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保育所等の開所の対応について 

公立保育所，私立保育所，認定こども園，小規模保育所等における開所状況などについ

て，次のとおりお知らせいたします。 

 

Opening of childcare facilities on COVID-19 situation 

 

Opening of childcare facilities on COVID-19 situation 

COVID-19 announcement for Public daycare facilities, private daycare facilities, 

certified childcare facilities and small scaled childcare facilities from Morioka City.  

保育所等の開所状況 

公立保育所，私立保育所，認定こども園，小規模保育所等は，国からの要請に従い，通常

通り開所しています。 



 Opening situation of childcare facilities 

Above listed childcare facilities are in operations as usual by the request from 

Japanese government. 

保育所等の行事への対応について 

共通事項 

1. 基本的には自粛 

2. やむを得ず開催する場合は，次の事項に配慮すること 

• 「該当園児とその保護者」「来賓の参加自粛」など，参加人数を最小限とする 

• 「祝辞の文書配布」など，開催時間の短縮に努める 

• 会場の椅子の間隔を開け，参加者間のスペースを確保する。また，こまめな換気を

実施する 

• 「園児，出席又は参列した保護者及び施設職員の氏名」「入退室の時間」を会場ご

とに記録する 

• 会場に入る前に，参加者への手洗いの推奨，アルコール消毒液の設置，検温を実施

する 



• 風邪のような症状がある場合は参加自粛を呼びかける 

 Holding events on COVID-19 situation 

 Prevention measures in case of holding events 

1. Please refrain from holding events in general 

2. In case of holding inevitable events, please follow the prevention measures 

below.  

• Minimize the number of attendees as much as possible. e.g. inviting only 

children and their parent(s), refraining from inviting guests 

• Shorten the duration of the ceremony as much as possible. e.g handout 

instead of giving long speech 

• Social distancing by putting space between participants and make sure to 

ventilate the venue frequently 

• Keep records on names of all attendees including children, their parents, 

guests and the staffs and the times they entered / left each venue. 



• Urge attendees to wash hands, apply alcohol disinfection and measure body 

temperature. 

• Request attendee who has cold symptoms to refrain from attending.   

 期間 

令和 2 年 4 月 30 日まで。ただし，今後の状況により，延長する場合があります。 

 Implementation period 

Please practice the above mentioned prevention measures until April 30th 2020. 

However, the date is subject to be extended according to the situation. 

一時預かり事業について 

在宅の児童の一時預かりは見合わせ。ただし，保護者の事情により保育することがやむ

を得ないと判断できる場合は，感染症に対する予防を徹底した上で，預かります。 

 COVID-19 announcement on Temporally assistance of nursing at home 

 

 



Temporary daycare for families with stay at home caregivers will be suspended 

until further notice. However, operation due to inevitable reasons by the parents 

may be exempted with prevention measures.  

関連情報 

• 新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省）（外部リンク） 

• 新型コロナウイルス感染症関連情報（岩手県）（外部リンク） 

 Related information 

• 新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省）（外部リンク） 

(Announcement on COVID-19 from Ministry of Health) 

• 新型コロナウイルス感染症関連情報（岩手県）（外部リンク） 

(Announcement on COVID-19 from Iwate Prefectural Office) 

このページに関するお問い合わせ 

子ども未来部 子育てあんしん課 育成係・入園係 

〒020-0884 盛岡市神明町 3-29 盛岡市保健所 1 階 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/index.html


電話番号：019-626-7511 ファクス番号：019-652-3424 

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 

Inquiry 

Child welfare department, Safe child rearing support division  

〒020-0884 Morioka-shi, Junmei-cho, 3-29 

Morioka-shi Hokenjo 1F 

TEL：019-626-7511 FAX：019-652-3424 

 

https://www.city.morioka.iwate.jp/cgi-bins/contact.cgi?mail=t065800

