
(4) 県民文化部

決定年月日 公 開 請 求 の あ っ た 公 文 書 担当課所 決定内容 備　　　考

R2.4.9
ＮＰＯ法人「チェルノブイリ福島医療基
金」事業報告書、平成17、18、19、20年度
分、各事業報告書

松本地域振興局 非公開 不存在

R2.4.10

下記①②を否定する行政の長の指示通知文
書
①13文科初第1157号(平成14年３月29日)文
科事務次官通知「小学校設置基準及び中学
校設置基準の制定等について」
②元文科初第1585号(令和２年２月28日)文
科事務次官通知「新型コロナウイルス感染
症対策のための小学校、中学校、高等学校
及び特別支援学校等における一斉臨時休業
について」

私学振興課 非公開 不存在

R2.4.15
長野県○○郡○○村○番地
宗敎法人「○○」の宗敎法人規則認証申請

私学振興課 部分公開 ２号該当

R2.4.15
規則認証申請の受理について(通知)
(昭和廿七年九月廿六日起案)

私学振興課 部分公開 ２号該当

R2.4.15
規則認証等について伺
(昭和二十七年九月三十日受理)

私学振興課 部分公開 ２号該当

R2.4.24
「2021年度全国高等学校総合体育大会」大
会愛称等の公募について

私学振興課 公開

R2.6.12
長野縣○○郡○○村○番地
宗敎法人「○○神社」の神社明細書

私学振興課 部分公開 ２号該当

R2.6.12
「村社以下神社台帳」(昭和14年12月)のう
ち、長野縣管下信濃國○○郡○○村村社
○○神社に係る部分

私学振興課 部分公開 ２号該当

R2.6.24
長野県○○市○番地
宗敎法人「○○」の規則

私学振興課 部分公開 ２号該当

R2.6.24

「令和２年度第１回公私立高等学校連絡協
議会急減期対策小委員会の開催について
(通知)」(R2.5.7)のうち、「令和２年度第
１回公私立高等学校連絡協議会急減期対策
小委員会　次第」及び「令和３年度公私高
等学校募集定員算出方法について(長野県
教育委員会事務局高校教育課　作成)」

私学振興課 公開

R2.6.24

「令和２年度第２回公私立高等学校連絡協
議会急減期対策小委員会(通知)」(R2.5.11
起案)のうち、「令和２年度第２回公私立
高等学校連絡協議会急減期対策小委員会
次第」、「令和３年度公私立高等学校募集
定員算出方法について(高校教育課作成)」
及び「令和３年度公私立高等学校募集定員
算出方法について(高校教育課及び県民文
化部私学振興課　作成)」

私学振興課 公開

R2.6.25
○○市○番地○
宗敎法人「○○」の認証規則

私学振興課 部分公開 ２号該当

R2.6.25
○○市○番地○
宗敎法人「○○」の規則

私学振興課 部分公開 ２号該当

R2.6.29
○○市○番地
宗敎法人「○○」規則

私学振興課 部分公開 ２号該当



R2.6.30
「寺院明細帳」のうち、長野縣管下信濃國
○○郡○○村○
○○寺に関する部分

私学振興課 公開

R2.7.9
○○市○丁目○番○号
宗教法人「○○」規則

私学振興課 部分公開 ２号該当

R2.7.14

「【依頼】新型コロナウイルスに関連した
感染症対策について」（令和２年１月23日
付け起案）のうち、
【文化庁より】新型コロナウイルスに関連
した感染症対策について（周知依頼）（令
和２年１月23日付け文化庁劇場音楽堂担当
周知依頼）

文化政策課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「【依頼】≪不要不急の渡航自粛≫新型コ
ロナウイルスに関連した感染症対策につい
て」（１月23日続報）（令和２年１月24日
付け起案）のうち、
【文化庁より】不要不急の渡航自粛；新型
コロナウイルスに関連した感染症対策につ
いて（周知依頼）（１月23日続報）（令和
２年１月23日付け文化庁劇場音楽堂担当周
知依頼）

文化政策課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「【依頼】新型コロナウイルスに関連した
感染症対策に関する対応について」（令和
２年１月27日付け起案）のうち、
新型コロナウイルスに関連した感染症対策
に関する対応について（依頼）（令和２年
１月24日付け文化庁企画調整課事務連絡）

文化政策課 公開

R2.7.14

「【依頼】新型コロナウイルスに関連した
感染症対策に関する対応について」（令和
２年２月４日付け起案）のうち、
新型コロナウイルスに関連した感染症対策
に関する対応について（依頼）（令和２年
２月３日付け文化庁政策課長事務連絡）

文化政策課 公開

R2.7.14

「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症
の最新情報について」（令和２年２月12日
18時時点）（令和２年２月13日付け起案）
のうち、新型コロナウイルス感染症の最新
情報について（令和２年２月12日18時時
点）（令和２年２月12日付け文化庁政策課
長事務連絡）

文化政策課 公開



R2.7.14

「【事務連絡】県立文化施設における各種
文化イベントの開催に関する考え方につい
て（依頼）」（令和２年２月25日付け起
案）のうち、各種文化イベントの開催に関
する考え方について（令和２年２月21日時
点）（令和２年２月21日付け文化庁政策課
長事務連絡）

文化政策課 公開

R2.7.14

「【事務連絡】各種文化イベントの開催に
関する考え方について（令和２年２月26日
時点）」（令和２年２月26日付け起案）の
うち、各種文化イベントの開催に関する考
え方について（令和２年２月26日時点）
（令和２年２月26日付け文化庁政策課長事
務連絡）

文化政策課 公開

R2.7.14

「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症
対策に係る最新情報について」（令和２年
３月３日付け起案）のうち、【情報共有・
周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策
に係る最新情報について（文化庁）（令和
２年３月２日付け文化庁政策課企画係周知
依頼）

文化政策課 公開

R2.7.14

「【事務連絡】各種文化イベントの開催に
関する考え方について（令和２年３月10日
時点）」（令和２年３月11日付け起案）の
うち、各種文化イベントの開催に関する考
え方について（令和２年３月10日時点）
（令和２年３月10日付け文化庁政策課長事
務連絡）

文化政策課 公開

R2.7.14

「【事務連絡】各種文化イベントの開催に
関する考え方について（令和２年３月20日
時点）」（令和２年３月23日付け起案）の
うち、各種文化イベントの開催に関する考
え方について（令和２年３月20日時点）
（令和２年３月20日付け文化庁政策課長事
務連絡）

文化政策課 公開



R2.7.14

「【事務連絡】「新型コロナウイルス感染
症対策の状況分析・提言」(2020年４月１
日）について」（令和２年４月３日付け起
案）のうち、【情報共有・周知依頼】「新
型コロナウイルス感染症対策の状況分析・
提言」(2020年４月１日）について（文化
庁）（令和２年４月２日付け文化庁政策課
企画係周知依頼）

文化政策課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「【情報共有】国の新型コロナウイルス感
染症緊急経済対策に係る関連情報につい
て」（令和２年４月８日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症緊急経済
対策」及び新型インフルエンザ等対策特別
措置法第32条第１項の規定に基づく「新型
インフルエンザ等緊急事態宣言」について
（令和２年４月８日付け文化庁政策課長事
務連絡）

文化政策課 公開

R2.7.14

「【事務連絡】４月16日に変更された「新
型コロナウイルス感染症対策の基本的対処
方針」について」（令和２年４月16日付け
起案）のうち、（周知）【事務連絡】４月
16日に変更された「新型コロナウイルス感
染症対策の基本的対処方針」について（令
和２年４月17日付け文化庁政策課長事務連
絡）

文化政策課 部分公開 ６号該当

R2.7.14

「【事務連絡】接触機会の低減に向けた取
組について（令和２年４月23日付）」（令
和２年４月24日付け起案）のうち、接触機
会の低減に向けた取組の周知について（令
和２年４月23日付け文化庁政策課長事務連
絡）

文化政策課 公開

R2.7.14

「【事務連絡】指定行事の中止等により生
じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合
の寄付金控除又は所得税額の特別控除につ
いて（令和２年４月30日付）」（令和２年
５月１日付け起案）のうち、指定行事の中
止等により生じた入場料金等払戻請求権を
放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の
特別控除について（令和２年４月30日付け
文化庁文化経済・国際課、スポーツ庁健康
スポーツ課、スポーツ庁参事官（民間ス
ポーツ担当事務連絡）

文化政策課 公開



R2.7.14

「【事務連絡】５月４日に決定された『新
型インフルエンザ等緊急事態宣言』の延長
等について及び『緊急事態措置の維持及び
緩和等に関して』について」（令和２年５
月７日付け起案）のうち、５月４日に決定
された「新型インフルエンザ等緊急事態宣
言」の延長等について（令和２年５月４日
付け文化庁政策課長事務連絡）

文化政策課 公開

R2.7.14

「【事務連絡】５月14日に決定された『新
型インフルエンザ等緊急事態宣言』の一部
解除等及び文化施設における新型コロナウ
イルス感染拡大予防ガイドラインについ
て」（令和２年５月15日付け起案）のう
ち、５月14日に決定された「新型インフル
エンザ等緊急事態宣言」の一部解除等及び
文化施設における新型コロナウイルス感染
拡大予防ガイドラインについて（令和２年
５月14日付け文化庁政策課長、文化庁企画
調整課長事務連絡）

文化政策課 公開

R2.7.14

「【事務連絡】博物館、劇場・音楽堂にお
ける事業活動を支える事業者等に対する経
済的支援策について（令和２年５月15日付
け起案）」のうち、博物館，劇場・音楽堂
における事業活動を支える事業者等に対す
る経済的支援策について（令和２年５月１
日付け文化庁企画調整課長事務連絡）

文化政策課 公開

R2.7.14

「ＮＰＯ情報コーナー県からのお知らせ
（長野県ＨＰ）」(令和２年２月25日付け
起案）のうち、「従業員の方が休みやすい
環境整備に向けて」（令和２年２月19日付
け内閣府政策統括官（経済社会システム担
当）付、参事官（共助社会づくり推進担
当）付協力依頼）

県民協働課 公開

R2.7.14

「ＮＰＯ情報コーナー県からのお知らせ
（長野県ＨＰ）」(令和２年２月25日付け
起案）のうち、「イベント開催の取り扱い
等について」（令和２年２月25日付け内閣
府政策統括官（経済社会システム担当）
付、参事官（共助社会づくり推進担当）付
協力依頼）

県民協働課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルスの影響に伴う特定非
営利活動法人社員総会及び事業報告書等提
出遅延の扱いについて(通知)」(令和２年
３月12日付け起案）のうち、「新型コロナ
ウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人
の社員総会や事業報告書等提出遅延の扱い
について」（令和２年３月５日付け内閣府
政策統括官（経済社会システム担当）付、
参事官（共助社会づくり推進担当）事務連
絡）

県民協働課 公開

R2.7.14

「出勤者７割削減を実現するための要請に
ついて（依頼）」(令和２年４月14日付け
起案）のうち、「出勤者７割削減を実現す
るための要請について」（令和２年４月13
日付け内閣府政策統括官（経済社会システ
ム担当）付、参事官（共助社会づくり推進
担当）協力依頼）

県民協働課 公開

R2.7.14

「ＮＰＯ情報コーナー県からのお知らせ
（長野県ＨＰ）」(令和２年４月23日付け
起案）のうち、「新型コロナウイルスの影
響に伴う特定非営利活動法人の事業報告書
等の提出遅延に対する柔軟な対応につい
て」（令和２年４月21日付け内閣府政策統
括官（経済社会システム担当）付、参事官
（共助社会づくり推進担当）依頼）

県民協働課 公開

R2.7.14

「接触機会の低減に向けた取組について
（依頼）」(令和２年４月24日付け起案）
のうち、「接触機会の低減に向けた取組に
ついて」（令和２年４月23日付け内閣府政
策統括官（経済社会システム担当）付、参
事官（共助社会づくり推進担当）協力依
頼）

県民協働課 公開

R2.7.14

「ＮＰＯ情報コーナー県からのお知らせ
（長野県ＨＰ）」(令和２年５月８日付け
起案）のうち、「新型コロナウイルス感染
症対策に関する基本的対処方針等につい
て」（令和２年５月7日付け内閣府政策統
括官（経済社会システム担当）付、参事官
（共助社会づくり推進担当）事務連絡）

県民協働課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う
消毒用エタノールの取扱いについて」(令
和２年３月12日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用
エタノールの取扱いについて」（令和２年
３月12日付け厚生労働省社会・援護局地域
福祉課消費生活協同組合業務室事務連絡）

くらし安全・消
費生活課

公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
を受けた出勤者７割削減を実現するための
在宅勤務等の推進について」(令和２年４
月13日付け起案）のうち、「新型コロナウ
イルス感染症緊急事態宣言を受けた出勤者
７割削減を実現するための在宅勤務等の推
進について」（令和２年４月13日付け厚生
労働省社会・援護局地域福祉課消費生活協
同組合業務室事務連絡）

くらし安全・消
費生活課

公開

R2.7.14

「信州こどもカフェ等における新型コロナ
ウイルス感染症の防止対策について（依
頼）」（令和２年３月６日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症への対応
として子ども食堂の運営上留意すべき事項
等について」（令和２年３月３日付け厚生
労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等
自立支援室、社会・援護局地域福祉課生活
困窮者自立支援室、社会・援護局障害保健
福祉部企画課自立支援振興室、老健局振興
課、老健局老人保健課事務連絡）

次世代サポート
課

公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルスに関するＱ&Ａ』
等の周知について」 (１月29日付け起案）
のうち、「新型コロナウイルスに関するＱ
&Ａ」等の周知について (１月29日付け厚
生労働省健康局結核感染課・厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚生
労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省子
ども家庭局家庭福祉課・厚生労働省子ども
家庭局子育て支援課・厚生労働省子ども家
庭局母子保健課・厚生労働省社会・援護局
保護課・厚生労働省社会・援護局福祉基盤
課・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部企画課・厚生労働省14社会・援護局傷害
保健福祉部障害福祉課・厚生労働省社会・
援護局傷害保健福祉部精神・傷害保健課・
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進
室・厚生労働省老健局高齢者支援課・厚生
労働省老健局振興課・厚生労働省老健局老
人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「会社福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応について」（１月31日付け起
案）のうち、会社福祉施設等における新型
コロナウイルスへの対応について（１月31
日付け厚生労働省子ども家庭局福祉課・厚
生労働省子ども家庭局母子保健課・厚生労
働省社会・援護局保護課・厚生労働省社
会・援護局福祉基盤課・厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部企画課・厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課・
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進
室・厚生労働省老健局高齢者支援室・厚生
労働省老健局振興課・厚生労働省老健局老
人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等における新型コロナウイルスへ
の対応について」(1月31日付け起案）のう
ち、保育所等における新型コロナウイルス
への対応について(1月31日付厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚生
労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省子
ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応について」（令和２年２月13
日付け起案）のうち、社会福祉施設等にお
ける新型コロナウイルスへの対応について
（令和２年２月13日現在厚生労働省子ども
家庭局家庭福祉課・厚生労働省子ども家庭
局母子保健課・厚生労働省社会・援護局保
護課・厚生労働省社会・援護局福祉基盤
課・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部企画課・厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部障害保健福祉課・厚生労働省老健
局総務課認知症施策推進室・厚生労働省老
健局高齢者支援課・厚生労働省老健局振興
課・厚生労働省老健局老人保健課事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等における新型コロナウイルスへ
の対応について」（令和２年２月13日付け
起案）のうち、保育所等における新型コロ
ナウイルスへの対応について（令和２年２
月13日付け厚生労働省子ども家庭局総務課
少子化総合対策室・厚生労働省子ども家庭
局保育課・厚生労働省子ども家庭局子育て
支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応について（その２）」(令和
２年２月14日付け起案）のうち、社会福祉
施設等における新型コロナウイルスへの対
応について（その２）(令和２年２月14日
付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化
総合対策室・厚生労働省子ども家庭局保育
課・厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課・
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課・厚
生労働省子ども家庭局母子保健課・厚生労
働省社会・援護局保護課・厚生労働省社
会・援護局福祉基盤課・厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部企画課・厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害保健福祉
課・厚生労働省老健局総務課認知症施策推
進室・厚生労働省子ども家庭局老健局高齢
者支援課・厚生労働省老健局振興課・厚生
労働省老健局老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設における職員の確保につい
て」（令和２年２月17日付け起案）のう
ち、社会福祉施設における職員の確保につ
いて（令和２年２月17日付厚生労働省子ど
も家庭局総務課少子化総合対策室・厚生労
働省子ども家庭局保育課・厚生労働省子ど
も家庭局家庭福祉課・厚生労働子ども家庭
局子育て支援課・厚生労働省子ども家庭局
母子保健課・厚生労働省社会・援護局保護
課・厚生労働省社会・援護局福祉基盤課・
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企
画課・厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部障害福祉課・厚生労働省老健局総務課
認知症施策推進室・厚生労働省老健局高齢
者支援課・厚生労働省老健局振興課・厚生
労働省老健局老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症についての
相談・受診の目安』を踏まえた対応につい
て」（令和２年２月17日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症について
の相談・受診の目安」を踏まえた対応につ
いて（令和２年２月17日付け厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚生
労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省子
ども家庭局家庭福祉課・厚生労働省子ども
家庭局子育て支援課・厚生労働省子ども家
庭局母子保健課・厚生労働省社会・援護局
保健課・厚生労働省社会・援護局福祉基盤
課・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部企画課・厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部障害福祉課・厚生労働省老健局総
務課認知症施策推進室・厚生労働省老健局
高齢者支援課・厚生労働省老健局振興課・
厚生労働省老健局老健局老人保健課事務連
絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナ
ウイルス感染症が発生した場合等の対応に
ついて」（令和２年２月18日付け起案）の
うち、社会福祉施設等の利用者等に新型コ
ロナウイルス感染症が発生した場合等の対
応について（令和２年２月18日厚生労働省
健康局結核感染症課・厚生労働省子ども家
庭局家庭福祉課・厚生労働省社会・援護局
福祉基盤課・厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部企画課・厚生労働省・援護局障
害保健福祉部障害保健福祉課・厚生労働省
老健局総務課認知症施策推進室・厚生労働
省老健局高齢者支援課・厚生労働省老健局
振興課・厚生労働省老健局老人保健課事務
連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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」（令和２年２月18日付け起案）のう
ち、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（令和２年２月18日厚生労働省健康
局結核感染症課・厚生労働省子ども家庭局
保育課・厚生労働省子ども家庭局子育て支
援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る児童入
所施設等の人員基準等の臨時的な取り扱い
について」（令和２年２月18日付け付け起
案）のうち、新型コロナウイルス感染症に
係る児童入所施設等の人員基準等の臨時的
な取り扱いについて（令和２年２月18日付
け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務
連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る児童自
立支援施設通所部及び児童心理治療施設通
所部の臨時的な取り扱いについて（令和２
年２月20日付け起案）」のうち、新型コロ
ナウイルス感染症に係る児童自立支援施設
通所部及び児童心理治療施設通所部の臨時
的な取り扱いについて（令和２年２月20日
付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事
務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「『社会福祉施設等の利用者等に新型コロ
ナウイルス感染症が発生した場合等の対応
について（令和２年２月18日付事務連
絡）』に関するＱ＆Ａについて」（令和２
年２月21日付け起案）のうち、「社会福祉
施設等の利用者等に新型コロナウイルス感
染症が発生した場合等の対応について（令
和２年２月18日付事務連絡）」に関するＱ
＆Ａについて（令和２年２月21日厚生労働
省健康局結核感染症課・厚生労働省子ども
家庭局家庭福祉課・厚生労働省社会・援護
局福祉基盤課・厚生労働省社会・援護局障
害保健福祉部企画課・厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部障害保健福祉課・厚生
労働省老健局総務課認知症施策推進室・厚
生労働省老健局高齢者支援課・厚生労働省
老健局振興課・厚生労働省老健局老人保健
課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症により機能停
止等となった社会福祉施設等に対する融資
について」（令和２月21日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症により機能
停止等となった社会福祉施設等に対する融
資について（令和２月21日付け厚生労働省
社会・援護局福祉基盤課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応の徹底について」（令和２年
２月23日付け起案）のうち、社会福祉施設
等における新型コロナウイルスへの対応の
徹底について（令和２年２月23日付け厚生
労働省子ども家庭局家庭福祉課・厚生労働
省子ども家庭局母子保健課・厚生労働省社
会・援護局保護課・厚生労働省社会・援護
局基盤課・厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部企画課・厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害保健福祉課・厚生労働
老健局総務課認知症施策推進室・厚生労働
省老健局高齢者支援課・厚生労働省老健局
振興課・厚生労働省老健局老人保健課事務
連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設等（入所施設・居住系サー
ビスを除く。）における感染拡大防止のた
めの留意点について」（令和２年２月24日
付け起案）のうち、社会福祉施設等（入所
施設・居住系サービスを除く。）における
感染拡大防止のための留意点について（令
和２年２月24日厚生労働省健康局結核感染
症課・厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課・厚生労働省社会・援護局福祉基盤課・
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企
画課・厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部障害保健福祉課・厚生労働省老健局総
務課認知症施策推進室・厚生労働省老健局
高齢者支援課・厚生労働省老健局振興課・
厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う
保育所等の人員基準の取り扱いについて」
（令和２年２月25日付け起案）のうち、新
型コロナウイルス感染症の発生に伴う保育
所等の人員基準の取り扱いについて（令和
２年２月25日付け厚生労働省子ども家庭局
事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等における感染拡大防止のための
留意点について」（令和２年２月25日付け
起案）のうち、保育所等における感染拡大
防止のための留意点について（令和２年２
月25日付け厚生労働省子ども家庭局総務課
少子化総合対策室、厚生労働省子ども家庭
局保育課、厚生労働省子ども家庭局子育て
支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

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日付け起
案）のうち、
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日付け厚生
労働省健康局結核感染症課、厚生労働省子
ども家庭局保育課、厚生労働省子ども家庭
局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等の卒園式・入園式の開催に関す
る考え方について（２月26日時点）」（令
和２年２月26日付け起案）のうち、
保育所等の卒園式・入園式の開催に関する
考え方について（２月26日時点）（令和２
年２月26日付け厚生労働省子ども家庭局保
育課）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴い
幼稚園や小学校が臨時休業した場合の子ど
もの預かりについて」（令和２年２月26日
付け起案）のうち、新型コロナウイルス感
染症の発生に伴い幼稚園や小学校が臨時休
業した場合の子どもの預かりについて（令
和２年２月26日付け厚生労働省子ども家庭
局総務課少子化総合対策室、厚生労働省子
ども家庭局保育課、厚生労働省子ども家庭
局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染防止のための学
校の臨時休業に関連しての保育所等の対応
について」（令和２年２月27日付け起案）
のうち、新型コロナウイルス感染防止のた
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（令和２年２月27日付け厚
生労働省子ども家庭局保育課、厚生労働省
子ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応について（令和２年２月27日
現在）」（令和２年２月27日付け起案）の
うち、社会福祉施設等における新型コロナ
ウイルスへの対応について（令和２年２月
27日現在）（令和２年２月27日付け厚生労
働省子ども家庭局福祉課・厚生労働省子ど
も家庭局母子保健課・厚生労働省社会・援
護局保護課・厚生労働省社会・援護局福祉
基盤課・厚生労働省社会・援護局障害保健
福祉部企画課・厚生労働省社会・援護局障
害保健福祉部障害福祉課・厚生労働省老健
局総務課認知症施策推進室・厚生労働省老
健局高齢者支援室・厚生労働省老健局振興
課・厚生労働省老健局老人保健課事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等における新型コロナウイルスへ
の対応について（令和２年２月27日現
在）」（令和２年２月27日付け起案）のう
ち、保育所等における新型コロナウイルス
への対応について（令和２年２月27日現
在）（令和２年２月27日付け厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室、厚生
労働省子ども家庭局保育課、厚生労働省子
ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策に伴う子
ども・子育て支援交付金の取り扱いについ
て」（令和２年２月27日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症対策に伴う
子ども・子育て支援交付金の取り扱いにつ
いて（令和２年２月27日付け内閣府子ど
も・子育て本部参事官、厚生労働省子ども
家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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」（令和２年２月27日付け起
案）のうち、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（令和２年２月27日
付け厚生労働省子ども家庭局保育課、厚生
労働省子ども家庭局子育て支援課事務連
絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「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医療機関、社
会福祉施設等の対応について」（令和２年
２月28日付け起案）のうち、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
に関連しての医療機関、社会福祉施設等の
対応について（令和２年２月28日付け厚生
労働省医政局、厚生労働省健康局、厚生労
働省社会・援護局、厚生労働省社会・援護
局障害保健福祉部、厚生労働省子ども家庭
局、厚生労働省老健局、厚生労働省保健局
事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策に関する
地域学校協働活動の取り扱いについて」
（令和２年２月28日付け起案）のうち、新
型コロナウイルス感染症対策に関する地域
学校協働活動の取り扱いについて（令和２
年２月28日付け文部科学省総合教育政策
局、地域学習推進課地域学校共同活動推進
室事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校等における一斉臨時休業について（通
知）」（令和２年２月28日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症対策のため
の小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校等における一斉臨時休業について（通
知）（令和２年２月28日付け文部科学事務
次官元文科初第1585号）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校等における一斉臨時休業に関するＱ
&Ａの送付について（放課後児童クラブ関
係）」（令和２年２月28日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症対策のため
の小学校等における一斉臨時休業に関する
Ｑ&Ａの送付について（放課後児童クラブ
関係）（令和２年２月28日付け厚生労働省
子ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウィ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放課後児童
健全育成事業に対する財政措置について」
（令和２年２月28日付け起案）のうち、新
型コロナウィ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放課後児童健全
育成事業に対する財政措置について（令和
２年２月28日付け内閣府子ども・子育て本
部参事官、厚生労働省子ども家庭局子育て
支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症防止のための
小学校等の臨時休業に関連した放課後児童
クラブの業務に教員が携わる場合の『放課
後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準』の解釈について」（令和２年２月
29日付け起案）のうち、新型コロナウイル
ス感染症防止のための小学校等の臨時休業
に関連した放課後児童クラブの業務に教員
が携わる場合の「放課後児童健全育成事業
の設備及び運営に関する基準」の解釈につ
いて（令和２年２月29日付け厚生労働省子
ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症防止のための
小学校等の臨時休業に関連した放課後児童
クラブ等の活用による子どもの居場所の確
保について（依頼）」（令和２年３月２日
付け起案）のうち、新型コロナウイルス感
染症防止のための小学校等の臨時休業に関
連した放課後児童クラブ等の活用による子
どもの居場所の確保について（依頼）（令
和２年３月２日付け文部科学省初等中等教
育局長、文部科学省総合教育政策局長、文
部科学省大臣官房文教施設企画・防災部
長、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働
省社会・援護局障害保健福祉部長元文科初
第1598号）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症による小学校
等の臨時休業に伴う支援について」（令和
２年３月４日付け起案）のうち、新型コロ
ナウイルス感染症による小学校等の臨時休
業に伴う支援について（令和２年３月４日
付け厚生労働省大臣官房地方課、雇用環
境・金当局職業生活両立課、子ども家庭局
子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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放課後児童健
全育成事業の優先利用に関する留意事項に
ついて」（令和２年３月４日付け起案）の
うち、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放課後児
童健全育成事業の優先利用に関する留意事
項について（令和２年３月４日付け厚生労
働省子ども家庭局子育て支援課長子子発
0304第1号）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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（令和２年
３月５日現在）」（令和２年３月５日付け
起案）のうち、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（令和２年３月５日現在）（令和２年３
月５日付け厚生同省子ども家庭局保育課事
務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「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放課後児童健
全育成事業に対する追加の財政措置につい
て」（令和２年３月６日付け起案）のう
ち、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放課後児童
健全育成事業に対する追加の財政措置につ
いて（令和２年３月６日付け内閣府子ど
も・子育て本部参事官、厚生労働省子ども
家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等における新型コロナウイルスへ
の対応について（令和２年３月７日現
在）」（令和２年３月７日付け起案）のう
ち、保育所等における新型コロナウイルス
への対応について（令和２年３月７日現
在）（令和２年３月７日付け厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室、厚生
労働省子ども家庭局保育課、厚生労働省子
ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設職員に対する「新型コロナ
ウイルスの集団感染を防ぐために」の周知
について」(令和２年３月９日付け起案）
のうち、社会福祉施設職員に対する「新型
コロナウイルスの集団感染を防ぐために」
の周知について(令和２年３月９日付け厚
生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対
策室・厚生労働省子ども家庭局保育課・厚
生労働省子ども家庭局家庭福祉課・厚生労
働省子ども家庭局子育て支援課・厚生労働
省子ども家庭局母子保健課・厚生労働省社
会・援護局保護課・厚生労働省社会・援護
局福祉基盤課・厚生労働省社会・援護局障
害保健福祉部企画課・厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部障害保健福祉課・厚生
労働省老健局総務課認知症施策推進室・厚
生労働省子ども家庭局老健局高齢者支援
課・厚生労働省老健局振興課・厚生労働省
老健局老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「放課後児童健全育成事業における新型コ
ロナウイルス感染症への対応にかかるＱ&
Ａについて（令和２年３月11日現在）」
（令和２年３月11日付け起案）のうち、放
課後児童健全育成事業における新型コロナ
ウイルス感染症への対応にかかるＱ&Ａに
ついて（令和２年３月11日現在）（令和２
年３月11日付け厚生労働省子ども家庭局子
育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「保育所等における新型コロナウイルスへ
の対応について（令和２年３月11日現
在）」（令和２年３月11日付け起案）のう
ち、保育所等における新型コロナウイルス
への対応について（令和２年３月11日現
在）（３月11日付け厚生労働省子ども家庭
局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「地域子ども子育て事業にかかる新型コロ
ナウイルス感染症対策関係ＦＡＱについて
（令和２年３月12日現在）」（令和２年３
月12日付け起案）のうち、「地域子ども子
育て事業にかかる新型コロナウイルス感染
症対策関係ＦＡＱについて（令和２年３月
12日現在）」（３月12日付け内閣府子ど
も・子育て本部参事官（子ども・子育て支
援担当）、厚生労働省子ども家庭局子育て
支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策における
備蓄マスクの活用について(依頼）」（３
月12日付け起案）のうち、「新型コロナウ
イルス感染症対策における備蓄マスクの活
用について(依頼）」（３月12日付け総務
省自治省行政局地域政策課、消防庁国民保
護・防災部防災課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「都道府県等におけるマスク・消毒用アル
コール等の備蓄の積極的放出について(依
頼）」（令和２年３月13日付け起案）のう
ち、都道府県等におけるマスク・消毒用ア
ルコール等の備蓄の積極的放出について
(依頼）（令和２年３月13日付け厚生労働
省こども家庭局総務課少子化総合対策室、
厚生労働省こども家庭局保育課、厚生労働
省こども家庭局家庭福祉課、厚生労働省こ
ども家庭局母子保健課、厚生労働省社会・
援護局福祉基盤課、厚生労働省社会・援護
局障害保健福祉部企画課、厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務
連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「児童福祉施設におけるこども用マスクの
不足の把握等について」（令和２年３月16
日付け起案）のうち、「児童福祉施設にお
けるこども用マスクの不足の把握等につい
て」（３月16日付け　厚生労働省子ども家
庭局総務課少子が総合対策室、厚生労働省
子ども家庭局保育課、厚生労働省こども家
庭局家庭福祉課、厚生労働省子ども家庭局
子育て支援課、厚生労働省子ども家庭局母
子保健課　事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生及び感
染拡大による影響を踏まえた社会福祉施設
等を運営する中小企業・小規模事業者への
対応について」（令和２年３月17日付け起
案）のうち、「新型コロナウイルス感染症
の発生及び感染拡大による影響を踏まえた
社会福祉施設等を運営する中小企業・小規
模事業者への対応について」（３月17日付
け　厚生労働省労働基準局監督課、厚生労
働省子ども家庭局総務課少子化総合対策
室、厚生労働省子ども家庭局保育課、厚生
労働省子ども家庭局家庭福祉課、厚生労働
省子ども家庭局母子保健課、厚生労働省社
会・援護局保護課、厚生労働省社会・援護
局福祉基盤課、厚生労働省社会・援護局障
害保健福祉部企画課、厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部障害福祉課、厚生労働
省老健局総務課認知症施策推進室、厚生っ
労働省老健局高齢者支援課、厚生労働省老
健局振興課、厚生労働省老健局老人保健課
事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「介護施設等に対する布製マスクの配布に
ついて」(令和２年３月18日付け起案）の
うち、介護施設等に対する布製マスクの配
布について(令和２年３月18日付け厚生労
働省医政局経済課、子ども家庭局総務課少
子化総合対策室、子ども家庭局保育課、子
ども家庭局家庭福祉課、子ども家庭局子育
て支援課、社会・援護局保護課、社会・援
護局地域福祉課生活困窮者自立支援室、社
会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害
保健福祉部障害福祉課、老健局総務課認知
症施策推進室、老健局高齢者支援課、老健
局振興課、老健局老人保健課、内閣府子ど
も・子育て本部参事官付、文部科学省大臣
官房国際課、総合教育政策局生涯学習推進
課、初等中等教育局幼児教育課、健康教
育・食育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等における新型コロナウイルスへ
の対応について
（令和２年３月19日現在）」（令和２年３
月19日付け起案）のうち、保育所等におけ
る新型コロナウイルスへの対応について
（令和２年３月19日現在）（令和２年３月
19日付　厚生労働省子ども家庭局総務課少
子化対策室、厚生労働省子ども家庭局保育
課、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課
事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症による小学校
等の臨時休業に伴う支援について（リーフ
レットの更新等のお知らせ）」（令和２年
３月24日付け起案）のうち、新型コロナウ
イルス感染症による小学校等の臨時休業に
伴う支援について（リーフレットの更新等
のお知らせ）（令和２年３月24日付け　厚
生労働省大臣官房地方課、雇用環境・均等
局職業生活両立課、子ども家庭局子育て支
援課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「令和２年度における小学校、中学校、高
等学校及び特別支援学校における教育活動
の再開等について（通知）」（令和２年３
月24日付け起案）のうち、令和２年度にお
ける小学校、中学校、高等学校及び特別支
援学校における教育活動の再開等について
（通知）（令和２年３月24日付け文部科学
省事務次官元文科初第1780号）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「小学校等の教育活動の再開に伴う放課後
児童クラブの対応について（依頼）」（令
和２年３月24日付け起案）のうち、小学校
等の教育活動の再開に伴う放課後児童クラ
ブの対応について（依頼）（令和２年３月
24日付け厚生労働省子ども家庭局長子発
0324第2号）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設等職員に対する新型コロナ
ウイルス集団発生防止に係る注意喚起の周
知について」（令和２年３月25日付け起
案）のうち、社会福祉施設等職員に対する
新型コロナウイルス集団発生防止に係る注
意喚起の周知について（令和２年３月25日
付け 厚生労働省子ども家庭局総務課少子
化総合対策室・厚生労働省子ども家庭局保
育課・厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課・厚生労働省子ども家庭局子育て支援
課・厚生労働省子ども家庭局母子保健課・
厚生労働省社会・援護局保護課・厚生労働
省社会・援護局福祉基盤課・厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部企画課・厚生労
働省社会・援護局傷害保健福祉部障害福祉
課・厚生労働省老健局総務課認知症施策推
進室・厚生労働省老健局高齢者支援課・厚
生労働省老健局振興課・厚生労働省老健局
老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『布製マスクの配布に関する電話相談窓
口』の設置等について」(令和２年３月25
日付け起案）のうち、「布製マスクの配布
に関する電話相談窓口」の設置等について
(令和２年３月25日付け厚生労働省医政局
経済課、子ども家庭局総務課少子化総合対
策室、子ども家庭局保育課、子ども家庭局
家庭福祉課、子ども家庭局子育て支援課、
社会・援護局保護課、社会・援護局地域福
祉課生活困窮者自立支援室、社会・援護局
福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課、老健局総務課認知症施策推進
室、老健局高齢者支援課、老健局振興課、
老健局老人保健課、内閣府子ども・子育て
本部参事官付、文部科学省大臣官房国際
課、総合教育政策局生涯学習推進課、初等
中等教育局幼児教育課、健康教育・食育課
事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症による小学
校休業等対応支援金（委託を受けて個人で
仕事をする方向け）の創設』に係る保育所
等の保護者に向けた周知について（協力依
頼）」（令和２年３月27日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症による小
学校休業等対応支援金（委託を受けて個人
で仕事をする方向け）の創設」に係る保育
所等の保護者に向けた周知について（協力
依頼）（令和２年３月27日付け　厚生労働
省雇用環境・均等局就業子育て世代支援対
策室、厚生労働省子ども家庭局総務課少子
化総合対策室、厚生労働省子ども家庭局保
育課、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課、厚生労働省子ども家庭局子育て支援
課、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部企画課、厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部障害福祉課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設等に対する『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。』の周知について」(令和2年３月31日
付け起案）のうち、社会福祉施設等に対す
る「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。」の周知について
(令和２年３月31日付け厚生労働省子ども
家庭局総務課少子化総合対策室・厚生労働
省子ども家庭局保育課・厚生労働省子ども
家庭局家庭福祉課・厚生労働省子ども家庭
局子育て支援課・厚生労働省子ども家庭局
母子保健課・厚生労働省社会・援護局保護
課・厚生労働省社会・援護局福祉基盤課・
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企
画課・厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部障害保健福祉課・厚生労働省老健局総
務課認知症施策推進室・厚生労働省子ども
家庭局老健局高齢者支援課・厚生労働省老
健局振興課・厚生労働省老健局老人保健課
事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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）」（令和２年４月１
日付け起案）のうち、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）
（令和２年４月１日付け　厚生労働省子ど
も家庭局保育課、厚生労働省子ども家庭局
子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「緊急事態宣言後の保育所等の対応につい
て」（令和２年４月７日付け起案）のう
ち、緊急事態宣言後の保育所等の対応につ
いて（令和２年４月７日付け厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室、厚生
労働省子ども家庭局保育課、厚生労働省子
ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「医療機関における新型コロナウイルス感
染症への対応について（その３）」（令和
２年４月７日付け起案）のうち、医療機関
における新型コロナウイルス感染症への対
応について（その３）（令和２年４月７日
付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「地域子ども・子育て支援事業にかかる新
型コロナウイルス感染症対策関係ＦＡＱに
ついて（令和２年４月９日現在）」（令和
２年４月９日付け起案）のうち、地域子ど
も・子育て支援事業にかかる新型コロナウ
イルス感染症対策関係ＦＡＱについて（令
和２年４月９日現在）（令和２年４月９日
付け内閣府子ども・子育て本部参事官、厚
生労働省子ども家庭局子育て支援課事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「被扶養者の収入の確認における留意点に
ついて」（令和２年４月10日付け起案）の
うち、被扶養者の収入の確認における留意
点について（令和２年４月10日付け厚生労
働省保健局保険課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策に伴う子
ども・子育て支援交付金の取扱いについて
（令和２年度）」（令和２年４月16日付け
起案）のうち、新型コロナウイルス感染症
対策に伴う子ども・子育て支援交付金の取
扱いについて（令和２年度）（令和２年４
月16日付け内閣府子ども・子育て本部参事
官、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課
事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症による小学校
休業対応支援金（委託を受けて個人で仕事
をする方向け）の延長に係る保育所等の保
護者に向けた周知について（協力依頼）」
（令和２年４月16日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症による小学校
休業対応支援金（委託を受けて個人で仕事
をする方向け）の延長に係る保育所等の保
護者に向けた周知について（協力依頼）
（令和２年４月16日付け厚生労働省雇用環
境・均等局就業子育て世代支援対策室、厚
生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対
策室、厚生労働省子ども家庭局保育課、厚
生労働省子ども家庭局家庭福祉課、厚生労
働省子ども家庭局子育て支援課、厚生労働
省社会・援護局障害保健福祉部企画課、厚
生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害
福祉課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「子どもや職員が新型コロナウイルス感染
症に罹患した場合の保育所等の対応につい
て（再周知）」（令和２年４月17日付け起
案）のうち、子どもや職員が新型コロナウ
イルス感染症に罹患した場合の保育所等の
対応について（再周知）（令和２年４月17
日付け厚生労働省総務課少子化総合対策
室、厚生労働省子ども家庭局保育課、厚生
労働省子ども家庭局子育て支援課事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「医療従事者の子どもに対する保育所等に
おける新型コロナウイルスへの対応につい
て」（令和２年４月17日付け起案）のう
ち、医療従事者の子どもに対する保育所等
における新型コロナウイルスへの対応につ
いて（令和２年４月17日付け厚生労働省新
型コロナウイルス感染症対策推進本部、厚
生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対
策室、厚生労働省子ども家庭局保育課、厚
生労働省子ども家庭局子育て支援課事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のために
認定こども園において臨時休業を行う場合
の留意事項及び園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」（令和２年４月23日付
け起案）のうち、新型コロナウイルス感染
症対策のために認定こども園において臨時
休業を行う場合の留意事項及び園児や職員
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（令和２
年４月23日付け内閣府子ども・子育て本部
参事官付事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のために
保育所等において登園自粛や臨時休園を行
う場合の配慮が必要な子どもへの対応につ
いて」（令和２年４月24日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症対策のため
に保育所等において登園自粛や臨時休園を
行う場合の配慮が必要な子どもへの対応に
ついて（令和２年４月24日付け厚生労働省
子ども家庭局総務課少子化総合対策室、厚
生労働省子ども家庭局保育課、厚生労働省
子ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のために
認定こども園において登園自粛や臨時休園
を行う場合の配慮が必要な園児への対応に
ついて」（令和２年４月24日付け起案）の
うち、新型コロナウイルス感染症対策のた
めに認定こども園において登園自粛や臨時
休園を行う場合の配慮が必要な園児への対
応について（令和２年４月24日付け内閣府
子ども・子育て本部参事官付事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のために
小学校、中学校、高等学校等において臨時
休業を行う場合の学習の保証等について
（通知）」（令和２年４月21日付け起案）
のうち、新型コロナウイルス感染症対策の
ために小学校、中学校、高等学校等におい
て臨時休業を行う場合の学習の保証等につ
いて（通知）（令和２年４月21日付け2文
科初第154号文部科学省初等教育長局長）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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」（令和２年４月23日付け起
案）のうち、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（令和２年４月23日
付け文部科学省初等中等教育局幼児教育
課、文部科学省初等中等教育局健康教育・
食育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のために
保育所等において登園自粛や臨時休園を行
う場合の配慮が必要な子どもへの対応につ
いて」（令和２年４月24日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症対策のため
に保育所等において登園自粛や臨時休園を
行う場合の配慮が必要な子どもへの対応に
ついて（令和２年４月24日付け厚生労働省
子ども家庭局総務課少子化総合対策室、厚
生労働省子ども家庭局保育課、厚生労働省
子ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「緊急事態宣言が継続された場合の保育所
等の対応について」（令和２年５月１日付
け起案）のうち、緊急事態宣言が継続され
た場合の保育所等の対応について（令和２
年５月１日付け厚生労働省子ども家庭局総
務課少子化総合対策室、厚生労働省子ども
家庭局保育課、厚生労働省子ども家庭局子
育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症としての学
校の臨時休業に係る学校運営上の工夫につ
いて(通知）』について(放課後児童クラブ
関係）」（令和２年５月１日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症として
の学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫
について(通知）」について(放課後児童ク
ラブ関係）（令和２年５月１日付け厚生労
働省子ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「地域子ども・子育て事業にかかる新型コ
ロナウイルス感染症対策関係ＦＡＱについ
て(令和２年５月１日現在）」（令和２年
５月１日付け起案）のうち、地域子ども・
子育て事業にかかる新型コロナウイルス感
染症対策関係ＦＡＱについて(令和２年５
月１日現在）（令和２年５月１日付け内閣
府子ども・子育て本部参事官、厚生労働省
子ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症についての相
談・受診の目安の改訂について」(令和２
年５月11日付け起案）のうち、新型コロナ
ウイルス感染症についての相談・受診の目
安の改訂について(令和２年５月11日付け
厚生労働省健康局結核感染課・厚生労働省
子ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚
生労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省
子ども家庭局家庭福祉課・厚生労働省子ど
も家庭局子育て支援課・厚生労働省子ども
家庭局母子保健課・厚生労働省社会・援護
局保護課・厚生労働省社会・援護局福祉基
盤課・厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部企画課・厚生労働省14社会・援護局傷
害保健福祉部障害福祉課・厚生労働省社
会・援護局傷害保健福祉部精神・傷害保健
課・厚生労働省老健局総務課認知症施策推
進室・厚生労働省老健局高齢者支援課・厚
生労働省老健局振興課・厚生労働省老健局
老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の
解除に伴う保育所等の対応について」（令
和２年５月14日付け起案）のうち、緊急事
態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴
う保育所等の対応について（令和２年５月
14日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少
子化総合対策室、厚生労働省子ども家庭局
保育課、厚生労働省子ども家庭局子育て支
援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等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日付け起案）のうち、保育所等におけ
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日付け厚生労
働省子ども家庭局総務課少子化総合対策
室、厚生労働省子ども家庭局保育課、厚生
労働省子ども家庭局子育て支援課事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「地域子ども・子育て支援事業にかかる新
型コロナウイルス感染症対策関係ＦＡＱに
ついて（令和２年５月14日現在）」（令和
２年５月14日付け起案）のうち、地域子ど
も・子育て支援事業にかかる新型コロナウ
イルス感染症対策関係ＦＡＱについて（令
和２年５月14日現在）（令和２年５月14日
付け内閣府子ども・子育て本部参事官、厚
生労働省子ども家庭局子育て支援課事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「地域子ども・子育て支援事業にかかる新
型コロナウイルス感染症対策関係ＦＡＱに
ついて（令和２年５月20日現在）」（令和
２年５月20日付け起案）のうち、地域子ど
も・子育て支援事業にかかる新型コロナウ
イルス感染症対策関係ＦＡＱについて（令
和２年５月20日現在）（令和２年５月20日
付け内閣府子ども・子育て本部参事官、厚
生労働省子ども家庭局子育て支援課事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルスに関連した感染症対
策に関する対応について」（令和２年１月
24日付け起案）のうち、新型コロナウイル
スに関連した感染症対策に関する対応につ
いて（依頼）（令和２年１月24日付け文部
科学省総合教育政策局教育改革・国際課・
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進
課・文部科学省初等中等教育局健康教育・
食育課・文部科学省高等教育局高等教育企
画課・文部科学省高等教育局学生・留学生
課事務連絡事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の「指定感染
症」へ指定を受けた学校保健安全法上の対
応について」（令和２年１月28日付け起
案）のうち、新型コロナウイルス感染症の
「指定感染症」へ指定を受けた学校保健安
全法上の対応について（令和２年１月28日
付け文部科学省総合教育政策局生涯学習推
進課・文部科学省初等中等教育局健康教
育・食育課・文部科学省高等教育局高等教
育企画課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「中国から帰国した児童生徒等への対応に
ついて」（令和２年１月29日付け起案）の
うち、中国から帰国した児童生徒等への対
応について（通知）（令和２年１月29日付
け文部科学省総合教育政策局男女共同参画
共生社会学習・安全課長・文部科学省初等
中等教育局健康教育・食育課長通知）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルスに関するQ＆A』等
の周知について」（令和２年１月29日付け
起案）のうち、「新型コロナウイルスに関
するQ＆A」等の周知について（令和２年１
月29日付け厚生労働省健康局結核感染症
課・厚生労働省子ども家庭局総務課少子化
総合対策室・厚生労働省子ども家庭局保育
課・厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課・
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課・厚
生労働省子ども家庭局母子保健課・厚生労
働省社会・援護局保護課・厚生労働省社
会・援護局福祉基盤課・厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部企画課・厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課・
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精
神・障害保健課・厚生労働省老健局総務課
認知症施策推進室・厚生労働省老健局高齢
者支援課・厚生労働省老健局振興課・厚生
労働省老健局老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の最新情報に
ついて（令和２年１月31日18時時点）」
（令和２年１月31日付け起案）のうち、新
型コロナウイルス感染症の最新情報につい
て（令和２年１月31日18時時点）（令和２
年１月31日付け文部科学省総合教育政策局
教育改革・国際課・文部科学省総合教育政
策局生涯学習推進課・文部科学省初等中等
教育局健康教育・食育課・文部科学省高等
教育局高等教育企画課・文部科学省高等教
育局学生・留学生課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「保育所等における新型コロナウイルスへ
の対応について」（令和２年１月31日付け
起案）のうち、保育所等における新型コロ
ナウイルスへの対応について(令和２年１
月31日付け厚生労働省子ども家庭局総務課
少子化総合対策室・厚生労働省子ども家庭
局保育課・厚生労働省子ども家庭局子育て
支援課事務連絡)

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応について」（令和２年１月31
日付け起案）のうち、社会福祉施設等にお
ける新型コロナウイルスへの対応について
（令和２年１月31日付け　厚生労働省子ど
も家庭局家庭福祉課・厚生労働省子ども家
庭局子育て支援課・厚生労働省子ども家庭
局母子保健課・厚生労働省社会・援護局保
護課・厚生労働省社会・援護局福祉基盤
課・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部企画課・厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部障害福祉課・厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部精神・障害保健課・厚
生労働省老健局総務課認知症施策推進室・
厚生労働省老健局高齢者支援課・厚生労働
省老健局振興課・厚生労働省老健局老人保
健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「中国から帰国した児童生徒等への対応に
ついて」（令和２年１月29日付け起案）の
うち、「中国から帰国した児童生徒等への
対応について（通知）（令和２年1月29日
付け元初健食第37号）」の更新について
（通知）（令和２年２月３日付け文部科学
省総合教育政策局男女共同参画共生社会学
習・安全課長・文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課長通知）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「中国から帰国した児童生徒等への対応に
ついて（２/10現在）」（令和２年２月10
日付け起案）のうち、中国から帰国した児
童生徒等への対応について（２/10現在）
（通知）（令和２年２月10日付け文部科学
省総合教育政策局男女共同参画共生社会学
習・安全課長・文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課
通知）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等における新型コロナウイルスへ
の対応について」（令和２年２月13日付け
起案）のうち、保育所等における新型コロ
ナウイルスへの対応について(令和２年２
月13日付け厚生労働省子ども家庭局総務課
少子化総合対策室・厚生労働省子ども家庭
局保育課・厚生労働省子ども家庭局子育て
支援課事務連絡)

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応について」（令和２年２月13
日付け起案）のうち、社会福祉施設等にお
ける新型コロナウイルスへの対応について
（令和２年２月13日現在）（令和２年２月
13日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課・厚生労働省子ども家庭局母子保健課・
厚生労働省社会・援護局保護課・厚生労働
省社会・援護局福祉基盤課・厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部企画課・厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課・厚生労働省老健局総務課認知症施策推
進室・厚生労働省老健局高齢者支援課・厚
生労働省老健局振興課・厚生労働省老健局
老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「中国から帰国した児童生徒等への対応に
ついて［追加1報（浙江省の追加）］」
（令和２年２月13日付け起案）のうち、中
国から帰国した児童生徒等への対応につい
て［追加1報（浙江省の追加）］（令和２
年２月13日現在）（令和２年２月13日付け
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育
課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応について（その２）」（令和
２年２月14日付け起案）のうち、社会福祉
施設等における新型コロナウイルスへの対
応について（その２）（令和２年２月14日
付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化
総合対策室・厚生労働省子ども家庭局保育
課・厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課・
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課・厚
生労働省子ども家庭局母子保健課・厚生労
働省社会・援護局保護課・厚生労働省社
会・援護局福祉基盤課・厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部企画課・厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課・
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進
室・厚生労働省老健局高齢者支援課・厚生
労働省老健局振興課・厚生労働省老健局老
人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設等における職員の確保につ
いて」（令和２年２月17日付け起案）のう
ち、社会福祉施設等における職員の確保に
ついて（令和２年２月17日付け厚生労働省
子ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚
生労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省
子ども家庭局家庭福祉課・厚生労働省子ど
も家庭局子育て支援課・厚生労働省子ども
家庭局母子保健課・厚生労働省社会・援護
局保護課・厚生労働省社会・援護局福祉基
盤課・厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部企画課・厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部障害福祉課・厚生労働省老健局
総務課認知症施策推進室・厚生労働省老健
局高齢者支援課・厚生労働省老健局振興
課・厚生労働省老健局老人保健課事務連
絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症についての
相談・受診の目安』を踏まえた対応につい
て」（令和２年２月17日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症について
の相談・受診の目安」を踏まえた対応につ
いて（令和２年２月17日付け厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚生
労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省子
ども家庭局家庭福祉課・厚生労働省子ども
家庭局子育て支援課・厚生労働省子ども家
庭局母子保健課・厚生労働省社会・援護局
保護課・厚生労働省社会・援護局福祉基盤
課・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部企画課・厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部障害福祉課・厚生労働省老健局総
務課認知症施策推進室・厚生労働省老健局
高齢者支援課・厚生労働省老健局振興課・
厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症についての
相談・受診の目安』を踏まえた対応につい
て」（令和２年２月17日付け起案）のう
ち、社会福祉施設等の利用者等に新型コロ
ナウイルスに感染症が発生した場合等の対
応について（令和２年２月18日付け厚生労
働省健康局結核感染症課・厚生労働省子ど
も家庭局家庭福祉課・厚生労働省社会・援
護局福祉基盤課・厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課・厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部障害福祉課厚生労働
省老健局高齢者支援課・厚生労働省老健局
振興課・厚生労働省老健局老人保健課事務
連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「学校における新型コロナウイルスへに関
連した感染症対策について」（令和２月18
日付け起案）のうち、学校における新型コ
ロナウイルスへに関連した感染症対策につ
いて（令和２月18日付け文部科学省初等中
等教育局健康教育・食育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「児童生徒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」（令和２
年２月18日付け起案）のうち、児童生徒等
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（令和２年２月18日付け
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課
文部科学省初等中等教育局健康教育・食育
課・文部科学省高等教育局高等教育企画課
事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「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」（令和２年２月18日付け起案）のう
ち、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（令和２年２月18日付け厚生労働省
健康局結核感染症課・厚生労働省子ども家
庭局保育課・厚生労働省子ども家庭局子育
て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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日付け
起案）のうち、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日付け厚生労働省健康局結核感染症
課・厚生労働省子ども家庭局保育課・厚生
労働省子ども家庭局子育て支援課事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「認定こども園における新型コロナウイル
ス感染症が発生した場合の対応について」
(令和２年２月25日付け起案）のうち、認
定こども園における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(令和
２年２月25日付け内閣府子ども・子育て本
部参事官付（認定こども園担当）事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「児童生徒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日付け起案）のう
ち、児童生徒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日付け文部科学省総
合教育政策局生涯学習推進課・文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課・文部科
学省高等教育局高等教育企画課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「学校の卒業式・入学式等の開催に関する
考え方について（令和２年２月25日時
点）」（令和２年２月25日付け起案）のう
ち、学校の卒業式・入学式等の開催に関す
る考え方について（令和２年２月25日時
点）（令和２年２月25日付け文部科学省総
合教育政策局生涯学習推進課・文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課・文部科
学省高等教育局高等教育企画課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う
保育所等の人員基準の取扱いについて」
（令和２年２月25日付け起案）のうち、新
型コロナウイルス感染症の発生に伴う保育
所等の人員基準の取扱いについて（令和２
年２月25日付け厚生労働省子ども家庭局保
育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等における感染拡大防止のための
留意点について」（令和２年２月25日付け
起案）のうち、保育所等における感染拡大
防止のための留意点について（令和２年２
月25日付け厚生労働省子ども家庭局総務課
少子化総合対策室・厚生労働省子ども家庭
局保育課・厚生労働省子ども家庭局子育て
支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等の卒園式・入園式等の開催に関
する考え方について（２月26日時点）」
（令和２年２月26日付け起案）のうち、保
育所等の卒園式・入園式等の開催に関する
考え方について（２月26日時点）（令和２
年２月26日付け厚生労働省子ども家庭局保
育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴い
幼稚園や小学校が臨時休業した場合の子ど
もの預かりについて」（令和２年２月26日
付け起案）のうち、新型コロナウイルス感
染症の発生に伴い幼稚園や小学校が臨時休
業した場合の子どもの預かりについて（令
和２年２月26日付け厚生労働省子ども家庭
局総務課少子化総合対策室・厚生労働省子
ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「認定こども園における感染拡大防止のた
めの留意点について」（令和２年２月26日
付け起案）のうち、認定こども園における
感染拡大防止のための留意点について（令
和２年２月26日付け内閣府子ども・子育て
本部参事官付（認定こども園担当）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「保育所等における新型コロナウイルスへ
の対応について（令和２年２月27日現
在）」（令和２年２月27日付け起案）のう
ち、保育所等における新型コロナウイルス
への対応について（令和２年２月27日現
在）（令和２年２月27日付け厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚生
労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省子
ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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」（令和２年２月27日付け起
案）のうち、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（令和２年２月27日
付け厚生労働省子ども家庭局保育課・厚生
労働省子ども家庭局子育て支援課事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症により保育所
等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』及び『子育てのための施設等利用給
付』等の取扱いについて」（令和２年２月
27日付け起案）のうち、新型コロナウイル
ス感染症により保育所等が臨時休園等した
場合の「利用者負担額」及び「子育てのた
めの施設等利用給付」等の取扱いについて
（令和２年２月27日付け内閣府子ども・子
育て本部参事官（子ども・子育て支援担
当）・文部科学省初等中等教育局幼児教育
課・厚生労働省子ども家庭局総務課少子化
総合対策室・厚生労働省子ども家庭局保育
課・厚生労働省子ども家庭局子育て支援課
事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「認定こども園における新型コロナウイル
スへの対応について」（令和２年２月28日
付け起案）のうち、認定こども園における
新型コロナウイルスへの対応について（令
和２年２月28日付け内閣府子ども・子育て
本部参事官付（認定こども園担当）事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

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認定こども園の
対応について
（令和２年２月28日付け内閣府子ども・子
育て本部参事官付（認定こども園担当）事
務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「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医療機関、社
会福祉施設等の対応について」（令和２年
２月28日付け起案）のうち、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
に関連しての医療機関、社会福祉施設等の
対応について（令和２年２月28日付け厚生
労働省医政局・厚生労働省健康局・厚生労
働省社会・援護局・厚生労働省社会・援護
局障害保健福祉部・厚生労働省こども・家
庭局・厚生労働省老健局・厚生労働省保険
局事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「中国から帰国した児童生徒等への対応に
ついて[追加２報（韓国・大邱広域市及び
慶尚北道清道郡の追加）]（令和２年３月
２日現在）」（令和２年３月２日付け起
案）のうち、中国から帰国した児童生徒等
への対応について[追加２報（韓国・大邱
広域市及び慶尚北道清道郡の追加）]（令
和２年３月２日現在）（令和２年３月２日
付け文部科学省初等中等教育局健康教育・
食育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「子育て世代包括支援センター等相談支援
を実施する事業に係る新型コロナウイルス
への対応について」（令和２年３月３日付
け起案）のうち、子育て世代包括支援セン
ター等相談支援を実施する事業に係る新型
コロナウイルスへの対応について（令和２
年３月３日付け厚生労働省子ども家庭局子
育て支援課・厚生労働省子ども家庭局家庭
福祉課・厚生労働省子ども家庭局母子保健
課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症により保育
所等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』及び『子育てのための施設等利用給
付』等の取扱いについて』にかかるFAQに
ついて」（令和２年３月４日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症により
保育所等が臨時休園等した場合の「利用者
負担額」及び「子育てのための施設等利用
給付」等の取扱いについて」にかかるFAQ
について（令和２年３月４日付け内閣府子
ども・子育て本部参事官（子ども・子育て
支援担当）・文部科学省初等中等教育局幼
児教育課・厚生労働省子ども家庭局保育
課・厚生労働省子ども家庭局子育て支援課
事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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」（令和２年
３月５日付け起案）のうち、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（令和２年３月５日付け厚生
労働省子ども家庭局保育課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症により保育
所等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』及び『子育てのための施設等利用給
付』等の取扱いについて』にかかるFAQに
ついて」（令和２年３月６日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症により
保育所等が臨時休園等した場合の「利用者
負担額」及び「子育てのための施設等利用
給付」等の取扱いについて」にかかるFAQ
について（令和２年３月６日付け一部追
加）内閣府子ども・子育て本部参事官（子
ども・子育て支援担当）・文部科学省初等
中等教育局幼児教育課・厚生労働省子ども
家庭局保育課・厚生労働省子ども家庭局子
育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等における新型コロナウイルスへ
の対応について（令和２年３月７日現
在）」(令和２年３月７日付け起案）のう
ち、保育所等における新型コロナウイルス
への対応について（令和２年３月７日現
在）(令和２年３月７日付け厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚生
労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省子
ども家庭局子育て支援課事務連絡)

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設等職員に対する『新型コロ
ナウイルスの集団感染を防ぐために』の周
知について」（令和２年３月９日付け起案
のうち、社会福祉施設等職員に対する「新
型コロナウイルスの集団感染を防ぐため
に」の周知について（令和２年３月９日付
け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総
合対策室・厚生労働省子ども家庭局保育
課・厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課・
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課・厚
生労働省子ども家庭局母子保健課・厚生労
働省社会・援護局保護課・厚生労働省社
会・援護局福祉基盤課・厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部企画課・厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課・
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進
室・厚生労働省老健局高齢者支援課・厚生
労働省老健局振興課・厚生労働省老健局老
人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「認定こども園への繰り返し利用可能な布
マスク配布に向けた各施設の状況調査の協
力について（依頼）」（令和２年３月10日
付け起案）のうち、認定こども園への繰り
返し利用可能な布マスク配布に向けた各施
設の状況調査の協力について（依頼）（令
和２年３月10日付け内閣府子ども・子育て
本部参事官付（認定こども園担当）事務連
絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「児童福祉施設等への繰り返し利用可能な
布製マスク配布に向けた各施設の状況調査
の協力について（依頼）」（令和２年３月
10日付け起案）のうち、児童福祉施設等へ
の繰り返し利用可能な布製マスク配布に向
けた各施設の状況調査の協力について（依
頼）（令和２年３月10日付け厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚生
労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省子
ども家庭局家庭福祉課・厚生労働省子ども
家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う
消毒用エタノールの取扱いについて」（令
和２年３月10日付け起案）のうち、新型コ
ロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エ
タノールの取扱いについて（令和２年３月
10日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少
子化総合対策室・厚生労働省子ども家庭局
保育課・厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課・厚生労働省子ども家庭局子育て支援
課・厚生労働省子ども家庭局母子保健課・
厚生労働省社会・援護局保護課・厚生労働
省社会・援護局福祉基盤課・厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部企画課・厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課・厚生労働省老健局総務課認知症施策推
進室・厚生労働省老健局高齢者支援課・厚
生労働省老健局振興課・厚生労働省老健局
老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急
対応策―第２弾―について（周知）」（令
和２年３月10日付け起案）のうち、新型コ
ロナウイルス感染症に関する緊急対応策―
第２弾―について（周知）（令和２年３月
10日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少
子化総合対策室・厚生労働省子ども家庭局
保育課・厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課・厚生労働省子ども家庭局子育て支援
課・厚生労働省子ども家庭局母子保健課事
務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等における新型コロナウイルスへ
の対応について（令和２年３月11日現
在）」（令和２年３月11日付け起案）のう
ち、保育所等における新型コロナウイルス
への対応について（令和２年３月11日現
在）（令和２年３月11日付け厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚生
労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省子
ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の状況を踏ま
えた労働安全衛生法に基づく健康診断の実
施等に係る対応について」（令和２年３月
11日付け起案）のうち、新型コロナウイル
ス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法
に基づく健康診断の実施等に係る対応につ
いて（令和２年３月11日付け厚生労働省労
働基準局長通知）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症により保育
所等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』及び『子育てのための施設等利用給
付』等の取扱いについて』にかかるFAQに
ついて」（令和２年３月12日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症により
保育所等が臨時休園等した場合の「利用者
負担額」及び「子育てのための施設等利用
給付」等の取扱いについて」にかかるFAQ
について（令和２年３月12日付け一部追加
内閣府子ども・子育て本部参事官（子ど
も・子育て支援担当）・文部科学省初等中
等教育局幼児教育課・厚生労働省子ども家
庭局総務課少子化総合対策室・厚生労働省
子ども家庭局保育課・厚生労働省子ども家
庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「令和２年３月13日（金）の閣議後記者会
見における加藤厚生労働大臣の発言につい
て」（令和２年３月13日付け起案）のう
ち、令和２年３月13日（金）の閣議後記者
会見における加藤厚生労働大臣の発言につ
いて（令和２年３月13日付け厚生労働省子
ども家庭局保育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「認定こども園における新型コロナウイル
ス感染症への対応に関する幼保連携型認定
こども園園児指導要録等の扱いについて」
（令和２年３月13日付け起案）のうち、認
定こども園における新型コロナウイルス感
染症への対応に関する幼保連携型認定こど
も園園児指導要録等の扱いについて（令和
２年３月13日付け内閣府子ども・子育て本
部参事官付（認定こども園担当）事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「児童福祉施設における子ども用マスクの
不足の把握等について」（令和２年３月16
日付け起案）のうち、児童福祉施設におけ
る子ども用マスクの不足の把握等について
（令和２年３月16日付け厚生労働省子ども
家庭局総務課少子化総合対策室・厚生労働
省子ども家庭局保育課・厚生労働省子ども
家庭局家庭福祉課・厚生労働省子ども家庭
局子育て支援課・厚生労働省子ども家庭局
母子保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生及び感
染拡大による影響を踏まえた社会福祉施設
等を運営する中小企業・小規模事業者への
対応について（周知）」（令和２年３月17
日付け起案）のうち、新型コロナウイルス
感染症の発生及び感染拡大による影響を踏
まえた社会福祉施設等を運営する中小企
業・小規模事業者への対応について（周
知）（令和２年３月17日付け厚生労働省労
働基準局監督課・厚生労働省子ども家庭局
総務課少子化総合対策室・厚生労働省子ど
も家庭局保育課・厚生労働省子ども家庭局
家庭福祉課・厚生労働省子ども家庭局子育
て支援課・厚生労働省子ども家庭局母子保
健課・厚生労働省社会・援護局福祉基盤
課・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉
部企画課・厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部障害福祉課・厚生労働省老健局総
務課認知症施策推進室・厚生労働省老健局
高齢者支援課・厚生労働省老健局振興課・
厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症により保育所
等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』の取扱いについて」（令和２年３月17
日付け起案のうち、新型コロナウイルス感
染症により保育所等が臨時休園等した場合
の「利用者負担額」の取扱いについて（令
和２年３月17日付け内閣府子ども・子育て
本部参事官（子ども・子育て支援担当）・
文部科学省初等中等教育局幼児教育課・厚
生労働省子ども家庭局保育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「介護施設等に対する布製マスクの配布に
ついて」（令和２年３月18日付け起案）の
うち、介護施設等に対する布製マスクの配
布について（令和２年３月18日付け厚生労
働省医政局経済課（マスク等物資対策
班）・子ども家庭局総務課少子化総合対策
室・子ども家庭局保育課・子ども家庭局家
庭福祉課・子ども家庭局子育て支援課・社
会・援護局保護課・社会・援護局地域福祉
課生活困窮者自立支援室・社会・援護局福
祉基盤課・社会・援護局障害保健福祉部障
害福祉課・老健局総務課認知症施策推進
室・老健局高齢者支援課・老健局振興課・
老健局老人保健課・内閣府子ども・子育て
本部参事官付・文部科学省大臣官房国際
課・総合教育政策局生涯学習推進課・初等
中等教育局幼児教育課・健康教育・食育課
事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の状況を踏ま
えた学校保健安全法に基づく児童生徒等及
び職員の健康診断の実施等に係る対応につ
いて」（令和２年３月19日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症の状況を踏
まえた学校保健安全法に基づく児童生徒等
及び職員の健康診断の実施等に係る対応に
ついて（令和２年３月19日付け文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課事務連
絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「保育所等における新型コロナウイルスへ
の対応について（令和２年３月19日現
在）」（令和２年３月19日付け起案）のう
ち、保育所等における新型コロナウイルス
への対応について（令和２年３月19日現
在）（令和２年３月19日付け厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚生
労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省子
ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う
高濃度エタノール製品の使用について」
（令和２年３月23日付け起案）のうち、新
型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃
度エタノール製品の使用について（令和２
年３月23日付け厚生労働省医政局経済課・
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管
理課・厚生労働省医薬・生活衛生局監視指
導・麻薬対策課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「セーフティーネット保証５号の対象業種
（社会福祉施設等関連）の指定について」
（令和２年３月24日付け起案）のうち、
セーフティーネット保証５号の対象業種
（社会福祉施設等関連）の指定について
（令和２年３月24日付け厚生労働省子ども
家庭局総務課少子化総合対策室・厚生労働
省子ども家庭局家庭福祉課・厚生労働省子
ども家庭局子育て支援課・厚生労働省社
会・援護局総務課・厚生労働省社会・援護
局福祉基盤課・厚生労働省社会・援護局障
害保健福祉部企画課・厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部障害福祉課・厚生労働
省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害
保健課・厚生労働省老健局総務課認知症施
策推進室・厚生労働省老健局高齢者支援
課・厚生労働省老健局振興課・厚生労働省
老健局老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「各学校等における教育活動の再開へ向け
たマスクの準備について」（令和２年３月
25日付け起案）のうち、各学校等における
教育活動の再開へ向けたマスクの準備につ
いて（令和２年３月25日付け文部科学省初
等中等教育局健康教育・食育課・文部科学
省総合教育政策局地域学習推進課事務連
絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「『布製マスクの配布に関する電話相談窓
口』の設置等について」（令和２年３月25
日付け起案）のうち、「布製マスクの配布
に関する電話相談窓口」の設置等について
（令和２年３月25日付け厚生労働省医政局
経済課（マスク等物資対策班）・子ども家
庭局総務課少子化総合対策室・子ども家庭
局保育課・子ども家庭局家庭福祉課・子ど
も家庭局子育て支援課・社会・援護局保護
課・社会・援護局地域福祉課生活困窮者自
立支援室・社会・援護局福祉基盤課・社
会・援護局障害保健福祉部障害福祉課・老
健局総務課認知症施策推進室・老健局高齢
者支援課・老健局振興課・老健局老人保健
課・内閣府子ども・子育て本部参事官付・
文部科学省大臣官房国際課・総合教育政策
局生涯学習推進課・初等中等教育局幼児教
育課・健康教育・食育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設等職員に対する新型コロナ
ウイルス集団発生防止に係る注意喚起の周
知について」（令和２年３月25日付け起
案）のうち、社会福祉施設等職員に対する
新型コロナウイルス集団発生防止に係る注
意喚起の周知について（令和２年３月25日
付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化
総合対策室・厚生労働省子ども家庭局保育
課・厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課・
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課・厚
生労働省子ども家庭局母子保健課・厚生労
働省社会・援護局保護課・厚生労働省社
会・援護局福祉基盤課・厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部企画課・厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課・
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進
室・厚生労働省老健局高齢者支援課・厚生
労働省老健局振興課・厚生労働省老健局老
人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に起因して海
外から帰国した児童生徒等への対応につい
て（３/26現在）（通知）」（令和２年３
月26日付け起案）のうち、新型コロナウイ
ルス感染症に起因して海外から帰国した児
童生徒等への対応について（３/26現在）
（通知）（令和２年３月26日付け文部科学
省総合教育政策局男女共同参画共生社会学
習・安全課長・文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課長通知）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症により保育所
等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』の取扱いについて」（令和２年３月27
日付け起案）のうち、新型コロナウイルス
感染症により保育所等が臨時休園等した場
合の「利用者負担額」の取扱いについて
（令和２年３月27日付け内閣府子ども・子
育て本部参事官（子ども・子育て支援担
当）・文部科学省初等中等教育局幼児教育
課・厚生労働省子ども家庭局保育課事務連
絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の状況を踏ま
えた幼保連携型認定こども園の園児及び職
員の健康診断の実施等に係る対応につい
て」（令和２年３月31日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症の状況を踏
まえた幼保連携型認定こども園の園児及び
職員の健康診断の実施等に係る対応につい
て（令和２年３月31日付け内閣府子ども・
子育て本部参事官付（認定こども園担当）
事務）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「社会福祉施設等に対する『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。』の周知について」（令和２年３月31
日付け起案）のうち、社会福祉施設等に対
する「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。」の周知について
（令和２年３月31日付け厚生労働省子ども
家庭局総務課少子化総合対策室・厚生労働
省子ども家庭局保育課・厚生労働省子ども
家庭局家庭福祉課・厚生労働省子ども家庭
局子育て支援課・厚生労働省子ども家庭局
母子保健課・厚生労働省社会・援護局保護
課・厚生労働省社会・援護局生涯保健福祉
部企画課・厚生労働省社会・援護局障害保
健福祉部障害福祉課・厚生労働省老健局総
務課認知症施策推進室・厚生労働省老健局
高齢者支援課・厚生労働省老健局振興課・
厚生労働省老健局老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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認定こども園
の対応について（第二報）」（令和２年４
月１日付け起案）のうち、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
関連しての認定こども園の対応について
（第二報）（令和２年４月１日付け内閣府
子ども・子育て本部参事官付（認定こども
園担当）事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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）」（令和２年４月１
日付け起案）のうち、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）
（令和２年4月1日付け厚生労働省子ども家
庭局保育課・厚生労働省子ども家庭局子育
て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『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』の改訂について（通知）」（令和２年
４月７日付け起案）のうち、「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」の改訂につい
て（通知）（令和２年４月７日付け文部科
学事務次官通知）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「緊急事態宣言後の認定こども園の対応に
ついて」（令和２年４月７日付け起案）の
うち、緊急事態宣言後の認定こども園の対
応について（令和２年４月７日付け内閣府
子ども・子育て本部参事官付（認定こども
園担当）事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「緊急事態宣言後の保育所等の対応につい
て」（令和２年４月７日付け起案）のう
ち、緊急事態宣言後の保育所等の対応につ
いて（令和２年４月７日付け厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚生
労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省子
ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症により保育
所等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』及び『子育てのための施設等利用給
付』等の取扱いについて』にかかるFAQに
ついて」（令和２年４月７日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症により
保育所等が臨時休園等した場合の「利用者
負担額」及び「子育てのための施設等利用
給付」等の取扱いについて」にかかるFAQ
について（令和２年４月７日付け一部追加
内閣府子ども・子育て本部参事官（子ど
も・子育て支援担当）・文部科学省初等中
等教育局幼児教育課・厚生労働省子ども家
庭局総務課少子化総合対策室・厚生労働省
子ども家庭局保育課・厚生労働省子ども家
庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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（第二報）
（令和２年４月９日現在）」（令和２年４
月９日付け起案）のうち、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（第二報）（令和２年４月９
日現在）（令和２年４月９日付け厚生労働
省子ども家庭局保育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「消毒用エタノールの他の事業者への提供
について」（令和２年４月９日付け起案）
のうち、消毒用エタノールの他の事業者へ
の提供について（令和２年４月９日付け厚
生労働省医薬・生活衛生局総務課・厚生労
働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策
課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「令和２年４月10日（金）の閣議後記者会
見における加藤厚生労働大臣の発言につい
て」（令和２年４月10日付け起案）のう
ち、令和２年４月10日（金）の閣議後記者
会見における加藤厚生労働大臣の発言につ
いて（令和２年４月10日付け厚生労働省子
ども家庭局保育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う
高濃度エタノール製品の使用について(改
定）」（令和２年４月10日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症の発生に伴
う高濃度エタノール製品の使用について
(改定）（令和２年４月10日付け厚生労働
省医政局経済課・厚生労働省医薬・生活衛
生局医薬品審査管理課・厚生労働省医薬・
生活衛生局監視指導・麻薬対策課事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症により保育
所等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』及び『子育てのための施設等利用給
付」等の取扱いについて』にかかるFAQに
ついて」（令和２年４月14日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症により
保育所等が臨時休園等した場合の「利用者
負担額」及び「子育てのための施設等利用
給付」等の取扱いについて」にかかるFAQ
について（令和２年４月14日付け一部追加
内閣府子ども・子育て本部参事官（子ど
も・子育て支援担当）・文部科学省初等中
等教育局幼児教育課・厚生労働省子ども家
庭局総務課少子化総合対策室・厚生労働省
子ども家庭局保育課・厚生労働省子ども家
庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルスに関連した感染症の
発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供
給について（改定）」（令和２年４月15日
付け起案）のうち、新型コロナウイルスに
関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エ
タノールの優先供給について（改定）（令
和２年４月15日付け厚生労働省：医政局経
済課・医政局経済課・医薬・生活衛生局医
薬品審査管理課・医薬・生活衛生局監視指
導・麻薬対策課・子ども家庭局総務課少子
化総合対策室・子ども家庭局保育課・子ど
も家庭局家庭福祉課・子ども家庭局子育て
支援課・子ども家庭局母子保健課・社会・
援護局保護課・社会・援護局福祉基盤課・
社会・援護局障害保健福祉部企画課・社
会・援護局障害保健福祉部障害福祉課・老
健局総務課認知症施策推進室・老健局高齢
者支援課・老健局振興課・老健局老人保健
課　文部科学省：初等中等教育局幼児教育
課・初等中等教育局健康教育・食育課事務
連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症による小学
校休業等対応支援金（委託を受けて個人で
仕事をする方向け）の延長』に係る認定こ
ども園の保護者に向けた周知について（協
力依頼）」（令和２年４月16日付け起案）
のうち、「新型コロナウイルス感染症によ
る小学校休業等対応支援金（委託を受けて
個人で仕事をする方向け）の延長」に係る
認定こども園の保護者に向けた周知につい
て（協力依頼）（令和２年４月16日付け内
閣府子ども・子育て本部参事官（認定こど
も園担当）付・厚生労働省雇用環境・均等
局就業子育て世代支援対策室事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「子どもや職員が新型コロナウイルス感染
症に罹患した場合の保育所等の対応につい
て（再周知）」（令和２年４月17日付け起
案）のうち、子どもや職員が新型コロナウ
イルス感染症に罹患した場合の保育所等の
対応について（再周知）（令和２年４月17
日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子
化総合対策室・厚生労働省子ども家庭局保
育課・厚生労働省子ども家庭局子育て支援
課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「医療従事者等の子どもに対する保育所等
における新型コロナウイルスへの対応につ
いて」（令和２年４月17日付け厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部・
厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合
対策室・厚生労働省子ども家庭局保育課・
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課事務
連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う
高濃度エタノール製品の仕様について（改
訂（その２））」（令和２年４月22日付け
起案）のうち、新型コロナウイルス感染症
の発生に伴う高濃度エタノール製品の仕様
について（改訂（その２））（令和２年４
月22日付け厚生労働省医政局経済課・厚生
労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理
課・厚生労働省医薬・生活衛生局監視指
導・麻薬対策課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のために
保育所等において登園自粛や臨時休園を行
う場合の配慮が必要な子どもへの対応につ
いて」（令和２年４月24日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症対策のため
に保育所等において登園自粛や臨時休園を
行う場合の配慮が必要な子どもへの対応に
ついて（令和２年４月24日付け厚生労働省
子ども家庭局総務課少子化総合対策室・厚
生労働省子ども家庭局保育課・厚生労働省
子ども家庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「保育所おける差別・偏見の禁止に関する
政府広報について」（令和２年４月24日付
け起案）のうち、保育所おける差別・偏見
の禁止に関する政府広報について（令和２
年４月24日付け厚生労働省子ども家庭局保
育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のために
認定こども園において登園自粛や臨時休園
を行う場合の配慮が必要な園児への対応に
ついて」（令和２年４月24日付け起案）の
うち、新型コロナウイルス感染症対策のた
めに認定こども園において登園自粛や臨時
休園を行う場合の配慮が必要な園児への対
応について（令和２年４月24日付け内閣府
子ども・子育て本部参事官付（認定こども
園担当）事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症により保育
所等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』及び『子育てのための施設等利用給
付」等の取扱いについて』にかかるFAQに
ついて」（令和２年４月28日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症により
保育所等が臨時休園等した場合の「利用者
負担額」及び「子育てのための施設等利用
給付」等の取扱いについて」にかかるFAQ
について（令和２年４月28日付け一部追加
内閣府子ども・子育て本部参事官（子ど
も・子育て支援担当）・文部科学省初等中
等教育局幼児教育課・厚生労働省子ども家
庭局総務課少子化総合対策室・厚生労働省
子ども家庭局保育課・厚生労働省子ども家
庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「緊急事態宣言が継続された場合の保育所
等の対応について」（令和２年５月１日付
け起案）のうち、緊急事態宣言が継続され
た場合の保育所等の対応について（令和２
年５月１日付け厚生労働省子ども家庭局総
務課少子化総合対策室・厚生労働省子ども
家庭局保育課・厚生労働省子ども家庭局子
育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「緊急事態宣言保育所等の認定こども園の
対応について」（令和２年５月１日付け起
案）のうち、緊急事態宣言保育所等の認定
こども園の対応について（令和２年５月１
日付け内閣府子ども・子育て本部参事官付
（認定こども園担当）事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「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（第三報）
（令和２年５月１日現在）」（令和２年５
月１日付け起案）のうち、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（第三報）（令和２年５月１
日現在）（令和２年５月１日付け厚生労働
省子ども家庭局保育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「緊急事態宣言が継続された場合の認定こ
ども園の対応について」（令和２年５月１
日付け起案）のうち、緊急事態宣言が継続
された場合の認定こども園の対応について
（令和２年５月１日付け内閣府子ども・子
育て本部参事官付（認定こども園担当））

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策としての
学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫に
ついて（通知）」（令和２年５月１日付け
起案）のうち、新型コロナウイルス感染症
対策としての学校の臨時休業に係る学校運
営上の工夫について（通知）（令和２年５
月１日付け文部科学省初等中等教育局長
丸山 洋司通知）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金』の活用事例集について（周
知）」（令和２年５月８日付け起案）のう
ち、新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金」の活用事例集について（周
知）（令和２年５月８日付け厚生労働省子
ども家庭局総務課少子化総合対策室事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症についての
相談・受診の目安』の改訂について」（令
和２年５月11日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス感染症についての相談・受
診の目安」の改訂について（令和２年５月
11日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少
子化総合対策室・厚生労働省子ども家庭局
保育課・厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課・厚生労働省子ども家庭局子育て支援
課・厚生労働省子ども家庭局母子保健課・
厚生労働省社会・援護局保護課・厚生労働
省社会・援護局福祉基盤課・厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部企画課・厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課・厚生労働省老健局総務課認知症施策推
進室・厚生労働省老健局高齢者支援課・厚
生労働省老健局振興課・厚生労働省老健局
老人保健課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策に伴う企
業主導型保育施設の利用料の減額に係る支
援について」（令和２年５月12日付け起
案）のうち、新型コロナウイルス感染症対
策に伴う企業主導型保育施設の利用料の減
額に係る支援について（令和２年５月12日
付け内閣府子ども・子育て本部参事官（子
ども・子育て支援担当）事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の
解除に伴う保育所等の対応について」（令
和２年５月14日付け起案）のうち、緊急事
態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴
う保育所等の対応について（令和２年５月
14日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少
子化総合対策室・厚生労働省子ども家庭局
保育課・厚生労働省子ども家庭局子育て支
援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「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（第四報）」
（令和２年５月14日現在）（令和２年５月
14日付け起案）のうち、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（第四報）（令和２年５月14日現
在）（令和２年５月14日付け厚生労働省子
ども家庭局保育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「保育所等における感染拡大防止のための
留意点について（第二報）」（令和２年５
月14日付け起案）のうち、保育所等におけ
る感染拡大防止のための留意点について
（第二報）（令和２年５月14日付け厚生労
働省子ども家庭局総務課少子化総合対策
室・厚生労働省子ども家庭局保育課・厚生
労働省子ども家庭局子育て支援課事務連
絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の
解除に伴う認定こども園の対応について」
（令和２年５月14日付け起案）のうち、緊
急事態措置を実施すべき区域の指定の解除
に伴う認定こども園の対応について（令和
２年５月14日付け内閣府子ども・子育て本
部参事官付（認定こども園担当）事務連
絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症により保育所
等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』等の取扱いについて（続報）」（令和
２年５月15日付け起案）のうち、新型コロ
ナウイルス感染症により保育所等が臨時休
園等した場合の「利用者負担額」等の取扱
いについて（続報）（令和２年５月15日付
け内閣府子ども・子育て本部参事官（子ど
も・子育て支援担当）・文部科学省初等中
等教育局幼児教育課・厚生労働省子ども家
庭局保育課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症により保育
所等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』及び『子育てのための施設等利用給
付」等の取扱いについて』にかかるFAQに
ついて」（令和２年５月15日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症により
保育所等が臨時休園等した場合の「利用者
負担額」及び「子育てのための施設等利用
給付」等の取扱いについて」にかかるFAQ
について（令和２年５月15日付け一部追加
内閣府子ども・子育て本部参事官（子ど
も・子育て支援担当）・文部科学省初等中
等教育局幼児教育課・厚生労働省子ども家
庭局総務課少子化総合対策室・厚生労働省
子ども家庭局保育課・厚生労働省子ども家
庭局子育て支援課事務連絡））

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症により保育
所等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』及び『子育てのための施設等利用給
付』等の取扱いについて』にかかるFAQに
ついて」（令和２年５月19日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症により
保育所等が臨時休園等した場合の「利用者
負担額」及び「子育てのための施設等利用
給付」等の取扱いについて」にかかるFAQ
について（令和２年５月19日付け一部追加
内閣府子ども・子育て本部参事官（子ど
も・子育て支援担当）・文部科学省初等中
等教育局幼児教育課・厚生労働省子ども家
庭局総務課少子化総合対策室・厚生労働省
子ども家庭局保育課・厚生労働省子ども家
庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開

R2.7.14

「『新型コロナウイルス感染症により保育
所等が臨時休園等した場合の『利用者負担
額』及び『子育てのための施設等利用給
付」等の取扱いについて』にかかるFAQに
ついて」（令和２年５月19日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症により
保育所等が臨時休園等した場合の「利用者
負担額」及び「子育てのための施設等利用
給付」等の取扱いについて」にかかるFAQ
について（令和２年５月19日付け一部追加
内閣府子ども・子育て本部参事官（子ど
も・子育て支援担当）・文部科学省初等中
等教育局幼児教育課・厚生労働省子ども家
庭局総務課少子化総合対策室・厚生労働省
子ども家庭局保育課・厚生労働省子ども家
庭局子育て支援課事務連絡）

こども・家庭課 公開



R2.7.14

『子育て世代包括支援センター等相談支援
を実施する事業に係る新型コロナウイルス
への対応について』（令和２年３月４日付
起案）のうち『子育て世代包括支援セン
ター等相談支援を実施する事業に係る新型
コロナウイルスへの対応について』（令和
２年３月３日付厚生労働省子ども家庭局事
務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

『社会福祉施設等職員に対する「新型コロ
ナウイルスの集団感染を防ぐために」の周
知について』（令和２年３月９日付起案）
のうち、『社会福祉施設等職員に対する
「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐた
めに」の周知について』（令和２年３月９
日付厚生労働省子ども家庭局等事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

『児童養護施設等における新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大を踏まえた対応につ
いて』（令和２年４月９日付起案）のう
ち、『児童養護施設等における新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大を踏まえた対応
について』（令和２年４月８日付厚生労働
省子ども家庭局事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

『新型コロナウイルス感染症に係る人員基
準等の臨時的な取り扱いについて』（令和
２年２月19日起案）のうち『新型コロナウ
イルス感染症に係る人員基準等の臨時的な
取り扱いについて』（令和２年２月18日付
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連
絡）及び『（参考）災害により被災した要
援護者への対応及びこれに伴う特例措置等
について』（平成30年６月18日付厚生子ど
も家庭局家庭福祉課、社会・援護局保護
課、社会・援護局傷害保健福祉部障害福祉
課事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

『新型コロナウイルス感染症防止のための
学校の臨時休校に関連しての児童養護施設
等の対応について』（令和２年２月28日起
案）のうち、『新型コロナウイルス感染症
防止のための学校の臨時休校に関連しての
児童養護施設等の対応について』（令和２
年２月28日付厚生労働省子ども家庭局家庭
福祉課事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開



R2.7.14

『新型コロナウイルス感染症防止のための
学校の臨時休校に関連しての児童養護施設
等の対応について』（令和２年３月４日起
案）のうち、『「新型コロナウイルス感染
症防止のための学校の臨時休校に関連して
の児童養護施設等の対応について」の補足
について』（令和２年３月２日付厚生労働
省子ども家庭局家庭福祉課事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症への対応に係
るＤＶ被害者に対する適切な支援につい
て」（令和２年４月３日付け起案 ）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症への対応
に係るＤＶ被害者に対する適切な支援につ
いて」（令和２年４月３日付け内閣府男女
共同参画局推進課暴力対策推進室・厚生労
働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自
立支援室）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症への対応にお
けるＤＶ被害者等への支援に係る留意事項
について」（令和２年４月20日起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症への対応
に係るＤＶ被害者に対する相談窓口の設置
について」（令和２年４月17日付け内閣府
男女共同参画局推進課暴力対策推進室）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症
の拡大防止等のための養子縁組あっせんに
係る業務を行う際の留意事項について」
(令和２年４月30日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止等
のための養子縁組あっせんに係る業務を行
う際の留意事項について」（令和２年４月
27日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「【事務連絡（厚生労働省）】新型コロナ
ウイルス感染症拡大に伴う児童福祉法によ
る児童入所施設措置費等国庫負担金（自立
援助ホーム）の取扱いについて」(令和２
年５月３日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルス感染症拡大に伴う児童福祉法に
よる児童入所施設措置費等国庫負担金（自
立援助ホーム）の取扱いについて」（令和
２年４月30日付け厚生労働省子ども家庭局
家庭福祉課事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開



R2.7.14

「「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ」
の周知について（通知）」(令和２年1月30
日付け起案）のうち、「「新型コロナウイ
ルスに関するQ A 」等の周知について」
（令和２年1月29日付け厚生労働省健康局
結核感染症課他事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応について（依頼）」(令和２
年（2020年）２月３日付け起案）のうち、
「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応について」（令和２年1月31
日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
他事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「「社会福祉施設等における新型コロナウ
イルスへの対応について（令和２年２月13
日現在）について」(令和２年（2020年）2
月13日付け起案）のうち、「社会福祉施設
等 における新型コロナウイルス へ の対
応について（令和２年２月13 日現在）」
（令和２年月日付け厚生労働省子ども家庭
局家庭福祉課他事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「　社会福祉施設等における新型コロナウ
イルスへの対応について（その２）」(令
和２年（2020年）２月17日付け起案）のう
ち、「社会福祉施設等における新型コロナ
ウイルスへの対応について（その２）」
（令和２年２月14日付け 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症についての相
談・受診の目安」を踏まえた対応につい
て」(令和２年（2020年)２月17日付け起
案）のうち、「「新型コロナウイルス感染
症についての相談・受診の目安」を踏まえ
た対応について」（令和２年２月17日付け
事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開



R2.7.14

「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナ
ウイルス感染症が発生した場合等の対応に
ついて」(令和２年（2020年）２月19日付
け起案）のうち、「社会福祉施設等 の 利
用者 等に新型コロナウイルス感染症が発
生した場合 等 の対応について」（令和２
年２月18日付け 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「社会福祉施設等における感染拡大防止の
ための留意点等について」(令和２年
（2020年２月24日付け起案）のうち、「社
会福祉施設等 （入所施設・居住系サービ
スに限る。における感染拡大防止のための
留意点について」（令和２年２月24日付け
事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「　「社会福祉施設等の利用者等に新型コ
ロナウイルス感染症が発生した場合等の対
応について（令和２年２月18日付事務連
絡）」に関するＱ＆Ａについて」(令和２
年（2020年）２月24日付け起案）のうち、
「「社会福祉施設 等 の 利用者 等に新型
コロナウイルス感染症が発生した場合 等
の対応について令和２年２月 18 日付事務
連絡）」に関するＱ＆Ａについて」（令和
２年２月21日付け 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「配偶者からの暴力を理由とした避難事例
における特別定額給付金関係事務処理につ
いて」（令和２年４月23日起案）のう
ち、・「配偶者からの暴力を理由とした避
難事例における特別定額給付金事業の実施
に係る周知広報チラシについて」（令和２
年４月22日付け総務省自治行政局地域政策
課特別定額給付金室）
・「配偶者からの暴力を理由とした避難事
例における特別定額給付金案系事務処理に
ついて」（令和２年４月22日付け厚生労働
省子ども家庭局家庭福祉課）
・「配偶者からの暴力を理由とした避難事
例日おける特別定額給付金関係事務処理に
ついて」（内閣府男女共同参画局推進課暴
力対策推進室）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「配偶者やその他親族からの暴力を理由と
した避難事例における特別定額給付金周知
チラシの活用等について」(令和２年５月
12日付け起案）のうち、「【御連絡】特別
定額給付金関係資料」（令和２年５月11日
付け内閣府男女共同参画局推進課暴力対策
推進室メール）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開



R2.7.14

「児童福祉施設等の入所者等に新型コロナ
ウイルス感染症が発生した場合等の児童相
談所への報告について（依頼）」(令和２
年（2020年）２月27日付け起案）のうち、
「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応の徹底について」（令和２年
２月23日付け厚生労働省子ども家庭局家庭
福祉課 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応について（令和２年２月27日
現在）」(令和２年（2020年）２月28日付
け起案）のうち、「社会福祉施設等におけ
る新型コロナウイルスへの対応について
（令和２年２月27日現在）」（令和２年２
月27日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福
祉課事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「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医療機関、社
会福祉施設等の対応について」(令和２年
（2020年）２月28日付け起案）のうち、
「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医療機関、社
会福祉施設等の対応について」（令和２年
２月28日付け厚生労働省医政局 事務連
絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応について（令和２年３月７日
現在）」(令和２年（2020年）３月７日付
け起案）のうち、「社会福祉施設等におけ
る新型コロナウイルスへの対応について
（令和２年３月７日現在）」（令和２年月
日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
他 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「社会福祉施設等における新型コロナウイ
ルスへの対応について（令和２年３月11日
現在）」(令和２年（2020年）３月12日付
け起案）のうち、「社会福祉施設等におけ
る新型コロナウイルスへの対応について
（令和２年３月11日現在）」（令和２年３
月11日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福
祉課他 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開



R2.7.14

「「社会福祉施設等における感染拡大防止
のための留意点について（令和２年３月６
日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについ
て」(令和２年（2020年）３月17日付け起
案）のうち、「「社会福祉施設等 におけ
る感染拡大防止のための留意点について
（令和２年３月６日付事務連絡）」に関す
る Ｑ＆Ａ」（令和２年３月16日付け厚生
労働省健康局結核感染症課他 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生及び感
染拡大による影響を踏まえた社会福祉施設
等を運営する中小企業・小規模事業者への
対応について（周知」(令和２年（2020
年）３月18日付け起案）のうち、「新型コ
ロナウイルス感染症の発生及び感染拡大に
よる影響を踏まえた社会福祉施設等を運営
する中小企業・小規模事業者への対応につ
いて（周知）」（令和２年３月17日付け厚
生労働省労働基準局監督課他 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「　社会福祉施設等における新型コロナウ
イルスへの対応について（令和２年３月１
９日現在）」(令和２年（2020年）３月19
日付け起案）のうち、「社会福祉施設等
における新型コロナウイルス へ の対応に
ついて（令和２年３月 19 日現在）」（令
和２年３月19日付け厚生労働省子ども家庭
局家庭福祉課他 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「社会福祉施設等における感染拡大防止の
ための取組の徹底について（通知）」(令
和２年（2020年）３月23日付け起案）のう
ち、「社会福祉施設等 における新型コロ
ナウイルス へ の対応について（令和２年
３月19 日現在）」（令和２年月日付け厚
生労働省子ども家庭局家庭福祉課他 事務
連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「社会福祉施設等職員に対する新型コロナ
ウイルス集団発生防止に係る注意喚起につ
いて」(令和２年（2020年）３月28日付け
起案）のうち、「社会福祉施設等職員に対
する新型コロナウイルス集団発生防止に係
る注意喚起について」（令和２年３月25日
付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化
総合対策室他 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開



R2.7.14

「社会福祉施設等に対する「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。」の周知について（通知）」(令和２
年（2020年）月日付け起案）のうち、「社
会福祉施設等に対する「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。」の周知について（通知）」（令和２
年月日付け厚生労働省子ども家庭局総務課
少子化総合対策室他 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「【事務連絡】「新型コロナウイルス感染
症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養
の対象並びに自治体における対応に向けた
準備について」等の周知について①」(令
和２年（2020年）４月６日付け起案）のう
ち、「「新型コロナウイルス感染症の軽度
者等に係る宿泊療養 及び自宅療養の対象
並びに自治体における対応に向けた準備に
ついて」等の周知について」（令和２年４
月３日付け厚生労働省健康局結核感染症課
他 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「【事務連絡】「新型コロナウイルス感染
症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養
の対象並びに自治体における対応に向けた
準備について」等の周知について②」(令
和２年（2020年）４月６日付け起案）のう
ち、「「新型コロナウイルス感染症の軽症
者等の宿泊療養マニュアル」の送付につい
て」（令和２年４月２日付け厚生労働省新
型コロナウイルス感染症対策推進本部 事
務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「 社会福祉施設等に対する「新型コロナ
ウイルス対策身の回りを清潔にしましょ
う」及び経営資金融資の周知について」
(令和２年（2020年）４月８日付け起案）
のうち、「社会福祉施設等に対する「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。」の周知について」（令和２
年３月31日付け厚生労働省子ども家庭局総
務課少子化総合対策室他 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症のまん延を防
止するため新型インフルエン等対策特別措
置法第45条第２項の規定による要請を行う
ことが特に必要な施設等について（参考送
付）」(令和２年（2020年）４月９日付け
起案）のうち、「新型コロナウイルス感染
症のまん延を防止するため新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法第45 条第２項の規
定による要請を行うことが特に必要な施設
等について（施行通知）」（令和２年４月
７日付け厚生労働省健康局長 健発０４０
７第７号）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開



R2.7.14

「　新型コロナウイルス感染症対策に関す
る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実
施について（参考送付）」(令和２年
（2020年）４月９日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症対策 に関す
る 新型インフルエンザ等緊急事態措置の
実施について」（令和２年４月７日付け内
閣官房新型コロナウイルス感染症 対策室
長 閣 副 第３９２号）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「（重要） 社会福祉施設等における感染
拡大防止のための留意点について（その
２）(通知)」(令和２年（2020年）4月10日
付け起案）のうち、「社会福祉施設等にお
ける感染拡大防止のための留意点について
（その２)」（令和２年４月７日付け厚生
労働省健康局結核感染症課他 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「児童養護施設等において新型コロナウイ
ルス感染症が発生した場合等の対応につい
て」(令和２年（2020年）月日付け起案）
のうち、「児童養護施設等において新型コ
ロナウイルス感染症が発生した場合等の対
応について」（令和２年令和２年４月10
日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「【事務連絡】緊急事態宣言に伴う事業者
への要請等に係る留意事項等について（参
考送付）」(令和２年（2020年）４月16日
付け起案）のうち、「使用の制限等の要請
の対象となる施設に係る留意事項等につい
て」（令和２年４月13日付け 内閣官房新
型コロナウイルス感染症対策推進室長 事
務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「衛生用品の例外的取扱いについて（事務
連絡）」(令和２年（2020年）４月16日付
け起案）のうち、「サージカルマスク、長
袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールド
の例外的取扱いについて」（令和２年４月
15日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉
課他 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開



R2.7.14

「【社会福祉法人：事務連絡2】新型コロ
ナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法
人の運営に関する指導について（参考送
付）」(令和２年（2020年）月日付け起
案）のうち、「新型コロナウイルス感染症
の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する
取扱いについて（その２）」（令和２年４
月20日付け厚生労働省社会・援護局福祉基
盤課 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「「新型コロナウイルス感染症の発生に伴
う社会福祉法人の運営に関する取扱いにつ
いて（その２）」に関するＱ＆Ａの送付に
ついて（参考送付）」(令和２年（2020
年）４月30日付け起案）のうち、「「新型
コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福
祉法人の運営に関する取扱いについて（そ
の２）」に関するＱ＆Ａの送付について
（参考送付）」（令和２年４月27日付け厚
生労働省社会・援護局福祉基盤課 事務連
絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「【事務連絡】「新型コロナウイルス感染
症についての相談・受診の目安」の改訂に
ついて」(令和２年（2020年）５月13日付
け起案）のうち、「「新型コロナウイルス
感染症についての相談・受診の目安」の改
訂について」（令和２年５月11日付け厚生
労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策
室他 事務連絡）

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R2.7.14

「【周知】新型コロナウイルスに関連した
感染症対策について」（令和２年１月23日
付け起案）のうち、「新型コロナウイルス
に関連した感染症対策について」（令和２
年１月22日付け文部科学省専修学校教育振
興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「【周知②】新型コロナウイルスに関連し
た感染症対策について」（令和２年１月23
日付け起案）のうち、「新型コロナウイル
スに関連した感染症対策について」（令和
２年１月23日付け文部科学省専修学校教育
振興室周知依頼②）

私学振興課 公開



R2.7.14

「【周知④－２】新型コロナウイルスに関
連した感染症対策について」（令和２年１
月27日付け起案）のうち、「新型コロナウ
イルスに関連した感染症対策について」
（令和２年１月27日付け文部科学省専修学
校教育振興室至急周知依頼④）

私学振興課 公開

R2.7.14

「【周知⑤】新型コロナウイルスに関連し
た感染症対策について」（令和２年１月27
日付け起案）のうち、「新型コロナウイル
スに関連した感染症対策について」（令和
２年１月27日付け文部科学省専修学校教育
振興室至急周知依頼⑤）

私学振興課 公開

R2.7.14

「中国湖北省及び中国国内に在留している
留学生等の状況について」（令和２年１月
28日付け起案）のうち、「【重要】中国湖
北省及び中国国内に在留している留学生等
の状況について」（令和２年１月28日付け
文部科学省私学行政課）

私学振興課 公開

R2.7.14

「中国湖北省武漢市における新型コロナウ
イルスによる肺炎の発生に関する注意喚起
について」（令和２年１月24日付け起案）
のうち、「中国湖北省武漢市における新型
コロナウイルスによる肺炎の発生に関する
注意喚起について」（令和２年１月23日付
け文部科学省私学行政課周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「中国湖北省武漢市における新型コロナウ
イルスによる肺炎の発生に関する注意喚起
について」（令和２年１月23日付け起案）
のうち、「中国湖北省武漢市における新型
コロナウイルスによる肺炎の発生に関する
注意喚起について」（令和２年１月23日付
け文部科学省私学行政課周知依頼）

私学振興課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に関連した感
染症対策に関する対応について」（令和２
年１月24日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルス感染症に関連した感染症対策に
関する対応について（依頼）」（令和２年
１月24日付け文部科学省総合教育政策局教
育改革・国際課、同総合教育政策局生涯学
習推進課、同初等中等教育局健康教育・食
育課、同高等教育局高等教育企画課、同高
等教育局学生・留学生課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「中国から帰国した児童生徒等への対応に
ついて」（令和２年１月29日付け起案）の
うち、「中国から帰国した児童生徒等への
対応について」（令和２年１月29日付け文
部科学省総合教育政策局男女共同参画共生
社会学習・安全課長、同初等中等教育局健
康教育・食育課長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の「指定感染
症」への指定を受けた学校保健安全法上の
対応について」（令和２年１月29日付け起
案）のうち、「新型コロナウイルス感染症
の「指定感染症」への指定を受けた学校保
健安全法上の対応について」（令和２年１
月28日付け文部科学省総合教育政策局生涯
学習推進課、同初等中等教育局健康教育・
食育課、同高等教育局高等教育企画課事務
連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の最新情報に
ついて（R2.1.31　18時時点）」（令和２
年１月31日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルス感染症の最新情報について（令
和２年１月31日　18時時点）」（令和２年
１月31日付け文部科学省総合教育政策局教
育改革・国際課、同総合教育政策局生涯学
習推進課、同初等中等教育局健康教育・食
育課、同高等教育局高等教育企画課、同高
等教育局学生・留学生課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「高等学校入学者選抜における新型コロナ
ウイルス感染症への対応について」（令和
２年２月３日付け起案）のうち、「高等学
校入学者選抜における新型コロナウイルス
感染症への対応について」（令和２年２月
３日付け文部科学省初等中等教育局児童生
徒課事務連絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「中国から帰国した児童生徒等への対応に
ついて（通知）（令和２年１月29日付け元
初健食第37号）」の更新について」（令和
２年２月３日付け起案）のうち、「中国か
ら帰国した児童生徒等への対応について
（通知）（令和２年１月29日付け元初健食
第37号）」の更新について」（令和２年２
月３日付け文部科学省総合教育政策局男女
共同参画共生社会学習・安全課長、同初等
中等教育局健康教育・食育課長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「中国から帰国した児童生徒等への対応に
ついて（２／10現在）（通知）」（令和２
年２月13日付け起案）のうち、「中国から
帰国した児童生徒等への対応について（２
／10現在）（通知）」（令和２年２月10日
付け文部科学省総合教育政策局男女共同参
画共生社会学習・安全課長、同初等中等教
育局健康教育・食育課長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルスに感染した場合等の
受験生への配慮について」（令和２年２月
11日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに感染した場合等の受験生への配慮に
ついて」（令和２年２月10日付け文部科学
省総合教育政策局生涯学習推進課専修学校
教育振興室事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「中国から帰国した児童生徒等への対応に
ついて[追加１報（浙江省の追加）]（令和
２年２月13日現在）」（令和２年２月14日
付け起案）のうち、「中国から帰国した児
童生徒等への対応について[追加１報（浙
江省の追加）]（令和２年２月13日現
在）」（令和２年２月13日付け文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課事務連
絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「学校における新型コロナウイルスに関連
した感染症対策について」（令和２年２月
18日付け起案）のうち、「学校における新
型コロナウイルスに関連した感染症対策に
ついて」（令和２年２月18日付け文部科学
省初等中等教育局健康教育・食育課事務連
絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「児童生徒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」（令和２
年２月19日付け起案）のうち、「児童生徒
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」（令和２年２月18日
付け文部科学省総合教育局生涯学習推進
課、同初等中等教育局健康教育・食育課、
同高等教育局企画課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「イベントの開催に関する国民の皆様への
メッセージ【厚生労働省】などについて」
（令和２年２月23日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルスに関連した感染症対
策について」（令和２年２月21日付け文部
科学省専修学校教育振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「入学者選抜等における新型コロナウイル
ス感染症への対応について（第２報）」
（令和２年２月19日付け起案）のうち、
「高等学校入学者選抜等における新型コロ
ナウイルス感染症への対応について（第２
報）」（令和２年２月19日付け文部科学省
初等中等教育局児童生徒課、特別支援教育
課、参事官（高等学校担当）事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「児童生徒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２
報）」（令和２年２月26日付け起案）のう
ち、「児童生徒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日付け文部科学省
総合教育政策局生涯学習推進課、同初等中
等教育局健康教育・食育課、同高等教育局
高等教育企画課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「学校の卒業式・入学式等の開催に関する
考え方について（令和２年２月25日時
点）」（令和２年２月26日付け起案）のう
ち、「学校の卒業式・入学式等の開催に関
する考え方について（令和２年２月25日時
点）」（令和２年２月25日付け文部科学省
総合教育政策局生涯学習推進課、同初等中
等教育局健康教育・食育課、同高等教育局
高等教育企画課事務連絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルスに関するよくある質
問」（令和２年２月25日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルスに関するよくあ
る質問」（令和２年２月25日付け文部科学
省私学行政課チラシ送付）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校等における臨時休業に伴う教育課程関係
の参考情報について（２月28日時点）」
（令和２年２月28日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校等における臨時休業に伴う教育課程関係
の参考情報について（２月28日時点）」
（令和２年２月28日付け文部科学省初等中
等教育局教育課程課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校等における一斉臨時休業に関するＱ＆Ａ
の送付について（２月28日時点）」（令和
２年２月28日付け起案）のうち、「新型コ
ロナウイルス感染症対策のための小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける一斉臨時休業に関するＱ＆Ａの送付に
ついて（２月28日時点）」（令和２年２月
28日付け文部科学省初等中等教育局健康教
育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う
医療関係職種等の各学校、養成所及び養成
施設等の対応について」（令和２年３月２
日付け起案）のうち、「新型コロナウイル
ス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各
学校、養成所及び養成施設等の対応につい
て」（令和２年２月28日付け文部科学省初
等中等教育局、同高等教育局、厚生労働省
医政局、同健康局、同医薬・生活衛生局、
同社会・援護局、同社会・援護局障害保健
福祉部事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
臨時休業期間における学習支援コンテンツ
ポータルサイトの開設について」（令和２
年３月４日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルス感染症対策のための臨時休業期
間における学習支援コンテンツポータルサ
イトの開設について」（令和２年３月２日
付け文部科学省総合教育政策局生涯学習推
進課、同初等中等教育局教育課程課事務連
絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症防止のための
小学校等の臨時休業に関連した放課後児童
クラブ等の活用による子どもの居場所の確
保について（依頼）」（令和２年３月４日
付け起案）のうち、「新型コロナウイルス
感染症防止のための小学校等の臨時休業に
関連した放課後児童クラブ等の活用による
子どもの居場所の確保について（依頼）」
（令和２年３月２日付け文部科学省初等中
等教育局長、同総合教育政策局長、同大臣
官房文教施設企画・防災部長、厚生労働省
子ども家庭局長、同社会・援護局障害保健
福祉部長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策に係る情
報について」（令和２年３月３日付け起
案）のうち、「新型コロナウイルスに関連
した感染症対策について」（令和２年３月
２日付け文部科学省専修学校教育振興室周
知依頼）、「新型コロナウイルスに関連し
た感染症対策について」（令和２年３月２
日付け文部科学省専修学校教育振興室周知
依頼）、「新型コロナウイルスに関連した
感染症対策について」（令和２年３月３日
付け文部科学省専修学校教育振興室周知依
頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「中国から帰国した児童生徒等への対応に
ついて［追加２報（韓国・大邱広域市及び
慶尚北道清道郡の追加）］（令和２年３月
２日現在）」（令和２年３月５日付け起
案）のうち、「中国から帰国した児童生徒
等への対応について［追加２報（韓国・大
邱広域市及び慶尚北道清道郡の追加）］
（令和２年３月２日現在）」（令和２年３
月２日付け文部科学省初等中等教育局健康
教育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校等における一斉臨時休業中の児童生徒の
外出について（３月４日時点）」（令和２
年３月５日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルス感染症対策のための小学校、中
学校、高等学校及び特別支援学校等におけ
る一斉臨時休業中の児童生徒の外出につい
て（３月４日時点）」（令和２年３月４日
付け文部科学省初等中等教育局健康教育・
食育課、同初等中等教育局児童生徒課、同
総合教育政策局男女共同参画共生社会学
習・安全課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「海外への修学旅行及び研修旅行につい
て」（令和２年３月６日付け起案）のう
ち、「海外への修学旅行及び研修旅行につ
いて」（令和２年３月６日付け文部科学省
総合教育政策局教育改革・国際課、同総合
教育政策局生涯学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「「学校の臨時休業の実施状況、取組状況
等について【令和２年３月６日時点】」の
送付について」（令和２年３月９日付け起
案）のうち、「「学校の臨時休業の実施状
況、取組事例等について【令和２年３月６
日時点】」の送付について」（令和２年３
月６日付け文部科学省初等中等教育局健康
教育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症への対応を踏
まえた私立学校における業務体制の確保に
ついて」（令和２年３月９日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症への対
応を踏まえた私立学校における業務体制の
確保について（事務連絡）」（令和２年３
月６日付け文部科学省高等教育局私学部私
学行政課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校等における一斉臨時休業に関するＱ＆Ａ
の送付について（３月９日時点）」（令和
２年３月10日付け起案）のうち、「新型コ
ロナウイルス感染症対策のための小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける一斉臨時休業に関するＱ＆Ａの送付に
ついて（３月９日時点）」（令和２年３月
９日付け文部科学省初等中等教育局健康教
育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校等における一斉臨時休業に関するＱ＆Ａ
の送付について（３月11日時点）」（令和
２年３月11日付け起案）のうち、「新型コ
ロナウイルス感染症対策のための小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける一斉臨時休業に関するＱ＆Ａの送付に
ついて（３月11日時点）」（令和２年３月
11日付け文部科学省初等中等教育局健康教
育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「R２.３.６　新型コロナウイルス感染症
対策に係る情報について」（令和２年３月
５日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について」（令
和２年３月４日付け文部科学省専修学校教
育振興室周知依頼）

私学振興課 公開



R2.7.14

Ｒ２.３.６　新型コロナウイルス感染症対
策に係る情報について」（令和２年３月６
日付け起案）のうち、「新型コロナウイル
スに関連した感染症対策について」（令和
２年３月６日付け文部科学省専修学校教育
振興室周知依頼）、「新型コロナウイルス
に関連した感染症対策について」（令和２
年３月６日付け文部科学省専修学校教育振
興室至急周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「Ｒ２.３.10　新型コロナウイルス感染症
対策に係る情報について」（令和２年３月
10日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について」（令
和２年３月９日付け文部科学省専修学校教
育振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「R２.３.11　新型コロナウイルス感染症
対策に係る情報について」（令和２年３月
11日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について」（令
和２年３月11日付け文部科学省専修学校教
育振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症への対応を踏
まえた学校法人の運営に関する取扱いにつ
いて」（令和２年３月11日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症への対応
を踏まえた学校法人の運営に関する取扱い
について（事務連絡）」（令和２年３月11
日付け文部科学省高等教育局私学部私学行
政課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る労働者
派遣法の遵守について」（令和２年３月12
日付け起案）のうち、「新型コロナウイル
ス感染症に係る労働者派遣法の遵守につい
て（事務連絡）」（令和２年３月10日付け
文部科学省高等教育局私学部私学行政課事
務連絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「Ｒ２.３.13　新型コロナウイルス感染症
対策に係る情報について」（令和２年３月
13日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について」（令
和２年３月12日付け文部科学省専修学校教
育振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「「学校の臨時休業の実施状況、取組状況
等について【令和２年３月13日時点】」の
送付について」（令和２年３月16日付け起
案）のうち、「「学校の臨時休業の実施状
況、取組状況等について【令和２年３月13
日時点】」の送付について」（令和２年３
月13日付け文部科学省初等中等教育局健康
教育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校等における一斉臨時休業に関するＱ＆Ａ
の送付について（３月13日時点）」（令和
２年３月16日付け起案）のうち、「新型コ
ロナウイルス感染症対策のための小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける一斉臨時休業に関するＱ＆Ａの送付に
ついて（３月13日時点）」（令和２年３月
13日付け文部科学省初等中等教育局健康教
育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「Ｒ２.３.14　新型コロナウイルス感染症
対策に係る情報について」（令和２年３月
14日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について」（令
和２年３月13日付け文部科学省専修学校教
育振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策に係る春
季休業期間中の留意点について」（令和２
年３月17日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルス感染症対策に係る春季休業期間
中の留意点について」（令和２年３月17日
付け文部科学省総合教育政策局生涯学習推
進課、同初等中等教育局健康教育・食育課
事務連絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
臨時休業期間における読書活動の推進のた
めの「子供の読書キャンペーン」特設ペー
ジの開設について」（令和２年３月17日付
け起案）のうち、「新型コロナウイルス感
染症対策のための臨時休業期間における読
書活動の推進のための「子供の読書キャン
ペーン」特設ページの開設について」（令
和２年３月17日付け文部科学省総合教育政
策局地域学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校等における一斉臨時休業に関するＱ＆Ａ
の送付について（３月17日時点）」（令和
２年３月17日付け起案）のうち、「新型コ
ロナウイルス感染症対策のための小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける一斉臨時休業及び春季休業期間に関す
るＱ＆Ａの送付について（３月17日時
点）」（令和２年３月17日付け文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課事務連
絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「Ｒ２.３.17　新型コロナウイルス感染症
対策に係る情報について」（令和２年３月
17日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について」（令
和２年３月16日付け文部科学省専修学校教
育振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策に伴い発
生する未利用食品の利用促進等について」
（令和２年３月18日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症対策に伴い発
生する未利用食品の利用促進等について」
（令和２年３月13日付け文部科学省初等中
等教育局健康教育・食育課、厚生労働省子
ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援
室、同社会・援護局地域福祉課生活困窮者
自立支援室事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「「学校の臨時休業の実施状況、取組状況
等について【令和２年３月19日時点】」の
送付について」（令和２年３月23日付け起
案）のうち、「「学校の臨時休業の実施状
況、取組事例等について【令和２年３月19
日時点】」の送付について」（令和２年３
月19日付け文部科学省初等中等教育局健康
教育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「Ｒ２.３.20　新型コロナウイルス感染症
対策に係る情報について」（令和２年３月
19日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について」（令
和２年３月17日付け文部科学省専修学校教
育振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「Ｒ２.３.20　新型コロナウイルス感染症
対策に係る情報について」（令和２年３月
20日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について」（令
和２年３月19日付け文部科学省専修学校教
育振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の状況を踏ま
えた学校保健安全法に基づく児童生徒等及
び職員の健康診断の実施等に係る対応につ
いて」（令和２年３月19日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症の状況を
踏まえた学校保健安全法に基づく児童生徒
等及び職員の健康診断の実施等に係る対応
について」（令和２年３月19日付け文部科
学省初等中等教育局健康教育・食育課事務
連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「Ｒ２.３.24　新型コロナウイルス感染症
対策に係る情報について」（令和２年３月
24日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について」（令
和２年３月24日付け文部科学省専修学校教
育振興室周知依頼）、「海外への修学旅行
及び研修旅行について（第２報）」（令和
２年３月24日付け文部科学省総合教育政策
局教育改革・国際課、同総合教育政策局生
涯学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「海外への修学旅行及び研修旅行について
（第２報）」（令和２年３月25日付け起
案）のうち、「海外への修学旅行及び研修
旅行について（第２報）」（令和２年３月
24日付け文部科学省総合教育政策局教育改
革・国際課、同総合教育政策局生涯学習推
進課事務連絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「Ｒ２.３.26　新型コロナウイルス感染症
対策に係る情報について」（令和２年３月
26日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について」（令
和２年３月25日付け文部科学省専修学校教
育振興室周知依頼）、「各学校等における
教育活動の再開に向けたマスクの準備につ
いて」（令和２年３月25日付け文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課、同総合
教育政策局地域学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「各学校等における教育活動の再開に向け
たマスクの準備について」（令和２年３月
26日付け起案）のうち、「各学校等におけ
る教育活動の再開に向けたマスクの準備に
ついて」（令和２年３月25日付け文部科学
省初等中等教育局健康教育・食育課、同総
合教育政策局地域学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る影響を
受けて家計が急変した学生等への支援等に
ついて」（令和２年３月27日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルス感染症に係る
影響を受けて家計が急変した学生等への支
援等について（周知）」（令和２年３月26
日付け文部科学省高等教育局学生・留学生
課、同総合教育政策局生涯学習推進課事務
連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「Ｒ２.３.27　新型コロナウイルス感染症
対策に係る情報について」（令和２年３月
27日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について」（令
和２年３月26日付け文部科学省専修学校教
育振興室周知依頼）、「新型コロナウイル
ス感染症に対応した小学校、中学校、高等
学校及び特別支援学校等における教育活動
の再開等に関するＱ＆Ａの送付について」
（令和２年３月26日付け文部科学省初等中
等教育局健康教育・食育課事務連絡）、
「新型コロナウイルス感染症に起因して海
外から帰国した児童生徒等への対応につい
て（3/26現在）（通知）」（令和２年３月
26日付け文部科学省総合教育政策局男女共
同参画共生社会学習・安全課長、同初等中
等教育局健康教育・食育課長通知）

私学振興課 公開



R2.7.14

「Ｒ２.３.27（その２）　新型コロナウイ
ルス感染症対策に係る情報について」（令
和２年３月27日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルスに関連した感染症対策につ
いて」（令和２年３月27日付け文部科学省
専修学校教育振興室周知依頼）、「「新型
コロナウイルス感染症による小学校休業等
対応支援金（委託を受けて個人で仕事をす
る方向け）の創設」に係る小学校等の保護
者に向けた周知のお願いについて（協力依
頼）」（令和２年３月27日付け文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課、厚生労
働省雇用環境・均等局就業子育て世代支援
対策室事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に対応した小
学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
等における教育活動の再開等に関するＱ＆
Ａの送付について（３月26日時点）」（令
和２年３月27日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス感染症に対応した小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける教育活動の再開等に関するＱ＆Ａの送
付について（３月26日時点）」（令和２年
３月26日付け文部科学省初等中等教育局健
康教育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「Ｒ２.３.31　新型コロナウイルス感染症
対策に係る情報について」（令和２年３月
31日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について」（令
和２年３月31日付け文部科学省専修学校教
育振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た休校要請について（情報共有）」（令和
２年２月27日付け起案）のうち、「【事前
連絡】新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた全国小中高等学校・特別支援学校休
校要請について」（令和２年２月27日付け
文部科学省私学行政課連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校等における一斉臨時休業について（通
知）」（令和２年２月28日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症対策のた
めの小学校、中学校、高等学校及び特別支
援学校等における一斉臨時休業について
（通知）」（令和２年２月28日付け文部科
学事務次官通知）

私学振興課 公開



R2.7.14

「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幼稚園の対応
について」（令和２年２月28日付け起案）
のうち、「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幼稚
園の対応について」（令和２年２月28日付
け文部科学省初等中等教育局幼児教育課、
同初等中等教育局健康教育・食育課事務連
絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「令和２年度における小学校、中学校、高
等学校及び特別支援学校等における教育活
動の再開等について（通知）」（令和２年
３月24日付け起案）のうち、「令和２年度
における小学校、中学校、高等学校及び特
別支援学校等における教育活動の再開等に
ついて（通知）」（令和２年３月24日付け
文部科学事務次官通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「令和２年度における専門学校等の授業の
開始等について」（令和２年３月24日付け
起案）のうち、「令和２年度における専門
学校等の授業の開始等について（通知）」
（令和２年３月24日付け文部科学省総合教
育政策局長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「「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」の改訂について（通知）」（令和２年
４月２日付け起案）のうち、「「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」の改訂につ
いて（通知）」（令和２年４月１日付け文
部科学事務次官通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
めの学生等への周知徹底について（依
頼）」（令和２年３月31日起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
めの学生等への周知徹底について（依
頼）」（令和２年３月31日付け文部科学省
高等教育局学生・留学生課、同総合教育政
策局生涯学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「専門学校等における臨時休業の実施に係
る考え方等について（通知）」（令和２年
４月２日付け起案）のうち、「専門学校等
における臨時休業の実施に係る考え方等に
ついて（周知）」（令和２年４月１日付け
文部科学省総合教育政策局長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「Ｒ２.４.４　新型コロナウイルスの感染
拡大を受けた水際対策の強化」（令和２年
４月４日付け起案）のうち、「新型コロナ
ウイルスの感染拡大を受けた水際対策の強
化について」（令和２年４月２日付け文部
科学省総合教育政策局教育改革・国際課、
同総合教育政策局生涯学習推進課事務連
絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「Ｒ２.４.４　専修学校等の生徒の学習に
係る通信環境の確保」（令和２年４月４日
付け起案）のうち、「新型コロナウイルス
に関連した感染症対策について」（令和２
年４月３日付け文部科学省専修学校教育振
興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に対応した小
学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
等における教育活動の再開等に関するＱ＆
Ａの送付について（４月６日時点）」（令
和２年４月７日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス感染症に対応した小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける教育活動の再開等に関するＱ＆Ａの送
付について（４月６日時点）」（令和２年
４月６日付け文部科学省初等中等教育局健
康教育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「「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」の改訂について（通知）」（令和２年
４月８日付け起案）のうち、「「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」の改訂につ
いて（通知）」（令和２年４月７日付け文
部科学事務次官通知）

私学振興課 公開



R2.7.14

「専門学校等にかかる学事日程等の取扱い
及び遠隔授業の活用に係るＱ＆Ａについて
（送付）」（令和２年４月８日付け起案）
のうち、「専門学校等にかかる学事日程等
の取扱い及び遠隔授業の活用に係るＱ＆Ａ
等の送付について」（令和２年４月６日付
け文部科学省総合教育政策局生涯学習推進
課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「専門学校等における遠隔授業の実施に当
たっての生徒の通信環境への配慮等につい
て（通知）」（令和２年４月８日付け起
案）のうち、「専門学校等における遠隔授
業の実施に当たっての生徒の通信環境への
配慮等について（通知）」（令和２年４月
６日付け文部科学省総合教育政策局長通
知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に
基づく緊急事態宣言が示された場合におけ
る専門学校等の臨時休業の実施に係る考え
方等について」（令和２年４月８日付け起
案）のうち、「新型インフルエンザ等対策
特別措置法に基づく緊急事態宣言が示され
た場合における専門学校等の臨時休業の実
施に係る考え方等について（周知）」（令
和２年４月７日付け文部科学省総合教育政
策局長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症のまん延防止
のための出勤者の削減について」（令和２
年４月14日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルス感染症のまん延防止のための出
勤者の削減について（周知）」（令和２年
４月13日付け文部科学省総合教育政策局生
涯学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「専門学校における学事日程等の検討状況
について（４.10時点）ほか」（令和２年
４月14日付け起案）のうち、「新型コロナ
ウイルスに関連した感染症対策について
（４月13日）」（令和２年４月13日付け文
部科学省専修学校教育振興室周知依頼）

私学振興課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
臨時休業等に伴い学校に登校できない児童
生徒の学習指導について（通知）」（令和
２年４月14日付け起案）のうち、「新型コ
ロナウイルス感染症対策のための臨時休業
等に伴い学校に登校できない児童生徒の学
習指導について（通知）」（令和２年４月
10日付け文部科学省初等中等教育局長通
知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に対応した小
学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
等における教育活動の再開等に関するＱ＆
Ａの送付について（４月15日時点）」（令
和２年４月17日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス感染症に対応した小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける教育活動の再開等に関するＱ＆Ａの送
付について（４月15日時点）」（令和２年
４月15日付け文部科学省初等中等教育局健
康教育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「「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日付け起案）のうち、「「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日付け文
部科学事務次官通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に対応した小
学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
等における教育活動の再開等に関するＱ＆
Ａの送付について（４月17日時点）」（令
和２年４月20日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス感染症に対応した小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける教育活動の再開等に関するＱ＆Ａの送
付について（４月17日時点）」（令和２年
４月17日付け文部科学省初等中等教育局健
康教育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「Ｒ２.４.18　教育活動の再開に関するＱ
＆Ａ（４月15日時点）について」（令和２
年４月18日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルスに関連した感染症対策について
（４月15日）」（令和２年４月15日付け文
部科学省専修学校教育振興室周知依頼）

私学振興課 公開



R2.7.14

「Ｒ２.４.18　新型コロナウイルス集団発
生防止チラシ」（令和２年４月18日付け起
案）のうち、「新型コロナウイルスに関連
した感染症対策について（４月16日）」
（令和２年４月16日付け文部科学省専修学
校教育振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「事業の継続が求められる事業で働く方々
等の感染予防、健康管理の強化について」
（令和２年４月18日付け起案）のうち、
「緊急事態宣言時に事業の継続が求められ
る事業で働く方々等の感染予防、健康管理
の強化について」（令和２年４月17日付け
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課
事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「専門学校等における新型コロナウイルス
感染症の拡大防止措置の実施に際して留意
いただきたい事項等について」（令和２年
４月18日付け起案）のうち、「専門学校等
における新型コロナウイルス感染症の拡大
防止措置の実施に際して留意いただきたい
事項等について（周知）」（令和２年４月
17日付け文部科学省総合教育政策局長通
知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「学校に対する布製マスクの配布につい
て」（令和２年４月18日付け起案）のう
ち、「学校に対する布製マスクの配布につ
いて」（令和２年４月10日付け文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課事務連
絡）、「学校に対する布製マスクの配布に
ついて」（令和２年４月10日付け文部科学
省大臣官房国際課事務連絡）、「学校に対
する布製マスクの過不足の連絡専用メール
アドレスの設定について」（令和２年４月
17日付け文部科学省初等中等教育局健康教
育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

Ｒ２.４.20　学校に配布する布製マスクへ
の確認について」（令和２年４月20日付け
起案）のうち、「学校に配布する布製マス
クへの確認について」（令和２年４月20日
付け文部科学省初等中等教育局健康教育・
食育課事務連絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のために
小学校、中学校、高等学校等において臨時
休業を行う場合の学習の保障等について」
（令和２年４月23日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症対策のために
小学校、中学校、高等学校等において臨時
休業を行う場合の学習の保障等について」
（令和２年４月21日付け文部科学省初等中
等教育局長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の発生等に伴
う私立学校法等における期限の定めのある
規定の取扱いについて」（令和２年４月22
日付け起案）のうち、「新型コロナウイル
ス感染症の発生等に伴う都道府県所轄学校
法人における私立学校法等における期限の
定めのある規定の取扱いについて」（令和
２年４月７日付け文部科学省高等教育局私
学部私学行政課、同高等教育局私学部私学
助成課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症による小学校
休業等対応支援金（委託を受けて個人で仕
事をする方向け）の延長」に係る小学校等
の保護者に向けた周知について」（令和２
年４月22日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルス感染症による小学校休業等対応
支援金（委託を受けて個人で仕事をする方
向け）の延長」に係る小学校等の保護者に
向けた周知のお願いについて（協力依
頼）」（令和２年４月16日付け文部科学省
初等中等教育局健康教育・食育課、厚生労
働省雇用環境・均等局就業子育て世代支援
対策室事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「特別定額給付金（仮称）事業等に関する
生徒等への周知について」（令和２年４月
22日付け起案）のうち、「特別定額給付金
（仮称）事業等に関する学生等への周知に
ついて」（令和２年４月22日文部科学省高
等教育局学生・留学生課、同総合教育政策
局生涯学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「「新型コロナウイルス感染症対策の状況
分析・提言」について」（令和２年４月23
日付け起案）のうち、「「新型コロナウイ
ルス感染症対策の状況分析・提言」につい
て（周知）」（令和２年４月23日付け文部
科学省総合教育政策局生涯学習推進課事務
連絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に対応した小
学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
等における教育活動の再開等に関するＱ＆
Ａの送付について（４月23日時点）」（令
和２年４月27日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス感染症に対応した小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける教育活動の再開等に関するＱ＆Ａの送
付について（４月23日時点）」（令和２年
４月23日付け文部科学省初等中等教育局健
康教育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「Ｒ２.４.25　緊急事態宣言時に事業継続
が求められる事業で働く方々の感染予防、
健康管理の強化について」（令和２年４月
25日付け起案）のうち、「緊急事態宣言時
に事業の継続が求められる事業で働く方々
等の感染予防、健康管理の強化について」
（令和２年４月17日付け厚生労働省労働基
準局長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「（全国）新型コロナウイルス感染症対策
に関する専門学校の対応状況ほかについ
て」（令和２年４月25日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症対策に関
する専門学校の対応状況について」（令和
２年４月24日付け文部科学省専修学校教育
振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「申請受付期間及び申請に係る審査結果の
受領（在留カードの交付等）期間の延長に
ついて」（令和２年４月27日付け起案）の
うち、「新型コロナウイルスに関連した感
染症対策について（４月27日）」（令和２
年４月27日付け文部科学省専修学校教育振
興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「専修学校等に係る学事日程等の取扱い及
び遠隔事業の活用に係るＱ＆Ａ等について
（送付）」（令和２年４月28日付け起案）
のうち、「専修学校等に係る学事日程等の
取扱い及び遠隔事業の活用に係るＱ＆Ａ等
の送付について（４月21日時点）」（令和
２年４月21日文部科学省総合教育政策局生
涯学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の影響により
学生証の発行が遅延した場合の国民年金保
険料の学生納付特例申請の取扱い等につい
て」（令和２年４月27日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症の影響に
より学生証の発行が遅延した場合の国民年
金保険料の学生納付特例申請の取扱い等に
ついて（周知）」（令和２年４月27日付け
文部科学省高等教育局学生・留学生課、同
総合教育政策局生涯学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「学校用布製マスクの配布について（状況
の御報告等）」（令和２年４月29日付け起
案）のうち、「学校用布製マスクの配布に
ついて（状況の御報告等）」（令和２年４
月28日付け文部科学省大臣官房国際課事務
連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「学校用布製マスクの配布について（状況
の御報告等）」（令和２年４月29日付け起
案）のうち、「学校用布製マスクの配布に
ついて（状況の御報告等）」（令和２年４
月28日付け文部科学省初等中等教育局健康
教育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策としての
学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫に
ついて（通知）」（令和２年５月１日付け
起案）のうち、「新型コロナウイルス感染
症対策としての学校の臨時休業に係る学校
運営上の工夫について（通知）」（令和２
年５月１日付け文部科学省初等中等教育局
長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルスに関連した感染症対
策について（４月30日）」（令和２年５月
１日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について（４月
30日）」（令和２年４月30日付け文部科学
省専修学校教育振興室周知依頼）

私学振興課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルスに関連した感染症対
策について（５月１日）」（令和２年５月
１日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について（５月
１日）」（令和２年５月１日付け文部科学
省専修学校教育振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針の改定について」（令和２年５月
７日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルス感染症対策の基本的対処方針の改定に
ついて（周知）」（令和２年５月５日付け
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課
事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「専修学校等における遠隔授業等の実施に
係る留意点及び実習等の授業の弾力的な取
扱い等について」（令和２年５月７日付け
起案）のうち、「専修学校等における遠隔
授業等の実施に係る留意点及び実習等の授
業の弾力的な取扱い等について（周知）」
（令和２年５月１日付け文部科学省総合教
育政策局生涯学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に係る影響を
受けた学生等に対する経済的支援等につい
て」（令和２年５月１日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルス感染症に係る影
響を受けた学生等に対する経済的支援等に
ついて（依頼）」（令和２年４月30日付け
文部科学省高等教育局学生・留学生課、同
総合教育政策局生涯学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針の改定について」（令和２年５月
７日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルス感染症対策の基本的対処方針の改定に
ついて」（令和２年５月４日付け文部科学
省初等中等教育局健康教育・食育課事務連
絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「緊急経済対策における税制上の措置等及
び新型コロナウイルス感染症の発生により
申告・納付が困難な場合における国税の取
扱いに関する周知について」（令和２年５
月８日付け起案）のうち、「緊急経済対策
における税制上の措置等に関する周知につ
いて」（令和２年５月８日付け文部科学省
総合教育政策局生涯学習推進課事務連
絡）、「新型コロナウイルス感染症の発生
により申告・納付が困難な場合における国
税の取扱いに関する周知広報について」
（令和２年５月８日付け文部科学省総合教
育政策局生涯学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症に対応した小
学校、中学校、高等学校及び特別支援学校
等における教育活動の再開等に関するＱ＆
Ａの送付について（５月13日時点）」（令
和２年５月14日付け起案）のうち、「新型
コロナウイルス感染症に対応した小学校、
中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける教育活動の再開等に関するＱ＆Ａの送
付について（５月13日時点）」（令和２年
５月13日付け文部科学省初等中等教育局健
康教育・食育課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「中学校等の臨時休業の実施等を踏まえた
令和３年度高等学校入学者選抜等における
配慮事項について（通知）」（令和２年５
月14日付け起案）のうち、「中学校等の臨
時休業の実施等を踏まえた令和３年度高等
学校入学者選抜等における配慮事項につい
て（通知）」（令和２年５月13日付け文部
科学省初等中等教育局長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「臨時休業期間における外国人児童生徒等
に対する学習指導・支援の留意事項につい
て」（令和２年５月14日付け起案）のう
ち、「臨時休業期間における外国人児童生
徒等に対する学習指導・支援の留意事項に
ついて」（令和２年５月13日付け文部科学
省総合教育政策局男女共同参画共生社会学
習・安全課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「高等学校等の臨時休業の実施等に配慮し
た令和３年度大学入学者選抜における総合
型選抜及び学校推薦型選抜の実施について
（通知）」（令和２年５月14日付け起案）
のうち、「高等学校等の臨時休業の実施等
に配慮した令和３年度大学入学者選抜にお
ける総合型選抜及び学校推薦型選抜の実施
について（通知）」（令和２年５月14日付
け文部科学省高等教育局長通知）

私学振興課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策に関する
専門学校の対応状況など」（令和２年５月
13日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルスに関連した感染症対策について（５月
13日）」（令和２年５月13日付け文部科学
省専修学校教育振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針の改定について」（令和２年５月
15日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルス感染症対策の基本的対処方針の改定に
ついて」（令和２年５月14日付け文部科学
省初等中等教育局健康教育・食育課事務連
絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「独立行政法人日本スポーツ振興センター
法施行令の一部を改正する政令等の施行に
ついて（通知）」（令和２年５月15日付け
起案）のうち、「独立行政法人日本スポー
ツ振興センター法施行令の一部を改正する
政令等の施行について（通知）」（令和２
年５月13日付け文部科学省総合教育政策局
長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
学校における臨時休業の実施状況につい
て」（令和２年５月14日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルスの関連した感染
症対策について（５月14日）」（令和２年
５月14日付け文部科学省専修学校教育振興
室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針の改定について」（令和２年５月
14日付け起案）のうち、「新型コロナウイ
ルス感染症対策の基本的対処方針の改定に
ついて」（令和２年５月14日付け文部科学
省総合教育政策局生涯学習推進課事務連
絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「高等学校等の臨時休業の実施等に配慮し
た令和３年度専門学校入学者選抜について
（通知）」（令和２年５月15日付け起案）
のうち、「高等学校等の臨時休業の実施等
に配慮した令和３年度専門学校入学者選抜
について（通知）」（令和２年５月14日付
け文部科学省総合教育政策局生涯学習推進
課長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
えた学校教育活動等の実施における「学び
の保障」の方向性等について（通知）」
（令和２年５月18日付け起案）のうち、
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
えた学校教育活動等の実施における「学び
の保障」の方向性等について（通知）」
（令和２年５月15日付け文部科学省初等中
等教育局長通知）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対策のための
臨時休業等に伴い学校に登校できなかった
生徒に対する高等学校通信制課程の学習指
導について」（令和２年５月19日付け起
案）のうち、「新型コロナウイルス感染症
対策のための臨時休業等に伴い学校に登校
できなかった生徒に対する高等学校通信制
課程の学習指導について」（令和２年５月
18日付け文部科学省初等中等教育局参事官
（高等学校担当）付事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「水際対策強化に係る新たな措置につい
て」（令和２年５月17日付け起案）のう
ち、「新型コロナウイルスに関連した感染
症対策について（５月15日）」（令和２年
５月15日付け文部科学省専修学校教育振興
室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
えた学校教育活動等の実施における「学び
の保障」の方向性等について」（令和２年
５月17日付け起案）のうち、「新型コロナ
ウイルス感染症の影響を踏まえた学校教育
活動等の実施における「学びの保障」の方
向性等について（参考送付）」（令和２年
５月15日付け文部科学省総合教育政策局生
涯学習推進課事務連絡）

私学振興課 公開



R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症の状況を踏ま
えた専門学校等における教育活動の実施に
際しての留意事項等について」（令和２年
５月17日付け起案）のうち、「新型コロナ
ウイルス感染症の状況を踏まえた専門学校
等における教育活動の実施に際しての留意
事項等について（周知）」（令和２年５月
15日付け文部科学省総合教育政策局生涯学
習推進課事務連絡）

私学振興課 公開

R2.7.14

「新型コロナウイルス感染症対応に係る専
修学校における遠隔授業の取組事例集およ
び専修学校における新型コロナウイルス感
染症対策事例集の公表について」（令和２
年５月17日付け起案）のうち、「新型コロ
ナウイルスに関連した感染症対策について
（５月15日）」（文部科学省専修学校教育
振興室周知依頼）

私学振興課 公開

R2.8.7
学校法人○○会
事業活動収支計算書(令和２年３月期)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R2.8.7
学校法人○○会
貸借対照表(令和２年３月期)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R2.8.27
200501　園児数
第54表の別表１　保育所入所児童の契約区
分別、年齢別内訳(２年４月分報告)

こども・家庭課 公開

R2.9.3
○○市○○　○○神社「譲與賣拂申請書」
○○市○○　○○寺　「譲與賣拂申請書」

私学振興課 非公開 不存在

R2.9.11
○○市○○番地
宗教法人「○○神社」規則及び「○○神
社」規則中変更しようとする事項

私学振興課 公開

R2.10.9

第54表の別表１　保育所入所児童の契約区
分別、年齢別内訳(平成28年４月分報告)
第54表の別表１　保育所入所児童の契約区
分別、年齢別内訳(平成29年４月分報告)
第54表の別表１　保育所入所児童の契約区
分別、年齢別内訳(平成30年４月分報告)
第54表の別表１　保育所入所児童の契約区
分別、年齢別内訳(平成31年４月分報告)
認定こども園に関する状況調査(Ｈ28.４.
１現在)
認定こども園に関する調査(Ｈ29.４.１現
在)
認定こども園に関する調査(Ｈ30.４.１現
在)
認定こども園に関する調査(Ｈ31.４.１現
在)
現況調査(Ｈ28.５.１現在)
現況調査(Ｈ29.５.１現在)
現況調査(Ｈ30.５.１現在)
現況調査(Ｒ１.５.１現在)

こども・家庭課 公開

R2.10.12
「神社明細表」のうち、長野縣管下信濃國
○○郡○○村字　○○神社に関する部分

私学振興課 公開

R2.10.12
「寺院臺帳」のうち、○○郡○○村　○○
寺に関する部分

私学振興課 公開



R2.10.13
支出命令書(平成30年３月26日決議分)(平
成29年度信州こどもカフェ推進佐久地域プ
ラットフォーム運営事業業務委託)

佐久地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.10.13
支出命令書(平成29年７月３日決議分)(平
成29年度信州こどもカフェ推進佐久地域プ
ラットフォーム運営事業業務委託)

佐久地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.10.13

契約伺・支出負担行為決議書(平成29年６
月８日決議分)(平成29年度信州こどもカ
フェ推進佐久地域プラットフォーム運営事
業業務委託)

佐久地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.10.13
支出命令書(平成31年３月27日決議分)(信
州こどもカフェ推進佐久地域人材育成事業
業務)

佐久地域振興局 部分公開 ２、３号該当

R2.10.13
支出命令書(平成30年12月17日決議分)(信
州こどもカフェ推進佐久地域人材育成事業
業務)

佐久地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.10.13
契約伺・支出負担行為決議書(平成30年４
月11日決議分)(信州こどもカフェ推進佐久
地域人材育成事業業務)

佐久地域振興局 部分公開 ３号該当

R2.12.9
学校法人○○
平成30年度事業活動収支計算書
令和元年度事業活動収支計算書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R2.12.9
学校法人○○
平成30年度貸借対照表
令和元年度貸借対照表

私学振興課 部分公開 ３号該当

R2.12.9
学校法人○○
令和元年度事業活動収支計算書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R2.12.9
学校法人○○
令和元年度貸借対照表

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.1.19
令和２年度第２回長野県男女共同参画審議
会の開催延期について(令和２年12月４日
起案)(第２案を除く)

人権・男女共同
参画課

公開

R3.1.27

「平成30年度人権・共生のまちづくり事業
補助金の額の確定について(平成31年３月
31日起案)」のうち、次のもの(上田市分に
限る)
人権・共生のまちづくり事業補助金精算書
(様式第11号)
人権・共生のまちづくり事業支出済額内訳
(様式第12号)
人権・共生のまちづくり事業実施状況書
(様式第13号)(様式第10号関係)
従事職員状況調(様式第14号)
平成30年度上田市一般会計歳入歳出決算見
込書(抄本)

上田地域振興局 部分公開 ２号該当



R3.1.27

「令和元年度人権・共生のまちづくり事業
補助金の額の確定について(令和２年３月
31日起案)」のうち、次のもの(上田市分に
限る)
人権・共生のまちづくり事業補助金精算書
(様式第11号)
人権・共生のまちづくり事業支出済額内訳
(様式第12号)
人権・共生のまちづくり事業実施状況書
(様式第13号)(様式第10号関係)
従事職員状況調(様式第14号)
令和元年度上田市一般会計歳入歳出決算見
込書(抄本)

上田地域振興局 部分公開 ２号該当

R3.2.4
学校法人○○学園
令和元年度事業活動収支計算書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.2.4
学校法人○○学園
令和元年度貸借対照表

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.2.12
○○(○○)の開始について
(平成30年８月16日起案)

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

部分公開 ２、３号該当

R3.2.12
○○(○○)の廃止について
(令和３年１月18日起案)

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

部分公開 ２、３号該当

R3.2.16
学校法人○○
事業活動収支計算書(令和２年３月期)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.2.16
学校法人○○
貸借対照表(令和２年３月期)

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.2.18
受託状況報告書
(平成30年９月から令和３年１月まで 68
件)

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

非公開 ２号該当

R3.2.18
面接記事
(○○に平成30年９月から令和３年１月ま
で措置された子ども○○分)

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

非公開 ２号該当

R3.2.26
○○市○○番地
宗教法人「○○寺」規則

私学振興課 部分公開 ２号該当

R3.3.4
令和２年度 第２回 長野県社会福祉審議会
児童福祉専門分科会 会議録

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

公開

R3.3.4
○○登録の○○について(令和３年１月18
日起案)

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

部分公開 ２号該当

R3.3.4

○○について
事案の内容、県(児童相談所)が事案を把握
した日時、事案の通報者、○○を保護した
日など
経緯、事由がわかる文書
文書はメール、メモなども含む

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

非公開
存否応答拒否
（２号該当）

R3.3.12
令和２年３月期
事業活動収支計算書

私学振興課 部分公開 ３号該当

R3.3.12
令和２年３月期
貸借対照表の注記事項を除いたページ

私学振興課 部分公開 ３号該当



R3.3.22
令和２年第３回度○○審査部会議事録
(令和３年１月29日開催分)

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

非公開 ２号該当

R3.3.22
令和２年第２回処遇審査部会議事録
(令和２年11月９日開催分)

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

非公開 ２号該当

R3.3.22
令和２年第３回処遇審査部会議事録
(令和３年２月10日開催分)

こども・家庭課
児童相談養育支
援室

非公開 ２号該当


