新型コロナウイルス感染症に関する基本的事項
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【第2波～第5波】
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Q

A
出勤や登園をさせず、かかりつけ医を受診を勧め、自宅待機し様子観察して

1

利用者や職員が、発熱やコロナ様の症

もらう。息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状

状がある場合はどう対応すべきか？

のいずれかがある場合や、発熱や咳など比較的軽い症状でも4日以上続く場
合は、最寄りの保健所や帰国者・接触者相談センターに相談する。
解熱後（解熱剤を使用せず）24時間から72時間の経過を見て出勤や登園の
許可を出している施設は様々である。発熱だけでなく、咳嗽や鼻汁などその

2

発熱後の登園や出勤についてどう対応

他の症状も鑑み判断したほうがよい。

すべきか？

かかりつけ医の指示に従う。
厚労省子ども家庭局子育て支援課：保育所における感染拡大防止のための留
意点について（第2報）令和2年5月14日
保健所からの指導・助言あるのでその指示に従う。
例：所在地の保健所からコロナ陽性者に連絡が入り、現在の体調、診断まで
の経過、周囲に新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方の有無、症状が
出る2日前からの行動、会社や学校等への出勤・登校状況等の聞き取り調査
が行われる。症状の重い方や重症化する恐れの高い方は入院治療を、症状が

3

利用者や職員がコロナ陽性者になった
場合どう対応すべきか？

ない又は軽症な場合には宿泊施設、もしくは自宅での療養となる。
感染性のある時期（発症日の2日前から）に出勤等があったと確認できた場
合は、施設所在地保健所から施設に連絡がある。保健所からはコロナ陽性者
の仕事内容、同僚等との接触の程度、体調不良者の有無、職場環境（座席の
配置、換気状況、休憩室等の共有スペースの環境、周囲の感染対策）等の聴
取があり、濃厚接触者の確認、健康観察や消毒等の指導をが行われる。

4
5

利用者や職員が濃厚接触者になった場

保健所からの指導・助言あるのでその指示に従う

合

No. ３参照

利用者や職員の家族がコロナ陽性者に

保健所からの指導・助言あるのでその指示に従う。

なった場合

No. ３参照
管理者は利用者や職員の家族がどのように保健所から指導されているか確認
する。(名古屋市は令和4年1月より濃厚接触者の追跡は実施されないので個

6

利用者や職員の家族が濃厚接触者に
なった場合どう対応すべきか？

別に判断が必要）
利用者や職員も健康観察を行い、発熱や他の症状がなければ登園や勤務は問
題ない。（地域や施設によっては出勤停止のこともある）
その家族がコロナ陽性の場合も鑑み、他の利用者や職員の健康観察も行う。
施設内の消毒を基準に沿って行う。

○厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ホームページ「新型コロナウイル
スの消毒・除菌方法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
7

消毒はどのように行えばよいか？

保育所における感染症対策ガイドライン（２０１８年改訂版）P68
〇次亜塩素酸について
参考：新型コロナウイルス対策ポスター「次亜塩素酸水を使ってモノの消毒
をする場合の注意事項」
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【第 6 波】
2022.3.31
NO
1

Q

A

利用者や職員がコロナ

保健所から指導・助言がありますのでその指示に従ってください。

陽性者になった場合

【参考】陽性者が出たら・・

は、どうしたらいいで

所轄の保健所から陽性者に連絡が入り、現在の体調、診断までの経過、周囲に新型

すか？

コロナウイルス感染症と診断を受けた方の有無、症状が出る 2 日前からの行動、会
社や学校等への出勤・登校状況などの聞き取り調査が行われます。
症状の重い方や重症化する恐れの高い方は入院治療を、症状がない又は軽症な場
合には宿泊施設、もしくは自宅での療養となります。
感染性のある時期（発症日の 2 日前から）に登園や出勤したことが確認された場
合は、施設所在地の所轄保健所から施設に連絡があります。保健所からはコロナ陽
性者の仕事内容、同僚等との接触の程度、体調不良者の有無、職場環境（座席の配
置、換気状況、休憩室等の共有スペースの環境、周囲の感染対策）等についての聴
取を受け、濃厚接触者の確認、健康観察や消毒方法の指導を受けることになります。
＊現在濃厚接触者の追跡調査は、各事業所で判断するようになっています。
上記の項目を参考にして判断するといいでしょう。

２

利用者や職員が濃厚接

所轄の保健所から連絡、指導、助言があるのでその指示に従ってください。

触者になった場合は、

＊名古屋市については、令和 4 年 1 月 24 日より、濃厚接触者となる追跡調査は当

どうしたらいいです

面中止となっています。各施設での対応となっています。

か？

重症化のリスクがある高齢者施設等ではこれまで通り、濃厚接触者への調査や検査
は続けています。また症状が出た感染者の状態についても引き続き調査します。
令和 4 年 3 月 17 日より
・オミクロオン株流行中は、感染リスクが低い事業所では同僚の出勤一律制限は行
わない
・同居家族が感染し、濃厚接触者となった場合に、2 日間にわたって検査で陰性だ
った場合に、5 日目に待機を解除できる。
と政府より「基本的対処方針」を改訂したとの通知がありました。
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３

利用者や職員の家族が

所轄の保健所から連絡、指導、助言があるのでその指示に従ってください。

コロナ陽性者になった

【NO1 参照】

場合は、どうしたらい
いですか？

4

利用者や職員の家族が

管理者は、利用者や職員の家族（当事者）が保健所から受けた指導内容を確認して

濃厚接触者になった場

ください。併せて、利用者や職員の健康観察を行い、発熱や他の症状がなければ登

合は、どうしたらいい

園や出勤に問題ありません。（地域や施設によっては出勤停止のところもあるので

ですか？

従ってください）
その家族（当該者）がコロナ陽性の場合も想定し、他の利用者や職員の健康観察も
行うことが大切です。また、施設内の消毒は基準に沿って行ってください。

5

濃厚接触者の定義と待

令和 4 年 1 月 29 日より自宅待機期間が変更になりました。

機期間の考え方を教え

感染者と最終接触した日を 0 として、翌日から 7 日間は不要不急の外出自粛となり

てください

ます。
更に 3 月 17 日より同居する家族が感染して濃厚接触者となった際には、2 日にわ
たり検査で陰性だった場合に、5 日目に待機を解除でき、医療機関や高齢者施設、
保育所、幼稚園、小学校の職員らは毎日検査し、陰性を確認することで業務ができ
ると変更されました。
＊定義
陽性者（無症状者を含む）の感染可能期間に以下の接触があった場合
・陽性者の同居
・陽性者と長時間の接触
・適切な感染防護なしに患者（確定例）を診察、介護していた人
・陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い人
・感染防止対策（お互いマスク着用等）なしに陽性者と 1ｍ以内で 15 分以上接触
があった場合

6

施設内で感染者や濃厚

所轄の保健所から連絡、指導、助言があるのでその指示に従ってください。

接触者が発生した場
合、施設の閉鎖期間
は？
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7

施設で PCR 検査は行っ

法的な検査義務はありません。濃厚接触者などが発生した場合などは所轄の保健所

たほうがよいですか？

に相談するようにしてください。
PCR 検査および抗原定性検査を無料で実施することができます。
（3 月 31 日までは無料）
【参照】
興和 PCR 検査センター：詳細、予約について https://www.go-main.jp/kowa/
愛知 PCR 検査センター問い合わせ（コールセンター050-4560-1285）

8

保育園内での園児のマ

WHO は 5 歳以下の子供へのマスクはかならずしも必要ではないとしています。特

スク着用についてどの

に 2 歳未満の子供への着用は奨められません。といわれています。なお、オミクロ

ようにすればいいので

ン株の特徴を踏まえた一時的な取扱いについては、下記Ｑ＆Ａの問 24 を参照して

しょうか？

ください。
【参考】
・厚労省子ども家庭局：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（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html）
・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（hoiku-kango.jp）

9

施設内の換気はどのよ

1 時間に 1 回、3～5 分間換気のために窓を開けてください。寒い時期など全開にす

うにしたらよいです

る必要はありません。空気が対流するように 2 か所同時に開けるといいでしょう。

か？

空気清浄機は換気の代わりにはなりませんので注意してください。
【参考】
・厚労省子ども家庭局：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（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html）
・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（hoiku-kango.jp）

10

消毒方法について教え
てください

（1）おもちゃの消毒は消毒液をふりかけるだけでは不十分です。おもちゃを消毒

（1）園児が使用したお

液で拭き上げることが必要です。粘土は可能な限り個人別に用意し、使用前後の手

もちゃの消毒や粘土は

洗いは厳守するようにしてください。

どう消毒したらいいで
すか？

（2）使用後はその都度確実に清潔を保つようにしてください。

（2）施設内の食堂に設

一般に「次亜塩素酸ナトリウム」が有効といわれていますが、市販の家庭用洗剤の

置しているアクリル板

主成分である「界面活性剤」も一部有効です。アルコールは白く変色する可能性が

の清掃はどうすればい

ありますので避けたほうが良いでしょう。

いですか？

【参考】
厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌
方法について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku
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11

緊急事態宣言の解除に

行政からの基準に沿って行動することが望ましいです。具体的な方法は各施設の基

伴い、運動会などのイ

準で判断し、開催する場合は通常の感染対策に充分気をつけるようにしてくださ

ベントに開催について

い。

の具体的な方法、注意
事項は？

12

利用者や職員からコロ

感染した子供等に対して、偏見が生じないよう、人権に配慮した対応が必要です。

ナ陽性者や濃厚接触者

また、休園に際し子どもや保護者に過度の不安を生じさせないために、新型コロナ

がでた場合の情報開示

ウイルス感染症について正しい認識や感染症対策を含めた理解を深められるよう

（保護者等への周知）

情報提供を行ってください。

はどうしたらいいです
か？

【参考】厚労省子ども家庭局：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（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html）
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