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第 13回高岡市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 
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３ 高岡市立学校の臨時休業期間中の分散登校の実施について  ・・・資料３ 

                               

 

  

４ 一部の市所管施設の開館について             ・・・資料４ 

 

 

                     

 

 

 



 

 

新型コロナウイルスの感染拡大にかかる本市の対応について 

 

 本市では、第 13回高岡市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、以下のこと

を決定しました。 

 

 

１ 高岡市立学校の分散登校の実施について 

 高岡市立の小学校、中学校、義務教育学校において、臨時休業期間中の５月 18日(月)か

ら５月 29日(金)の期間において、登校日を設け、分散登校を実施します。 

 

２ 一部の市所管施設の開館について 

 本市では、これまで休館又は一部利用停止を実施してきた施設のうち、各施設における

感染リスクを鑑み、基本的な感染予防対策の実施体制を整備した施設、また、新たな生活

様式の実践により、感染リスクが低いと考えられる屋外のスポーツ施設について、別紙の

とおり５月 18日（月）から開館します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高岡市新型コロナウイルス感染症対策本部 

TEL：0766-20-1229 FAX：0766-20-1549 



記 者 会 見 資 料 

令和２ 年５ 月１ ４日 

教育委員会学校教育課 

 

   高岡市立学校において 

臨時休業中の分散登校を実施します 
 

 高岡市立の小学校、中学校、義務教育学校において、臨時休業期間中の５月１８日

（月）から５月２９日（金）の期間において、下記のとおり登校日を設け、分散登校

を実施します。 

これにより、６月１日（月）からの学校の再開に向け、児童生徒の生活リズムづく

りや学力補充に取り組みます。 

なお、特別支援学校については、個々の実態に応じた指導・支援に努めることが大

切であることから、登校日を設けず、これまで同様に個別に対応します。 

 

記 

 

１ 分散登校の実施期間 

令和２年５月１８日（月）～５月２９日（金） 

 ※午前又は午後のみの登校とし、給食は実施しない。 
 

２ 分散登校の実施形態の例 

  ＜小学校＞ 

・全校児童を居住地域別に２グループに分け､期間中､隔日で午前中登校する。 

・偶数学年、奇数学年に分け、学年別に、期間中､隔日で午前中登校する。 
 

＜中学校＞ 

・進路選択を行う最終学年である３年生を優先し、３年生は期間中、毎日、午 

前中登校する。ＩＣＴを活用した遠隔指導(クラスミーティング)も実施する。 

・１・２年生をＡ・Ｂ２グループに分け、期間中、隔日で午後登校する。 

・１・２年生を学年別登校とし、期間中、隔日で午後登校する。 
 

３ 下学年児童の受入 

  小学校での、小学１年生～３年生の児童受入れは、継続して実施する。 
 

４ 配慮事項 

・新型コロナウイルス感染症防止に向けた保護者の理解促進 

・登校前の検温と健康状態の確認、マスクの着用、手洗い、近距離や大声での会話 

の回避の徹底 

・座席の間隔の確保、換気の徹底などによる密閉・密集・密接の回避 

 ・音楽の歌唱、家庭科の調理実習、体育の密集する活動等の制限   等 

 

 

担当：教育委員会学校教育課 

℡20-1448 (内 2661) 



○分散登校の校種別の実施形態の例（義務教育学校の前期課程・後期課程を含む） 

＜小学校＞ 

校種 小学校・義務教育学校前期課程 ※午前登校 

分散 

方法 

各学年を地域別に２グルー

プに分け全学年が登校 

偶数学年､奇数学年に分け学

年別に登校 

日 曜 Ａグループ Ｂグループ 2､4､6 年 1､3､5 年 

18 月 ○登校 在宅 ○登校 在宅 

19 火 在宅 ○登校 在宅 ○登校 

20 水 ○登校 在宅 ○登校 在宅 

21 木 在宅 ○登校 在宅 ○登校 

22 金 ○登校 在宅 ○登校 在宅 

23 土     

24 日     

25 月 在宅 ○登校 在宅 ○登校 

26 火 ○登校 在宅 ○登校 在宅 

27 水 在宅 ○登校 在宅 ○登校 

28 木 ○登校 在宅 ○登校 在宅 

29 金 在宅 ○登校 在宅 ○登校 

30 土     

31 日     

１ 月 学校再開へ 

＜中学校＞ 

校種 中学校・義務教育学校後期課程 ※午前登校又は午後登校 

分散 

方法 

１・２年をＡ・Ｂ２グルー

プに分け登校 ※午後登校 
１･２年 学年別登校 

※午後登校 

３年 単独登校 

※午前登校 

日 曜 Ａグループ Ｂグループ １年 ２年 ３年 

18 月 ○登校 在宅 ○登校 在宅 ○登校 

19 火 在宅 ○登校 在宅 ○登校 ○登校 

20 水 ○登校 在宅 ○登校 在宅 ○登校 

21 木 在宅 ○登校 在宅 ○登校 ○登校 

22 金 ○登校 在宅 ○登校 在宅 ○登校 

23 土      

24 日      

25 月 在宅 ○登校 在宅 ○登校 ○登校 

26 火 ○登校 在宅 ○登校 在宅 ○登校 

27 水 在宅 ○登校 在宅 ○登校 ○登校 

28 木 ○登校 在宅 ○登校 在宅 ○登校 

29 金 在宅 ○登校 在宅 ○登校 ○登校 

30 土      

31 日      

１ 月 学校再開へ 

 

※小学校のＡ・Ｂグル 

 ープ分けの場合は、 

 低学年の登下校に配 

慮し、居住地区別に 

グループ編成する。 

※小学校の登校日の日 

数は、全学年５日間 

とする。 

 

※中学校の登校日の日 

数は、進路選択の学 

年となる３年生を優 

先し１０日間とする。 

１、 ２年生は５日間 

とする。 

 



令和２年５月14日現在

○

・出入口に消毒用アルコールを設置しています。

・十分な換気を行います。

・対応する職員やスタッフはマスクを着用します。

・手が触れやすい場所については、適時消毒をするなど、衛生管理を徹底します。

施設連絡先

高岡市藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー 20-1170 文化創造課 20-1255 ※5/18（月）は休館日です。

高岡市万葉歴史館 44-5511 文化創造課 20-1452

高岡市美術館 20-1177 文化創造課 20-1452 ※5/18（月）は休館日です。

高岡市立博物館 20-1572 文化創造課 20-1452 ※5/18（月）は休館日です。

ミュゼふくおかカメラ館 64-0550 文化創造課 20-1452 ※5/18（月）は休館日です。

高岡御車山会館 30-2497 観光交流課 20-1301

伏木気象資料館 44-6905 生涯学習・文化財課 20-1453

鋳物資料館 28-6088 生涯学習・文化財課 20-1453

武田家住宅 44-0724 生涯学習・文化財課 20-1453

土蔵造りのまち資料館 25-5223 生涯学習・文化財課 20-1453

埋蔵文化財センター 31-1264 生涯学習・文化財課 20-1463

伏木北前船資料館 44-3999 生涯学習・文化財課 20-1463

福岡鯉の里公園資料館 - 産業建設課 64-1426 ※5/18（月）は休館日です。

福岡歴史民俗資料館 64-5602 福岡教育行政センター 64-1436

福岡歴史民俗資料館 雅楽資料展示分室 64-0390 福岡教育行政センター 64-1436

高岡古城公園動物園 20-1565 花と緑の課 20-1417 ※5/18（月）は休園日です。

中心商店街活性化センター【わろんが】 21-6300 商業雇用課 20-1289
喫茶・物販（１F）を再開します。
※貸室は利用停止

城光寺運動公園＜野球場、陸上競技場＞
野 44-5189
陸 44-6785

スポーツ課 20-1458

高岡スポーツコア
＜サッカー・ラグビー場、イベント広場、テニスコート＞

20-1155 スポーツ課 20-1458

高岡西部総合公園＜野球場、多目的広場＞ 31-0070 スポーツ課 20-1458

前田庭球場 21-9925 スポーツ課 20-1458

弓道場 24-9899 スポーツ課 20-1458

グラウンド・ゴルフ場 26-1620 スポーツ課 20-1458

スポーツ健康センター＜屋外パークゴルフ場＞ 63-4470 スポーツ課 20-1458

国東橋テニスコート・野球場 20-1458 スポーツ課 20-1458

庄川緑地パークゴルフ場 090-4327-3720 スポーツ課 20-1458

庄川テニスコート 20-1576 スポーツ課 20-1458

庄川緑地運動広場 - 花と緑の課 20-1187

庄川緑地ゲートボール場 - 花と緑の課 20-1187

庄川緑地サッカー広場 - 花と緑の課 20-1187

庄川緑地芝生広場 - 花と緑の課 20-1187

福岡テニスコート 64-3396 福岡教育行政センター 64-1436

福岡グラウンド － 福岡教育行政センター 64-1436

西明寺パークゴルフ場 64-2223 福岡教育行政センター 64-1436

※これらの施設については、今後の国・県の動向及び県内・市内の感染状況を踏まえ、再度閉館などの対応をとる場合があります。

一部の市所管施設の開館について

これらの施設については、以下の基本的な感染予防対策を徹底したうえで５月18日（月）から開館します。

問合先
所管課連絡先

施設名

５月18日(月)から開館する施設【34施設】

対応（利用制限等）

屋外スポーツ施設においては、
新しい生活様式の実践に関する
周知を行う。

※施設内の更衣室や会議室な
ど、『３密』に該当する場所は、利
用停止としている場合がありま
す。詳細は各施設へお問い合わ
せください。


