
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する学校等の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年５月 21 日 

 

 

教育長報告１ 



 

 

 

目   次 

 

Ⅰ 学校関連 ········································· １ 

  １ 臨時休業の状況 ······························· １ 

 ２ 県立学校における学習支援 ····················· ２ 

  ３ 市町立学校における学習支援 ··················· ３ 

  ４ 心のケア ····································· ３ 

  ５ 感染症対策の徹底 ····························· ４ 

  ６ 教職員研修等の状況 ··························· ４ 

  ７ 今後の学校運営 ······························· ５ 

Ⅱ 社会教育施設・社会体育施設 ······················· ６ 

Ⅲ 事業者への休業要請 ······························· ７ 

Ⅳ  県内体育・スポーツへの影響と取組 ················· ８ 

   

 



- 1 - 
 

Ⅰ 学校関連 

 １ 臨時休業の状況（兵庫県対処方針(令和２年５月 15 日改訂)抜粋） 

(1) 県立学校【体育保健課】 

 ・緊急事態宣言が継続し、臨時休業（～5/31）を解除することはできない中、県立

学校においては引き続き、オンライン等を活用した学習支援を行う。 

① インターネット環境のない児童生徒に通信機能付きタブレットを無償貸与 

（5月 21 日現在 463 台） 

② 学習支援アプリの導入状況：児童生徒約 90,000 人のうち、92.2％に導入 

（うち、全日制普通科・総合学科 100％） 

 ・最近の県内及び近隣府県における感染状況等を踏まえ、児童生徒の家庭学習・心

身のケアなどの状況を確認し、また、児童生徒からの相談に対応できるよう、５

月 18 日以降、登校可能日を設定。 

 ・夏季休業の縮小を含めて、指導計画の再検討を行う。なお、緊急事態宣言が解除

されるなど状況の変化があった場合は、改めて学校運営の方針を検討。 

＜県立学校における登校可能日の概要＞ 

    ① 確認・相談内容 

ア児童生徒の健康状態 

イ家庭学習における課題や学習の進捗状況 など   

※授業は行わない。欠席する児童生徒に不利なことがないよう配慮 

    ② 日数等（全日制の場合） 

区分 

第１・第２学区 
(神戸・淡路、阪神南・
阪神北・丹波地域) 

第３・第４学区 
(東播磨・北播磨、中
播磨・西播磨地域) 

第５学区 
（但馬地域） 

本県と同様に緊急事態
宣言の対象となってい
る大阪府等との交流圏
域にあること 

 
(感染の発生がな
い) 

日数の上限 週１日を上限 
週１日を上限 
25 日の週から週２日
を上限 

週２日を上限 

登校方法 分散登校とする 

登校時間 通勤時間帯を避けること 

在校時間 ３時間以内 

下校時間 16 時までに全ての児童生徒は下校すること 

 

(2) 市町立学校【義務教育課】 

 ・市町立学校・園（小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、幼

稚園・幼稚園型認定こども園）においても、設置者に対し県の取組みを周知。 

 ・幼稚園・幼稚園型認定こども園の預かり保育は必要に応じて設置者で判断する。 

 ・なお、市町立学校・園等において登校可能日を設定する場合は、その際学校運営

方針を事前に県に連絡するよう依頼する。→５月中に全市町で設定予定 
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２ 県立学校における学習支援 

  (1) 県立高等学校【高校教育課】 

   ① 教科書・問題集やプリント等を用いた添削指導の実施 

② ＩＣＴを活用した学習支援の実施 

    ・ホームページに教科書の内容をまとめた学習課題の掲載 

    ・ＮＨＫ高校講座や無償講座提供会社の講座等オンライン教材の活用 

・児童生徒用タブレット端末の貸与［４月補正：17,000 千円］ 

  自宅からインターネットに接続できない児童生徒に対し、接続可能なタブレ

ット端末を貸与することで休業中の学習を支援（5月 21 日現在 463 台） 

・緊急学習支援事業［４月補正:376,000 千円］ 

      臨時休業中の県立学校生徒の学習環境を補完するため、授業動画の配信や生

徒の学習評価などを行う学習支援アプリを導入（詳細別紙：参考１） 

・遠隔学習支援事業 ［４月補正：55,000 千円］  

      学校から教員が双方向の授業を安定して実施できる Web 会議アプリを導入す

ると共に、ネットワーク接続回線を増設する。また Web 会議に使用する Web カ

メラ及びヘッドセットを各校に整備する。 

※家庭で学習した成果について、オンラインでの確認も含め、授業に出席したの

と同様に学習評価に反映できるよう文部科学省が特例措置を決定したことを

受けて、本県でも休業中の家庭学習の成果を評価に反映するよう通知した。 

 

  (2) 県立特別支援学校【特別支援教育課】 

   ① 新型コロナウイルスについて、絵カード等を作成して説明し、家庭での過ごし方 

について、決まりやルールについて指導 

② 児童生徒の障害種別・程度に応じた教材の貸し出し等 
・児童生徒の実態に合わせた家庭学習プリントの持ち帰り 

・自宅でも落ち着いて過ごせるよう、児童生徒が使用している道具等の持ち帰り 

・図書室の本やＤＶＤ、ボードゲーム等を貸し出せる体制づくり 

・体育科の課題として「筋トレメニュー」に取り組むよう指導 

   ③ ＩＣＴを活用した学習支援の実施 

・子供の学び応援サイト（文部科学省）やＮＨＫ for School 等の動画視聴サイ 

ト等オンライン教材の活用 

 ・児童生徒用タブレット端末の貸与［４月補正（再掲）］ 

 ・緊急学習支援事業［４月補正:（再掲）］ 

・障害児童生徒入出力支援装置の整備［４月補正：56,000 千円］             

障害のある児童生徒の個々の障害の状態に対応したICT環境を整備するため、

県立特別支援学校に入出力支援装置を整備 

   ④ 放課後等デイサービスへの支援（健康福祉部）［４月補正：795,000 千円］ 

       特別支援学校の休校に伴い、サービス量が増加する放課後デイサービスの追加 

経費を支援 
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 ３ 市町立学校における学習支援【義務教育課】 

  (1) 休業期間中の対応 

① サンテレビと連携した学習支援番組の制作（詳細別紙：参考２） 

② 各市町組合教育委員会の特徴的な取組について周知 

・登校日や家庭訪問の際に、課題プリントを配布・回収 

・学校ホームページ、連絡用メールを活用した課題等の提示 

・学習の仕方を明示したプリントの配布 

・オンライン教材の活用（整備済の市町）   等 

③ 学校再開を見据え、文部科学省による学校における新型コロナウイルス感染症対

策に関するマニュアル等を参考に具体的な取組例等を市町教育委員会に周知 
 

(2) 学校再開後の対応 

① 学習指導員の配置［４月補正：45,000 千円］                             

学校の臨時休業に伴う未指導分の学校再開後の補習等を支援するため、公立小中

学校に学習指導員を配置し、学習活動の取組を支援 

② 兵庫型「体験教育」の実施 

         臨時休業の長期化に伴い、各市町の判断により、通常の日数を基本に、１日単位

で実施することを認める。 

事業名 対象 基本 今回の特例 

環境体験事業 小学 

３年 

年間３回以上

の体験型環境

学習 

自然との触れ合いから、命の大切さや

命のつながりを実感させる体験型環境

学習 

※実施回数は各学校で判断 

自然学校 小学 

５年 

４泊５日以上

の集団宿泊体

験 

日常生活では経験できない非日常的な

体験活動 

※実施日数は原則各市町で統一 

トライやる 

・ウィーク 

中学 

２年 

１週間の社会

体験活動 

社会に参画する態度や自ら考え主体的

に行動する力を育成する社会体験活動 

※実施日数は原則各市町で統一 

   ※中学１年を対象とするわくわくオーケストラ教室（県立芸術文化センターでの音

楽鑑賞）は、公演実施を 10 月以降とする。 

 

４ 心のケア【義務教育課】 

(1) ひょうごっ子ＳＮＳ悩み相談 

・ＳＮＳ悩み相談窓口の強化［４月補正：2,000 千円］ 

      一斉臨時休業に伴い、不安や恐れなど心理的ストレスを抱えている児童生徒の

心のケアに対応するため、ＳＮＳ相談窓口の平日の相談時間を拡充 

      期  間：４月８日～５月 31 日 

      相談時間：（拡充後）12:00～21:00 （現行）17:00～21:00 

  (2) ひょうごっ子悩み相談（電話相談・24 時間受付） 

  (3) スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の活用促進 

  



- 4 - 

 

５ 感染症対策の徹底 

  (1) 学校における感染拡大防止対策【義務教育課・財務課・体育保健課】 

① 公立幼稚園感染拡大防止対策の推進［４月補正：137,000 千円］               

     公立幼稚園の衛生管理体制強化するため、マスク、消毒液等の購入を支援 

② 学校における感染拡大防止対策の推進［４月補正：20,000 千円］             

学校再開後の感染症対策を徹底するため、県立学校の備蓄用マスク等を購入 

③ 特別支援学校老朽化対策の推進［４月補正：1,920,000 千円］    

      感染症予防の観点から、県立特別支援学校のトイレ改修（便器の洋式化、床

の乾式化）を実施 

  

 (2) 家庭における予防の徹底【体育保健課・高校教育課・特別支援教育課】 

各家庭において不要不急の外出の自粛をするとともに、下記対策を依頼している。 

① 感染源を絶つ 

     家庭と連携し毎朝の検温及び風邪症状等の確認の徹底 

   ② 感染経路を絶つ 

     手洗いや咳エチケットの指導の徹底 

    ③ 抵抗力を高める 

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

けるよう学校でも改めて指導を徹底 

 

(3) 在宅勤務の奨励【総務課・教職員課】 

学校運営等に支障のない範囲で出勤職員数を７割程度削減する。 

 

６  教職員研修等の状況【教職員課・教育研修所】 

(1) 教職員研修 

① 年次研修・職務研修(※初任者研修・中堅教諭等資質向上研修・新任校長研修 等) 

   ７月末までは、原則勤務場所における Web 研修（動画、資料、ワークシート等

の配信）を中心とし、８月以降の研修所での集合研修と組み合わせ、知識の習得、

同僚性・協働性の醸成、実践的指導力の向上等が効果的に図れるよう、内容等を

再構成する。 

  ② 選択研修 

   ７月末までの 19 講座については、８月以降へ日程変更することを原則とする。 

 ただし、情報教育（ICT 活用、ネットワーク管理）の講座においては需要・重

要度が高いことから、内容・方法等を工夫し、参加者や地域の理解を考慮した上

で６・７月中の実施も検討する。 

 

    (2) 令和 3年度教員採用候補者選考試験 

       ・募集期間の延長(5/15 → 5/22) 

・感染予防対策を徹底した上で予定通り実施（6/27） 
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７ 今後の学校運営 

   (1) 感染予防対策の強化 

    今後学校再開を見据えて検討 

 

  (2) 夏季休業期間を含めた授業時数の確保への支援 

      ① 暑さ対策の検討 

      ② タブレット無償貸与、学習支援アプリの活用(継続) 

 

(3) ＩＣＴ教育環境の整備（詳細別紙：参考３）【教育企画課】 

① 県立学校学びのイノベーション推進事業の実施 

・高速大容量校内 LAN 及び Wi-Fi 環境の整備 

・大型提示装置を全普通教室に整備 

・タブレット端末整備(１学年 1学級相当)  

② 遠隔学習支援事業（再掲） 

③ ICT 技術者等の配置［４月補正:31,000 千円］ 

遠隔学習支援などの ICT 整備・運用を円滑に実施するため、端末設定、初期トラ

ブル対応、使用ルールの策定等の業務を担う人材を配置 

④ 「ＧＩＧＡスクール構想の実現」に向けた義務教育段階の児童生徒用タブレット

端末共同調達の実施（県内市町組合教育委員会対象） 

⑤ ＩＣＴ整備のさらなる前倒しの検討 

・特別教室の大型提示装置の整備 

・ＢＹＯＤによる 1人 1台タブレット端末 

   

(4) 就学支援【財務課】 

① 高校生等奨学給付金の拡充［４月補正：92,000 千円］                  

     家計急変により収入が激減した世帯を支援するため、高校生等奨学給付金を給付 

② 公立高等学校等授業料の減免［４月補正］                      

     家計急変により収入が激減した世帯の生徒に対し、授業料を減免 
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Ⅱ 社会教育施設・社会体育施設【社会教育課・体育保健課】 

 １ 県立施設の休館・休業の状況（兵庫県対処方針(令和２年５月 15 日改訂)抜粋） 

(1) 休館・休業の方針 

広場など屋外エリア及び駐車場を除き、引き続き、5月 31 日まで休館又は休業 

    なお、西播磨、但馬、丹波地域においては、感染状況等を踏まえ、5月 18 日以降、

順次開館  

 

(2) 教育委員会所管の対象施設（15 施設） 

① 引き続き休館する施設 

県立美術館、県立図書館、県立歴史博物館、県立人と自然の博物館、県立考古

博物館、県立総合体育館、県立文化体育館（神戸常盤アリーナ）、県立武道館

（ウインク武道館）、県立兎和野高原野外教育センター、県立弓道場 

② 5/18 以降順次再開施設(※は屋外部分のみ) 
県立コウノトリの郷公園、県立海洋体育館、県立円山川公苑※、県立奥猪名健康

の郷※、県立神戸西テニスコート 

 

(3) 休館・休業中における情報発信 

① 県立美術館・博物館講座配信事業の実施［４月補正：3,000 千円］             

外出することなく芸術、歴史、自然科学等に触れられる機会を作るため、芸

術・文化施設で実施する各種講座をオンライン配信 

      実施施設：県立美術館、人と自然の博物館、コウノトリの郷公園、 

県立図書館、考古博物館、歴史博物館 

   

(4) 再開後の対応 

① 県民利便施設等における感染症防止対策の推進［４月補正：54,000 千円］           

        社会教育施設等における感染症を防止するため、サーモグラフィー等を整備 

② 県立美術館・博物館魅力発信事業の実施［４月補正：18,000 千円］              

       芸術、歴史、自然科学等への興味・関心を維持するため、各施設の PR 動画の

作成、配信や、海外からの利用者向け専用アプリを作成 

       実施施設：県立美術館、県立図書館、人と自然の博物館、歴史博物館、 

考古博物館、コウノトリの郷公園 

③ 県立美術館・博物館ミュージアムスタンプラリーの実施［４月補正：2,000 千円］       

      芸術、歴史、自然科学等への興味・関心を一層高めるため、県立の美術館・博

物館等が連携して県内外の人々の来館を促進 

          実施施設：県立美術館、県立図書館、人と自然の博物館、歴史博物館、 

考古博物館、コウノトリの郷公園、円山川公苑 
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２ 市町立施設に対する要請 

   設置者に対して県の取組を周知 
 

３ 民間施設に対する要請 

     開館する際には、感染防止対策を徹底するよう要請 

    〈感染防止対策〉 

    ・来館者多数の場合の入場制限 

    ・発熱、咳などの症状のある者の入場禁止 

    ・発熱チェック 

    ・マスク装着の徹底、消毒液の設置 

    ・密閉・密集・密接状態の回避（休憩時間・回数増、換気など） 

    ・入館者の氏名・連絡先等の把握 等 

  

  

 Ⅲ 事業者への休業要請【スポーツ振興課】 

    クラスター発生施設及び類似施設等 

＜休業要請の窓口（教委担当分）＞ 

    ・ボウリング場（22 事業所） 

    ・スポーツクラブ（一般社団法人日本フィットネス産業協会） 
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Ⅳ 県内体育・スポーツへの影響と取組 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの日程が１年延期となった（新日程では 2021

年７月 23 日開幕）ことから、各種イベント・大会等を延期する。ワールドマスターズ

ゲームズ 2021 関西は当初計画のとおり 2021 年５月に開催する方針である。 

 

１ 東京オリンピック・パラリンピック延期に伴う県関連イベントへの影響【スポーツ振興課】 

［オリンピック 2021 年 7 月 23 日（金）～８月８日（日）開催］ 

［パラリンピック 2021 年 8 月 25 日（水）～９月６日（月）開催］ 

(1) 事前合宿［延期：実施時期未定］ 

競技日程が確定次第、受入れ予定国の競技団体および関係機関と協議し、当初予定

どおりの事前合宿が実施できるよう再調整する。 

 

■事前合宿招致一覧（県関係分） 

自 治 体 国 名 
 

競技団体 使 用 施 設 オリ パラ 

県･姫路市 フランス ○  柔道 ウインク武道館 

県･三木市 フランス ○ ○ 陸上 県立三木総合防災公園陸上競技場 

県･尼崎市 

ウクライナ ○  

水泳 県立尼崎スポーツの森 ギリシャ ○  

ベラルーシ ○  

県･淡路市 日本 ○  サッカー 淡路島内 

※上記の合宿を含め、８市で 12 ヶ国 28 チームを受け入れる予定 

 

(2) 東京 2020 オリンピック聖火リレー［延期：実施時期未定］ 

聖火リレー日程が確定次第、オリンピック組織委員会と協議の上、当初の聖火リレ

ールート、聖火ランナーの確認をはじめ、聖火リレー実施市、警察等の関係機関と連

携し、当初予定どおりの聖火リレーが実施できるよう再調整する。 

■兵庫県聖火リレー実施市 

１日目：豊岡市・朝来市・宍粟市・加東市・小野市・加古川市・姫路市 

２日目：神戸市・明石市・南あわじ市・西宮市・尼崎市・三田市・丹波篠山市 
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２ ワールドマスターズゲームズ 2021 関西関連イベントへの影響【スポーツ振興課】 

(1) ＷＭＧ2021 関西１年前イベント 

・５月 10 日(日)明石公園での１年前イベント「スポーツ体験会」 中止 

・５月 16 日(土)大阪うめきた広場での１年前ｲﾍﾞﾝﾄ・体験会(組織委員会主催) 中止 

・５月 17 日(日)神戸まつりでのＰＲパレード参加・ブース出展 中止 

※大会１年前の告知については、三宮センター街での大型横断幕の掲示やホームペ

ージ、ＳＮＳ等での発信などによりＰＲを実施 

 

(2) リハーサル大会の状況  

   ・４月、５月に予定されていたリハーサル大会（11 種目）は全て延期する。 

ｳｵｰｷﾝｸﾞ（神戸市）、卓球、水泳（競泳・飛込）、硬式野球、ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ（ｽﾌﾟﾘﾝﾄ・

ﾌｫﾚｽﾄ）、ｶﾇｰ(ﾎﾟﾛ)、囲碁ﾎﾞｰﾙ、ﾌﾗｯｸﾞﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ、ｳｵｰｷﾝｸﾞ（洲本市） 

   ※延期となった上記リハーサル大会は、秋以降の開催に向け、各競技団体において日

程・会場を調整中。 

   ※６月以降に開催予定の競技種目（13 種目）についても、各競技団体が実施の可否

を検討中。 

 

３ 第 10 回神戸マラソン【スポーツ振興課】 

11 月 15 日（日）に予定どおり開催する前提で準備に取り組んでいる。なお、大会実

施の可否やランナーへの影響を最小限にする対策については、スポーツ庁の通知や、医

師など専門機関との連携、他大会等の情報収集等に努めながら検討中。 

（現在の状況） 

・ランナー募集 ４月２日（木）～５月 18 日（月） 

・抽選結果発表 ６月 16 日（火） 

→但し、状況に応じて抽選結果発表及び参加料入金の日程を変更予定 

・ボランティア募集  

→団体・個人とも６月中旬募集開始に変更予定 

    ・関連事業の準備・実施（随時） 

→一部事業について当面中止 
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４ その他教育委員会関係のスポーツ大会等 

※ 実施の可否については、主催団体が決定 

(1) 第 75 回国民体育大会【スポーツ振興課】 

① 兵庫県民体育大会 

ア 総合開会式 

中止（令和２年５月 10 日（日）） 

イ 競技別大会 

一部大会中止、延期（令和２年４月～令和３年３月） 

② 近畿ブロック大会 

令和２年７月 11 日（土）～８月 30 日（日） 

③ 「燃ゆる感動かごしま国体｣ 

 ［会期前開催］ 

    令和２年９月 12 日（土）～20 日（日） 

 ［本国体］ 

令和２年 10 月３日（土）～13 日（火） 

 

(2) 中学校体育連盟、高等学校体育連盟関連【体育保健課】 

① 兵庫県中学校・高等学校総合体育大会 

ア 中学校総合体育大会 

夏季競技：中止（令和２年７月 23 日～31 日） 

冬季競技：駅伝（11 月 21 日）スキー（１月 12 日～14 日） 

イ 高等学校総合体育大会 

集中開催期間：中止（令和２年６月５日～７日） 

その他開催期間：令和２年８月 30 日～令和３年１月 14 日 

（アメリカンフットボール、ラグビー、駅伝、スキー） 

② 令和２年度全国高等学校総合体育大会兵庫県開催（柔道） 

中止（令和２年８月５日～９日） 

※当初、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の影響で、一部競技

が分散開催となり、兵庫県では柔道競技大会の開催が決定していた。 

③ 令和２年度近畿中学校総合体育大会 

中止（令和２年８月～令和３年１月） 

   ④ 第１０２回全国高校野球選手権大会 

     中止（令和２年８月 10 日～） 

 



＜全日制　１２６校＞

(1) 学校作成課題を郵送で送付 126 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

(2) 学校作成課題をHPからダウンロード 59 (47%) 17 (13%) 50 (40%)

(3) classiの動画教材・課題配信を活用　（43校） 35 (85%) 8 (20%)

(4) スタディサプリの動画教材・課題配信を活用　（７７校） 64 (83%) 13 (17%)

(5) 学校作成課題を(3)(4)以外のクラウドサービスで配信 49 (39%) 24 (19%) 53 (42%)

(6) 教員作成の動画教材を配信 76 (60%) 26 (21%) 24 (19%)

(7) その他既存の教材を活用
　　　(通信高校の教材・NHK高校講座等）

64 (51%) 44 (35%) 18 (14%)

(8) 会議システムを利用した双方向授業 29 (23%) 59 (47%) 38 (30%)

　　　(週あたりの生徒への連絡回数　２．８回)

(1) 電話 126 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

(2) 学校ホームページ 126 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

(3) アプリ等を利用した双方向でのメッセージ 96 (76%) 24 (19%) 6 (5%)

　　　　　①Classi　（４３校） 35 (85%) 8 (20%) 0 (0%)

　　　　　②スタディサプリ　（７７校） 48 (62%) 19 (25%) 10 (13%)

　　　　　③その他クラウドサービス 33 (26%) 18 (14%) 75 (60%)

(4) 会議システム等を利用した
　　 双方向での面談やミーティング

37 (29%) 58 (46%) 31 (25%)

＜定時制・通信制　２１校＞

(1) 学校作成課題を郵送で送付 21 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

(2) 学校作成課題をHPからダウンロード 5 (24%) 6 (29%) 10 (48%)

(3) classiの動画教材・課題配信を活用　（９校） 3 (33%) 6 (67%)

(4) スタディサプリの動画教材・課題配信を活用　（１校） 1 (100%) 0 (0%)

(5) 学校作成課題を(3)(4)以外のクラウドサービスで配信 2 (10%) 4 (19%) 15 (71%)

(6) 教員作成の動画教材を配信 3 (14%) 5 (24%) 13 (62%)

(7) その他既存の教材を活用
　　　(通信高校の教材・NHK高校講座等）

6 (29%) 8 (38%) 7 (33%)

(8) 会議システムを利用した双方向授業 0 (0%) 8 (38%) 13 (62%)

　　　(週あたりの生徒への連絡回数　１．９回)

(1) 電話 21 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

(2) 学校ホームページ 21 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

(3) アプリ等を利用した双方向でのメッセージ 6 (29%) 7 (33%) 8 (38%)

　　　　　①Classi　（9校） 4 (44%) 5 (56%) 0 (0%)

　　　　　②スタディサプリ　（1校） 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

　　　　　③その他クラウドサービス 1 (5%) 2 (10%) 18 (86%)

(4) 会議システム等を利用した
　　 双方向での面談やミーティング

0 (0%) 8 (38%) 13 (62%)

【参考１】

現在利用 利用を検討 利用しない

２　生徒との連絡手段

現在利用 利用を検討 利用しない

-

-

１　学習支援の方法

１　学習支援の方法

２　生徒との連絡手段

臨時休業等に伴う生徒の学習支援等の状況について

-

-

現在利用 利用を検討 利用しない

現在利用 利用を検討 利用しない





 

 

「みて・学ぼう！ひょうごっ子広場」の放送 

 

１ 趣 旨 

県教育委員会では、（株）サンテレビジョン（以下、サンテレビ）との連携により、臨

時休業により自宅で多くの時間を過ごしている県内の幼稚園、小・中学校の子ども達を対

象に、新しい学校生活に向けた心構えや自宅での過ごし方を紹介する「みて・学ぼう！ひ

ょうごっ子広場」を放送します。 

加えて、幼稚園児・小学生・中学生へのメッセージについては、本課においてもオリジ

ナル動画を制作し、インターネット上で公開するとともに、一部のケーブルテレビで放映

します。 

 

２ 内 容 

(1)オリジナル動画（5/12～） 

  幼稚園・小学校・中学校の幼児児童生徒を対象に、基本的生活習慣、感染症予防、運動

不足解消、心のケアに関するメッセージを紹介します。（約１０分） 

 (2)テレビ放映（5/18～） 

  新しい学校生活に向けた心構えや自宅での過ごし方を、１コマ１０分間、全９コマで紹

介します。 

 

３ 放送日程等 

(1)オリジナル動画 

①インターネット上の動画公開 

  義務教育課ユーチューブチャンネル上で公開 

 ②ケーブルテレビでの放映 

  県内のケーブルテレビ（８局）で放送予定（令和２年５月８日現在） 

 【放送予定ケーブルテレビ局】※順不同 

  ・たかテレビ（多可町） 

  ・神河町ケーブルテレビネットワーク（神河町） 

  ・姫路ケーブルテレビ（姫路市、神河町、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町） 

  ・養父市ケーブルテレビジョン（養父市） 

  ・朝来市ケーブルテレビ（朝来市） 

  ・淡路島テレビジョン（洲本市） 

  ・さんさんネットコミュニティチャンネル（南あわじ市） 

  ・ＢＡＮＢＡＮテレビ（加古川市） 

 

 

【参考２】 



 

(2)テレビ放映 

①使用するチャンネル 

  サンテレビ「０３２」チャンネル（地上波放送マルチチャンネルの第２チャンネル） 

  ②放送時間及び番組内容 

放送日 時間帯 対象 番組内容 

5/18(月) 

8:00～

8:30 

8:00～ 幼稚園 ようちえんのみなさんへ 

～親子ノートを使おう～ 

8:10～ 小学生 小学生のみなさんへ 

8:20～ 中学生 中学生のみなさんへ 

5/19(火) 

8:00～

8:30 

8:00～ 小学校１年生 がっこうってどんなところ？ 

8:10～ 小学校低学年 おうちでやってみよう 

8:20～ 中学校１年生 What is junior high school life ? 

5/20(水) 

8:00～

8:30 

8:00～ 小学校中学年 おうちで学ぼう 

8:10～ 小学校高学年 自分で取り組もう 

8:20～ 中学校全学年 自学自習のポイント 

    ※再放送 

   5/19（火）放送分：5/25（月）8:00～8:30 

  5/20（水）放送分：5/26（火）8:00～8:30 

 ③サンテレビとの連携内容 

・サンテレビ 

 番組制作の技術的支援、映像編集、放送、動画配信等の業務など 

・兵庫県教育委員会 

 番組内容の企画、シナリオ作成、教材準備など 

④その他 

  放送終了後、「サンテレビ公式YouTubeチャンネル」にて順次配信予定 

 

 



兵庫県教育委員会では、（株）サンテレビジョンとの連携により、
臨時休校により自宅で多くの時間を過ごしている県内の幼稚園・
小・中学校の子ども達を対象に、新しい学校生活に向けた心構えや
自宅での過ごし方を紹介するために、「みて・学ぼう！ひょうごっ
子広場」を放送します。

みて・学ぼう！
ひょうごっ子広場

放送日 時間帯 対象 番組内容

5/18（月）
8:00～8:30

8:00～ 幼稚園 ようちえんのみなさんへ～親子ノートを使おう～

8:10～ 小学生 小学生のみなさんへ

8:20～ 中学生 中学生のみなさんへ

5/19（火）
8:00～8:30

8:00～ 小学校１年生 がっこうってどんなところ？

8:10～ 小学校低学年 おうちでやってみよう

8:20～ 中学校１年生 What is junior high school life ?

5/20（水）
8:00～8:30

8:00～ 小学校中学年 おうちで学ぼう

8:10～ 小学校高学年 自分で取り組もう

8:20～ 中学校全学年 自学自習のポイント

放送日程

サンテレビ「０３２」チャンネル（視聴方法について、詳しい手順はサンテレビホームページで紹介しています）

５月１８日・１９日・２０日 ８時だよ！

再放送
５/19（火）放送分：5/25（月）8:00～8:30
５/20（水）放送分：5/26（火）8:00～8:30

YouTubeでも
見られるよ

〔オリジナル動画〕※5/12～
義務教育課YouTubeチャンネル
兵庫県教育委員会ＨＰから

〔サンテレビ放送番組〕※放送終了後
サンテレビ公式YouTubeチャンネル

〔県教育委員会オリジナル動画〕

県内ケーブルテレビ
（７局）で放送予定

ケーブルテレビ
でも！

兵庫県マスコット はばタン

ワールドマスターズゲームズ
2021関西
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令和２年５月 21 日 

ICT 教育環境の整備方針について 

 

１．県立学校 

【これまでの方針】 

 ○ 「県立学校学びのイノベーション推進事業」により、本年９月までに、“学校内”の

ICT 教育環境を構築。その後、教員が ICT を活用した授業を実践しながらノウハウを

獲得し、令和４年度入学生よりタブレット端末に関して BYOD（Bring Your Own Device）

を導入。 

 

 

【見直し後の方針】 

 ○ 本年９月を待たず、整備できるものは順次取り組んでいく。児童生徒が、家庭でオ

ンライン教育を、学校で ICT を活用した授業を受けることができるような環境を整え

る。 

○ 臨時休業期間中から取り組んできたところであるが、今後、第２波に備える観点か

ら、また、学校再開後も当面は分散登校を行うことが見込まれることから、学校内だ

けでなく、家庭でのオンライン教育をより円滑に実施できるよう早急に環境整備を進

める。 

 ○ タブレット端末の BYOD 導入については、令和４年度にこだわらず、各学校が取り組

めるよう、これまでの学校内の ICT 化に関する整備計画を前倒しするべく関連経費を

要求していく。 

 ○ 県内の教育の ICT 化を先導していく拠点校を形成し、研修の実施だけでなく、教員

の指導力向上を図る。 

 

【具体的取組】 

（１）各種インフラ整備 

○ 当面は、家庭の PC、タブレット端末、スマートフォンを活用。必要な児童生徒につ

いては、県よりタブレット端末を貸与（５月 21 日時点：463 台貸与）。 

○ 既存回線への負担を避けるため、学校と家庭をつなぐ回線を新設。学校から外部へ

の通信をよりスムーズに。テレビ会議システムについても、有償のアプリを導入する

ことで円滑な通信環境を確保。 

○ 学校から授業動画等を発信する際の専用機器（Web カメラ、ヘッドセット）を配備。 

○ 学校内のネットワーク環境を整備。順次工事を実施し、高速大容量の Wi-Fi での通

信が可能に。 

 

【参考３】 
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○ タブレット端末を全県立学校で整備（一学年一学級相当、計 17,799 台）。その後、

各学校で BYOD を前倒しで導入。先導的に取り組む学校を支援し、他校への展開を図る

（遅くとも令和４年度入学生より実施。）。 

○ 普通教室に大型提示装置を整備するとともに、特別教室についてもこれまでの整備

計画を前倒しして、整備するべく関連経費を要求。 

 

（２）人員配置、研修等 

○ 学校内の ICT 化を円滑に行うべく、機器の整備・設定、システム構築等を担う ICT

技術者等を 16 名配置。また、県内で中心となって ICT 活用を推進する教員（HYOGO エ

バンジェリスト）を任命。こうした人員を配置した県内の教育の ICT 化を先導してい

く拠点校を形成。 

○ 県立教育研修所にて各種 ICT 関連の研修を実施。本年５月には Web 会議形式で、遠

隔での授業動画作成等のノウハウを学ぶ研修も実施。 

 

（３）情報モラル教育、情報セキュリティ  

○ ICT 機器に触れる機会が増える中、児童生徒をネットトラブルやインターネット依存

等から守るため、家庭や学校でのルールづくりを推進（啓発リーフレットや指導用教

材の作成・活用等）。 

○ 大きく変容するICT教育環境に応じた学校情報セキュリティポリシーの改訂を実施。

学校毎のルールづくりも推進。 

 

 

２．小中学校 

【国の方針（GIGA スクール構想）】 

○ 令和元年度、２年度補正予算において、学校内のネットワーク環境の整備を支援す

るための経費を計上。 

○ 令和５年度に達成するとされている端末整備を前倒しで支援。令和元年度補正予算

で計上した３学年分（小５・６、中１）に加え、残りの６学年分（小１～４、中２・

３）についても令和２年度補正予算にて計上。 

 

【県の取組】 

○ 県内の小中学校の ICT 教育環境の充実に向けて支援を実施。 

○ 学校内のネットワーク環境については、全ての市町で今年度中に整備予定。 

○ タブレット端末については、県のイニシアティブで全市町を構成員とする協議会（兵

庫県教育の情報化推進協議会）を設置。共同調達にて端末を整備予定。共同調達では

なく、市町独自で調達を行うことも可。 



①Ｈ30まで
②Ｒ２・当初予算

（Ｒ２・２月）

③Ｒ２・４月補正予算

（Ｒ２・４月）

④今回

（Ｒ２・５月）

Ｒ２・９月～ 〃
Ｒ２・６～９月

（可能な限り前倒し）

校内ﾈｯﾄﾜｰｸ 全校・１Ｇｂｐｓ 全校・１０Ｇｂｐｓ 〃 〃

無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 15校程度・普通教室のみ
全校・全教室

（特別教室は10教室）
〃 〃

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末 ６校程度
全校・１学年１学級相当分

Ｒ４入学生よりBYOD導入
〃

全校・１学年１学級相当分

可能な学校はBYOD導入前倒し

大型提示装置 15校程度・普通教室のみ 全校・普通教室のみ 〃 全校・特別教室分も要求

校外ﾈｯﾄﾜｰｸ 全校・１Ｇｂｐｓ 〃

有償Web会議ｼｽﾃﾑ 全校 〃

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末（貸与） 500台（4/20～順次貸与） 500台（5/21：463台貸与）

Webｶﾒﾗ、ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ 全校 〃

ICT技術者等 16名配置 〃

HYOGOｴﾊﾞﾝｼﾞｪﾘｽﾄ 人選・任命

学

校

内

校

外

・

家

庭

人
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県立学校におけるＩＣＴ機器等の整備計画に係る前倒しの推移

目標時期

別紙


