令和 2 年 5 月 18 日

組合員各位
新型コロナウイルス感染拡大防止への学習塾の対応について 第 24 報
全国学習塾協同組合 理事長 森 貞孝
お知らせ
当組合は、コロナウイルス感染症拡大防止対策に協力して、当分の間 11 時からの時差勤務また１人体制
になります。御用の方はメールか電話・FAX でご連絡ください。役員はテレワーク・オンライン会議を行っ
ています。

全般的な情勢
世界中の感染者数が 460 万人を突破し、死者も 31 万人に達した。アメリカの感染者数は 146 万人を超え
たが徐々にその勢いは緩やかになり始めた。ロシアとブラジルが感染者数を急激に伸ばして、一気にアメ
リカに次いで感染者数 2 位と４位に増えてきた。レソトが 13 日感染者を出して、アフリカ全土でコロナウ
イルスの感染が確認された。世界は 4 月上旬から一日 7 万人から 9 万人前後の新規感染者を出し続けてい
るが感染のピークを過ぎて減少し始めた国と、現在増加のピークに差し掛かった国が交錯していて、世界
中にコロナ感染者が広がっている。

日本の現状
全国の緊急事態宣言は 5 月 14 日に 13 の特定警戒都道府県のうち、8 都道府県を除いた、39 県で解除が
発表された。特定警戒都道府県のうち解除されたのは、茨城県・岐阜県・石川県・愛知県・福岡県。また
解除の１つの基準として人口 10 万人当たりの新規感染者数が 1 週間で 0.5 人、2 週間で１人という数値が
示された。それに加えて医療の状況・クラスター発生の状況なども加えて判断するとのことだ。なお多く
の県では緊急事態宣言解除を待たずに、休業要請を解除して徐々に活気を取り戻しつつある。

学校及び学習塾に関係のある政府の方向性
学校再開・休校・分散登校情報(今後変更になる可能性あり・5/15 時点判明分)
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5/25～再開 分散登校で再開前倒しする動き
5/18～柏崎市 5/11～ 12 市町村で授業再開
5/16～分散登校で自習 5/23～分散登校で授業開始
5/25 から県立学校再開
5/18～分散登校で授業再開
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5/31 まで休校
5/31 まで休校。6/1 から分散登校。6/15 から通常授業
5/25 一部再開.6/1 から通常授業
5/18 から前倒しして再開。29 日にかけて段階的に分散登校を拡大。
5/31 まで休校
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5/25 県立学校再開 5/18～松江小中校分散登校、5/25～通常授業
5/24 まで休校 5/8～岩国市再開 5/14～下関市再開
5/25～高松市、さぬき市、東かがわ市。その他の市は 31 日まで分散登校
5/21～県立高校再開 市立校もほぼ同時に 5/15 頃決定
5/11～ 12 市町で段階的に授業再開
5/15～安芸中高・梼原 5/18～室戸・高知東・丸の内・春野・佐川・四万十など 21 中高
5/18 から一部再開。25 日から通常授業
既に通常授業を再開している
既に通常授業を再開している
6/1～再開。一部授業を前倒し 18 日～人吉・玉名・宇土・上天草・阿蘇・天草 19 日～八代
20 日～水俣・宇城 25 日～山鹿・菊池・合志 実施しない熊本・荒尾
既に通常授業を再開している
5/20～西都市 5/18 の週に宮崎市再開予定 他市町村も追随
既に通常授業を再開している
5/21～県立高校、那覇市立校 5/18～浦添市(予定)

おすすめ
小規模塾でもオンライン指導をしているところが多くなった。その一方で対面でない指導に不慣れで、
生徒がバラバラになり指導がうまくいかないという悩みも次々に寄せられている。これから数年で生徒一
人ずつに PC が配布される時代だ。オンライン学習は時代の流れで無視するわけにはいかない。このオンラ
イン学習のコツをしっかりつかむための研修を是非お勧めしたい。21 報に載っているので見てほしい。

当組合から組合員へのサポート
1. 大人用のマスクについては、現在 1 塾 20 枚を限度として配布しています。消費税込み 1,200 円(1 枚 60
円)
2. マスク不足は当分続きます。アメリカの感染者が急増して世界中のマスクを買いあさっているといわれ
ています。各学習塾では国から支給される布製マスクなども利用して、上手にお使いください。
3. 消毒用エタノールについては、1 本 500 ㎖ 1,050 円（消費税込み 1,150 円）1 塾 4 本まで頒布します。
現在、注文可能です。
4. 東京都の休業協力金の対象に、社団法人・財団法人が追加されたとのことです。関係のある方は直接ご
確認ください。
5. 国の金融支援策については、現在の二次補正において、家賃補助と雇用調整助成、大学生への支援が柱
に。今後企業の経営が困難になる中で、三次補正など次々に施策を打ち出す予想。与党案を上回る野党
提案を出し続けていく結果、前代未聞の数十兆円の数回にわたる補正が組まれるのではないか。今後も
新しい支援策が発表になり次第追加していく。

6. 1～4 については次頁の注文書をご利用ください。
① 消毒液:500ml 1 本 1,150 円(消費税込) 1 塾 4 本 2ℓまで。送料着払い
② マスク大人用:10 枚 600 円(消費税込)1 塾 20 枚まで。送料組合負担
③ 手袋布製（白）1 双 110 円(1 塾１双まで)
④ A3 掲示用ポスターをご希望の方は、次頁の誓約書にご記入ご捺印の上お申し込みください。
⑤ 次頁の注文書を組合事務局まで FAX してください。
FAX 番号 03-5996-3177
在庫を確認し、折り返しこちらからご連絡いたします。
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文

☐消毒液 500ml( 本) ☐マスク 10 枚 or ☐マスク 20 枚
トータル金額(振込金額)

書
☐手袋１双 ☐ポスター(

枚)

円
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FAX 番号
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誓約書
当塾は、新型コロナウイルス感染防止のために、掲示ポスターに記載している
組合のガイドラインを遵守して、生徒の安全を守るよう努力しています。内容に
差異がないことを誓い、ここに誓約書を提出しポスターの配布を希望します。
令和 2 年

月

日

塾名

代表者

印

当組合の情報を多数の方がご覧になっています。このような緊急事態下においては、どのように経営したらいいか生徒の
指導の在り方に迷われる方も多いと思われます。当組合は国から認可された事業協同組合です。このような時こそ加入され
て、困ったときはご相談ください。どんな小さな塾でも、全国どこからでも参加できます。加入される場合、出資金 2 万円
（退会される場合規定に従い返還）月々の会費（賦課金）は 2000 円（年 2 回に分けて納入）です。

