
令和２年（２０２０年）９月２５日
教 育 委 員 会 資 料
教育委員会事務局子ども・教育政策課

新型コロナウイルス感染症に係る子ども教育部・教育委員会事務局における対応について

新型コロナウイルス感染症に係る子ども教育部及び教育委員会事務局における対応につ

いて別紙のとおり報告する。

別紙１ 新型コロナウイルス感染症に係る取組

別紙２ 新型コロナウイルス感染症対策に係る教育委員会事務局関連施設の開設状況

別紙３ 新型コロナウイルス感染症に関する教育委員会議事一覧

なお、本件については令和２年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価において、外部評価対象の項目としている。



別紙１

新型コロナウイルス感染症に係る取組

令和２年 幼稚園 小中学校 学童・キッズプラザ 図書館

３月

〇3月2日午後～3月13日まで臨時休業、3月2日は午前保育・弁当あり
〇3月16日～3月25日まで臨時休業延長。預かり保育は実施、修了式は
規模縮小して実施

〇3月2日午後～3月13日は臨時休業、3月2日は午前授業・給食あり
〇3月16日～25日まで臨時休業延長
★3月17日～3月24日まで、希望者に学年別学習指導を実施
◇卒業式、閉校式は規模縮小して実施
◇学年最終日3月25日は、時差登校により事務連絡や通知表の授与等を
実施
◇土日祝日の部活動中止
■消毒用アルコール、マスク、小学校給食用手袋配布
◇中1移動教室の中止決定

〇【児童館】3月3日～25日　閉館
　　　　　　3月3日～5月30日　待機児童受入れ(14～18時）
　　　　　  3月26日～4月4日　時間を区切って限定開館
〇【キッズ・プラザ】3月3日～7日　閉所
　　　　　　　　　　3月3日～5月30日　待機児童受入れ（14～18時）
　　　　　　　　　　3月9日～25日　校庭のみ開放（14～17時）
　　　　　　　　　　3月26日～4月4日　時間を区切って限定開所
〇【学童クラブ】3月3日～4月4日　開所（8～19時）

〇3月1日～4月7日まで図書サービスの一部休止
（予約した資料の受取・資料の返却・新規利用登録・利用者登録更
新、インターネットサービスのみ可能）

４月

〇4月6日～5月6日まで臨時休業、預かり保育は実施、入園式は延期 〇4月6日～5月6日まで臨時休業
★学年別補充学習教室は中止
◇「校庭遊び場開放」「校庭の開放」中止
◇部活動の中止
◇入学式・始業式は規模縮小して実施
◇4月7日～17日学童保育対象児童は、学童保育が行われる時間まで対
応
■マスクの配布
★4～5月：学校HPの充実を学校に依頼、臨時休業中のオンライン学習
等の推進について学校・保護者に通知
◇定期健康診断の実施期間の延長を決定、学校へ周知

〇【児童館】4月7日～18日　乳幼児親子のみ開放（10～12時）
　　　　　　4月21日～5月30日
　　　　　　　　学童クラブの居場所提供（9～14時）
〇【キッズ・プラザ】4月6日～18日　校庭のみ開放（14～17時）
　　　　　　　　　　4月20日　臨時閉所
　　　　　　　　　　4月21日～5月30日
　　　　　　　　　　　　学童クラブの居場所提供（9～14時）
〇【学童クラブ】4月6日～11日 開所（14～19時）
　　　　　　　　4月13日～5月30日
　　　　　　　　　　臨時閉室、特例のみ受入れ（14～19時）

〇4月8日～5月25日まで休館（全サービス休止※ネット検索のみ可能）

５月

〇5月31日まで臨時休業延長
◇週１回以上の家庭への電話や訪問により子どもの状況を把握

〇5月31日まで臨時休業を延長
◇週1回以上の家庭への電話や訪問により児童・生徒の状況把握
◇5月11日～15日：小中個別連絡の実施（学校にて、1人10分程度）
〇臨時の校長会の実施（２回）：学校再開等について
★週1回分の時間割を学校ホームページに掲載
◇「校庭遊び場開放」「校庭の開放」中止
◇部活動の中止
〇中野区学校再開マニュアルの作成
■マスク、ハンドジェル、フェイスシールド、中学校給食用手袋配布
等の配布
◇5月末・6月末に就学援助対象の児童・生徒に対し学校臨時休業中の
昼食費支援
★区立中学校2・3年生にタブレット端末・モバイルルーター貸与
★中学校にグーグルアカウント配布
★中学校におまかせ教室のアカウント配布
★中学校先行でＩＣＴ学習支援員の配置を開始
◇小学校移動教室、音楽鑑賞教室、文化事業（連合音楽会、連合演劇
発表会、英語学芸会）、体育事業（連合運動会、特別支援学級連合運
動会）、職場体験、海での体験事業の中止決定

特記事項なし

〇5月11日：各図書館の返却口開放（中野区役所、中野駅南口のブック
ポストは閉鎖のまま）
〇5月26日：ネット予約開始、ブックポスト再開
〇5月27日：予約した資料の受取・資料の返却・新規利用登録・利用者
登録の更新、インターネットサ―ビスが可能になる

６月

〇6月1日より再開。入園式は6月1日に実施
〇6月2日以降は、学年毎に登園日を設け、1学年を2グループに分けて
保育。預かり保育は引き続き実施。
■手指消毒ジェルの配布

〇6月1日より再開。午前と午後に分けて授業
◇6月8日より給食開始
★6月15日より通常授業開始
★区立中学校1・2年生及び区立小学校6年生にタブレット端末・モバイ
ルルーターを貸与
★小学校にグーグルアカウント配布
★小学校におまかせ教室のアカウント配布
★ＩＣＴ学習支援員追加配置
◇中野区中学校総合体育大会の中止決定
■マスク、体温計、物品用アルコール等の配布

〇【児童館】6月2日～13日　待機児童受入れ（8:30～18時）
　　　　　　6月16日～　通常開館
〇【キッズ・プラザ】6月1日～6月13日
　　　　　　　　　　　待機児童受入れ（8:30～18時）
　　　　　　　　　　6月15日～　通常開所
〇【学童クラブ】6月1日～12日　分散登校に応じて8時～19時開設
　　　　　　　　6月13日～　通常開所（下校後～19時）

〇6月1日：書架への立入り、OPAC（館内検索機）の利用可能になる
〇6月15日：閲覧席の利用（半数程度）、利用者用パソコンが利用可能
になる
〇6月23日：対面朗読、お話し会等事業以外のサービスが利用可能にな
る
※閲覧席は半数程度

７月

■新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について通知
〇夏季休業：7月21日～8月31日

★7月21日～8月7日（夏季午前授業）：午後の時間を活用したオンライ
ン学習指導推進
★ＩＣＴ学習支援員追加配置
■新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について通知
■手指用消毒ジェルの配布 特記事項なし

■清掃・消毒・換気の徹底、飛沫対策のためのビニールシートの設置
■職員のマスク着用徹底、ビニール手袋の使用
■返却された資料の消毒
■利用者への周知（HP、館内表示）
■7月22日に「感染症防止徹底宣言ステッカー」の取得、東京都感染拡
大チェックシート（図書館編）による再チェック等を指示

８月 特記事項なし

◇夏季休業：8月8日～31日
★家庭学習、宿題、補習学習等で「おまかせ教室」等を活用。必要が
あればグーグルミートを夏季休業中の交流に活用。
★区ICT研修、都オンライン学習の推進のための指導者講習会の実施
★ＩＣＴ学習支援員追加配置
◇修学旅行の中止決定
■マスク、逆性石鹸等の配布

特記事項なし 特記事項なし

９月 特記事項なし

■手指用アルコールを希望校へ配布
〇９月の土曜授業は公開しない旨を通知
★オンライン学習の取組状況と今後の展望について定例校長会で周知

特記事項なし 特記事項なし

★学習に関する事項　〇休業・再開に関する事項　■衛生に関する事項　◇その他

〇軽井沢少年自然の家：令和２年４月８日～５月６日まで休館。５月３１まで休館延長。７月１日より再開（６月１９日より予約開始）。　



別紙２

新型コロナウイルス感染症対策に係る教育委員会事務局関連施設の開設状況

令和２年 社会情勢等 幼稚園 小中学校 学童クラブ 児童館（キッズ・プラザ） 図書館 軽井沢少年自然の家

２月

[27日]政府が全国の小
中学校等に対し、3/2か
ら春休みまでの臨時休
業を要請

３月

〇3/2午後～3/13は臨時休業
　・3/2は午前保育(弁当あり)
〇3/16～3/25まで臨時休業を延長
　・預かり保育は実施
　・修了式は規模を縮小して実施

〇3/2午後～3/13は臨時休業
　・3/2は午前授業(給食あり)
〇3/16～3/25まで臨時休業を延長
　・3/17～3/24まで、希望者に学年
    別学習指導を実施
　・卒業式・閉校式は規模を縮小し
   て実施　
　・学年最終日の3/25は、時差登校
   により事務連絡や通知表の授与等
   を実施

〇3/3～4/4 開所（8～19時） 〇【児童館】3/3～3/25 閉館
　・3/3～5/30待機児童受入れ
　（14～18時）
〇【児童館】3/26～4/4 時間を区切って
限定開館
〇【キッズプラザ】3/3～3/7 閉所
〇3/3～5/30 待機児童受入れ（14～18
時）
〇3/9～3/25 校庭のみ開放（14～17時）
〇【キッズプラザ】3/26～4/4 時間を区
切って限定開所

〇3/1～4/7まで図書サービスの一部休止
　・予約した資料の受取、資料の返
  却、新規利用登録、利用者登録更
  新、インターネットサービスのみ
  可能

〇通常通り開所

４月

[1日]都立学校について
5月6日までの休校を決
定(都)

[7日]政府が緊急事態宣
言を発令

〇4/6～5/6まで臨時休業
　・預かり保育は実施
　・入園式は延期

〇4/6～5/6まで臨時休業
　・学年別補充学習教室は中止
　・「校庭の遊び場開放」、「校庭
   の開放」は中止
　・部活動は中止
　・入学式・始業式は規模を縮小し
   実施

〇4/6～11 開所（14～19時）
〇4/13～5/30 臨時閉室
　・特例のみ受入れ（14～19時）

〇【児童館】4/7～4/18 乳幼児親子のみ
開放（10～12時）
〇【児童館】4/21～5/30 学童クラブの
居場所提供（9～14時）
〇【キッズプラザ】4/6～4/18 校庭のみ
開放（14～17時）
〇【キッズプラザ】4/20 臨時閉所
〇【キッズプラザ】4/21～5/30 学童ク
ラブの居場所提供（9～14時）

〇4/8～5/25まで休館
　・ネット検索のみ可能

〇4/8～5/6まで休館

５月

[5日]都立学校について
5月末までの休校を決定
(都)

[25日]政府が緊急事態
宣言を解除

〇5/31まで臨時休業を延長 〇5/31まで臨時休業を延長
　・「校庭の遊び場開放」、「校庭
   の開放」は中止
　・部活動は中止

〇5/11より各図書館の返却口開放
　・中野区役所、中野駅南口のブッ
　　クポストは閉鎖のまま
〇5/26よりネット予約開始、ブックポス
ト再開
〇5/27より予約した資料の受取、資料の
返却、新規利用登録、利用者登録の更
新、インターネットサービスが可能にな
る

〇5/31まで休館を延長

６月

〇6/1より再開
　・入園式は6/1に実施
　・6/2以降は、学年毎に登園日を設
   け、1学年を2グループに分けて保
   育
　・預かり保育は引き続き実施

〇6/1より再開
　・午前と午後に分けて授業
〇6/8より給食開始
〇6/15より通常授業を開始

〇6/1～12まで分散登校に応じて開設
（8～19時）
〇6/13から通常開所（下校後～19時）

〇【児童館】6/2～6/13待機児童受入れ
（8時半～18時）
〇【児童館】6/16～通常開館
〇【キッズプラザ】6/1～6/13待機児童
受入れ（8時半～18時）
〇【キッズプラザ】6/15～通常開所

〇6/1より書架への立入り、OPAC（館内
検索機）の利用可能になる
〇6/15より閲覧席の利用（半数程度）、
利用者用パソコンが利用可能になる
〇6/23より対面朗読、お話会等事業以外
のサービスが利用可能になる
　・閲覧席は半数程度

〇7/1より再開。
　・6/19から予約受付を
　　開始

７月
〇7/21～8/31まで夏季休業 〇7/21～8/7まで午前授業

８月
〇8/8～8/31まで夏季休業

９月



別紙３

新型コロナウイルス感染症に関する教育委員会議事一覧

開催日
（令和２年）

教委 議事 議題 内容

2月21日 定例会 報告 新型コロナウィルス感染拡大防止に関する取組について 児童・生徒等に新型コロナが発生した場合の対応

3月3日 臨時会 協議 教育長の臨時代理による事務処理の承認について 臨時休業３月２日午後～３月１３日

3月3日 臨時会 協議 教育長の臨時代理による事務処理の指示について 臨時休業３月１６日以降

3月3日 臨時会 報告
新型コロナウイルスに関する卒業式（修了式）及び閉校式の取扱いについ
て

区立学校の令和元年度の卒業式（修了式）及び閉校式の
取扱い

3月13日 定例会 協議 教育長の臨時代理による事務処理の指示について
新型コロナに罹患した教職員の給与減額免除にかかる基
準改正

3月13日 定例会 協議 教育長の臨時代理による事務処理の指示について 臨時休業４月６日以降の対応

3月13日 定例会 報告 教育長の臨時代理による事務処理について 臨時休業　３月１６日～３月２５日

3月13日 定例会 報告
新型コロナウイルス感染症に係る子ども教育部・教育委員会事務局におけ
る対応について

子ども教育部及び教育委員会事務局の各施設やサービス
の対応状況

3月27日 定例会 報告 教育長の臨時代理による事務処理について
新型コロナに罹患した教職員の給与減額免除にかかる基
準改正

3月27日 定例会 報告
新型コロナウイルス感染症の感染防止に留意した春季休業日
及び新年度における区立学校・幼稚園の対応について

春期休業日中の対応、入学式、始業式日程等

3月27日 定例会 報告 教育長の臨時代理による事務処理について ４月６日以降の臨時休業は行わず

4月3日 定例会 議決 学校保健安全法第２０条に基づく臨時休業の決定について 春期休業の終了日の翌日から５月６日まで休業

4月3日 定例会 協議 教育長の臨時代理による事務処理の指示について
４月３日以降の臨時休業の取扱い（変更する可能性あ
り）

4月3日 定例会 報告 新年度における中野区立学校・幼稚園の臨時休業について ４月６日～５月６日休業中の対応

4月10日 定例会 報告 教育長の臨時代理による事務処理について ４月３日以降の臨時休業の取扱いに変更はなし

4月17日 定例会 協議 教育長の臨時代理による事務処理の指示について ５月７日以降の臨時休業の取扱い

5月8日 定例会 報告
新型コロナウイルス感染症に係る子ども教育部・教育委員会事務
局における対応について

子ども教育部及び教育委員会事務局の各施設やサービス
の対応状況

5月8日 定例会 報告
臨時休業期間等における在宅児童・生徒のＩＣＴを活用した学習
支援について

臨時休業期間中のＩＣＴ機器の整備

5月8日 定例会 報告 区立学校臨時休業中の昼食費支援の実施について 臨時休業で給食が提供できない代わりの費用支援

5月8日 定例会 報告 教育長より報告 中学校、幼稚園訪問について

5月8日 定例会 報告 教育長の臨時代理による事務処理について 臨時休業 ５月７日～５月３１日

5月22日 定例会 議決 中野区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 臨時休業により不足した授業時数の確保

5月22日 定例会 協議 臨時休業中の個別連絡等の実施及び学校・幼稚園再開について 学校・幼稚園再開に向けた気持ちづくり

5月29日 定例会 議決
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う意見交換会の実施の特例に関
する規則

意見交換会に代わる区民参加手続きの規定

5月29日 定例会 報告 中野区立学校再開マニュアルについて 学校における感染リスクの提言指針

5月29日 定例会 報告
新型コロナウイルスの感染症対策を踏まえた対応に伴う小中学校
での事業について

小中学校各種事業の中止

6月5日 定例会 報告 令和２年度予算の執行について 新型コロナ影響の減収にともなう事業見直し

6月5日 定例会 報告 指導室長より報告 学校の状況について

6月12日 定例会 報告 新型コロナウイルス感染症に係る対策及び当面の区政運営について 新型コロナに対応した区政運営方針
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6月12日 定例会 報告 中野区基本構想・基本計画等の策定に向けた今後の対応について 新型コロナに対応した内容見直し

6月12日 定例会 報告 今後の財政見通しについて 新型コロナ影響による将来減収見込み

6月12日 定例会 報告 施設使用料の見直し時期の延期について 新型コロナによる影響を受け延期

6月12日 定例会 報告 教育長、指導室長より報告 学校訪問について、学校の状況について

6月26日 定例会 報告 指導室長より報告 学校の状況について

7月10日 定例会 協議 区立小中学校における休業日の取扱いについて 臨時休業により不足した授業時数の確保

8月21日 定例会 報告 区立学校におけるオンライン学習の取組状況と今後の展望について 臨時休業中に教育委員会から学校に求めた取組

8月28日 中野東中学校視察
オンライン授業の実施状況などＩＣＴを活用した取組み
について


