Ｐ２【図２】
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