
2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信①（令和２年３月18日時点）

○2/28 全国一斉臨時休業について通知を発出
（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ついて（通知））
https://www.mext.go.jp/content/202002228-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

○2/28 教育課程関係で参考となる情報について
事務連絡を発出
（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臨時休業に伴う教育課程関係の参考情報
について（２月28 日時点））
https://www.mext.go.jp/content/202002228-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf

○2/28 幼稚園の対応について事務連絡を発出
（新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての
幼稚園の対応について）
https://www.mext.go.jp/content/202002228-mxt_kouhou01-000004520_5.pdf

これまでに発信された学校の臨時休業に関する通知や事務連絡などを掲載しています。
QRコードから各項目へアクセスすることができます。
※更新している情報については、リンク切れとなる可能性もあります。表示されない場合には、ＨＰにて詳細を御確認ください。
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2/28

2/28

2/28

参考
２



○2/28 地域学校協働活動の取扱いについて
事務連絡を発出
（新型コロナウイルス感染症対策に関する地域学校協働活動の取扱について）
https://www.mext.go.jp/content/202000302-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

○2/28 医療技術職等の学校養成所等における
実習等の取扱いについて事務連絡を発出
（新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、
養成所及び養成施設等の対応について）
https://www.mext.go.jp/content/202000302-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf

○3/2 一斉臨時休業に関するＱ＆Ａを掲載
（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の送付について
（２月28日時点））
https://www.mext.go.jp/content/202000309-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf
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2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信②（令和２年３月18日時点）

2/28

2/28

2/28

参考
２



出勤することが著しく困難であると
認められる場合の休暇の取扱いについて
通知を発出
（新型コロナウイルス感染拡大防止において出勤することが著しく困難である
と認められる場合の休暇の取扱いについて（通知））
https://www.mext.go.jp/content/202000302-mxt_kouhou01-000004520_5.pdf

○3/2  
放課後児童クラブ等の活用による
子どもの居場所の確保について通知を発出
（新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した
放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保 について （依頼））
https://www.mext.go.jp/content/20200303-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf

○3/2  学習支援コンテンツポータルサイトの
開設について事務連絡を発出
（新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間における
学習支援コンテンツポータルサイトの開設について）

https://www.mext.go.jp/content/20200303-mxt_kouhou01-000004520_02.pdf

30

2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信③（令和２年３月18日時点）

3/2

3/2

3/2

参考
２



○3/4 中国から帰国した児童生徒等への対応
について事務連絡（更新版）を発出
（中国から帰国した児童生徒等への対応について[追加２報
（韓国・大邱広域市及び慶尚北道清道郡の追加）]（令和２年３月２日現在））
https://www.mext.go.jp/content/202000305-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

○3/4  学校における臨時休業の状況（3/4時点）
を公表
（新型コロナウイルス感染症対策のための小・中・高等学校等における
臨時休業の状況について（令和2 年3 月4 日(水)8 時時点・暫定集計））
https://www.mext.go.jp/content/20200304-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf

○3/5  一斉臨時休業中の児童生徒の外出について
事務連絡を発出
（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中の児童生徒の外出について
（３月４日時点））
https://www.mext.go.jp/content/20200304-mxt_kouhou02-000004520_3.pdf
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2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信④（令和２年３月18日時点）

3/2

3/4

3/4

参考
２



○
○3/5  一斉臨時休業に関するＱ＆Ａの更新版を掲載

（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の送付について
（３月４日時点））
https://www.mext.go.jp/content/20200305-mxt_kouhou02-000004520-3.pdf

新年度に使用する教科書に係る
学校と教科書取扱書店との手続き等について
事務連絡を発出
（令和２年度より使用する教科書の供給業務について）
https://www.mext.go.jp/content/20200305-mxt_kouhou02-000004520-1.pdf

○3/5 公立学校における非常勤職員等を含む
組織全体の業務体制の確保について通知を発出
（新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた業務体制の確保について
（３月５日時点））
https://www.mext.go.jp/content/202000306-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf
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2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信⑤（令和２年３月18日時点）

3/5

3/5

3/5

参考
２



出勤することが著しく困難であると
認められる場合の休暇の適切な取扱い
について通知を発出
（「新型コロナウイルス感染拡大防止において出勤することが著しく困難
であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の適切な対応について（３月５日時点））
https://www.mext.go.jp/content/202000306-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

私立学校における業務体制の確保について
事務連絡を発出
（新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた私立学校における

業務体制の確保について（事務連絡））

https://www.mext.go.jp/content/202000309-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

放課後等デイサービス事業所等における
重症心身障害児や医療的ケア児等の対応
について、事務連絡を発出
（新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての

重症心身障害児や医療的ケア児等の受入れについて）
https://www.mext.go.jp/content/20200309-mxt_tokubetu02-000004520_2.pdf 33

2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信⑥（令和２年３月18日時点）

3/5

3/6

3/6

参考
２



一斉臨時休業に関するＱ＆Ａの更新版を掲載
（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の送付について
（３月９日時点））
https://www.mext.go.jp/content/202000309-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf
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2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信⑦（令和２年３月18日時点）

3/9

3/10
学校給食休止への対応、休めない保護者の支
援策の実施等について「緊急対応策ー第２
弾ー」を公表
（新型コロナウイルス感染症緊急対応策－第２弾－について）

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_2nd_emergency_response_intro.html

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援策（厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10064.html

参考

参考
２



臨時休業に伴う学校給食休止への対応について

事務連絡を発出
（臨時休業に伴う学校給食休止への対応について）

https://www.mext.go.jp/content/202000310-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

学校法人の理事会や評議員会の運営に関する
取扱いについて、事務連絡を発出
（新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた学校法人の運営に関する

取扱いについて（事務連絡））

https://www.mext.go.jp/content/202000311-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf

免許状更新講習の中止により講習を
受講できなかった者への対応について、
事務連絡を発出
（新型コロナ感染症への対応に伴う免許状更新講習の中止により

講習を受講できなかった者への対応について（事務連絡））
https://www.mext.go.jp/content/202000311-mxt_kouhou01-000004520_6.pdf
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2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信⑧（令和２年３月18日時点）

3/10

3/11

3/11

参考
２



一斉臨時休業に関するＱ＆Ａの更新版を掲載
（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の送付について
（３月11日時点））
https://www.mext.go.jp/content/202000311-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf

学校給食関係事業者に対する配慮について
事務連絡を発出
（臨時休業に伴う学校給食休止により影響を受けている学校給食関係事業者

に対する配慮について（依頼））

https://www.mext.go.jp/content/202000311-mxt_kouhou01-000004520_7.pdf
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2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信⑨（令和２年３月18日時点）

3/11

3/11

一斉臨時休業に関するＱ＆Ａの更新版を掲載
（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の送付について
（３月13日時点））
https://www.mext.go.jp/content/202000313-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

3/13

参考
２



学校給食で使用する予定であったが
未利用となった食品の利活用促進等について、
事務連絡を発出
（新型コロナウイルス感染症対策に伴い発生する未利用食品の利用促進等
について）
https://www.mext.go.jp/content/20200316-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

37

2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信⑩（令和２年３月18日時点）

3/13

3/13

3/16

学校における臨時休業の状況（3/16時点）
を公表
（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臨時休業の状況について（令和２年３月16日（月）
８時00分時点） ）
https://www.mext.go.jp/content/20200316_mxt_kouhou02_000004520-1.pdf

就職・採用活動及び内定者への特段の配慮
の要請について、事務連絡を発出
（新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020 年度卒業・修了予定者等の
就職・採用活動及び2019 年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮に関する
要請について（周知））
https://www.mext.go.jp/content/20200313-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf

参考
２



一斉臨時休業及び春季休業期間に関する
Ｑ＆Ａの更新版を掲載

（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及び春季休業期間に関する
Ｑ＆Ａの送付について（３月17日時点））

https://www.mext.go.jp/content/20200317-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf
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2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信⑪（令和２年３月18日時点）

3/17

3/17

3/17

春季休業を迎えるに当たり学校において留意
すべき事項について、事務連絡を発出
（新型コロナウイルス感染症対策に係る春季休業期間中の留意点について）
https://www.mext.go.jp/content/20200317-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

小学校等の臨時休業に関連した子供の居場所
の確保等に関する取組状況等について、
調査結果を公表
（新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等の臨時休業に関連した
子供の居場所の確保等に関する各自治体の取組状況等について）
https://www.mext.go.jp/content/20200317-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf

参考
２



中学校保健教育指導参考資料の追補版
「感染症の予防～新型コロナウイルス感染症～」
を作成・掲載
（中学校保健教育指導参考資料「改訂『生きる力』を育む中学校保健教育の手引」

・同追補版「感染症の予防～新型コロナウイルス感染症～」）
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1354075.htm
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2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信⑫（令和２年３月18日時点）

3/17

3/17

3/18

令和２年度全国学力・学習状況調査について
通知を発出
（令和２年度全国学力・学習状況調査について（通知））
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/zenkoku/1411765_00002.htm

児童生徒の学習支援のための
教科書の円滑な利用について事務連絡を発出
（新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育における教科書の円滑な利用
について）
https://www.mext.go.jp/content/20200319-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

※ ３月４日に、著作権等管理事業者等にも、学校教育におけるICTを活用した

著作物の円滑な利用について事務連絡を発出しています。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92080101.html

参考
２
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2/28（全国一斉臨時休業の要請）以降の
自治体・教育関係機関への発信⑬（令和２年３月18日時点）

3/18

参考
２

学校給食の調理業務等受託者に対する
配慮について事務連絡を発出
（臨時休業に伴う学校給食休止により影響を受けている学校給食の

調理業務等受託者に対する配慮について（依頼））

https://www.mext.go.jp/content/20200316-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf




