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「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対応した臨時休業等に 

       関するＱ＆Ａ（３月５日時点更新）」等の送付について 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対応した臨時休業等については、令和２年２月 

２８日付け教県第１０２５号「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対応した臨時休業

等について（通知）」及び令和２年３月２日付け教高指第２９６４号「『新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止に対応した臨時休業等に関するＱ＆Ａ（３月２日時点）』等の送付に

ついて」を通知し、各学校において、適切な対応をお願いしたところです。 

 つきましては、文部科学省作成、別添写しの「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（令

和２年３月３日時点）」を踏まえ、下記のとおり「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に

対応した臨時休業等に関するＱ＆Ａ（３月５日時点更新）」を作成しましたので、適切な対

応をお願いします。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、「Ｑ＆Ａ」が変更される場合があ

ることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 送付資料 

 ⑴ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対応した臨時休業等に関するＱ＆Ａ 

   （３月５日時点更新） 

 ⑵ 文部科学省ホームページより 

   「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（令和２年３月３日時点）」 

   （写） 

様 



   ホームページアドレス 

   https://www.mext.go.jp/content/202002229-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf 

 

 

 

 

                   Ⅰ－Ｑ１、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴに関すること 

                   担当 高校教育指導課 教育課程担当 

                   電話 ０４８－８３０－７３９１ 

 

                   Ⅵ－Ｑ２５～Ｑ２８に関すること 

                   担当 県立学校人事課 学事担当 

                   電話 ０４８－８３０－６７３５ 

 

                   Ⅵ－Ｑ２９に関すること 

                   担当 県立学校人事課 教員人事担当 

                   電話 ０４８－８３０－６７３８ 

 

                   Ⅲ－Ｑ１１に関すること 

                   担当 保健体育課 学校体育担当 

                   電話 ０４８－８３０－６９２９ 

 

                   Ⅰ－Ｑ２～Ｑ５に関すること 

                   担当 保健体育課 健康教育・学校安全担当 

                   電話 ０４８－８３０－６９６４ 
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対応した臨時休業等に関する 

Ｑ＆Ａ（３月５日時点更新） 

 

※ 下線を引いているＱが前回から更新したものです。 

 

Ⅰ 臨時休業対応 

Ｑ１ 臨時休業期間中に登校日を設けることは可能か。 

Ａ１ 今回の臨時休業は、集団で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実施したものです。したがって、原則として一斉登校は行

わないこととします。 

   指導上必要がある場合は、例えば 

   ・ 個別に生徒を登校させること 

   ・ クラスごとに時間帯をずらして登校させること 

   ・ 集合時間に幅をもたせること 

   ・ できるだけ広い教室等に集合させること 

  などの工夫を行った上で登校させるようお願いします。その際、手洗いや咳エチケッ

トの推奨、可能な範囲で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

行うようお願いします。 

 

Ｑ２ 臨時休業期間中に生徒を登校させたときの留意点はあるか。 

Ａ２ 登校した生徒が万が一、罹患した場合に備えるため、以下の点に留意してください。 

   ・ 誰がいつ登校して、いつ下校した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、別室で待機させるとともに、保護者等

に速やかに連絡をとり、自宅で休養するよう指導するなど、適切に対応するこ

と。 

 

Ｑ３ 来校者を受け入れる際の注意点はあるか。 

Ａ３ 来校者名簿を作成し、来校者を確実に把握してください。その際、咳エチケットや

手洗い等の感染症対策を行うようお願いします。 

 

Ｑ４ 臨時休業期間中の事故報告については、どのようにしたらよいか。 

Ａ４ 従来どおり、平成２６年３月２７日付け教県第１１９３号「職員、生徒の事故報告

について（通知）」に基づき、報告をお願いします。 

   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してください。 
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Ｑ５ 学校が一部の生徒を登校させた場合に、生徒に事故等が生じた場合、災害共済給付

の対象となるのか。 

Ａ５ 独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付は学校の管理下で発生

する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、生徒等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ます。 
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Ⅱ 教育課程関係 

Ｑ６ 臨時休業期間中に学年末考査を実施できるのか。 

Ａ６ 臨時休業の趣旨を踏まえ、原則として実施しません。 

 

Ｑ７ 実施した授業時数が標準授業時数を下回っていても、各学年の課程の修了や卒業を

認定してもよいのか。 

Ａ７ 新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業を行った場合、学校教育法施行規則等に

定める標準授業時数を下回った場合においても、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ものとはされません。 

   各学年の課程の修了又は卒業の認定は、生徒の平素の成績を評価して行うこととな

っており、総合的に判断します。 

   生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定に当たっては、弾力的に対処し、その進

級、進学等に不利益が生じないよう配慮いただくようお願いします。 

 

Ｑ８ 臨時休業期間において、指導要録の「出欠の記録」にはどのように記載すればよい

か。 

Ａ８ 平成 22 年５月 11 日の通知「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等におけ

る生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」に示すとおり、学校保健安全法第

20条に基づく臨時休業の措置を行った場合には、授業日数には含まないものとして記

録をしてください。 

   臨時休業期間中に、生徒を指導上登校させた日についても、同様に授業日数には含

めないものとします。 

   また、臨時休業としたために、各学校における内規で定めている欠課時数を越えて

しまうなどの生徒については、生徒の状況を踏まえた上で弾力的に対処し、その進級、

進学等に不利益が生じないよう配慮をお願いします。 

 

Ｑ９ 通知表については、渡すのが４月以降になってしまってもかまわないか。 

Ａ９ そもそも通知表は法令上の作成義務はなく、実態として各学校で作成しているもの

です。 

   このため、通知表の作成・交付を今年度中に行う義務はなく、生徒や保護者等に渡

すのが４月以降になっても問題ありません。 
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Ⅲ 在校生対応 

Ｑ１０ 教科書販売を学校で実施してよいか。 

Ａ１０ 実施することは可能です。ただし、生徒が教科書を購入する時間をずらすことや

販売のための広い会場を用意するなど、感染防止の観点から、教科書販売店と綿密

な打合せを行って実施するよう配慮してください。 

 

Ｑ１１ 臨時休業期間中に部活動を実施してよいか。 

Ａ１１ 臨時休業の趣旨を踏まえ、実施しません。 

 

Ｑ１２ 学年末休業に入れば、登校日を設けることや部活動を実施することは可能か。 

Ａ１２ 令和２年２月２８日付け教県第１０２５号「新型コロナウイルス感染症の拡大防

止に対応した臨時休業等について（通知）」では、「令和２年３月２日（月）から学

年末休業日前まで、臨時休業とすること」としているので、学年末休業以降の対応

については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、随時御連絡します。 

 

Ｑ１３ 臨時休業期間中にアルバイトをさせてよいか。 

Ａ１３ 令和２年２月２８日付け教県第１０２５号「新型コロナウイルス感染症の拡大防

止に対応した臨時休業等について（通知）」に、「臨時休業期間中に生徒が不要不急

の外出をしないよう指導するとともに、保護者に協力を求めること。また、自宅に

おいて、咳エチケットや手洗い等の感染症拡大防止対策を行うよう指導すること。」

とあることを踏まえ、自宅で待機するよう指導してください。 

    経済的に困難な状況にある生徒、やむを得ない事情のある生徒などについては、

相談の上、対応をお願いします。 

  



 － 5 / 8 － 

Ⅳ 卒業式対応 

Ｑ１４ 卒業式を実施しなくてもよいか。 

Ａ１４ 今後、卒業式の中止又は延期を決定した場合は、速やかに高校教育指導課教育課

程担当（０４８－８３０－７３９１）まで御連絡ください。 

 

Ｑ１５ 卒業式を体育館で実施しなくてもよいか。 

Ａ１５ 感染症予防のため、例えば、放送による教室での実施等も考えられます。 

   ただし、実施には必要な感染防止のための措置を講じることが求められます。 

 

Ｑ１６ 保護者は参加できないのか。 

Ａ１６ 卒業式は、保護者の皆様にとって、子供の成長の姿を見ることができる、貴重な

機会であると考えておりますが、生徒の健康・安全を第一に考え、参加者は「卒業

生と教職員のみ」としております。 

 

Ｑ１７ 来賓についても参加できないのか。 

Ａ１７ 生徒の健康・安全を第一に考え、参加者は「卒業生と教職員のみ」としているこ

とを丁寧に説明し、理解してもらうようお願いします。 

 

Ｑ１８ 卒業式を中止した場合に、卒業証書の授与についてはどうすればよいか。 

Ａ１８ 学校教育法施行規則の規定に基づき、各学校の校長は、全課程を修了したと認め

た生徒には、卒業証書を授与することとされているが、授与の具体的な方法につい

ては特段の定めはありません。 

    「卒業証書」等については、必要な感染症予防対策を講じた上で、期日をずらし

て卒業生に配布するなど、各学校で検討してください。 

 

Ｑ１９ 卒業式の様子を写真や動画で撮影し、保護者に配布してよいか。 

Ａ１９ 写真や動画の撮影については、教職員による撮影が可能であると考えます。 

    ただし、撮影・配布に当たっては、個人情報保護の観点から、各保護者の理解・

了解を得るなど必要な手続きを取ることが前提となります。 
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Ⅴ 新入生対応 

Ｑ２０ 入学許可候補者説明会は実施してよいか。 

Ａ２０ 実施は可能です。ただし、入学に向けて必要な手続きは、時間を短縮するなど、

実施の在り方を検討してください。 

    例えば、 

   ① 入学許可候補者説明会を実施せず、資料配布にとどめる。 

   ② 感染予防のために、午前、午後と２回に分けて実施することや、日程を複数日

設定する。 

   ③ 教科書販売、制服の採寸等は、感染防止の観点から広い会場を用意したり、生

徒の集合する時間をずらして対応する。 

   など、より適切にお願いします。その際、必要な感染防止のための措置を講じるよ

うお願いします。 

 

Ｑ２１ 得点の簡易開示を実施するのか。 

Ａ２１ 予定どおり実施してください。 

    実施方法については、受付を増やして受検生の待機時間を短縮するなど、必要な

感染防止のための措置を講じるようお願いします。 

    なお、本対応は、今後の感染状況によって変更する場合があります。 

 

Ｑ２２ 欠員補充は実施しないといけないか。 

Ａ２２ 必要な感染防止のための措置を講じた上で、実施するようお願いします。 

 

Ｑ２３ 合格者番号の掲示を複数設置するのは可能か。 

Ａ２３ 感染予防の観点から可能です。 

    その際、掲載内容に誤りがないよう留意してください。 

 

Ｑ２４ 感染予防のため「選抜結果通知書」及び入学のための資料等を郵送することは可

能か。 

Ａ２４ 原則、入学許可候補者に直接交付してください。 

    その際、資料の配布場所をより広い会場へ変更することや、窓口を増やし時間を

短縮することなど、感染予防に配慮ください。 

    なお、体調不良等で受検生やその保護者が直接受領することが難しい場合は、受

領日を変更することや、代理人をお願いするなど中学校長とご相談ください。 
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Ⅵ 服務・転編入関係 

Ｑ２５ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために、職員の服務について、   

どのような扱いとすることができるのか。 

Ａ２５ 以下の表のとおりです。 

 

状  況 基本的な対応 服務上の扱い 備考 

① 職員に風邪の症状が 

 ある場合（④、⑤を除く） 

出勤を自粛 特別休暇 

（交通遮断休暇） 

 

② 職員の親族等に風邪 

 症状がある場合 

出勤を自粛 特別休暇 

（交通遮断休暇） 

例えば、風邪症状のある親族と

同居または長時間の接触（車内

等を含む）があった場合や、風

邪症状のある親族の看護・介護

を行う必要があり職員以外に看

護・介護を行う者がいないこと

から仕事を休まざるを得ないと

認められる場合 

③ 新型コロナウイルス 

 の感染が疑われる場合   

    （無症状の場合） 

出勤を自粛 職務専念義務免除の

承認 

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ときか

ら、検査に必要な期間及び健康

状態の観察期間を対象期間とす

る 

④ 濃厚接触者として停 

 留の措置を受けている 

 場合 

出勤不可 特別休暇 

（交通遮断休暇） 

職員が検疫法第１６条第２項に

規定する停留の対象となった場

合 

⑤ 就業制限等が行われ 

 た場合 

出勤不可 職務専念義務免除の

承認 

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

律第１８条第２項に規定する就

業制限の対象となった場合等 

⑥ 小学校、中学校等が 

 臨時休業となり、子供  

 の世話が必要な場合 

休暇取得が 

可能 

特別休暇 

（交通遮断休暇） 

例えば、共働き家庭などの留守

家庭で子供の預け先がなく子供

だけで留守番をすることが困難

な場合であって、職員以外に世

話を行う者がいないことから仕

事を休まざるを得ない場合 

※ 総務事務システムの入力方法 

  （１）特別休暇（交通遮断休暇）を入力する場合 

     休暇の種類「特別休暇」から休暇の区分「交通遮断（新型コロナ）」を選択 

   

  （２）職務専念義務の免除を入力する場合  

     休暇の種類「職免」から休暇の区分「その他」を選択 
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Ｑ２６ 臨時休業期間中、教職員を出張させることは可能か。 

Ａ２６ 感染症拡大防止等の観点を踏まえ、出張の必要性を考慮した上で校長が判断する

こととなります。 

 

Ｑ２７ 文部科学事務次官通知（令和２年２月２８日付け元文科初第１５８５号）には、

「在宅勤務や時差出勤の推進」について記載があるが、県立高等学校及び県立中学

校の教職員にも適用されるのか。 

Ａ２７ 現段階での適用は考えておりません。 

 

Ｑ２８ 学校等の臨時休業期間中に、転編入試験は実施してよいか。 

Ａ２８ 令和２年２月２８日付け事務連絡「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（第３報）」等を踏まえ、必要な感染症拡大防止対策を

講じた上で実施してください。 

 

Ｑ２９ 非常勤講師の扱いはどうなるのか。 

Ａ２９ 高等学校における非常勤講師については、臨時休業期間中は学校行事等で授業が

ない場合と同様の扱いとなります。校長が学校運営上やむを得ないと認めて成績処

理等の業務を担当する場合は、勤務となります。 

    特別支援学校における非常勤講師については、臨時休業としてないことから計画

どおりの勤務となります。 


