
 

 

 

 

令和２年度 臨時大分市総合教育会議 

（兼 第９回大分市新型コロナウイルス感染症対策本部会議） 

 

日 時 ： 令和 2 年 4 月 3 日（金） 

13 時 30 分～ 

場 所 ： 大分市役所 8 階大会議室 

 

 

次  第 

 

 

 

１． 開 会 

 

２． 議 事 

【報告事項】 

（１）新型コロナウイルス感染症発生に係るこれまでの大分市の対応について 

 

【協議事項】 

（１）市立小中学校等の再開について 

 

（２）市有施設について 

 

（３）その他 

 

３． 閉 会 

 



 

 

資料１－１ 

新型コロナウイルス感染症発生に係るこれまでの大分市の対応について 

１ 感染者の発生状況 

 

２ 大分市保健所に寄せられた相談について（4月 1日現在） 

月 件   数 

1 月 69 件 

2 月 544 件 

3 月 4,207 件 

4 月 304 件（4 月 1 日分） 

合計 5,124 件 

 

【主な相談内容】 

 病院受診に関すること。PCR 検査に関すること。トイレットペーパー、マスクの不足に関

すること。会社の対応に関すること。施設を利用したことによる感染に関すること。 

 

例目 発表日 年代 性別 居住地 職　種 発症
陽性

確定日
例目 発表日 年代 性別 居住地 職　種 発症

陽性

確定日

1 3/3 30 女 大分市 接客業
２月２３日 38.7 度の発

熱、頭痛、倦怠感が出現
3/3 16 3/22 80 女 大分市

元患者

（無職）

発熱なし、倦怠感、食欲不

振
3/22

2 3/19 60 男 臼杵市 自営業
３月 ８日～１０日 発熱、倦

怠感、食欲不振あり
3/19 17 3/22 50 女 大分市 医療機関職員 発熱 3/22

3 3/19 60 女 臼杵市 無職
３月 ７日 発熱、倦怠感、食

欲低下出現
3/19 18 3/22 80 女 大分市 入院患者 無症状 3/22

4 3/20 30 女 大分市 医療機関職員 倦怠感 3/20 19 3/22 90 女 臼杵市 入院患者 無症状 3/22

5 3/20 20 女 大分市 医療機関職員
発熱（38.1 度）、頭痛、鼻

汁
3/20 20 3/22 20 女 大分市 医療機関職員 無症状 3/22

6 3/20 20 女 大分市 医療機関職員 症状なし 3/20 21 3/22 30 女 大分市 医療機関職員 無症状 3/22

7 3/20 30 男 大分市 医療機関職員 症状なし 3/20 22 3/23 20 女 大分市 医療機関職員 ３/２０ 頭痛、関節痛あり 3/23

8 3/20 80 男 大分市
元患者

（無職）

発熱あり（３７．９℃）、肺炎

所見あり
3/20 23 3/24 70 男 大分市 入院患者 無症状 3/24

9 3/21 80 男 大分市
元患者

（無職）
3/17～発熱 3/21 24 3/25 20 男 大分市 医療機関職員 無症状 3/24

10 3/21 80 男 大分市
元患者

（無職）
肺炎あり 3/21 25 3/25 40 女 大分市 医療機関職員 無症状 3/24

11 3/21 90 女 大分市
元患者

（無職）

３７度台の発熱、倦怠感、

嘔気、肺炎あり
3/21 26 3/27 10 女 別府市 無職 ３/１７ 頭痛、倦怠感あり 3/27

12 3/21 80 女 大分市
元患者

（無職）
３７度台の発熱、肺炎あり 3/21 27 3/27 40 男 大分市 自営業

3/１６倦怠感、脱力感、関

節痛

3/17咳、鼻水、下痢

3/27

13 3/21 90 女 大分市
元患者

（無職）
発熱 3/21 28 3/29 10 女 別府市 生徒

３/２７ 鼻閉、味覚障害が

出現
3/29

14 3/22 20 女 大分市 医療機関職員 3/20　鼻汁 3/21 29 3/31 40 男 大分市 自営業
３/２１ ３７～３８℃の発熱、

倦怠感
3/31

15 3/22 50 女 大分市 医療機関職員 ３７度の発熱、咳、鼻汁 3/21
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資料１―２ 

新型コロナウイルス感染症発生に係るこれまでの大分市の対応に 

ついて（教育関係） 

令和 2 年 4 月 3 日 

 

１ 市立小中学校の臨時休業中の対応について 

（１）児童生徒は、「健康観察カード」を用い、毎日体温や体調を記録し、発熱等

の症状があった場合は、健康状態について学校へ連絡。 

（２）電話連絡や家庭訪問を通した、家庭での児童生徒の状況の把握。 

（３）簡略化した卒業式の実施、修了式、離任式の中止。 

（４）学校施設の開放、教職員の支援等、放課後児童クラブへの協力 

 

２ 保育所・幼稚園の現状について 

（１）市立保育所・幼稚園については、これまで同様開所（園）する。 

私立の保育所や幼稚園等についても、本市と同様の対応を継続する。 

（２）私立保育施設において勤務先を理由とした登園自粛等が確認されたことか

ら、子どもが感染した場合や濃厚接触者に特定された場合以外は、登園自粛

を行わないよう要請した。 

（３）市立保育所の入園式は４月３日（金）、幼稚園の入園式は４月１４日（火）、

規模を縮小し、感染拡大防止の対策をしたうえで実施する予定としている。 

 

３ 放課後児童クラブの現状について 

（１） ３月３日（火）から継続して午前中からの開所を要請しており、児童育成 

クラブ５４施設、⺠間放課後児童クラブ１４施設で児童を受け⼊れている。 

（２）各クラブにアルコール消毒液と児童及び指導員用のマスク（1 人 2 枚） 

１万６千枚を 4 月 2 日（木）より順次配布している。 

 

４ 障がい児等が通所する放課後等デイサービスの現状について 

（１）3 月 3 日（火）から継続して午前中からの開所を要請しており、放課後等 

デイサービス７０施設で障がいのある児童等を受け入れている。 

（２）各事業所に除菌水を３月３１日（火）より、利用児用のマスク（１人 

２枚）４千枚を 4 月 2 日（木）より順次配布している。 

 

５ 市有施設の休館状況について ※企画課から説明 

（１）屋内施設 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から「別紙２」の市有施設につい

て３月 21 日（土）から当面の間の４月末までは、施設の全部若しくは一部

の利用を停止しています。 

（２）屋外施設 

屋外施設については、個人利用は可能としています。 
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資料１―２ 

６ スポーツ少年団の現状について 

・スポーツ少年団の活動も部活動等に合わせることとし、活動場所は当分の間、

従来の活動場所とし、その他の注意事項は部活動等と同様とする。 

 

７ 文部科学省や県の考え方について 

  （別紙３−１〜３−３参照）  

  

 

 

＜問い合わせ先＞ 

小中学校に関すること 

                       大分市 教育部 学校教育課 

                       担 当 野田、小野 

                       直 通 ０９７-５３７-５６４８ 

                       内 線 ２０３０ 

保育所・幼稚園、放課後児童 

クラブに関すること 

                       大分市 子どもすこやか部 

子ども企画課 

                       担 当 三島、額賀 

                       直 通 ０９７-５７４-６５１６ 

                       内 線 ２５１２ 

放課後等児童デイサービスに 

関すること 

                       大分市 福祉保健部 障害福祉課 

                       担 当 永田、岡嶋 

                       直 通 ０９７-５３７-５７８５ 

                       内 線 １４４１ 

スポーツ少年団に関すること 

                       大分市 企画部 スポーツ振興課 

                       担 当 金子、後藤 

                       直 通 ０９７-５３７-５９７９ 

                       内 線 １０８４ 

新型コロナウイルス感染症に 

関すること 

大分市保健所 保健予防課 

担 当 沖田、宮下 

直 通 ０９７-５３５-７７１０                

                      対策本部に関すること 

大分市 防災局 防災危機管理課 

担 当 渡邉、小林 

直 通 ０９７-５３７-５６６４ 

内 線 １１１８、１１０２ 



子どもすこやか部における新型コロナウイルス感染症に対する基本

方針と対応経過（令和２年４月３日現在） 

子どもすこやか部 

【基本方針】 

 

１．市立幼稚園・市立保育所、児童育成クラブ 

（１）新型コロナウイルスに感染した子どもが発生した場合、子どもの発熱や咳など

の症状の有無に関わらず、当面14日間の臨時休園とする。 

（２）職員、同居親族が感染した場合も同様とする。 

（３）子どもが濃厚接触者と特定されない限り登園できる。 

 

２．私立の幼児教育・保育施設、民間放課後児童クラブ 

（１）当該施設の設置者に対して「１」の対応等を要請する。 

（２）施設で感染が発生した場合、感染拡大防止、風評被害防止、個人情報保護の 

観点から、子どもやその家族のプライバシー配慮を要請する。 

  ※子どもすこやか部においては、上記対応の統一と徹底を図っている。 

 

【対応経過】 

■２月２７日（木） 

：大分市新型コロナウイルス感染症対策本部設置 

   国の通知に基づき、園児が感染した場合の休園・休止の要請にかかる子どもす

こやか部の基本方針（上記）を定め、関係施設に周知した。 

（対象施設：幼児教育・保育施設、放課後児童クラブ等）       

 

■２月２８日（金） 

  ：国からの小中学校等の休業の要請に、幼児教育・保育施設や放課後児童クラブ 

が対象外となったことから、各施設に対して開園の継続を依頼した。 

（対象施設：幼児教育・保育施設、放課後児童クラブ等）   

    ※特に放課後児童クラブに関して、全設置者を訪問、状況を説明 

 

■３月 ３日（火） 

  ：大分市で新型コロナウイルス感染症患者が発生 

   幼児教育・保育施設や放課後児童クラブについては、感染と関係はなかったこ 

とから、基本方針に基づき、感染防止の徹底を図りながら、開園を継続 

   

■３月１０日（火） 

    ：感染防止拡大の観点から、子どもルーム１１か所と旭町児童館の主催行事を中 

止した。 

 

■３月１２日（木） 

  ：国の緊急対策事業として幼児教育・保育施設、放課後児童クラブに対して、子 

ども用マスクなど感染症対策用の物品の購入に対する補助が行われることにな 

り（９日付で通知あり）、各施設へ調査を実施し、補助申請を行った。 

  



 

 ■３月１９日（木） 

：市立幼稚園卒園式（規模縮小・時間短縮・マスク着用等により実施） 

 （私立に対しても同様の対応を要請済み） 

  

  ■３月２１日（土） 

    ：感染者増加に伴い、児童育成クラブ１施設より、児童の受け入れに関する相談 

があり、「保健所から濃厚接触者と特定されない限り、受け入れること」を説 

明、承諾を受ける。 

 

：子どもルーム１１か所の休止 

 

  ■３月２３日（月） 

    ：幼児教育・保育施設と保護者に対して感染が確認された場合の対応（子どもす 

こやか部の基本方針）を周知した。 

 

  ■３月２５日（水） 

    ：登園自粛要請が行われた施設に、適切な対応（受け入れ継続）をお願いすると 

ともに、各認可保育施設に対し、子どもが濃厚接触者と特定されない限り、 

登園自粛を要請しないよう、基本方針の再確認と職員への周知をお願いした。 

 

    ：市立保育所卒園式（規模縮小・時間短縮・マスク着用等により実施） 

 （私立に対しても同様の対応を要請済み） 

 

  ■３月２６日（木） 

    ：児童育成クラブを利用する子どもを持つ医療従事者が、クラブの児童支援員か 

ら利用自粛を要請されたことが判明し、直ちに、クラブに対して基本方針の説 

明を行い、受け入れ継続を確認した。 

 

  ■３月２７日（金） 

    ：幼児教育・保育施設、放課後児童クラブ等に基本方針に基づき「保健所から濃 

厚接触者と特定されない限り、登園できる」旨の周知を行った。 

  

■４月 ２日（木） 

  ：放課後児童クラブ（民間も含めた全６８施設）の児童支援員と子どもに対して 

   マスク（１人につき２枚）とアルコール消毒液の配布を開始した。 

 

■４月 ３日（金） 

    ：市立保育園入園式（規模縮小・時間短縮・マスク着用等により実施） 

     ※４月１４日（火）に実施する市立幼稚園の入園式も規模を縮小して実施予定 

 

波 線：子どもすこやか部で文書発出 

黄 色：登園自粛・利用自粛への対応 

別紙１ 



市有施設の一時休館等の状況一覧表

１．屋内施設

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、下記の施設について令和2年3月21日（土）から当面の間の4月末までは、

　施設の全部若しくは、一部の利用を停止します。

・ただし、既に使用許可を得ている利用者で、特段の事情がある場合は個別に相談に応じます。

※各施設の詳細については、問い合わせ先に確認してください。

No 状況 一部利用できるサービス等 問合先 電話番号

ホール、会議室、トレーニングルーム、福祉交流ひろ
ば、
シニア交流プラザ

J:COM ホルトホール大分 576-8877

大分市民図書館 大分市民図書館 576-8241

子育て交流センター 子育て交流センター 576-8740

シニア交流プラザ 長寿福祉課 537-5679

人権啓発センター 人権啓発センター 576-7593

障がい者福祉センター
　技能習得室・障がい者機能回復訓練室、
　ウオーキングプール

障害福祉課 537-5658

ホール、会議室、トレーニング室、体育室、柔剣道場、
卓球室、老人憩い室、ランニングコース、
キッズルーム、女性活動室、団体活動室、
視聴覚室、第１リハーサル室、第２リハーサル室、
天体観測ドーム

コンパルホール 538-3700

大分市民図書館 大分市民図書館 576-8241

男女共同参画センター
　会議室

交流スペース、相談事業については利用可能です。 男女共同参画センター 574-5577

3 平和市民公園能楽堂 休館 チケット販売は行っています。 平和市民公園能楽堂 551-5511

4 大分市宇曽山荘 一部休館 屋外のテニスコートは個人利用のみ可能です。 大分市宇曽山荘 588-0801

5 南大分体育館 一部休館 屋外のテニスコート及びグラウンドは利用可能です。 南大分体育館 546-7010

6 南大分温水プール 休館 南大分体育館 546-7010

7 日吉原体育館 休館 スポーツ振興課 537-5650

8 市営温水プール 休館 市営温水プール 558-1127

9 一部休館 屋外の競技場は個人利用のみ可能です。 市営陸上競技場 558-0613

10 田中体育館 休館 スポーツ振興課 537-5650

11 白木体育館 休館 スポーツ振興課 537-5650

12 鶴崎市民行政センター 多目的ルーム、会議室、図書室、団体活動室 一部休館 図書室は予約した本の貸出、返却の利用は可能です。 鶴崎支所 527-2111

13 稙田市民行政センター 多目的ルーム、会議室、図書室、団体活動室 一部休館 図書室は予約した本の貸出、返却の利用は可能です。 稙田支所 541-1234

14 野津原市民センター 多目的ホール 休館 野津原支所 588-1111

15 大分市地区公民館 一部休館
貸館は利用停止です。
受付窓口、ロビー等は利用可能です。
※図書室は予約した本の貸出、返却の利用は可能です。

市民協働推進課 537-5612

16 一部休館
受付窓口、ロビー等は利用可能です。
貸会議室の新規予約については停止します。

市民活動・消費生活センター 573-3770

17 大分市活き活きプラザ潮騒 休館 福祉保健課 537-5623

18 休館 福祉保健課 537-5623

19 大分市丹生温泉施設 休館 福祉保健課 537-5623

20 休館 旭町文化センター 546-2772

21 7地区老人いこいの家 休館 長寿福祉課 537-5679

22 一部休館 児童（障がい児）のおもちゃ貸出、返却は可能です。 障害福祉課 537-5658

23 いきいき健康館 休館 健康課 536-2562

24 一部休館 室内観覧エリアのみ利用できません。 大分市動物愛護センター 588-2200

25 11地区こどもルーム 休館 子育て交流センター 576-8243

26 大分エコライフプラザ 休館 大分エコライフプラザ 588-1410

27 高崎山自然動物公園 休館 4月10日まで休園　※再開は今後の状況に応じて判断 観光課 537-5626

28 高崎山おさる館 休館 4月10日まで休園　※再開は今後の状況に応じて判断 観光課 537-5626

29 大分市公設地方卸売市場 一部休館 通常通り営業しますが、貸会議室のみ利用できません。 公設地方卸売市場 533-3113

30 一部休館 歴史展示スペースのみ利用できません。 まちなみ企画課 585-6004

31 佐野植物公園（観賞温室） 一部休館 観賞温室のみ利用できません。 公園緑地課 537-5976

32 のつはる少年自然の家 休館 のつはる少年自然の家 589-2211

33 休館 大分市立エスペランサ・コレジオ 522-3415

34 河原内陶芸楽習館 休館 社会教育課 537-5649

35 大分市情報学習センター 休館 大分市情報学習センター 545-8616

36 大分市関崎海星館 休館 大分市関崎海星館 574-0100

37 河原内くすのきホール 休館 社会教育課 537-5649

38 大分市歴史資料館 休館 大分市歴史資料館 549-0880

39 休館 大分市埋蔵文化財保存活用センター 541-3500

40 海部古墳資料館 休館 文化財課 537-5639

41 帆足本家酒造蔵 休館 文化財課 578-7546

42 毛利空桑記念館 休館 文化財課 578-7546

43 南蛮BVNGO交流館 休館 文化財課 537-5682

44 池見家住宅 休館 文化財課 578-7546

45 大分市美術館 一部休館 隣接する「いろのわ」は通常営業です。 美術振興課 554-5800

46 チャイルドハウス 休館 美術振興課 554-5800

47 アートプラザ 一部休館 隣接する「ﾋﾞｯｸﾞﾎｰｽ」は通常営業です。 アートプラザ 538-5000

２．屋外施設
・屋外施設については、個人利用は可能です。

３．備考
・今後の状況により対策の延長等が必要な場合には、決定次第公表いたします。

利用制限する施設名

1

2

J:COMホルトホール大分

コンパルホール

左記施設以外の、総合受付、インフォメーション、
エントランス、ファミリーサポートセンター、
成年後見センター、自立生活支援センター、
産業活性化プラザは利用可能です。
※市民図書館は予約した本の貸出、返却の利用は可能です。
※「ホルトガーデン」は営業中です。

左記施設以外の、受付窓口、ロビー等は利用可能です。
※市民図書館の予約した本の貸出、返却は可能です。

大分市立エスペランサ・コレジオ

大分市埋蔵文化財保存活用センター

市営陸上競技場

大分市多世代交流プラザ(野津原市民センター内)

市民活動・消費生活センター（ライフパル）

おおいた動物愛護センター

旭町文化センター

おもちゃライブラリー（西部公民館内）

一部休館

一部休館

大分城址公園（歴史展示スペース）

別紙２


