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新型コロナウイルス感染症対策に伴う市立小・中・高等学校の対応について 

 日本国内で発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と児童・生徒の安全確保

のため，臨時休業としていた市立の小学校，中学校及び高等学校の，令和 2 年度の教育活

動の再開等についてお知らせします。。 

COVID-19 Announcement for city funded elementary 

schools, junior high schools and high school 

COVID-19 Announcement for city funded elementary schools, junior 

high schools and high school 

Information on re-opening of city funded schools in Morioka.  

基本的な感染症対策について 

1. 発熱等の風邪の症状がみられる児童生徒については，自宅で休養させることとしま

す。 



2. 医療的ケアを必要とする等，重症化リスクが高い児童生徒が，主治医や学校医から

登校すべきでないと判断された場合は，自宅待機とします。 

3. 毎朝の検温及び風邪の症状の有無の確認について家庭に協力をお願いし，登校させ

ることとします。 

4. 日常の学校生活において，「換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底」「多く

の人が手の届く距離に集まらないための配慮」「近距離での会話や大声での発声を

できるだけ控える」などの「3 つの条件が同時に重なる場」を避けるためるととも

に，手洗いや咳エチケットを徹底します。そのうち，「近距離での会話や大声での

発声等の際のマスクの使用等」については，集団感染のリスクを避けるため，でき

る限りマスクの装着することとします。 

• マスクの作り方（文部科学省ホームページ「子供の学び応援サイト」内）（外部リンク） 

 COVID-19 Prevention Measures  

1. If you have cold symptoms or a fever, please rest at home.  

2. Student at high risk of COVID-19 exposure should follow a doctor or a school 

doctor’s instructions and self-quarantine at home if advised.  

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html


3. Check body temperature and monitor your child’s health condition before sending 

them to schools.  

4. It has been determined that the most dangerous actions in terms of infection are 

staying in enclosed, crowded, poorly ventilated spaces, or speaking to others at 

arm’s length distance or closer. It is highly encouraged to avoid where these all 

three listed above overlapped, wash your hands, follow the cough etiquette and 

wear a face mask.  

• マスクの作り方（文部科学省ホームページ「子供の学び応援サイト」内）（外部リンク） 

(Link: How to make face masks) 

新型コロナウイルス感染症が確認された場合の対応について 

1. 児童生徒の感染が確認された場合は，学校の全部を臨時休業とし，当該児童生徒が

所属する学級は，発症確認から 2 週間学級閉鎖とします。他の学級は保健所の指導

の下に，消毒等の対策を講じ再開することとします。 

2. 学区において，感染が確認された際は，当該者と学校の関わりがない場合は，通常

どおり学校教育活動を実施します。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html


When a case of COVID-19 is confirmed in Morioka City 

1. If a case of COVID-19 is confirmed at school, the school will close temporally. 

The class that has the student infected with COVID-19 will close for two weeks from 

the date the case was confirmed and the rest of the classes will re-open based on 

Morioka City Health Center’s decision.   

2. When a case of COVID-19 is confirmed in your school district but the infected 

student belongs to other school, you can continue on with your usual school 

activities.  

学年末休業日及び学年始休業日について 

1. 離任式は実施しないこととします。 

2. 部活動を行う場合は，「3 つの条件が同時に重なる場」を避けるため，実施内容や

方法を工夫し，教師や部活動指導員等が部活動の状況を確認しながら実施すること

とします。なお，実施に当たっては，基本的な感染症対策について確実に実施され

るよう，生徒への指導とともに，保護者に対応等の徹底について依頼した上で，実

施することとします。 



3. 児童生徒の健康保持の観点から，日常的な運動を本人及び家庭の判断で行うために

校庭を活用することを可能とします。ただし，一度に大人数が集まり，人が密集し

ている場合は，活動を控えていただきます。 

 School closure and re-opening announcement 

1. Please refrain from holding a resignation ceremony 

2. If schools hold club activities, please avoid three prevention measures (1. 

Closed space with poor ventilation 2. Crowded places 3. Conversations at 

close distances) and try all kinds things to minimize / reduce the risk of 

spreading COVID-19. Supervisors should make sure if those preventions 

are enforced during the club activities as well as at home under parents’s 

supervise.  

3. Students are allowed to use playgrounds for daily exercises based on the 

decision made by individual or the family in the perspective of keeping 

healthy. However, please avoid using the playgrounds when a large 

number of people are gathering and it is overcrowded.   

 



令和 2 年度の教育課程について 

1. 始業式について 

「 基本的な感染症対策について」に沿った対策を行うとともに，学校の状況に応

じ，学年ごとに分散しての実施や，校内放送を通じての実施などの工夫をして実施

することとします。 

2. 入学式について 

「 基本的な感染症対策について」に沿った対策を行うとともに，学校の状況に応

じて，在校生や来賓の出席を控えるなどの参加者の制限や，参加者に対しては，風

邪のような症状がある者の参加自粛を要請する，咳エチケット等を推奨するなど，

感染拡大防止対策を講じた上で実施することとします。 

 School curriculum for Reiwa 2 Nendo (2020) 

1. Opening ceremony of the school term 

Please enforce the COVID-19 prevention measures and makes some 

adjustments such as holding the ceremony by grades, using school 

announcements to avoid gathering all students in one site. 



2. Entrance ceremony 

Please enforce the COVID-19 prevention measures with making necessary 

adjustments such as refraining from inviting guests, setting a limitation on 

the number of attendees, a voluntary restraint for attendee who has cold 

symptoms and encouraging the cough etiquette etc.   

市立幼稚園の対応について 

 通常どおり感染の拡大防止に努め実施いたします。ただし，感染予防の観点から，発

熱等の症状がみられる場合は，無理をせず自宅で休養させることとします。 

COVID-19 Announcement for City Funded Kindergartens 

 City funded kindergartens to operate as usual during the enforcement of the 

prevention measures. However, if you have cold symptoms or a fever, please rest 

at home.  

その他 

 新型コロナウイルス感染症については，日々状況が変化しているところであり，状況に

よって必要な追加の対応をとることとします。 



Others 

These measures are rapidly changing as the situation evolves.  

このページに関するお問い合わせ 

教育委員会 学校教育課 

〒020-8532 盛岡市津志田 14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎 3 階 

電話番号：019-639-9045 ファクス番号：019-637-8122 

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 

Inquiry 

Kyouiku Iinkai, Gakkou Kyouiku Ka 

〒020-8532 Morioka-shi, Tsushida 14-37-2  

Morioka Shiyakusho Tonan Bunchousha3F  

TEL：019-639-9045 FAX：019-637-8122 

 

 

https://www.city.morioka.iwate.jp/cgi-bins/contact.cgi?mail=t203000

