
 ３－１ 

報告事項３（周知・報告） 

新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

標記について、次のとおり報告する。 

令和３年８月30日 



（令和３年６月２５日（前回報告後）以降、８月２５日現在）

学校名 臨時休業期間 感染の状況（※１） 感染確認日

岸和田高等学校 ６月28日（月）～６月30日（火） 生徒１名 ６月27日（日）

高石高等学校 ７月３日（土） 生徒１名 ７月２日（金）

生野支援学校 ７月３日（土） 児童生徒１名 ７月２日（金）

東住吉高等学校 ７月４日（日） 生徒１名 ７月３日（土）

天王寺高等学校 ７月４日（日）～７月６日（火） 生徒１名 ７月３日（土）

生野支援学校 ７月13日（火） 児童生徒１名 ７月12日（月）

千里高等学校 ７月14日（水） 教職員１名 ７月13日（火）

守口東高等学校 ７月14日（水）～７月16日（金） 生徒１名 ７月13日（火）

西寝屋川高等学校 ７月15日（木）～７月16日（金） 生徒２名 ７月14日（水）

千里高等学校 ７月16日（金）～７月18日（日） 教職員１名 ７月15日（木）

吹田東高等学校 ７月17日（土） 生徒１名 ７月16日（金）

思斉支援学校 ７月18日（日） 教職員１名 ７月17日（土）

枚方なぎさ高等学校 ７月18日（日）～７月19日（月） 生徒２名 ７月17日（土）

吹田高等学校 ７月18日（日）～７月19日（月） 生徒１名 ７月17日（土）

和泉総合高等学校（全） ７月19日（月）　　　　　　　　：全日制のみ 生徒１名 ７月18日（日）

芥川高等学校 ７月19日（月）～７月21日（水） 生徒１名 ７月18日（日）

阿武野高等学校 ７月19日（月）～７月22日（木） 生徒１名 ７月18日（日）

生徒１名 ７月20日（火）

東淀川高等学校 ７月20日（火）～７月21日（水） 生徒１名 ７月19日（月）

かわち野高等学校 ７月20日（火）～７月21日（水） 生徒１名 ７月19日（月）

登美丘高等学校 ７月20日（火） 生徒１名 ７月19日（月）

東住吉総合高等学校 ７月21日（水） 教職員１名 ７月20日（火）

成城高等学校（全）
７月22日（木）　　　　　　　　：全日制
７月22日（木）　　　　　　　　：定時制

生徒１名 ７月21日（水）

松原高等学校 ７月22日（木） 生徒１名 ７月21日（水）

東淀川高等学校 ７月22日（木）～７月23日（金） 生徒１名 ７月21日（水）

高槻支援学校 ７月23日（金） 生徒１名 ７月22日（木）

東住吉支援学校 ７月27日（火） 児童生徒１名 ７月26日（月）

箕面東高等学校 ７月27日（火）～７月28日（水） 生徒１名 ７月26日（月）

泉陽高等学校 ７月27日（火）～７月29日（木） 生徒３名 ７月26日（月）

生徒１名 ７月27日（火）

生徒３名 ７月28日（水）

吹田支援学校 ７月28日（水）～７月30日（金） 児童生徒２名 ７月27日（火）

天王寺高等学校 ７月28日（水） 生徒１名 ７月27日（火）

狭山高等学校 ７月29日（木）～８月１日（日） 生徒３名 ７月28日（水）

生徒５名 ７月30日（金）

和泉総合高等学校（全）
７月29日（木）　　　　　　　　：全日制
７月29日（木）　　　　　　　　：定時制

生徒１名 ７月28日（水）

住吉高等学校 ７月29日（木）～８月１日（日） 生徒１名 ７月28日（水）

門真西高等学校 ７月29日（木）～７月31日（土） 生徒１名 ７月29日（木）

久米田高等学校 ７月30日（金）～８月２日（月） 生徒１名 ７月29日（木）

天王寺高等学校 ７月30日（金）～８月２日（月） 生徒１名 ７月29日（木）

布施高等学校（全）
７月31日（土）～８月２日（月）：全日制
７月31日（土）　　　　　　　　：定時制

生徒２名 ７月30日（金）

花園高等学校 ７月31日（土） 生徒１名 ７月30日（金）

西寝屋川高等学校 ８月１日（日） 生徒１名 ７月31日（土）

旭高等学校 ８月１日（日） 生徒２名、教職員１名 ７月31日（土）

東淀川高等学校 ８月１日（日） 生徒１名 ７月31日（土）

芦間高等学校 ８月１日（日）～８月３日（火） 生徒１名 ７月31日（土）

西野田工科高等学校（全） ８月２日（月）　　　　　　　　：全日制のみ 生徒１名 ８月１日（日）

緑風冠高等学校 ８月３日（火） 生徒１名 ８月２日（月）

西成高等学校 ８月４日（水） 生徒１名 ８月３日（火）

阿倍野高等学校 ８月４日（水）～８月５日（木） 生徒１名 ８月３日（火）

高津高等学校 ８月４日（水）～８月５日（木） 生徒１名 ８月３日（火）

中央聴覚支援学校 ８月４日（水） 教職員１名 ８月３日（火）

天王寺高等学校 ８月６日（金） 生徒１名 ８月５日（木）

渋谷高等学校 ８月７日（土）～８月９日（月） 生徒１名 ８月６日（金）

西成高等学校 ８月７日（土）～８月10日（火） 教職員１名 ８月６日（金）

教職員１名 ８月７日（土）

泉陽高等学校 ８月７日（土）～８月10日（火） 生徒１名 ８月６日（金）

教職員１名 ８月８日（日）

東住吉総合高等学校 ８月７日（土）～８月９日（月） 生徒２名 ８月６日（金）

勝山高等学校・大阪わかば高等学校 ８月７日（土）～８月９日（月） 生徒１名 ８月６日（金）

府立学校における新型コロナウイルスへの感染による臨時休業の状況
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学校名 臨時休業期間 感染の状況（※１） 感染確認日

高津高等学校 ８月８日（日）～８月９日（月） 生徒１名 ８月７日（土）

生野高等学校 ８月９日（月）　　　　　　　　：３年生のみ 生徒１名 ８月８日（日）

門真なみはや高等学校 ８月10日（火）～８月12日（木） 生徒１名 ８月９日（月）

生徒１名 ８月10日（火）

農芸高等学校 ８月12日（木） 生徒１名 ８月11日（水）

堺支援学校 ８月14日（土）～８月15日（日） 教職員１名 ８月13日（金）

池田高等学校 ８月15日（日）　　　　　　　　：３年生のみ 生徒１名 ８月14日（土）

布施工科高等学校 ８月20日（金）～８月22日（日） 生徒１名 ８月19日（木）

なにわ高等支援学校 ８月20日（金）～８月22日（日） 生徒１名 ８月19日（木）

長吉高等学校 ８月20日（金）～８月24日（火） 生徒１名 ８月19日（木）

生徒２名 ８月20日（金）

住吉高等学校 生徒１名 ８月19日（木）

生徒１名 ８月20日（金）

生徒１名 ８月22日（金）

門真なみはや高等学校 ８月21日（日） 生徒２名 ８月20日（金）

市岡高等学校 ８月21日（日）～８月23日（月） 生徒１名 ８月20日（金）

渋谷高等学校 ８月21日（土）～８月27日（金）の予定 生徒１名 ８月20日（金）

西成高等学校 ８月22日（日）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月21日（土）

桜塚高等学校（全） ８月22日（日）　　　　　　　　：全日制のみ 生徒１名 ８月21日（土）

堺工科高等学校（全） ８月22日（日）～８月23日（月）：全日制３年生のみ 生徒１名 ８月21日（土）

泉北高等学校 ８月22日（日）～８月24日（火） 生徒２名 ８月21日（土）

八尾高等学校 ８月22日（日）～８月24日（火） 生徒１名 ８月21日（土）

生徒１名 ８月23日（月）

花園高等学校 ８月22日（日）～８月27日（金）の予定 生徒１名 ８月21日（土）

生徒２名 ８月24日（火）

布施高等学校（全） ８月22日（日）～８月24日（火）：全日制のみ 生徒１名 ８月21日（土）

今宮工科高等学校（全） ８月22日（日）～８月24日（火）：全日制のみ 生徒１名 ８月21日（土）

河南高等学校 ８月23日（月） 生徒１名 ８月22日（金）

香里丘高等学校 ８月23日（月）～８月24日（火） 生徒１名 ８月22日（金）

久米田高等学校 ８月23日（月）～８月24日（火） 生徒１名 ８月22日（金）

池田高等学校 ８月23日（月）～８月25日（水） 生徒１名 ８月22日（金）

堺東高等学校 ８月24日（火） 生徒１名 ８月23日（月）

西野田工科高等学校（全） ８月24日（火）　　　　　　　　：全日制のみ 生徒１名 ８月23日（月）

堺上高等学校 ８月24日（火）～８月25日（水） 教職員１名 ８月23日（月）

刀根山高等学校 ８月24日（火）～８月25日（水） 生徒１名 ８月23日（月）

堺支援学校 ８月24日（火）～８月25日（水） 教職員１名 ８月23日（月）

教職員１名 ８月24日（火）

布施工科高等学校 ８月24日（火）～８月26日（木）の予定 生徒３名 ８月23日（月）

芦間高等学校 ８月24日（火）～８月27日（金）の予定 生徒１名 ８月23日（月）

生徒１名 ８月24日（火）

西寝屋川高等学校 ８月24日（火）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月23日（月）

生徒１名 ８月25日（水）

かわち野高等学校 ８月24日（火）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月23日（月）

生徒１名 ８月25日（水）

鳳高等学校 ８月25日（水）～８月27日（金）の予定 生徒１名 ８月24日（火）

松原高等学校 ８月25日（水）～８月27日（金）の予定 生徒２名 ８月24日（火）

生野高等学校 ８月25日（水）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月24日（火）

福井高等学校 ８月25日（水） 生徒１名 ８月24日（火）

緑風冠高等学校 ８月25日（水） 生徒１名 ８月24日（火）

和泉総合高等学校（全） ８月25日（水）　　　　　　　　：全日制のみ 生徒１名 ８月24日（火）

西野田工科高等学校（定） ８月25日（水）　　　　　　　　：定時制のみ 生徒１名 ８月24日（火）

枚方高等学校 ８月25日（水）～８月27日（金）の予定 生徒１名 ８月24日（火）

狭山高等学校 ８月25日（水）～８月27日（金）の予定 生徒１名 ８月24日（火）

門真なみはや高等学校 ８月25日（水）～８月27日（金）の予定 生徒１名 ８月24日（火）

布施北高等学校 ８月25日（水）～８月28日（土）の予定 生徒２名 ８月24日（火）

生徒１名 ８月25日（水）

長尾高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月25日（水）

大塚高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒３名 ８月25日（水）

みどり清朋高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒２名 ８月25日（水）

東住吉高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月25日（水）

港高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月25日（水）

信太高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月25日（水）

清水谷高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月25日（水）

堺西高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒２名 ８月25日（水）

 ８月20日（金）～８月25日（水）：１年生・２年生
 ８月23日（金）～８月25日（水）：３年生
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学校名 臨時休業期間 感染の状況（※１） 感染確認日

高石高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月25日（水）

泉鳥取高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月25日（水）

旭高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月25日（水）

貝塚南高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月25日（水）

貝塚高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月25日（水）

枚方津田高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒１名 ８月25日（水）

八尾高等学校 ８月26日（木）～８月28日（土）の予定 生徒２名 ８月26日（木）

　　　（※１）「感染の状況」は感染者を確認し臨時休業を実施もしくは延長を行った日の状況
　　　（※２）　令和２年度の数値は令和２年６月１日からの集計分

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

１３７校 ６６校 １６校 ３７校 ７６校 ３３２校 ２２５校 ５５７校

幼児児童生徒 １５５名 ５９名 １３名 ５１名 ９６名 ３７４名 ２８１名 ６５５名

教職員　　　　 ２８名 １１名 ３名 ４名 ９名 ５５名 ３８名 ９３名

その他　　　 １名 １名 ０名 ０名 ０名 ２名 ２名 ４名

計 １８４名 ７１名 １６名 ５５名 １０５名 ４３１名 ３２１名 ７５２名

合計

休校した学校数　

令和３年度

陽性者数計

令和３年度計
令和２年度計
（※２）
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府立学校      以下 制限 行     教育活動 実施   

府立学校における今後の教育活動について

■授業
 分散登校 短縮授業 行   通常形態(1教室40人まで)を継続
・感染リスクの高い活動は実施しない
 感染拡大   不安 感  登校   児童生徒等           等 活用  十分 学習支援 
行 

■修学旅行 府県間 移動 伴 教育活動 府内    校外学習等
・感染防止策を徹底しながら実施
     旅行（移動）先 都道府県 大阪   受 入  拒否    場合 延期   中止

■部活動
・感染防止策を徹底しながら実施
・感染リスクの高い活動は実施しない
 部活動前後  生徒      飲食 控       更衣時 身体的距離 確保    指導

R3.7教育庁

●市町村立学校及 私立学校      府立学校 同様 対応 要請 



府立学校における今後の教育活動について

◎修学旅行等 泊 府県間 移動 伴 行事【９/１出発分 】
・ 原則延期する
・ 延期が困難な場合は、感染防止策を徹底したうえで以下の条件を満たした場合にのみ実施する
 旅行（移動）先 都道府県 大阪   受入 拒否      
 事前 滞在先 保健所 調整 行  児童生徒 教職員等 陽性    場合   現地  
受入れ体制が整っている
 参加  児童生徒 引率  教職員  事前のＰＣＲ検査を実施

◎部活動
・ 感染リスクの高い活動は原則実施しない
・ 部活動前後  生徒      飲食 控       更衣時 身体的距離 確保    指導
・ 発熱 風邪症状   場合 活動  参加 見合     改  指導 徹底
・ 府内外を問わず、合宿や他校との練習試合（合同練習を含む）は実施しない

◎学校行事（文化祭・体育祭）
・ 感染リスクの高い活動（飲食物の提供、騎馬戦等）は実施しない

◎授業
・ 分散登校 短縮授業 行   通常形態（1教室40人まで）を継続
・ ただし感染リスクの高い活動は実施しない
・ 感染拡大   不安 感  登校   児童生徒等           等 活用  十分 
学習支援 行 

緊急事態宣言 延長 伴  ８月20日以降 府立学校    教育活動      以下        

R3.8.18 教育庁

● 市町村立学校及 私立学校      府立学校 同様 対応 要請



● 市町村立学校及 私立学校      府立学校 同様 対応 要請

○ 授業再開に伴う感染拡大の防止

＜感染防止対策の徹底＞
2学期開始            再度教職員 徹底
 児童生徒  指導 徹底（毎日 健康観察 実施 体調不良 場合 登校 控   
学校 自宅 往復以外 控  等）
・基本的な感染症対策の徹底（手洗い、咳エチケット、マスクの着用（体育除く）、換気等）
 感染    高 活動 中止（長時間 密集又 近距離 対面形式   活動等） など

○ 感染拡大   臨時休業    場合 備  速         活用  学  保障 健康
観察 心身    行          各校    準備 進  

＜オンラインを活用した学びの保障等の実施に向けた準備内容の主なもの＞
      活用 試行 実施及 点検
・Wi‐Fiルーター、パソコン等の貸出を要する対象生徒の確認
・オンラインで活用する各種教材等に関する事前準備 など

■２学期 向  対策（   株 感染力 踏   改  感染防止対策 徹底）

府立学校における今後の教育活動について

※ 学校    新型       感染症 関  衛生管理     （文部科学省作成） 
府立学校    新型       感染症対策     （府教育庁作成）  



日程 府域全体の
状況

府立学校    教育活動 制限

教育活動 宿泊や府県間の移動を
伴う教育活動 学校行事等 部活動

4/1
3/22     
4/5 5/5

まん延防止等
重点措置

・感染リスクの高い活
動は実施しない（レッ
ド1と同様）

・ガイドラインの内容を踏まえ慎
重に判断
・新たに計画する場合は慎重に
検討

・基本的な感染防止対策を講じ
たうえで実施

 府立学校      徹底
 感染    高 活動 行   

4/14 4/8    1
4/14    2 同上

・中止または延期
・府内の校外活動は、実施の
必要性について慎重に検討

・延期・中止またはオンライン等で
の実施も含め検討

・原則休止
・公式戦等に向けた練習は、活動
時間を短縮し実施

4/23 4/25 5/31
緊急事態措置 同上

・中止または延期
・府内の校外活動も中止また
は延期

・体育祭等感染リスクの高い活動
は中止または延期
 保護者参加行事 原則禁止

同上

5/28 4/25 6/20
緊急事態措置 同上 同上 同上

・原則休止
・公式戦等に向けた練習は、活動
時間を短縮し実施
・文化部は平日のみ活動時間を
短縮し可

6/18
6/21 7/11
まん延防止等
重点措置

同上

 旅行先 都道府県 大阪 
らの受入れを拒否している場合
 緊急事態宣言区域 旅行
先としている場合は中止または
延期

・感染防止策を徹底しながら実施
 感染    高 活動 行  
い

 府立学校      徹底
 感染    高 活動 行   
・練習試合（合同練習含む）及
び合宿は禁止

7/8
7/12 8/22
まん延防止等
重点措置

同上 同上 同上
 府立学校      徹底
 感染    高 活動 行   
・合宿や府県間の移動を伴う練習
試合(合同練習含む)は禁止

7/30 8/2 8/31
緊急事態措置 同上

 旅行先 都道府県 大阪 
らの受入れを拒否している場合
は延期または中止

同上 同上

府立学校における今後の教育活動について〈参考〉

８
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令 和 ３ 年 ８ 月 25 日 

府立学校 校長・准校長 様

教 育 振 興 室 長

府立学校における緊急事態宣言下の教育活動等について（通知）

標記の府立学校における緊急事態宣言下の教育活動等については、令和３年８月 18 日付け教高

第 2472 号により通知したところですが、その後も、府立学校における新規感染者数が非常に高い

水準で推移しており、府内の学校における部活動での集団感染事例も継続して発生している状況

です。 

このことを踏まえ、令和３年８月 26日以降の府立学校における部活動及び新型コロナウイルス

感染症に係る不安を感じて登校しない児童生徒等への対応については、別紙のとおり変更します

ので、通知します。 

ついては、貴校教職員、児童生徒等に周知するとともに適切に対応願います。 

なお、２学期が始まる中、学校においては基本的な感染症対策の徹底等、より一層の感染症対

策を行うよう願います。 

また、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、今後も必要に応じて別

途の対応等についての指示や情報提供を行うことがありますので、留意願います。 

〔問合せ先〕

【児童生徒等の出席停止に関すること】

高等学校課 学事グループ 

笠松 由紀・林田 照男

TEL 06-6944-6887 

【教育活動に関すること】 

高等学校課 教務グループ  

真田 誠・志村 和俊 

TEL 06-6946-2387 

【健康管理等に関すること】 

保健体育課 保健・給食グループ 

 川口 賢志・木場 恒樹 

TEL 06-6944-9365 

【体育・運動部活動に関すること】 

保健体育課 競技スポーツグループ  

杉本 嘉文・山本 益久 

TEL 06-6944-6904 

【文化部活動に関すること】   

高等学校課 生徒指導グループ  

竹口 絢也・高階 章一 

TEL 06-6944-3858 

【障がいのある児童生徒等への対応に 

関すること】 

支援教育課 学事・教務・支援グループ  

田路 早苗・上田 敬三 

TEL 06-6944-9362 
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府立学校における緊急事態宣言下の教育活動等について 

１ 部活動 

部活動は原則休止とする。 

ただし、十分な感染症対策が講じられている公式な大会やコンクールへの参加及び参加に向

けた活動（※）に限り、時間を短縮して実施してもよい。 

   ※公式な大会やコンクールへの参加及び参加に向けた活動 

・高等学校体育連盟や中学校体育連盟、競技団体、文化関係連盟・協会が主催する全

国大会、近畿大会またはそれにつながる予選会、コンクールへの参加及び参加に向

けた活動 

・文化部等が文化祭において最終学年の生徒の発表の場として行う活動 

なお、活動にあたっては以下の点に留意すること。 

  ア 生徒の健康状態を把握したうえで活動を行うこととし、発熱や風邪症状がある場合は活

動への参加を見合わせるよう指導を徹底する。 

イ 活動内容等を精選し、十分な感染症対策を講じるとともに、感染リスクの高い活動は行

わない。 

  ウ 大会初日から起算して３週間前から活動可とする。 

  エ 活動は平日２時間、休日３時間以内とし、「大阪府部活動の在り方に関する方針」に基

づき、週当たり平日は少なくとも１日、週末のうち少なくとも１日を休養日とすることを

基本とする。 

オ 用具等については、不必要に使いまわしをしないとともに、こまめに消毒する。 

カ 部活動休憩時においては生徒どうしで会話をしながら飲食することを控えるとともに、

登下校時や公式戦会場等への移動時においては生徒どうしで食事をすること自体を控える

よう、特に指導を徹底する。 

キ 部室や更衣室等、共用エリアを使用する場合には、短時間の利用とし、一斉に利用する

ことは避け、時間差利用、身体的距離の確保、会話の制限を行う。 

ク 練習試合や合同練習は禁止とする。 

２ 新型コロナウイルス感染症に係る不安を感じて登校しない児童生徒等への対応 

府立学校における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が非常に高い水準となっており、

これまで以上に同感染症に係る不安を感じて登校しない児童生徒等の増加が想定されることか

ら、このような児童生徒等に対しては、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として記録し、

欠席とはしないこととする旨、児童生徒等及び保護者に改めて周知徹底する。あわせて、登校

しない児童生徒等に対して、児童生徒等や保護者の意向も踏まえながら、積極的にオンライン

を活用した学びの支援を行う。 


