協議（２）
教政発第０００３３６号
令和３年（2021 年）８月２４日
各学校（園）長 様
熊本市教育委員会
令和 3 年度 第 2 学期の対応について（通知）
新型コロナウイルス感染症が拡大し、本市への「まん延防止等重点措置」の適用期間が延
長され、また、新規感染者の状況が、これまでとは異なって若年層の感染割合が高くなっ
ていることなどを踏まえて、「まん延防止等重点措置」の期限である 9 月 12 日までは、以
下のとおり対応することと決定しましたので通知します。
なお、「まん延防止等重点措置」の期限が延長された場合には、改めて通知を行います。
各学校（園）長におかれては、適切にご対応頂きますようお願いいたします。
１ 小・中学校
（1） 分散登校
ア 「登校日」と「オンライン授業日」を学年単位で設定する分散登校を実施する。
イ 一日当たりに登校する学年は、小学校は二学年、中学校は一学年として校長が
決定する。
※「登校日」と「オンライン授業日」の実施例は、教育委員会から別途示すこととする。
ウ 児童生徒の健康管理等のため、少なくとも週に１日以上の登校日を設けることと
するが、登校させる学年の登校間隔は２日以上空けなければならない。
エ 「登校日」は、午前中授業を原則とする。
オ 保護者が医療従事等で小学校３年生以下の児童及び虐待・ネグレクトなどで登校
が必要な児童生徒（以下、「要登校者」という。）は、毎日登校することを基本として、
登校させることができる。
カ 特別支援学級については、通常学級の対応に準じることとするが、学校の状況
に応じた対応を行うことができる。
キ 「登校日」において、保護者が子どもを登校させることが不安な場合は、登校を
控えても構わないこととし、その場合も「欠席」扱いとはしないこととする。
（2） オンライン授業
ア オンライン授業の授業時数については、分散登校時に実施する時数を基準として
行う。
イ オンライン授業の実施内容等については、教育委員会から別途示すこととする。
ウ 「登校日」ではない学年の要登校者は、預かりのみとし、学校でオンライン授業
を受けることとする。
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（3） 準備日
ア 分散登校及びオンライン授業の実施に向けた準備等を行うため、第 2 学期の
始業日及びその翌日を準備日とする。
イ 準備日は、全ての学年を登校させることができる。ただし、感染拡大防止の趣旨
を鑑み、各学校の規模に応じて時差登校等の工夫を行うこととする。
（４） 学校給食
ア （3）の準備日は、当初の予定通りの給食を実施する。
イ 分散登校実施期間、登校する学年には通常給食を提供する。
ウ 分散登校実施期間、登校日ではない学年の要登校者にも通常給食を提供する。
（５） 部活動
ア 分散登校実施期間は、中止とする。
イ 体育団体等が主催する公式の大会・コンクール等に出場する部活動においては、
登校日の学年と週休日のうちの一日に限って部活動を行うことができる。
ただし、朝練習及び長時間の活動は控えること。
ウ 分散登校期間中は、部活動への参加を強要してはならない。
（６） 児童育成クラブ
ア 分散登校実施期間は、午後 2 時からの利用とする。
イ 「登校日」ではない学年についても、午後 2 時からの利用とする。
２ 高等学校及び専門学校
（1） 小中学校の実施内容に準じた分散登校を実施する。
（2） 分散登校実施期間中の部活動は、小中学校の実施内容に準じた活動とする。
（３） オンライン授業の内容については、校長が決定する。
３ 幼稚園
（1） 小中学校の実施内容に準じた分散登園を実施する。
（2） 小中学校における要登校者と同様な園児については、毎日登園することができる
が、預かり保育のみの実施とする。
４ 特別支援学校
教育委員会と分散登校等の実施内容等について、学校毎に協議を行い実施する。
５ その他
上記の分散登校やオンライン授業等において記述がなく、実施に必要な事項につい
ては、教育委員会の各担当課より別途通知します。
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教政発第０００3３7 号
令和３年(202１年)８月２４日
各学校長

様
教育政策課長
スポーツ振興課長

中元
村上

正人
和博

第 2 学期の熊本市立学校施設使用について（通知）
8 月 23 日の臨時教育委員会会議において、市立学校における第 2 学期（８月３０日以
降）の対応方針が決定したことに伴い、学校施設使用については、下記のとおり取り扱う
方針としましたので通知します。
各学校長におかれては、適切にご対応をお願いします。
記
１．学校施設使用について
(1)分散登校実施期間（９月１２日（日）まで）は、既に予約申請済のものを含め、学校
施設使用を中止とする。
(2)ただし、体育団体等が主催する公式の大会・コンクール等に出場する児童生徒を対象
とした社会教育（スポーツ・吹奏楽等）活動を行う団体においては、当該学校の登校日
の学年と週休日のうちの一日に限って使用することができる。
※今後の感染状況等によって、期間が延長となる場合があります。

２．夜間開放事業について
令和３年（2021 年）９月１２日（日）までは利用不可となっています。
利用予定者からお尋ねがあった場合は、スポーツ振興課をご案内ください。

問い合わせ先
・学校施設使用に関すること
教育政策課 328-2704
・夜間開放事業に関すること
スポーツ振興課 328-2724
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教指発第０００６５５号
令和３年（2021年）８月２４日
各学校（園）長 様
指導課長

石加 浩二

国による「まん延防止等重点措置」の延長に伴う対応について（通知）

国による「まん延防止等重点措置」が、9月１２日（日）まで延長されました。
また、現在、県のリスクレベルは「レベル５厳戒警報」に引き上げられておりま
す。
これに伴い、８月３０日（月）以降の学習指導・部活動についての留意点、出席停
止等の取扱い・学校行事について、別添のとおり通知します。
各学校（園）長におかれては、遺漏なきようご対応願います。
なお、高等学校・総合ビジネス専門学校・幼稚園についても参照の上、対応願いま
す。
記
・（別添 1）学習指導についての留意点
・（別添２）部活動についての留意点
・（別添３）出席停止等の取扱いについて
・（別添４）学校行事について
・（別添５）分散登校の学年設定について

問い合わせ先
指導課
096－３２８－２７２１
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別添１

学習指導についての留意点（８月３０日以降の取扱い）

熊本市教育委員会指導課

国による「まん延防止等重点措置」が、9 月１２日（日）まで延長されました。また、現在、県の
リスクレベルは「レベル５厳戒警報」に引き上げられております。
ついては、以下の点に留意すること。
各教科について
１ 感染リスクの高い教育活動について
「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」として、以下のような活動が挙げ
られる（
「★」はこの中でも特にリスクの高いもの）
。これらの活動については、一時的に停止する、ま
たはその代替活動を実施すること。
・各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」
及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」（★）
・理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」
・音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器
（★）
・図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」
・家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」（★）
・体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」（★）や「近距離で組み合ったり接触したり
する運動」（★）
※上に例を挙げる活動以外であっても、以下の点に留意すること。
・できるだけ個人の教材教具を使用し、児童生徒同士の貸し借りはしないこと。
・器具や用具を共用で使用する場合は、使用前後の手洗いを行わせること。
２ 特に体育の授業について
・医療的ケア児及び基礎疾患児の場合や、保護者から感染の不安により授業への参加を控えたい
旨の相談があった場合等は、授業への参加を強制せず、児童生徒や保護者の意向を尊重すること。
・可能な限り屋外で実施すること。体育館など屋内で実施する必要がある場合は、特に呼気が激
しくなるような運動を避けることを徹底すること。
・体育の授業におけるマスクの着用については、必要ない。ただし、間隔を２ｍ以上にとること。
その他マスク着用時は熱中症に特に配慮が必要である。
【参照】 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生
活様式」～（2021.4.28 Ver.6）※ 2021.5.28 一部修正
https://www.mext.go.jp/content/20210514-mxt_kouhou01-000007426_1.pdf
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別添２

部活動についての留意点（８月２３日版）

熊本市教育委員会指導課
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、部活動の実施については、以下の点に留意すること。
※部活動についての留意点（８月２日版）と変更した部分は、太字、アンダーラインで表示しています。
１ 実施にあたっての留意事項（運動部・文化部共通）
(1)活動前に風邪の症状（発熱、咳や喉の痛み等）がないか、健康観察を必ず実施し、風邪の症状がある児童生
徒、または体調がすぐれない児童生徒は参加させないこと。また、活動中に体調が悪くなった児童生徒につ
いては、速やかに休ませ、保護者へ連絡し、児童生徒の健康安全を最優先に対応すること。
(2) 練習や下記の大会の参加に当たっては、児童生徒本人・保護者の意向を尊重すること。練習を行う際は、
感染リスクの高い活動（ア 生徒同士が組み合うことが主体となる活動、イ 身体接触を伴う活動、ウ 大きな
発声や激しい呼気を伴う活動）は控えること。
(3)部活動に伴う登下校中及び部活動前後の部室においての飲食をすることを控えるよう指導を徹底すること。
(4)活動場所については可能な限り屋外で実施することが望ましいが、気温が高い日は熱中症に気を付けるこ
と。
(5)連続した練習時間はできる限り短くするとともに、常時換気を原則とし、窓等を対角方向に開け、十分に換
気を行うこと。また、飛沫感染に留意し、近距離での大声を徹底的に避けること。
(6)部活動中の児童生徒との間隔はできるだけ２ｍ（最低１ｍ）を確保すること。
(7)感染症拡大防止の観点から各連盟協会、施設のガイドラインや方針等の最新情報を確認しながら、実施する
こと。
(8)更衣室や部室の利用に当たっては、短時間での利用や多数で一斉に利用しないこと。
(9)給水用のボトルやコップ、汗拭きタオル等の道具の共用を避けること。
(10)練習以外の時間は原則マスクを着用し、練習前後や休憩時に水分補給、手洗いを行うこと。ただし、マスク
の着用については、熱中症が発生する可能性が高い気候条件と判断される場合は、２m の間隔を取り、マス
クを外す等対応すること。
(11)昼食時においては、飛沫を飛ばさないような席の配置（向かい合わせでの食事を行わない等）や食事中マス
クを外した状態での会話は行わないこと、マスクをした状態にあっても、近距離での会話や大声での会話を
控える等の工夫を周知徹底すること。なお、昼食以外の全ての飲食の場面においても同様とする。
２ 実施にあたっての留意事項（文化部）
(1)合唱は近距離（２ｍ以内）かつ向かい合っての活動は避けること。
(2)合唱時はマスクを着用すること。
(3)マスク着用により息苦しさを訴えた児童生徒には、一時マスクを外して休ませること。
(4)管楽器等の演奏は、一部屋一人で練習したり、屋外で十分距離をとって練習したりするなど工夫すること。
(5)合唱や演奏後は、唾液の処理等も適切に行うこと。
３ 県外遠征・合宿、大会（コンクール）
・練習試合（地域行事）
・自校での練習等
(1)実施について

熊本県新型コロナウイ
ルス感染症対策本部

①他校との練習や練習試合、合宿及び大会参加については、９月１２日（日）まで
禁止する。ただし、通信による大会、学校体育団体・競技団体・文化団体が
主催・共催する公式大会、コンクールは除く。参加する場合は最新の感染情
報を確認した上で慎重に判断すること。
②自校での練習については、原則として８月３０日（月）～９月１２日（日）までは禁止と
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https://bit.ly/2VaDmLC

する。ただし、２週間以内に上記の公式大会、コンクール等が控えている場合は、登校日と週休日のうちの一日に限っ
て練習を行うことができる。ただし、朝練習及び長時間の活動は控えること。
※高校は、①②について別途通知する。
(2)実施前に行うこと
①熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局から県民へ要請される内容を適宜確認すること。特に県
外への移動制限等に関する要請内容については留意すること。
②遠征先の感染状況に関する最新情報を確認し、緊急事態宣言措置及びまん延防止等重点措置が適用されて
いる都道府県など、感染が流行している地域での大会参加については、最大限の感染防止対策を講じるこ
と。
③交通手段や宿泊のキャンセル等への対応等もあらかじめ確認しておくこと。
④引率者は、新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣОＣОＡ）をインストールすること。また、できるだ
け参加生徒も同アプリをインストールすること。
(3)実施中に行うこと
①３密を避けた新しい生活習慣の徹底を行うこと。
②移動にマイクロバス等を利用する場合は、マスクを着用し換気を行うこと。また、可能な限り利用者の座
席を離し、密を避け目的地以外の立ち寄りは、必要最小限とすること。
③宿泊及び寮や寄宿舎における生活については、令和２年９月９日付け教指発第６４３号「運動部活動に参
加する学生等の集団における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について」
（通知）を参考に感染対策を
徹底すること。
④大会（コンクール）等会場での会食や更衣室の使い方も感染拡大防止の対策を講じること。
(4)実施後に行うこと
帰宅後２週間程度の検温等の記録を確実に取るなど、遠征や合宿後の健康観察にも努めること。
4 その他
感染者や濃厚接触者になった児童生徒が差別・偏見・いじめ・誹謗中傷等の対象とならぬよう、最大限配
慮し対応すること。
※この内容は令和３年８月２３日時点のものであり、今後の感染状況によっては、対応を見直すこともあります。
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出席停止等の取扱いについて（８月３０日以降の取扱い） 別添３
熊本市教育委員会指導課

国による「まん延防止等重点措置」が、9 月１２日（日）まで延長されました。 また、
現在、県のリスクレベルは「レベル５厳戒警報」に引き上げられております。
ついては、以下の点に留意すること。
新型コロナウイルス感染症のリスクレベルが「レベル４

特別警報」以上のとき、同居

の家族に風邪症状がみられる場合は、出席停止となります。
したがって、 以下のような取扱いとなります。
１

取扱いについて

（１）学校保健安全法第１９条による出席停止
①感染者

②濃厚接触者

③かぜ症状がある者

④（リスクレベル４・５で）同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられる者
（２）校長が出席しなくてもよいと認めた日として扱うもの。
①医療ケア児
２

②基礎疾患児

③不安を感じて登校できない者（校長判断 ）

出席簿等の入力・記載について
欠席理由
①感染者

②濃厚接触者

③風邪症状がある者（学校保健安
全法第 19 条） ④（リスクレベ
ル４・５で）同居の家族に発熱等

学習サポート

出席簿

通知表

指導要録

受ける

出席停止

出席停止

出席停止

受けない

出席停止

出席停止

出席停止

受ける

出席

出席

出席

受けない

出 席停 止 等

出 席停 止 等

出 席停 止 等

の風邪の症状がみられる者
①医療ケア児 ②基礎疾患児
③不安を感じて登校できない者
（校長判断）

３

分散登校中の取扱いについて
オンライン授業日（登校しない日）は、授業日として含まない。
【例】９月当初の授業日：20 日、オンライン授業実施日：５日の場合
授業日数は、１５日となる。
したがって、各学年によって要出席日数（授業日数）が異なる。
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学校行事の実施について（８月３０日以降の取扱い）

別添４

熊本市教育委員会指導課

運動会・文化発表会・授業参観等の学校行事の実施については、次の事項を参考にし、
各学校（園）において工夫して実施すること。その際、感染防止対策等を保護者に示す
など、理解を得ること。また、実施困難な場合は、延期等の措置をとること。
１ 新型コロナウイルス感染症のリスクレベルが「レベル５（厳戒警報）」である現段階
では、地域・保護者による参観を控えることとする。今後、リスクレベルが低下した場
合は、検討し別途通知する。
２

集会形式をとる場合は、会場のスペースを十分に確保する。

３

内容を精選し、全体の時間を短縮する。

４ 修学旅行については、チェックリスト等に従って実施を検討すること。ただし、今
後の状況を踏まえ、チェックリストの内容に変更を行う場合は、別途通知する。
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別添５
分散登校期間中（9/1～9/12）の登校日とオンライン授業日の設定について
熊本市教育委員会指導課
設定の方針
①児童生徒の健康管理等のため、少なくとも１日は登校日を設定する。
②登校日の間隔を２日以上とする。
③登校する学年は小学校２学年、中学校１学年とし、各学年の登校日は学校で設定する。
例1

小学校（低学年・中学年・高学年を組み合わせて実施）
9/1

9/2

9/3

9/6

9/7

9/8

9/9

9/10

（水）

（木）

（金）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

登校学年

１・２

３・４

５・６

１・２

３・４

５・６

１・２

３・４

オンライン学年

３・４

１・２

１・２

３・４

１・２

１・２

３・４

１・２

５・６

５・６

３・４

５・６

５・６

３・４

５・６

５・６

例２

小学校（高学年と低学年を組み合わせて実施）
9/1

9/2

9/3

9/6

9/7

9/8

9/9

9/10

（水）

（木）

（金）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

登校学年

１・６

２・５

３・４

１・４

２・５

３・６

１・４

２・５

オンライン学年

２・３

１・３

１・２

２・３

１・３

１・２

２・３

１・３

４・５

４・６

４・５

５・６

４・６

４・５

５・６

４・６

例３

中学校（一学年ずつ順番に実施）
9/1

9/2

9/3

9/6

9/7

9/8

9/9

9/10

（水）

（木）

（金）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

登校学年

３

２

１

３

２

１

３

２

オンライン学年

１・２

１・３

２・３

１・２

１・３

２・３

１・２

１・３

例４

中学校（２日間の週休日を挟んで同学年で実施）
9/1

9/2

9/3

9/6

9/7

9/8

9/9

9/10

（水）

（木）

（金）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

登校学年

１

２

３

３

２

１

３

２

オンライン学年

２・３

１・３

１・２

１・２

１・３

２・３

１・２

１・３

10

教指発第０００６５５号
令和３年（２０２１年）８月２４日
各小学校長 様
熊本市教育委員会
分散登校日の登校希望申込について（通知）
このことについて、令和３年（２０２１年）８月２４日付け教政発３３６号にてお知らせ
した通り、令和３年（２０２１年）９月１日から９月１２日までの分散登校の設定をお願い
します。
その際、家庭でオンラインによる学習指導を受ける児童生徒の中で、下記の対象者につい
ては、保護者が希望した場合には、学校に登校することができます。
ついては、給食食材の発注の都合がありますので、別添の保護者宛通知と申込書を本日、
保護者に配付し、８月２５日（水）までに提出いただきますよう保護者にご連絡ください。
つきましては、下記をご確認の上、対応願います。
記
１

対象者
(1) 保護者が医療機関、介護施設、保育所、警察及び消防の従事者である場合であって、
家庭で見守ることが困難な小学校３年生までの児童
(2) 教育委員会が支援をすることが必要と認めた児童生徒

２

申し込みの際の保護者の確認事項
(1) オンライン授業日には、すべて登校することとなります。
(2) 登校した児童は、学校でオンライン授業を受けることとなります。
(3) 登校した児童は給食を食べます。体調不良により喫食されなかった場合も給食の費
用を負担していただきます。
(4) 感染防止の措置はとりますが、感染のリスクが伴うことをご承知おきください。
(5) マスク着用が原則です。
(6) 連絡先等の変更があれば、速やかに連絡をしてください。

３

登校希望者への対応
(1) オンラインによる学習指導をする児童生徒の見守り
(2) 登校した児童生徒への給食提供

４

保護者宛通知・登校希望申込書の配付及び内容の書き換えについて
(1) 配付について
安心メールに添付や学校ホームページに掲載し、URL を安心メールに張り付けるなど、
学校にて工夫してお願いします。
(2) 保護者宛通知の内容の書き換えについて
① 学校名、校長名
② 分散登校の学年割り振り表に記入
※後日連絡の場合には削除し、文面を訂正すること。
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③ 「３

申込書提出方法」については(1)～(6)の中で、各学校で取る方法を選び、

記載すること。
④ 安心メールによるアンケート機能を使っての申込書を作成し、管理者メニューの
「アンケート管理」に配信してあります。アンケート名は「２０２１年９月１日～
オンライン授業日の登校希望の申込」です。これを活用して申込を受ける場合は、
本文中の青文字を黒文字に変更し、添付のアンケート管理作成・配信マニュアルを
ご覧いただき、送信をお願いいたします。
⑤ 安心メールによるアンケート機能を使って申込を受けない場合は、本文中の青文
字を削除してください。
５

その他
① 給食の喫食については、アレルギー対応等十分に配慮すること。
② 中学校については、
「１

対象者 (2)」のみとなります。対象者については個別に保

護者と相談すること。

問い合わせ
指導課
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ＴＥＬ

３２８－２７２１

ＦＡＸ

３５３－３９２１

令和３年 ８月２４日
保護者の皆様へ
〇〇小学校長 〇〇 〇〇
分散登校および分散登校期間におけるオンライン授業日の登校希望について（お知らせ）
日頃より本校の教育充実に対して、ご理解・ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。
さて、熊本市立学校では感染症拡大を防止するため、９月１日から９月１２日までの期間、分散登
校することになりました。
本校では次の表のように分散登校を実施します。学校に登校しない日は、ご家庭でオンラインによ
る学習指導（オンライン授業）を受けることになります。急なお願いで申し訳ありませんが、感染症
拡大防止のため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
9/1
9/2
9/3
9/6
9/7
9/8
9/9
9/10
（水） （木） （金） （月） （火） （水） （木） （金）
登校学年

１・２

３・４

５・６

１・２

３・４

５・６

１・２

３・４

オンライン学年

３・４ １・２ １・２ ３・４ １・２ １・２ ３・４ １・２
５・６ ５・６ ３・４ ５・６ ５・６ ３・４ ５・６ ５・６
なお、下記の対象者については、オンライン授業日にも学校に登校することができます。登校を希
望される保護者様おかれましては、下記をご確認の上、申し込みください。急で申し訳ありませんが、
給食食材の発注が間に合わないため、申込書を 8 月２５日（水）までに学校へご提出いただきますよ
うお願いいたします。26 日以降の申し込みの場合は、給食の提供が遅れますのでご承知おきくださ
い。本メールにて申込書を配信しておりますので下記 URL をクリックして申込をお願いします。
記
１ 対象者
(1) 保護者が医療機関、介護施設、保育所、警察及び消防の従事者であり、家庭で見守ることが困
難な小学３年生までの児童
(2) 教育委員会が支援をすることが必要と認めた児童生徒
2 確認事項
(1) オンライン授業日には、すべて登校することとなります。
(2) 登校した児童は、学校でオンライン授業を受けることとなります。
(3) 登校した児童は給食を食べます。体調不良により喫食されなかった場合も給食の費用を負担し
ていただきます。
(4) 感染防止の措置はとりますが、感染のリスクが伴うことをご承知おきください。
(5) マスク着用が原則です。
(6) 連絡先等の変更があれば、速やかに連絡をしてください。
３ 申込書提出方法
(1) 学校に直接持参する。
(2) FAX で学校に送付する。
(3) 学校のメールアドレスにメールで送信する。
(4) 学校に連絡をした上で、後日、学校に直接持参する。
(5) タブレットのロイロノートにて担任へ提出する。
(6) 安心メールのアンケートに回答する
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登校希望申込書
（

）小学校

下記の確認事項を承諾のうえ申し込みます。

令和３年度 学年・組
児

童

年

組

氏 名
氏

名

保
護

勤務先

者
氏

勤務先の電話番号（

）

携帯電話（

）

勤務先の電話番号（

）

携帯電話（

）

名

保
護

勤務先

者

配慮が必要なことがあれば
お書きください。
（食アレルギーなど）

確認事項
(1) 登校できる対象児童は、保護者が医療関係、介護施設、保育所、警察及び消防の
従事者であり、家庭で見守ることが困難な小学校３年生までの児童。または、教育
委員会が支援をすることが必要と認めた児童生徒です。
(2) オンライン授業日には、すべて登校することとなります。
(3) 登校した児童は、学校でオンライン授業を受けることとなります。
(4) 登校した児童は給食を食べます。体調不良により喫食されなかった場合も給食の
費用を負担していただきます。
(5) 感染防止の措置はとりますが、感染のリスクが伴うことをご承知おきください。
(6) マスク着用が原則です。
(7) 連絡先等の変更があれば、速やかに連絡をしてください。
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教健発第０００３４３号
令和３年(２０２１年)８月２４日

各学校長 様
各共同調理場長 様

健康教育課長 上村 清敬

分散登校の実施に伴う学校給食等の取扱いについて（通知）

標記の件について、下記のとおりの取扱いとしますので通知します。

記
１

学校給食の取扱い
登校している児童生徒には完全給食を提供します。その際、分散登校により登校する児童生徒の
アレルギー対応には細心の注意を払って下さい。
学級を分割するなど、学年単位で分割する方法以外の分散登校を計画する場合は、アレルギー対
応等が複雑になることから、必ず給食室・共同調理場に対応が可能かどうか確認を行って下さい。
８月３０日・３１日は準備日となりますので、学校給食に関しては通常通りの取扱いとなります。

２

食材変更の取扱い
期限内に給食用食材の発注変更を行う必要があることから、各学校は「食数連絡表」
「要登校者名
簿」により、給食室及び共同調理場に対して８月２６日（木）正午までに９月１日～１０日におけ
る登校者数をお知らせ下さい。
様式は下記に格納しておりますのでダウンロードしてお使いください。
Ｃネットポータル → 受取箱
健康教育課 →

→

教育委員会事務局

◎◎◎分散登校状況報告書

→

→

学校教育部 →

食数連絡表

期日までに正確な登校者数の把握が困難な場合は見込み数をお示しください。その場合、過大な
見込みにならないようにご留意下さい。
給食室・共同調理場は、各納入業者に対する発注変更の連絡を、８月２６日（木）１７時までに
電話及びファックスにより行って下さい。

３

給食費の取扱い
分散登校の実施に伴い、在宅の児童生徒の給食費の徴収を停止します。
つきましては、システム内の学校給食の喫食情報データを健康教育課において更新いたしますの
で、作業に必要な情報の提供を願いします。
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（１）更新の内容（健康教育課側作業）
分散登校期間（９月１日～１２日 実質８日間）について
ア オンライン授業日の学年を一括で全員、喫食情報を「〇」から「×」にします。
イ 保護者が医療従事者等で小学校３年生以下の児童及び虐待・ネグレクトなどで毎日登校す
ることが必要な児童生徒（以下、
「要登校児童生徒」という。）の喫食情報を「×」から「〇」
に戻します。

（２）分散登校報告書の提出（学校側作業）
上記の更新を行うために分散登校の実施状況（スケジュール）をお知らせください。また、要
登校児童生徒の情報についてもお知らせ下さい。
報告の様式は、給食室・共同調理場への連絡で使用していただく「食数連絡表」
「要登校者名簿」
をお使いください。

ア 提出方法
「食数連絡表」
「要登校者名簿」のファイル名を変更（例：壺川小学校の場合、
【101・壺川小
学校 食数連絡表】
、101・壺川小学校 要登録者名簿】）し、下記の場所に格納して下さい。
Ｃネットポータル
健康教育課 →

→

受取箱 → 教育委員会事務局 → 学校教育部

◎◎◎分散登校状況報告書

→

→ ★★学校提出場所

イ 提出期限
令和３年８月２６日

１４時 時間厳守

（３）その他
要登校児童生徒の喫食情報については、上記期限まで間に合わなかった場合も後追いで入力い
たしますが、学校においては給食の調理数の管理をお願いします。
なお、当該児童生徒はこの期間全て「〇」にします。登校する日を選択する事は不可となりま
す。また、キャンセルについては「３日前の原則」が適用になります。

お問い合わせ
熊本市教育委員会 健康教育課
担当（学校給食）吉田 仁田原
（給食費） 荒木
連絡先 096-328-2728
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教健発第 000351 号
令和 3 年（2021 年）8 月 25 日
各学校（園）長 様
健康教育課長 上村 清敬

新学期に向けた新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（通知）

新型コロナウイルス感染症については、デルタ株への置き換わりが進む中で、全国的に新
規感染者数が急速に増加しており、これまでに経験したことのない感染拡大の局面を迎えて
います。本市においても、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重
点措置」の期間が令和 3 年 9 月 12 日まで延長されているところです。
本市の児童生徒についても、8 月に入り新規陽性者が 141 名となっており（8 月 22 日時
点）
、急速な増加が懸念されます。
各学校（園）におかれましては、これまでも文部科学省の「学校における新型コロナウイ
ルス感染症に関する衛生管理マニュアル」を基に、
「保健関係の確認事項（チェックリスト）
」
「基本的な感染症予防対策についての周知事項」等に従って感染症対策に取り組んでいただ
いているところですが、新学期を迎えるに当たり、
「確認事項」
「周知事項」を別添のとおり
改めました。
また、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課より別添のとおり事務連絡がありまし
たので、ご一読いただき、学校（園）内での感染拡大防止に向けて警戒を強め、新型コロナ
ウイルス感染症対策の更なる徹底をお願いいたします。
なお、下記事項の徹底は、
「まん延防止等重点措置」が適用される期間とします。
記
・
（別添１）保健関係の確認事項
・
（別添２）基本的な感染症予防対策についての周知事項
・
（別添３）文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡「小学校、中学校及び
高等学校等における新学期に向けた新型コロナウイルス感染症対策の徹底等
について」

（問い合わせ先）
健康教育課 学校保健班
TEL：328-2728
FAX：323-8355
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R３.８月

保健関係の確認事項
チェック

1

□

健康教育課

教室等の環境整備
換気は、冬季においても気候上可能な限り常時、２方向の窓を同時に開けて行うととも
に、教室等の温度管理については柔軟に対応している
※困難な場合は３０分に１回以上窓を全開する

2

□

教室・トイレ等の清掃はできている

□

①清掃用具は適切な状態で数もそろっている

□

②使用する家庭用洗剤や消毒薬について、有効性や使用方法を確認している

□

③１日1回、大勢がよく手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）の
消毒ができている
※児童生徒等の手洗いが適切に行われている場合には、省略することも可能

3

□
チェック

手洗い場・トイレの石鹸が補充されている

健康観察

4

□

教職員は自身の健康観察を行っている（体温測定、かぜ症状等）

5

□

発熱等の風邪の症状がある場合等は出勤・登校しないことを徹底している

6

□

幼児児童生徒及び教職員は、身体的距離が十分とれないときはマスクを着用するように
している。（気温・湿度や暑さ指数が高い日には、熱中症などの健康被害が発生するお
それがあるためマスクを外す。）

7

□

登校時、幼児児童生徒の検温結果及び健康状態を確認している

8

□

体調がよくないときは早めに申し出ることを指導している

9

□

日頃から十分に休養をとり、体力や体の抵抗力を高め、バランスのよい食事をとるよう
指導している

10

□

学級担任・教科担任は授業時間ごとに健康状態の把握を行っている

11

□

健康観察結果や欠席・早退した幼児児童生徒の健康情報を教職員間で共有している

チェック

学校生活

12

□

こまめな手洗い、咳エチケットの重要性を指導し徹底している

13

□

３つの密（密閉・密集・密接）が発生しないよう配慮している

14

□

人との間隔は可能な限り２メートル（最低1メートル）を目安に空けている

※できる限りそれぞれの密を避ける（ゼロ密）よう配慮する
※座席の間隔に一律にこだわらず、頻繁な換気を組み合わせることなどにより柔軟に対応する

【参考】
※発熱などの症状がある場合は、かかりつけ医又は発熱患者専用ダイヤル（0570-096-567）
に相談する。
※新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせは、熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談
窓口（096-300-5909）です。
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R３.８月

基本的な感染症予防対策についての周知事項

教職員

幼児・児童・生徒

《正しい咳エチケットについて》
①マスクを着用する。
②マスクがない時は、ティッシュ・ハンカチで口・鼻
を覆う。
③マスクやティッシュ・ハンカチがない時、またとっ
さの時は、袖で口・鼻を覆う。

・感染経路を断つためには、手洗いや咳エチケットを
徹底する。
咳エチケット ・咳エチケットとは咳やくしゃみをする際、マスクや
ティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使っ
て、口や鼻をおさえることである。

手洗い

《手洗いの６つのタイミング》
・外から教室に入るとき
・咳やくしゃみ、鼻をかんだとき
・給食（昼食）の前後
・掃除の後
・トイレの後
・共有のものを触ったとき

・石けんやハンドソープを使った丁寧な手洗いを行う
ことで十分にウイルスを除去できる。
・様々な場所にウイルスが付着している可能性がある
ので、外から教室等に入る時や咳やくしゃみ、鼻を
かんだ時、給食（昼食）の前後、掃除の後、トイレ
の後、共有のものを触ったときなど、こまめに手を
洗うことが重要である。
・手を拭くタオルやハンカチ等は個人持ちとして、共
用はしないように指導する。

《正しい手の洗い方》
①流水でよく手をぬらした後、石けんをつけ、手の
ひらをよくこする。
②手の甲をのばすようにこする。
③指先・爪の間を念入りにこする。
④指の間を洗う。
⑤親指と手のひらをねじり洗いをする。
⑥手首も忘れず洗う。
⑦十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオル
でふき取る。

・学校教育活動においては、身体的距離が十分とれな
いときはマスクを着用する。
ただし、学校教育活動の態様や児童生徒等の様子な
どを踏まえ、以下の通り臨機応変に対応する。
①十分な身体的距離が確保できる時はマスクの着用
の必要はなし。
②気温・湿度や暑さ指数が高い日には、熱中症など
の健康被害が発生するおそれがあるため、マスク
を外す。
マスクの着用 ③体育の授業は、マスクの着用は必要ありません。
ただし十分な身体的距離がとれない状況で、熱
中症等になるリスクがない場合は、マスクを着
用する。

《正しいマスクの着用》
①鼻と口の両方を着実に覆う。
②ゴムのひもを耳にかける。
③隙間がないよう鼻まで覆う。
《マスクの取扱いについて》
マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外し、
手指にウイルス等が付着しないよう、マスクの表面
には触れず、内側を折りたたんで清潔なビニールや
布等に置くなどして清潔に保つ。

《マスクの種類について》
一般的なマスクでは、不織布マスクが最も高い効果
を持ち、次に布マスク、その次にウレタンマスクの
順に効果があるとされていることを保護者に適宜情
報提供する。
・家庭と連携し、毎朝の検温や風邪症状の確認を行う
とともに、家庭でそれらを確認できなかった児童生
徒等については、登校時、教職員が検温及び健康観
登園・登校
察等を行う。
前の
・同居の家族にも健康管理に取り組んでいただけるよ
体温測定
う呼びかける。
・教職員についても児童生徒等と同様に毎朝の検温や
風邪症状の確認など健康管理に取り組む。

《幼児児童生徒、保護者へ》
・登校前に家庭において、毎朝、検温と風邪症状の
確認をする。

・発熱等の風邪症状がみられる場合には、保護者に連
絡して、自宅で休養させるようにする。必要に応じ
て受診を勧め、受診状況や検査状況を保護者から聞
かぜ症状が
き取り、状況に応じた対応をする。
ある場合 ・熊本県のリスクレベルがレベル４以上においては、
は登園・登
同居の家族に風邪症状が見られる場合は登校（園）
校を見合
・出勤を控えるよう伝える。
わせる
・免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバ
ランスの取れた食事を心がけるよう指導する。
・教職員についても風邪症状がみられる場合は、自宅
で休養する。

《幼児児童生徒、保護者へ》
・発熱、咳、喉の痛み等の風邪の症状がみられる場合
は、自宅で休養する。
・熊本県のリスクレベルがレベル４以上においては、
同居の家族に風邪症状が見られる場合は登校（園）
を控える。

19

教支発 ３６９ 号
令和３年（２０２１年）８ 月２４日
各
各

園

長

様

学 校 長 様
総合支援課長

川上 敬士

健康教育課長

上村 清敬

医療的ケアを必要とする幼児・児童生徒や基礎疾患等のある幼児・
児童生徒への新学期に向けた新型コロナウイルス感染症対策の徹底等
について（通知）
本市においては、現在、新型コロナウイルス感染症による「まん延防止等重点措
置」が適用されていますが、この度、令和３年（２０２１年）９月１２日（日）まで
延長されました。
各園・学校では、夏季休業明けの新学期を迎えるにあたり、教育活動における感染
防止対策を徹底されることと思いますが、医療的ケアを必要とする幼児・児童生徒
や基礎疾患等のある幼児・児童生徒に対して、改めて別添のチェックリストを参考
に保護者や主治医等と連携し、登校について慎重に検討をお願いします。

【問い合わせ先】
医療的ケアを必要とする幼児・児童生徒について
特別支援教育室 担当：杉本、倉田
TEL：096-328-2743 FAX：096-323-8355
基礎疾患等のある幼児・児童生徒について
健康教育課 担当：早田、原山
TEL：096-328-2728 FAX：096-323-8355
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令和3年8月
総合支援課特別支援教育室

新型コロナウィルス感染症「まん延防止措置」適用に伴う
医ケア児の学校生活再確認チェックリスト
【登校の判断】
□ 登校が可能であるか再度主治医に相談するよう保護者に依頼する。
□ 相談結果を踏まえた保護者の意向を確認する。
□ 適宜総合支援課へ状況を報告する。

【登校する場合】
□ 現在使用中の健康観察チェックカードを用いて、健康状態を確認する。
□ 状態に合わせた登校時刻、在校時間を保護者と確認する。
□ 教室での席を考慮する。（席の間隔、位置）
□ 交流学級での交流方法（教科の選択、タブレットの使用等）について検討する。
□ 在籍学級への担任以外（職員、児童生徒、保護者等）の出入り制限を考慮する。
□ マスクの着用や手洗い、手指消毒を徹底する。（学校職員は必ず、医ケア児は可能な限り）
□ 医ケア実施時の感染対策を徹底する。（手袋、フェイスシールド、エプロン等の使用
□ 教室等の環境整備（アルコールによる拭き上げ、換気等）を徹底する。

）

【登校しない場合】
□ 「出席停止・忌引き等の日数」として扱うことを、保護者に説明する。
□ 引き続き現行の健康観察を続行する。
□ 学習については実情に合わせて遠隔授業や資料等を基に考慮する。

【担任・学級支援員（看護師）等】
□ 担当職員も健康観察を徹底し、データ等を記録保管する。
□ 当分の間は感染リスクの高い場所へ行く機会を減らすなど自身の健康管理を徹底する。
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青教発第２１４号
令和３年（２０２１年）８月２３日
各小学校長

様
青少年教育課長 田口 清行

児童育成クラブの新型コロナウイルス感染拡大防止に係る施設利用に
ついて（依頼）

本県に８月３１日までの期限で適用されていた「まん延防止等重点措置」につい
て、９月１２日まで延長されることが決定しました。
本市の児童育成クラブにおいては、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底してい
るところですが、クラブによっては密な状況を解消できない施設があります。
ついては、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、密集性を回避し、児童
が安全に過ごせるよう、クラブと相談のうえ、図書室、体育館、校庭、教室等の学校
施設の使用について配意いただきますよう改めてお願いします。

教育委員会事務局

教育総務部

青少年教育課 計画班
℡ 096-328-2277
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青教発第２１４号
令和３年（２０２１年）８月２３日
各小学校長

様
青少年教育課長 田口 清行
児童育成クラブ専用施設目的外使用について（通知）

本県に８月３１日までの期限で適用されていた「まん延防止等重点措置」について、
９月１２日まで延長されることが決定しました。
これを受け、児童育成クラブ専用施設目的外使用について、下記のとおり取扱うこと
としましたのでお知らせします。
各学校におかれましては、利用団体等から施設利用についてのお尋ねがありましたら、
下記のとおりご対応をお願いします。
なお、クラブ宛に同様の通知を行っていることを申し添えます。
記
１）９月１２日（日）までの期間は、新規受付は行わないこととします。
２）既受付分については、感染防止対策を徹底のうえ使用を許可します。
３）目的外使用についての新規受付の再開については、今後の新型コロナウイルス感
染症の感染状況や市有施設の対応状況等を確認のうえ、改めてお知らせします。

教育委員会事務局

教育総務部

青少年教育課 計画班
TEL：096-328-2277
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教セ発第０００３１６号
令和３年（２０２１年）８月２４日
各学校長 様
教育センター所長 廣瀬

泰幸

オンライン授業実施のための準備及び授業実践例について（通知）
このことについて、今回実施する双方向型のオンライン授業は、クラス全員を対象とし
て、学校で行う授業の代替として行うものです。従来のライブ配信とは、配信方法等が異
なるため、授業の配信方法及び双方向型オンライン授業実践例等を教職員に周知し、児童
生徒への指導及び授業準備の参考として活用願います。なお、データの掲載場所は、下記
のとおりです。

記

１

掲載場所
（１）熊本市教育センター（外部向け）ＨＰ（http://www.kumamoto_kmm.ed.jp）
ア オンライン授業配信方法等
（
「リンク」タブ → 右下「熊本市教育委員会各課より」→「オンライン授業」）
「オンライン授業のモデル」、「ロイロノートのはじめ方」、
「ロイロノートを家庭でログインする方法」 等
イ オンライン授業の各教科実践例、留意点等
（「学習サポート」タブ → ライブ配信方法・授業実践例等 ）
「ライブ配信の方法・留意点」、「双方向型オンライン授業(実践例)」、
「学習評価」 等
（２） 熊本市教育センター

公式 YouTube チャンネル

・ZOOM の使い方１～７（サインインする方法～個別のパスワード設定）
・ZOOM で楽しく学び合い①～③
・授業配信の方法（web カメラ、Split View）等
（３） 校務支援システム

GW キャビネット

＞01 教育委員会事務局 ＞18 熊本市教育センター
＞16 ライブ配信方法・授業実践例等
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＞02 授業づくり支援班

２

留意点
現在、
「登校できない児童生徒への学習サポート」のためのライブ配信を行っている
ｅ－ｎｅｔ回線の同時使用については、制限をかけておりませんが、今後の回線使用状
況によっては制限を設けることもあります。その際は再度連絡いたします。今回のタブ
レットを使用して配信する双方向型のオンライン授業は、ＬＴＥ回線使用のため台数制
限はありません。

問い合わせ先
教育センター
授業実践例に関すること
授業づくり支援班 Tel359-3200
機器接続・作動状況に関すること
ICT 支援室 Tel273-6131
教育情報班 Tel245-6310
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教政発第０００３３９号
令和３年（２０２１年）８月２５日
各課（室）長 様
各学校（園）長 様
各共同調理場長 様
教育政策課長 中元 正人
教職員課長

濱洲 義昭

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取組について
このことについて、本市においては、医療非常事態宣言の発令やまん延防止等重点措置区
域指定などを踏まえ、これまで以上の感染拡大防止の取組が進められているところです。し
かしながら、7 月下旬以降の感染拡大に伴い、熊本市立学校においても、教職員の感染事例
が立て続けに報告されており、予断を許さない状況が続いております。
２学期からの学校運営に向けて、以下の事項について所属職員への周知をお願いいたし
ます。
・所属職員（会計年度任用職員を含む。
）が PCR 検査を受検することになった場合には、
その結果も含め、週休日、休業日を問わず管理職への報告を徹底すること。
・管理職は、職員からの連絡を受けた場合、迅速に所管課へ連絡すること。
・陽性事例となった場合には、所属名や本人の行動歴も含め報道発表します。無自覚・無
責任な行動と捉えられ、信頼を損なうことにつながりかねないことから、行動には十分
留意すること。
※なお、職員自身を守ることはもとより、学校における感染リスクを低減させるため、ワ
クチン接種にご協力ください。但し、接種を強制するものではありません。

（問い合わせ先）
教育政策課 328-2704
教職員課 328-2720
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