
社会福祉法人フィロス 

コロナウイルス関連の対応についての通知

↓カテゴリー名をクリックすると、該当の通知が表示されます。 

カテゴリー 施設名 
１．愛知県名古屋市 保育園 もりの風こども園 

にじの花保育園 
ゆめの樹保育園 
星のまち保育園 
小幡もりの風保育園 
植田にじの花保育園 
シャイニー・キッズ保育園
ソラーナひびの
ソラーナほんごう
ソラーナほんじん
ソラーナいりなか
ソラーナつゆはし
ソラーナじょうさい

２．愛知県刈谷市 保育園 刈谷ゆめの樹保育園 

３．東京都杉並区 保育園 ゆめの樹保育園おぎくぼ 
ゆめの樹保育園なりたにし 
ゆめの樹保育園たかいどにし 
ソラーナ柳窪

４．東京都葛飾区 保育園 ゆめの樹保育園しんこいわ 

５．東京都渋谷区 保育園 ゆめの樹保育園はつだい 

６．東京都豊島区 保育園 ソラーナ池袋保育園
ソラーナ目白

７．神奈川県横浜市 保育園 ゆめの樹保育園ほどがや 

８．愛知県名古屋市 介護施設 フィロスみなと

９．愛知県東郷町 介護施設 フィロスとうごう



令和 2年 4月 13日 

保護者様各位 

社会福祉法人フィロス 

理事長 本多 功 

新型コロナウィルスに関する対応について（令和 2年 4月 13日時点） 

日頃は当保育所の運営にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、現在流行している新型コロナウィルスに関しまして、皆様もご存じの通り、4

月 10 日に愛知県より県独自の緊急事態宣言が発令されました。 

 ただし、保育所、認定こども園等においては、保育が必要な乳幼児に対して保育を提

供するという重要な役割を担っている施設であるため、保育所等の使用制限等は要請し

ない、とのことでした。 

よって、当保育所におきましても、2 月 28日のお知らせに引き続き 

・新たに厚生労働省及び関連行政から運営に関する新たな通知があった場合

・保育所等で園児及び職員が新型コロナウィルス感染症に感染した場合

を除き、通常通りお子様の受け入れを行います。 

しかしながら、保育所等におきましても感染防止策について徹底をしてまいりますが 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、ご家庭での保育が可能な場合に

は、できる限り登園（休日保育の利用を含む）を控えていただき、ご協力をお願いした

いと思います。 

また、保育料等の取り扱いに関しては、名古屋市より以下の指示が来ております。 

(1)登園を控える旨の呼びかけを受けて、登園を控えた場合、「保育の実施の停止」を

適用し、利用者負担額（保育料）の日割り計算を行います。 

※登園を控えた日が１月あたり１日であっても、日割り計算の対象となります。
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※登園を控えた日が断続的であっても、登園を控えたのであれば対象となります。

(2)利用者負担額（保育料）については、一旦、月額全額を納めていただいた後、減額

分について、翌々月分以降の利用者負担額（保育料）との調整（差引処理）を検討して

おります。 

(3)「保育の実施の停止」の手続き方法等の詳細につきましては、別途お示しいたしま

す。 

【対象期間】 

4月 11 日から 5月 6日 

更に名古屋市より取扱いの手続き方法等の詳細が示されましたら、改めてお伝えいたし 

ます。 

また、同様に園で徴収しています【主食費・副食費】の取扱いについても、上記の保育 

料と同じく、4月 11日から 5月 6日までの期間に関しては、日割り計算を行います。 

ただし、上記の保育料と同じく、4.5月分に関しては一旦、全額を納めていただいた後、 

減額分については、翌々月分以降の負担分との調整を検討しておりますが、こちらにつ 

いても手続き等の詳細が確定次第、別途お示しさせていただきます。 

保護者の皆さまには何かとご不便をおかけしますが、非常事態につき今後ともご理解 

並びにご協力を賜りますよう、引き続きよろしくお願いいたします。 



令和 2年 4月 13日 

保護者様各位 

社会福祉法人フィロス 

理事長 本多 功 

新型コロナウィルスに関する対応について（令和 2年 4月 13日時点） 

日頃は当保育所の運営にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、現在流行している新型コロナウィルスに関しまして、皆様もご存じの通り、4

月 10 日に愛知県より県独自の緊急事態宣言が発令されました。 

 ただし、保育所、認定こども園等においては、保育が必要な乳幼児に対して保育を提

供するという重要な役割を担っている施設であるため、保育所等の使用制限等は要請し

ない、とのことでした。 

よって、当保育所におきましても、2 月 28日のお知らせに引き続き 

・新たに厚生労働省及び関連行政から運営に関する新たな通知があった場合

・保育所等で園児及び職員が新型コロナウィルス感染症に感染した場合

を除き、通常通りお子様の受け入れを行います。 

しかしながら、保育所等におきましても感染防止策について徹底をしてまいりますが 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、ご家庭での保育が可能な場合に

は、できる限り登園（休日保育の利用を含む）を控えていただき、ご協力をお願いした

いと思います。 

また、保育料等の取り扱いに関しては、刈谷市より以下の指示が来ております。 

(1)登園を控える旨の呼びかけを受けて、登園を控えた場合、「利用者負担額（保育料）

の日割り計算を行います。 
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(2)利用者負担額（保育料）については、一旦、月額全額を納めていただいた後、減額

分について、翌々月分以降において返還を予定しております。 

【対象期間】 

4月 11 日から 5月 6日 

刈谷市より取扱いの手続き方法等の詳細が示されましたら、改めてお伝えいたします。 

また、同様に園で徴収しています【主食費・副食費】の取扱いについても、上記の保育 

料と同じく、4月 11日から 5月 6日までの期間に関しては、日割り計算を行います。 

ただし、上記の保育料と同じく、4.5月分に関しては一旦、全額を納めていただいた後、 

減額分については、翌々月分以降の負担分との調整を検討しておりますが、こちらにつ 

いても手続き等の詳細が確定次第、別途お示しさせていただきます。 

保護者の皆さまには何かとご不便をおかけしますが、非常事態につき今後ともご理解 

並びにご協力を賜りますよう、引き続きよろしくお願いいたします。 



令和２年４月８日 

保護者の皆様 

杉並区子ども家庭部保育課長 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための緊急事態宣言発令に伴う 

保育施設の臨時休園について（令和２年４月８日） 

 日頃から杉並区の保育行政に、ご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございま

す。 

 昨日の国の緊急事態宣言を受けて、杉並区では感染拡大防止のため、以下の保育施

設については原則臨時休園とすることを決定しましたのでお知らせします。ただし、

医療関係や警察・消防等の公務員のほか、食料品店・金融など社会の機能を維持するた

めなどの理由で勤務を余儀なくされており、ご家庭での保育が特に困難な方について

は、保育を実施します。 

なお、これらの対応については、東京都が発する緊急事態措置や今後の都内におけ

る感染状況等に応じて変更する場合があり、その際には改めてご連絡いたします。 

記 

１ 対象保育施設 

認可保育所、地域型保育事業所（小規模・事業所内・家庭的・居宅訪問）、杉並区

保育室、区定期利用、区立子供園（長時間保育）、家庭福祉員、家庭福祉員グループ、

グループ保育室 

２ 臨時休園する期間 

  令和２年４月９日（木曜日）から５月６日（水曜日）まで 

  ただし、上記の理由で勤務を余儀なくされている方は、在園の保育所等に申し出

てください。その際に、必要に応じて事業主様に確認を取らせていただきますので

ご了解ください。 

  緊急事態宣言は感染拡大防止のために発令されたものですので、育休中の方や在

宅勤務の方は、ご家庭での保育をお願いします。 

３ 保育料について 

期間中における保育の利用日数に合わせて、月額保育料を減額又は免除します。

なお、利用日数は各保育施設に確認するため、減額等の手続きは必要ありません（延

長保育料は、減額又は免除の対象外です。） 

【問い合わせ先】 

子ども家庭部保育課  ０３（３３１２）２１１１（代表） 

臨時休園に関すること 管理係 

保育料、入園の相談に関すること 保育相談係 

トップページへ



令和２年４月２０日 

保護者の皆様へ 

葛飾区子育て支援部 育成課 

子育て支援課 

保育課 

「特定警戒都道府県」指定に伴う保育施設の利用について 

国は緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大し、特に重点的に感染防止の取り組みを進めて 

いく必要がある地域として、東京都を含め 13 都道府県を「特定警戒都道府県」に指定しまし

た。これを受け、葛飾区では、保育施設を休園といたします。 

これまで通常保育を停止して家庭保育を要請してまいりましたが、現在、登園率は１０％台

となっております。感染拡大抑止のために、今後は、業務に従事せざるを得ない方などに限定

した最小限の保育として「緊急事態保育」を実施することとさせていただきます。 

つきましては、「緊急事態保育」を必要とする方は、職員配置数や給食の提供数を把握する

必要があることから、下記のとおり「緊急事態保育連絡票」のご提出をお願いいたします。 

記 

１ 「緊急事態保育」をやむを得ずご利用する方は、「緊急事態保育連絡票」をご提出ください。 

保育連絡票は、区ホームページからダウンロードできます。 

トップページ > 区政情報 > 広報・広聴 > 葛飾区のできごと > 保育施設・学童保育クラ

ブ等の対応について 

２ ご記入いただいた登園希望日や時間に変更がある場合は、前日の午前中までに保育施設へ

ご連絡ください。 

３ 保育連絡票の集計の結果、登園児童数が多い日は、登園日を他の日に変更をお願いするこ

とがございます。 

登園児童がいない日、または登園児童がすべて帰宅した時間以降は、保育の提供は控えさ

せていただきます。通常の保育時間内であれば、園職員に連絡を取れる体制を確保いたし

ます。 
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４ ご家庭での保育等に関する勤務先等への提出書類 

 休園としたことについて、勤務先へ区の文書の提出が必要な場合は、葛飾区長発信の

「「特定警戒都道府県」指定に伴う保育施設等の利用について」をご利用ください。区ホ

ームページからダウンロードできます。 

トップページ > 区政情報 > 広報・広聴 > 葛飾区のできごと > 保育施設・学童保育

クラブ等の対応について

５ その他 

「緊急事態保育連絡票」に記載のない時間に、やむを得ず急に保育が必要になった際

は、登園希望日の前日の午前中までに職員へお知らせください。ただし、職員体制を整

えるため、保育開始まで時間をいただくことがございます。また、給食の提供はできま

せんのでご自身でご用意願います。 

不明な点は、保育園職員までお問い合わせください。 

※今後、保育施設をご利用する方は、園内で感染症が発生した場合の調査に必要となります

ので、可能な限り、行動記録を取ってください。

※本通知につきまして、状況により変更させていただく場合には速やかにお知らせいたしま

す。



  ２福保子計第９７号 

令和２年４月９日 

各区市町村長 殿 

東京都知事 

小池 百合子 

緊急事態宣言後の保育所及び学童クラブ等の対応について 

日頃より、東京都の福祉行政の推進に御尽力いただきありがとうございます。 

 今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）（以下、「特措法」と

いう）第３２条に基づく緊急事態宣言が発出されました。都が今後実施する緊急事態措置は、新

型コロナウイルスの感染拡大防止の強化を図り、都民の生命や健康を守り、生活と経済に及ぼす

影響が最小限となるように、都民や事業者に御協力をお願いするものとなります。 

このため、都は人と人との接触をできる限り減らすという趣旨で都民に対しテレワークを活用

するなど在宅勤務をお願いしています。また、東京都緊急事態措置（案）において、都内の事業

者を商業施設など「基本的に休業を要請する施設」、学校や保育所など「施設の種別によっては休

業を要請する施設」、医療施設や金融機関など「社会生活を維持する上で必要な施設」の 3類型に

分類しており、保育所や学童クラブ等は、適切な感染防止策を講じた上で、必要な方への保育等

を提供することを要請することとしています。 

こうしたことを踏まえ、都における保育所及び学童クラブ等の運営については、以下のとお

り、対応していただくよう要請いたします。 

記 

１ 感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対しては、児童の登園等を

控えるようお願いし、保育等の提供を縮小して実施すること 

２ 医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているな

ど、仕事を休むことが困難な保護者には、確実に保育等を提供すること 

３ 保育等の提供にあたっては感染症防止に万全の対策をとること 

４ 児童や職員の罹患が判明した場合等には、感染拡大防止の観点から臨時休園等の措置を速や

かに講じるとともに、休園した保育所等の利用児童の保育等が必要な場合の対応として、ベビ

ーシッターやファミリー・サポート・センター事業の活用等の代替策を講じること  
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令和２年４月８日 

保護者の皆様へ 

横浜市こども青少年局保育・教育運営課長 

保育・教育人材課長 

緊急事態宣言の発出に伴う保育所等※の利用について 

日頃から、保育・教育施設の運営にご協力いただき、ありがとうございます。 

令和２年４月７日付で政府による「緊急事態宣言」が神奈川県に出されました（期間：令和２年４月８日か

ら５月６日まで）。神奈川県知事からは、「県民の外出の自粛」が要請されていますが、保育所等の使用制限

等は要請されていません。 

市内の保育所等は原則開園とし、保育が必要な方については、引き続き保育所等を利用していただけますので

ご安心ください。 

一方、新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組む必要があることから、ご家庭等での保育が可能な場合に

は、令和２年４月９日から５月６日までの期間の登園や延長保育の利用を控えていただくなど、ご協力をお願

いします。 

つきましては、期間中の登園の意向を把握し、園での保育の体制を整えるため、別添の「保育意向確認カー

ド」を園に提出してください。 

なお、その際の利用料等については、以下のとおりの取扱いをしますので、よろしくお願いします。 

※保育所等：認可保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業、横浜保育室

１ 登園をしなかった場合の利用料（保育料）について 

  緊急事態宣言の対象期間が令和２年４月８日から５月６日であることから、この期間中に登園をしなかっ

た園児の利用料（保育料）については、登園しなかった日数に応じて利用料を減額することとし、後日還付

いたします。手続き等の詳細は別途お知らせします。 

２ 給食について 

  期間中についても原則通常通り給食を提供します。 

ただし、園での体制の確保など、安全に給食を提供することが困難である場合は、昼食の持参をお願いす

る場合もありますので、ご協力をお願いします。なお、その場合でも、おやつ、延長保育での食事提供は各

園で対応します。 

※給食を提供しない場合の給食費の取り扱いについては、後日各園からお知らせする予定です。

３ その他 

  園児や職員がり患した場合や地域で感染が著しく拡大している場合などは、臨時休園とすることもありま

す。 

感染症対策のため通常よりも保育士等に負担がかかっている状況も踏まえ、ご協力をお願いします。 

＜問い合わせ先＞ 

保育・教育運営課   

【園児の預かりについて】  671-3564  

【利用料について】  671-2709 (4/20～)671-0255 

【延長保育について】 671-4464 (4/20～)671-3564 

保育・教育人材課 

【給食について】 671-2397 

保育対策課 

【年度限定保育事業について】671-4469 
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令 和 ２ 年 ４ 月 ７ 日 

豊島区子ども家庭部保育課 

保護者の皆様へ 

「緊急事態宣言」が出された場合の臨時休園のお知らせ 

平素より本区の保育事業にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 

さて、国においては、新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法に

基づく緊急事態宣言を、本日発出する方針が示されております。 

緊急事態宣言が出された場合、区内の保育園においては感染拡大防止の観点から、

下記のとおり臨時休園とする予定ですので、事前にお知らせいたします。 

保護者の皆様におかれましては、ご理解、ご協力いただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

記 

１．臨時休園の開始日 

令和２年４月１０日（金）から 

※臨時休園は、緊急事態宣言の期間までです。

なお、世帯全員が医療従事者、警察、消防その他社会の機能維持に必要な職種

等に限り、代替措置として応急保育（区立保育園１９園で午前９時から午後５時

まで。お弁当・水筒持参）を実施する予定です。 

応急保育が必要な世帯については、４月８日（水）までに在籍園にお申し出く

ださい。申込書の記入等が必要となります。 

２．保育料について 

臨時休園の期間の欠席について、保育料は日割り計算といたします。 

手続き等詳細は４月下旬以降、区のホームページでご案内いたします。 

※ 新型コロナウイルス感染症に関する保育園の対応は、区ホームページに随時

掲載していますので、ご覧ください。

【お問合せ先】 

豊島区子ども家庭部保育課 

・区立保育園について …公立運営グループ 03-3981-2028

・私立保育園、認証保育所について …私立保育所グループ 03-3981-1823

・地域型保育事業、千早みゆき保育園について

…地域型保育事業グループ 03-3981-1961 

・保育料について …入園グループ      03-3981-2140 
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令和 2年 3月吉日 

各 位 

複合老人介護ホームフィロスみなと 

新型コロナウイルス感染症への対策について

早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。施設運営に対しまして 

格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続くなか、おかげさまで当施設におきまし

ては、ご入居者及び職員に新型コロナウイルス感染症の罹患者は発生しておりません。 

施設の感染予防の為の対策を以下のように実施しておりますので、皆様には大変ご心配を

おかけいたしますが何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 入居者の外出・面会の規制

・一定期間入居者の不要不急の外出及びご面会を停止させていただきます。

 来設者の規制

・入館を規制し、医療関係及び納入業者に限定し入館を許可し、入館時には検温

手指消毒及び噴霧消毒、マスクの着用を義務付けします。 

 職員

・出勤前の検温と出勤時の検温と手指消毒及び噴霧消毒を義務付けします。

また、他フロアへの出入り、必要外の職員同士の接触を避けることといた 

します。 

・発熱などの体調不良の場合は一定期間自宅待機させます。

 施設及びフロア内

・定期的に施設内を消毒します。

・食事の提供、物品等の受け渡しは、各階エレベーターホールで行い職員同士の接触

を回避します。

・朝の申送り、各委員会、朝市、行事などを中止します。

 なお、面会など規制の解除につきましては感染拡大の状況を勘案し決定したいと存じます

ので、規制状況につきましては施設までご連絡いただければ幸いです。 

 また、介護サービスを提供する施設であるため、マスクの着用は配慮してまいりましたが 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を鑑み、マスクを着用してのサービス提供につ

きましてご理解をお願い致します。 

【お問合せ ０５２－６５１－６６６０  担当：宮崎、磯崎、柿澤】 
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令和 2 年 2 月 28 日

ご面会の皆さまへ

感染症対策のお願い 

拝啓 平素は格別のご高配賜

り厚く御礼申し上げます。

早速ですが、見出しの件につき

まして感染症対策をより強化

するべく以下の内容について

ご理解ご協力の程お願い申し

上げます。

敬具
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①出来るだけ面会はお控え 
ください 

②面会を希望される方は 
ご自宅で体温測定を行って 
ください 

（37.5℃以上の場合は面会禁止 
とさせていただきます） 

③面会時のお願い 
 ・手洗い、うがい、マスクは 

必ず着用ください 
 ・面会時間を短縮ください 
④日用品等のお届けものは 

正面玄関口にてお預かり 
させていただきます 
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