
質問番号 質問 回答 担当課

1 臨時休業期間はいつまでか。 学年末休業日の前日までを臨時休業期間としていただきたい。
小中学校人事課

２月２８日　記載

2 卒業式を実施することはできるのか。
実施することはできる。但し、実施する場合は、必要最小限の規模・方法（卒業
生及び教職員のみの参加、時間を短縮、代表者への証書授与等）かつ万全の
感染予防対策を講じた上で実施する。

義務教育指導課

２月２８日　記載

3 卒業式を実施しなかった場合、卒業証書はどうするのか。
卒業証書については、学校教育法施行規則に授与することが定められているが、具
体的な授与の方法についての定めはない。家庭訪問や来校などにより個別に渡す
という方法も考えられる。

義務教育指導課

２月２８日　記載

4 修了式を実施することはできるのか。 感染症拡大防止の観点から修了式は実施しない。
義務教育指導課

２月２８日　記載

5 児童生徒の通知表はどのように渡せばよいのか。
通知表については、家庭訪問や来校などにより個別に渡すという方法も考えられ
る。

義務教育指導課

２月２８日　記載

6 その他の行事（ＰＴＡ関連行事など）は開催できるのか。 感染症拡大防止の観点からその他の行事（ＰＴＡ関連行事など）は実施しない。
小中学校人事課

２月２８日　記載

7 学校施設を開放してよいか。

感染症拡大防止の観点から学校施設は開放しない。（在籍している児童・生徒
の校庭の活用については「No.３０」を参照のこと）
ただし、放課後児童クラブ等については、令和2年3月4日付教小第712号を参考
に適切に対応いただきたい。

小中学校人事課

２月２８日　記載
３月　４日　修正
３月１３日　修正
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8 臨時休業中の職員の服務はどうなるのか。
基本的には通常勤務となる。各市町村教育委員会の条例等に則り教職員の服
務については、適切な取り扱いをお願いする。

小中学校人事課

２月２８日　記載

9 教職員が新型コロナウイルスに感染した場合や、濃厚
接触者となった場合の対応はどうするのか。

令和２年３月４日付教県１０４１－２号、令和２年３月４日付教県第１０４２－２号
を参考にし、新型コロナウイルス感染症に係る教職員の服務の対応は以下のと
おりとする。
　・教職員に風邪症状がある場合：出勤を自粛（特別休暇：交通遮断休暇）※
　・教職員と同居している親族等に風邪症状がある場合：出勤を自粛（特別休
暇：交通遮断休暇）※
　・教職員が保健所、医療機関等から新型コロナウイルス感染症の検査が必要
と判断された場合（無症状の場合）：出勤を自粛（職専免の承認）
　・教職員が濃厚接触者として停留措置を受けた場合：出勤不可（特別休暇：交
通遮断休暇）
　・教職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規
定する就業制限の対象になった場合：出勤不可（職専免の承認）

※についての運用開始日は令和２年３月２日とする。

小中学校人事課

２月２８日　記載
３月　４日　修正

10 家に子供を一人でおいておけない教職員に対する休暇
等は設けるのか。

小学校、中学校等が臨時休業となり、子供の世話を行うため勤務しないことが
やむを得ないと認められる場合は、特別休暇（交通遮断休暇）の取得ができる。
なお、運用開始日は令和２年３月２日とする。
（令和２年３月４日付教県１０４１－２号、令和２年３月４日付教県第１０４２－２号
参照）

小中学校人事課

２月２８日　記載
３月　４日　修正

11 教職員を出張させることはできるか。
感染症拡大防止の観点を踏まえ、出張の必要性を考慮した上で校長が判断す
る。

小中学校人事課

２月２８日　記載
３月　４日　修正

12 教職員の時差出勤は可能か。
時差出勤については、学校運営に支障がない範囲で、校長が勤務時間の割振
り変更を行うことにより可能である。

小中学校人事課

２月２８日　記載
３月　４日　修正
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13 非常勤講師の扱いはどうなるのか。
予定されていた措置期間における勤務については、今回の臨時休業における特
例として、児童・生徒が登校しない状況においても計画どおり勤務することがで
きる。

小中学校人事課

２月２８日　記載

14 障害者非常勤や就業補助員の扱いはどうなるのか。 基本的には通常の勤務とする。
小中学校人事課

２月２８日　記載

15

未指導分があるが、児童生徒の成績はどのように出す
のか。

※未指導分とは、学習指導要領で示された「２ 内容」のうち、指導さ
れなかった部分とする。（以下同じ）

２月末までの日々の授業の中で把握した児童生徒の学習状況を基に、総合的
に判断して学習評価をする。

義務教育指導課

２月２８日　記載
３月　４日　修正

16 未指導分があるが、卒業認定・修了認定はどうするの
か。

各学年の課程の修了又は卒業の認定に当たっては、児童・生徒の平素の成績
を評価して行うこととなっており、総合的に判断することとなる。卒業認定、修了
認定については弾力的に行い、進級、進学等で不利にならないように配慮する。

義務教育指導課

２月２８日　記載
３月　４日　修正

17 未指導分の部分の取扱いはどのようになるか。

未指導分への対応については、進級後、又は進学先の学校において、共有され
た情報を踏まえ、必要に応じて補充的な学習などの個に応じた指導や授業とし
て前学年の未指導分を指導することが考えられる。
※未指導分の対応については、別途通知する予定である。

義務教育指導課

２月２８日　記載
３月　４日　修正

18 授業時数が標準授業時数を下回ってしまうことが考えられ
るが、その場合、法的な問題は生じるのか。

標準授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの不測の事態により当該授業時
数を下回った場合、下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するとはな
らない。

義務教育指導課

２月２８日　記載

19 子供たちの学習についてはどのように行うのか。
学習に著しい遅れが生じないよう、家庭学習を適切に課すなど配慮する。なお、
学習課題への取組状況の確認については、例えば、教師が家庭訪問をするな
どして確認することも一つの方法である。

義務教育指導課

２月２８日　記載

20 休業中の児童生徒の把握はどうするか 学校からの電話や家庭訪問などが考えられる。
義務教育指導課

２月２８日　記載
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21 出席簿の記入はどうするのか。 臨時休業日と記入する。
義務教育指導課

２月２８日　記載

22 卒業式の日の出席の扱いについてはどうするのか。 卒業式を行う場合は、「出席を要する日」として扱う。
義務教育指導課

２月２８日　記載

23 ３月２日及び４日に実施される高校入試は、出席扱いと
なるのか。

３月２日及び４日に実施される高校入試は、「出席を要する日」としない。
義務教育指導課

２月２８日　記載

24 学年末休業日と春季休業日に部活動は実施できるの
か。

感染症拡大防止の観点から、部活動については、当面の間実施しない。

義務教育指導課
保健体育課

２月２８日　記載

25 児童を受入れるのは、どのような場合か。

以下の①～③の条件にすべて当てはまる場合が考えられる。
①保護者等がどうしても仕事を休めない場合
②他の施設で受け入れることができない場合
③子供だけで過ごすことができない場合

小中学校人事課

２月２８日　記載
３月　４日　修正

26 臨時休業期間中に学校で児童・生徒を受け入れたとき
の留意点あるか。

受け入れた児童・生徒が万が一、罹患した場合に備えるため以下の点に留意す
る。
・保護者との連絡を取った上で、誰をいつ受け入れて、いつ帰ったのかを把握し
記録すること。
・保護者や外部からの来校者についても同様に対応すること。
・万が一、体調不良者が発生した場合は、保護者等に速やかに連絡をとるととも
に、別室で待機させるなど適切に対応すること。

義務教育指導課
保健体育課

２月２８日　記載

27 来校者を受け入れる際の注意点はあるか。
来校者名簿を作成し、来校者を確実に把握すること。
その際、咳エチケットや手洗い、こまめな換気等の感染症対策を行うこと。

保健体育課

２月２８日　記載
３月　４日　修正

28 公立の幼稚園は臨時休業しないのか。 今回の臨時休業の要請では、公立幼稚園は対象となっていない。
義務教育指導課

２月２８日　記載
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29 臨時休業日に登校日を設けることは可能か。

今回の臨時休業は、集団で児童・生徒が生活する学校現場において、大規模な
感染リスクを事前に予防する観点から要請している。従って、１～２週間が感染
拡大防止のための重要な期間と言われていることから３月１５日までは、登校日
は設けないようにする。３月１６日以降については、市町村教育委員会の判断に
より登校日を設けることは考えられるがその際は、以下の点に配慮する。
　・全児童生徒を対象とした一斉登校は行わないこと
　・学年ごと、学級ごとに登校日を設けること
　・学級を分けるなど、多人数が一教室で指導を受けないようにすること
　・家庭の都合で出席できない児童・生徒がいること及び感染症拡大防止の観
点から、授業は行わず「出席を要する日」として扱わないこと
　・誰がいつ登校し、いつ下校したのかを記録すること
　・できるだけ広い教室等に集合させること
　・手洗いや咳エチケットの推奨、可能な範囲でのアルコール消毒液の設置、こ
まめな換気などの感染症対策を行うこと

義務教育指導課

３月４日　記載

30

児童・生徒が校庭に来て運動している。どのように対応
すべきか。
児童・生徒の運動不足やストレスを解消するための手
立てはないか。

臨時休業期間中に不要不急の外出をしないように指導し、直ちに帰宅させる。
「埼玉県新型感染症専門家会議」で、現段階では、オープンスペースで感染が
広がりにくいとの意見があった。これを踏まえ、以下の点に留意した上で、校庭
を活用することも考えられる。
・校庭を活用する時間を定める。（例　１３：００～１５：００）
・児童・生徒の送迎については、保護者の責任において行う。
・活動中は教員が様子を見守る。（体調不良が疑われる児童・生徒は、直ちに
帰宅させる。）
・活動前の健康観察を行うとともに参加児童・生徒を把握する。
・校庭での活動は、在籍児童・生徒に限る。
・大人数が集まって児童・生徒が密着する活動はさせない。
・活動前後の手洗いを徹底し、手で顔を触らせないようにする。

保健体育課
義務教育指導課

３月４日　記載
３月１３日　修正

31 学校で受け入れている児童・生徒を校庭や体育館で活
動させて良いか。

活動内容を考慮し活動させてもよい。但し、子供同士が近接する活動や大人数
が一度に活動することは避けるなど十分配慮する。また、体育館では十分換気
を行うなど感染防止措置を講じることが必要である。

保健体育課
義務教育指導課

３月４日　記載

32
学校が一部児童・生徒を登校させた場合に、児童・生徒
に事故等が生じた場合、災害共済給付の対象となる
か。

独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害給付は学校の管理下で発
生する児童・生徒の災害について医療費等の支給を行う制度であり、学校の教
育計画に基づいて行われる課外指導として、児童・生徒を登校させている等の
要件を満たす場合には、災害共済給付の対象となるものと考えられる。

保健体育課

３月４日　記載
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33 通常の在校時間を超えた児童・生徒の受け入れ要望が
あった場合にどう対応するのか。

児童・生徒の受け入れについては、通常の学校における在校時間の範囲内とし
ており、放課後児童クラブ等への引き継ぎなど適切に対応されたい。

小中学校人事課

３月４日　記載

34 県公立高校の入学者説明会は実施されるのか。
実施される予定である。具体的な方法は各学校によって異なる。詳細は合格発
表時に渡される資料に従うこと。

義務教育指導課
（高校教育指導課）

３月４日　記載

35 県公立高校入試の得点の簡易開示は行われるのか。
中学校で行うのか。

高校における簡易開示は実施される予定である。中学校における簡易開示につ
いては、市町村教育委員会及び中学校長の判断で行うことができる。その際、
必要な感染防止のための措置を講じることが必要である。

義務教育指導課
（高校教育指導課）

３月４日　記載

36 県公立高校入試の欠員補充は実施されるのか。 実施される予定である。

義務教育指導課
（高校教育指導課）

３月４日　記載

37 県公立高校入試の合格発表日に、時間を決めて受験
生を学校に登校させることは可能か。

今後の進路指導をする必要がある者等について、市町村教育委員会及び中学
校長の判断で保護者も含め、登校させることは可能である。その際、必要な感
染防止のための措置を講じることが必要である。

義務教育指導課

３月４日　記載

38 臨時休業中の児童・生徒等の事故報告については、ど
のようにしたらよいか。

通常どおり、平成２８年３月３０日付教生指第８７９－２号「児童生徒事故報告実
施要領の一部改正について（通知）」に基づき、報告する。
なお、新型コロナウイルス感染症に関し、患者の発生や濃厚接触者について、
探知したときは速やかに保健体育課に連絡すること。

保健体育課

３月４日　記載

39 児童・生徒に新型コロナウイルス感染症が発生した場
合の報告はどのようにするのか。

令和２年２月２８日付事務連絡「臨時休業中における新型コロナウイルス感染症
に係る対応について」に基づき、報告すること。
（なお、特別支援学校においては、令和２年２月２８日付教保体第１７２１号「新
型コロナウイルス感染症の「指定感染症」への指定を受けたことによる「感染症
及び食中毒の発生報告」について」に基づき、報告すること。）

保健体育課

３月４日　記載
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40 他市と対応が異なると苦情が寄せられている。県で統
一した対応策を示すことはしないのか。

基本的な対応については、これまでに県から示しているところである。各市町村
における臨時休業の期間や形態については、各地域や学校の実情を踏まえ、
各学校の設置者において判断いただきたい。県としては、今後も適切な情報提
供に努めていく。

小中学校人事課

３月４日　記載

41 教職員の風邪症状が軽ければ出勤しても差し支えない
か。

風邪症状が軽くても体調不良を自覚している場合は出勤の自粛を徹底するこ
と。また、服薬により熱が下がっている場合もあるため、解熱しても、服薬がない
状態で２日程度の間は朝夕の体温測定を続け、体調の変化に注意し、出勤する
際には風邪症状がないことを所属に事前に連絡すること。
（令和２年３月６日付教県第１０５１－３号　参照）

小中学校人事課

３月１０日　記載

42 教職員に風邪症状があり体調不良の申出があった場
合における健康状況の把握はどのように行うのか。

令和２年３月６日付教県第１０５１－３号に添付されている「体調不良時の健康
把握票」を予め全教職員に配付し、体調不良により出勤を自粛した場合、健康
把握票を活用して日々の体調管理に努め、管理職へ報告することを全教職員に
周知すること。

小中学校人事課

３月１０日　記載

43 保護者を入れない卒業式において、保護者にはどのよ
うな配慮が考えられるか。

例えば、教職員が卒業式の写真や動画を撮影し、保護者に配付するなどが考え
られる。但し、その場合、個人情報の保護に十分留意する必要がある。

義務教育指導課

３月１０日　記載

44 感染した児童・生徒が登校を開始する際、いじめに遭う
おそれがある。県から対応策は示されるのか。

令和２年２月６日付教生指第５２５号を参考に、従来の対応と同様、いじめ防止
対策推進法やいじめ防止基本方針に則り、いじめの未然防止及び早期発見に
努めていただきたい。

生徒指導課

３月１０日　記載

45 感染症に関連したいじめを認知した場合の報告はどう
するのか。

従来通り、いじめ防止対策推進法第２３条２項に則って対応いただきたい。
生徒指導課

３月１０日　記載

46 感染症に関連した誹謗、中傷がネットに書き込みをされ
たときはどのような対応が必要か。

各学校に配付している「生徒指導ハンドブック　I's ２０１９」の２４、２５、９５ページ
を参考に早急に対応いただきたい。
（URL)　https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/handbook/handbook-is.html

生徒指導課

３月１０日　記載
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