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新型コロナウイルス感染症に伴う生駒市教育委員会の対応 
 

 国  
生駒市 

教育こども部 生涯学習部 

2/20 
大規模イベントの開催
必要性検討要請 

  

2/25   

・市の主催行事等の中止、
延期 

・市民・民間団体に対する
イベントの自粛要請 

2/27 学校の一斉休業の要請     

2/28  
・3/3～3/24 の一斉休業実

施 
 

3/3   

・図書館全館で貸出、返却
にサービスを限定した運
営開始 

・椅子、雑誌の最新号、新
聞を撤去 
(3/4～4/10) 

3/6  

・市内全認可保育園・こど
も園(0～2歳)の保育料、
公立保育園(3～5 歳
児)・こども園(2 号認定
児)の給食費還付(連続
10 日以上に限る) 

・井出山屋内温水プール
TAC きらめき休館(3/8～
3/31) 

3/12  
・小・中学校の給食費の還

付（3 月分） 
 

3/13  

・幼稚園、小・中学校の運
動場開放 

・みっきランド・はばたき
みっき、小平尾児童館を
臨時休館(当面の間) 

 

3/19   
・屋内スポーツ施設利用の

新規受付中止(3/20～
3/31) 

3/23  
・市立幼稚園、こども園、

小・中学校の春期休業中
の対応について周知 

 

3/25  

・幼稚園、小・中学校春期
休業開始 

・幼稚園(4/10)、小・中学
校(4/6)の再開通知 

 

3/30   
・井出山屋内温水プール

TAC きらめき休館延長
(4/1～4/30) 

4/3  

・幼稚園、小・中学校の休
業延長(～4/17) 

・みっきランド・はばたき
みっきを臨時休館(～
4/17) 
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 国  
生駒市 

教育こども部 生涯学習部 

4/7  

・市内全認可保育園・こど
も園(0～2歳)の保育料、
公立保育園(3～5 歳
児)・こども園(2 号認定
児)の給食費還付(連続
10 日以上に限る)を 4 月
も継続実施 

・育児休業復帰時期延長、
求職期間延長 

 

4/8 
大阪府等に緊急事態宣
言 

  

4/9  
・みっきランド・はばたき

みっきを臨時休館(～
5/6) 

・生涯学習施設の貸館停止
(4/11～5/6) 

・スポーツ施設の臨時休館
(4/11～5/6) 

・図書館の臨時休館 
(4/11～5/6) 
※予約本貸出、返却、HP

／電話での予約受付、
読書相談にサービス
を限定 

4/14  
・幼稚園、小・中学校の休

業延長(～5/6) 
 

4/16 
緊急事態宣言の対象地
域が全国に拡大 

・保育所等への登園の自粛
依頼(保育料・給食費の還
付拡大) 

 

4/17  
・自主登校・登校日の中止 
・学童保育への登所の自粛

依頼(保育料の還付決定) 
 

4/20   
・全ての生涯学習施設、ス

ポーツ施設利用の新規受
付中止(4/22～5/6) 

4/24  

・市立幼稚園、小・中学校
の休業延長(～5/31) 

・保育所・こども園、学童
保育の登園・登所の自粛
依頼継続(～5/31) 

・みっきランド、はばたき
みっき、教育支援施設の
休館延長(～5/31) 

・生涯学習施設・図書館・
スポーツ施設の臨時休館
延長 
(～5/31) 

4/27  
・家庭学習支援ツールの導

入(予備費で対応) 
 

5/7  ・授業動画の配信開始 

・図書館予約本受付再開
（5/8～） 

・図書館予約本貸出再開
（5/9～） 

5/14 緊急事態宣言の解除 

・6/1 からの市立幼稚園、
小・中学校の再開 

・登校日の再開(5/20～） 
・6/3～の給食開始 

 

5/15  
・みっきランド、はばたき

みっき、教育支援施設の
利用を順次再開 

・生涯学習施設等の利用を
順次再開 

 



 

 

 

 

 

 
 

5月 13日(水)に発表された奈良県教育委員会からの方針を踏まえ、休業していた市立小・中学校を6月

1 日(月)から再開します。5 月 20 日(水)から週 1 回程度の登校日を設け、各種感染拡大防止の取組も講じ

ます。なお、国・県等の動向や近隣自治体での感染状況等により今後見直す場合は改めてお知らせします。 

 

■ 再開にあたっては、各種の感染症防止策を講じます 

(1) 各クラスを 2グループに分け、隔日で登校する「分散登校」の実施 

 1 教室当たりの人数を減らし、席の間隔を空ける対策などを取った上で学習活動を行うため、各ク

ラスを 2 グループに分けて隔日で登校する「分散登校」を実施します。欠席しても、欠席扱いにはな

りません。 

登校日でない日は、授業動画やｅライブラリ、プリントなどによる家庭学習を行う予定です。 

 

(2) 6 月 3日(水)から給食をスタート 

 配膳・食事の前の手洗い・消毒の指導徹底や教室の前方を向いての喫食、会話を控えるなどの対応

をします。 

 

(3) 5 月 20 日(水)～29 日(金)の間は、週 1回程度の登校日を設定 

スムーズな再開に向けて、児童生徒の健康状態の確認や課題の配布等を行うため、登校日を設けま

す。各クラスを2グループに分け、学年と曜日を指定して1日 2～3学年程度の登校とします。欠席し

ても、欠席扱いにはなりません。 

・在校時間は、午前8時 30分～午前 11時 30分までの約3時間程度です。 

・給食は実施しません。 

 

(4) 学校生活全般に関すること 

   ①登校時の対応 

  ・毎朝、登校前に各家庭で検温及び健康観察の記録を健康チェック表に記載し、発熱等の風邪の

症状がある場合は登校を控えてもらいます。 

  ・登校後は、手洗いを済ませ教室に入るよう指導し、併せて咳エチケットについても指導します。 

②教室における対応 

・児童生徒の机は、可能な限り最大限の間隔を保持し、随時手洗い、手指の消毒を指導します。 

・授業の形態を全ての机・椅子が前方を向く「スクール形式」とし、児童生徒が向き合って活動

しないよう留意します。 

・20分から 25分に一度、教室を換気し空気を入れ替えます。 

・「換気の悪い密閉空間」「人の密集」「近距離での会話・発声」の３つの条件が同時に重ならな

いよう、換気の励行、近距離での会話や発声の際のマスクの使用等を教職員間で確認します。 

奈良県生駒市 

6 月 1 日(月)から、隔日登校で小中学校を再開 

ー準備期間として、5月 20 日(水)から登校日を設けますー 



・学校医、学校薬剤師等と連携した保健管理体制を整え、清掃などで環境衛生を良好に保ちます。 

   ③休憩時間、掃除時間の対応 

    ・必要以上の接触や近距離での会話が無いよう留意して活動します。 

    ・休憩時間、掃除時間後は手洗い・消毒をするよう指導します。 

 

■ 5 月 20 日(水)以降の学童保育 

 【5月 20日から 29日までの平日】 

・通常時に学童保育に通所している児童・家庭…学校での受け入れ後通常どおり学童保育を実施しま

すが、感染拡大のリスクを低減させるため、家庭での保育の協力をお願いします。 

・通常時には学童保育に通所していないが特別な配慮が必要な児童・家庭…下記の基準に該当する家

庭は、特別措置として、小学校に限って児童の受け入れを行い、教職員が対応します。この特別措

置については、一定の基準を設け、必要な場合に限定します。 

＜特別措置についての基本的な基準（すべてを満たす場合）＞ 

・保護者が医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な場合やひとり親

家庭などで仕事を休むことが困難な家庭、もしくは、突発的な介護や育児、疾病・ケガ等の特別

な事情により児童の保育ができない家庭 

・受け入れを希望する児童が小学３年生以下であること 

 【6月 1日から】 

・通常時に学童保育に通所している児童・家庭…朝から学童保育を実施しますが、感染拡大のリスク

を低減させるため、家庭での保育の協力をお願いします。 

・通常時には学童保育に通所していないが特別な配慮が必要な児童・家庭…下記の基準に該当する家

庭は、特別措置として、小学校に限って児童の受け入れを行い、教職員が対応します。この特別措

置については、一定の基準を設け、必要な場合に限定します。 

＜特別措置についての基本的な基準（すべてを満たす場合）＞ 

・保護者が医療等の新型コロナウイルス感染症予防対応に関する職種（学童指導員、児童デイスタ

ッフなど含む）に従事されており、児童の保育ができない場合やひとり親家庭などで仕事を休む

ことが困難な家庭、もしくは、突発的な介護や育児、疾病・ケガ等の特別な事情により児童の保

育ができないご家庭 

・受け入れを希望する児童が小学３年生以下であること 

 

■ 部活動 

引き続き活動を中止します（再開については、改めてお知らせします） 

 

■ 校庭・学校図書館の開放  

5月 20日(水)～5月 29日(金)の平日午後1時～午後 4時の間開放します。 

 

■ 児童生徒または教職員の新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合の対応 

・感染した児童生徒または教職員のクラスを学級閉鎖または休校とします。 

・学級閉鎖または休校の期間は、保健所等と相談の上、決定します。 

 

この件に関する報道関係からのお問い合せ 

生駒市教育指導課（課長 前田）  0743-74-1111(内線 631) 



   

 

 

 

 

 
 

5月 13日(水)に発表された奈良県教育委員会からの方針を踏まえ、休園していた市立幼稚園・こども園

（1号）（以下、幼稚園等）は、6月 1日（月）から再開します。再開にあたっては、5月 20日（水）から

園庭開放を、5月 25日（月）から準備登園日を設け、各種の感染拡大防止の取組も講じます。なお、国・

県等の動向や近隣自治体での感染状況等により、今後見直す場合は改めてお知らせします。 

 

■ 再開にあたっては、各種の感染症防止策を講じます 

(1) 分散保育の実施 

   各クラスを 15～20名程度のグループに分け、1部屋当たりの人数を減らし保育を実施します。 

 

(2) 6 月 8 日(月)から給食・昼食をスタート 

給食の配膳はマスクを着用した職員が行います。園児の給食・昼食の際、可能な限り向き合わない

ようにし、毎回テーブル等の消毒を行います。 

 

   (3) 5 月 25 日(月)から 29 日(金)は準備登園期間 

6 月 1 日からのスムーズな再開に向けて、園生活に慣れ、生活リズムを整える期間として、5 月 25

日（月）から 5日間を準備保育期間とします。この期間の保育は、通常の登園時間から 11時 30分ま

での半日保育とし、欠席しても欠席扱いにはなりません。 

 

(4) 園生活全般に関すること 

  ①登園時の対応 

・毎朝、登園前に各家庭で、検温及び健康観察の記録を健康チェック表に記載し、発熱などの風邪

症状が見られるときは、登園を控えてもらいます。 

・登園後は、手洗いを済ませてから保育室に入ることと咳エチケットについても指導します。 

     ②降園時の対応 

   ・6月 8日(月)～30 日(火)は、降園時間を 11：30 と 14：00 の 2 通り設定し、保護者の希望により

選んでいただけます。 

③通園バスの対応 

・換気のため通園バス発車前にしばらく窓を開け、発車後は換気機能を作動させて運行します(転落

防止のために窓を開ける場所は、こどもが触らない位置とします)。 

・座席は出来るだけ間隔をあけて座ります（３人がけの席に多くても２人までとします）。 

※１ルートの人数が多い園は、ルートを増やし、バス乗車人数、乗車時間を少なくします。 

・園到着後、すぐ手洗いを実施します。 

   ④保育室における対応 

   ・園児同士の間隔は、可能な限り最大限の間隔を保持し、活動前後など随時手洗い、手指の消毒を

指導します。 

奈良県生駒市 

6 月 1 日(月)から市立幼稚園とこども園が再開 

ー準備期間として、5月 25 日(月)から準備登園期間を設けますー 



・保育の形態を全ての机・椅子が前方を向く「スクール形式」とし、園児が向き合って活動しない

ように留意します。 

・20分～25分に一度は換気し、空気を入れ替えます。 

・「換気の悪い密閉空間」「人の密集」「近距離での会話・発声」の３つの条件が同時に重ならないひ

よう、換気の励行、近距離での会話や発声の際のマスクの使用等を教職員間で確認します。 

・園医、園薬剤師等、看護師と連携した保健管理体制を整え、清掃などで環境衛生を良好に保つた

め、定期的に保育室、遊具等の消毒を行います。 

   ⑤家庭へのお願い 

   ・送迎時は保護者も必ず検温し、発熱等の風邪症状がないことの確認をお願いします。 

 

■ 園庭開放（こども園では実施しません） 

（１）5月 20 日（水）～22 日（金）の 9：00～11：30 と 13：00～15：00 は、親子で幼稚園になれる機

会の提供として園庭を開放します。 

（２）5月 25 日（月）～5月 29日（金）の 13：00～15：00 は、保育時間終了後に親子で幼稚園に来て

もらう場の提供として、園庭を開放します。 

 

■ 特別な事情による園児の受け入れ  

 準備登園期間中は、保護者の方が医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必

要な場合やひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な家庭、もしくは、突発的な介護や育児、疾病・

ケガ等の特別な事情により児童の保育ができない家庭の園児は、引き続き 6月 5日(金)までは 14：00ま

での保育と預かり保育を行います。 

 

■ 園児または職員の新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合の対応 

・感染した園児または職員のクラスを学級閉鎖または休園とします。 

・学級閉鎖または休園の期間は、園医及び保健所と相談の上、決定します。 

 

■ 保育園の対応 

感染拡大のリスクを低減させるため、家庭での保育のご協力をお願いします。 

6月 30日(火)までは、保育料を日割り計算で還付します。 

 

 

この件に関する報道関係からのお問い合せ 

生駒市こども課（指導主事 松本）  0743-74-1111(内線 778) 





 

 

 






