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新型コ ロナ ウイ ル ス 感染症 拡大 防止 に向 けた臨 時休 業に 対し 、御理 解と 御協 力
を賜り 、お 礼申 し上 げます 。
さいた ま市 教育 委員 会では 、文 部科 学省 や「さ いた ま市 新型 コロナ ウイ ルス 感
染症対 策専 門家 会議 」等の 意見 を踏 まえ 、感染 予防 対策 を万 全に講 じた 上で 、市
立学校 にお ける 入学 式、始 業式 を下 記の とおり 実施 する こと と いた しま した 。
な お 、 その 後 の 教育 活動等 につ いて は、 国の専 門家 会議 での 今後の 判断 等を 受
けて、 改め て通 知 い た しま す 。 御理 解、 御協力 をい ただ きま すよう 、よ ろし くお
願いい たし ます 。
記
１ 令 和２ 年度 入学 式につ いて
（１） 実施 日
４月７ 日（ 火） 浦 和高等 学校 、大 宮北 高等学 校、 大宮 国際 中等教 育学 校
４月８ 日（ 水） 小 ・中・ 浦和 南高 等学 校
４月９ 日（ 木） 特 別支援 学校
（２） 参加 者
ア 小学 校は 、新 入 学児 童 、 学校 職員 、保護 者（ １名 まで ）とし ます 。
イ 中・ 高等 ・中 等教育 学校 は、 新入 学生徒 、学 校職 員と します 。
ウ 特別 支援 学校 は、新 入学 児童 生徒 、学校 職員 、保 護者 としま す。
（３） 実施 に当 たり
ア 式 の内 容を 精選 し、短 時間 で実 施し ます。
イ マ スク の着 用、 十分な 換気 、座 席間 隔の確 保等 の感 染予 防に最 大限 努め ま
す。
ウ 入 学式 当日 の受 付 時間 等は 、各 学校 から連 絡し ます 。
２ 令 和２ 年度 第１ 学期・ 前期 始業 式に ついて
（１） 実施 日
４月７ 日（ 火） 浦 和高等 学校 、大 宮北 高等学 校、 大宮 国際 中等教 育学 校
４月８ 日（ 水） 小 ・中・ 特別 支援 学校 、浦和 南高 等学 校
（２） 実施 に当 たり
ア 小・ 中・ 高等 ・中等 教育 学校 の始 業式は 、教 室等 で放 送によ り実 施し ま
す。
イ 特 別支 援学 校の 始業式 は、 実態 に応 じて実 施し ます 。
ウ マ スク の着 用、 十分な 換気 、座 席間 隔の確 保等 の感 染予 防に最 大限 努め ま
す。

３ そ の他
（１） 登校 前に 健康 観察と 検温 を行 い、 ３７． ５度 以上 の発 熱や咳 など の風 邪様
症状が ある 場合 は、 登校さ せず に家 庭で 休養さ せて くだ さい 。この 場合 は、
出席停 止と し欠 席と はなり ませ ん。 また 、保護 者の 判断 によ り感染 症予 防の
ために 欠席 する 場合 も、出 席停 止と し欠 席とは なり ませ ん。
（２） 小学 校に おけ る集団 登校 を行 う場 合は、 近距 離で の対 話や手 をつ なぐ など
の接触 は避 けて 、１ 列で登 校さ せて くだ さい。 なお 、保 護者 の 送迎 も可 能で
す。
（３） 登下 校及 び 学 校での 教育 活動 にお いて は 、お 子様 にマ スクの 着用 や手 洗
い、う がい をす るよ う 御家 庭か ら 指 導し てくだ さい 。
（ ４ ） マス クを 入手 するこ とが 困難 な状 況が続 いて おり ます 。 必要 に応 じて 、 手
作りマ スク の作 成・ 使用に つい て下 記の リンク を参 考に して くださ い。
【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）
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html
（５） 今後 の教 育活 動の再 開に つき まし ては、 学校 ホー ムペ ージを ご覧 くだ さ
い。
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