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Ⅰ はじめに 

 「学校における新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン～『新

しい生活様式』を踏まえた学校生活を進めるために～（以下『本ガイドライン』という。）」

は、文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

～『学校の新しい生活様式』～」などを踏まえ、本県の学校における新型コロナウイルス

感染症対策に対応した学校運営のガイドラインを示すものです。 

新型コロナウイルス感染症の波は数次発生しており、特に、強い感染力を持つオミク

ロン株の影響を受けた令和４年 1 月頃からの感染拡大期においては児童生徒等の感染拡

大期には本県においても児童生徒の感染者数も大きく増加しました。学校教育活動を継

続するためには、感染状況を踏まえ保護者等と連携した感染症対策を徹底することが求

められます。 

 各県立学校においては、本ガイドラインに示した内容に基づき、感染症対策を徹底し

ながら各校の学校運営を進めるとともに、各市町教育委員会においては、本ガイドライン

の内容を踏まえ、児童生徒の実態や地域の実情等に応じて、所管する各学校についての取

組を実施してください。 

 この内容は、今後、本県、近隣府県および全国の新型コロナウイルス感染症の感染状

況等に対応し、国の通知等を受け、見直すことがあることに御留意ください。 

なお、状況に応じた県からの通知、地域の感染レベル等については、各校、市町への

通知とともに、県教育委員会HPに掲載していますので、文部科学省や厚生労働省等各省

庁のＨＰなども含め、最新情報の確認をお願いします。 

 

ガイドラインの策定および改定の経過 

令和２年 ６月１１日 文部科学省作成の「新型コロナウイルス感染症に対応した

学校再開ガイドライン」などを踏まえて策定。 

     ６月１８日 マスクの着用等に係る内容について一部改定。 

     ７月１４日 体育科・保健体育科の授業および部活動に係る内容につい

て一部改定。 

     ７月２１日 県立学校において児童生徒に感染等が発生した場合の対

応等を追記。 

     ９月１７日 「コロナとのつきあい方滋賀プラン」を踏まえるとともに

文部科学省の衛生管理マニュアル改訂を踏まえた改定。 

    １１月１２日 発熱などの症状がある者に対する県の相談・受診体制が改

められたことを踏まえて一部改定。 

    １２月１０日 文部科学省の衛生管理マニュアル改訂を踏まえた改定。 

令和３年 ５月２５日 文部科学省の衛生管理マニュアル改訂等を踏まえた改定。 

１２月２４日 文部科学省の衛生管理マニュアル改訂等を踏まえた改定。 

令和４年 ４月２２日 文部科学省の衛生管理マニュアル改訂等を踏まえた改定。 

令和４年 ５月 27日 別添資料の追加 

 



Ⅱ 新型コロナウイルス感染症について 
 

１ 学校における新型コロナウイルス感染症の現状と分析 

令和２年４月 1 日から令和４年３月 3１日までの間、滋賀県内の公立学校では、児

童生徒等 11,283 人の感染を確認している。 

本県においてもこれまで数次の流行の波があったが、児童生徒等における感染状況

についても基本的には県全体と同様の傾向を示している。これまでの感染状況（感染経

路）をみると全体的には家庭内感染が多い状況はあるが、校種によって違いが分かって

きているところもあり、今後の感染症対策に活かしていくことが必要である。これまで

に、新型コロナウイルス感染症の波は数次発生しており、特に、強い感染力を持つオミ

クロン株の影響を受けた令和４年１月頃からの感染拡大期には、本県においても児童

生徒の感染者数も大きく増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈令和４年 4 月２０日現在 滋賀県教育委員会事務局保健体育課まとめ〉 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別支援学校 3 2 0 0 5 3 3 0 0 41 118 50
高等学校 23 27 23 11 112 42 2 0 0 455 468 212
中学校 13 17 3 10 144 51 12 1 4 299 875 565
小学校 34 32 4 14 328 120 17 0 10 1317 3407 2406
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6000 滋賀県内公立学校における感染状況の推移
人

R3.4～R４.３陽性者数合計（R3.5.1 児童生徒等数） 

国・県立特別支援学校   22５人  （2,243 人）10.0％ 

県立高等学校（全･定･通）1375 人 （29,180 人） 4.7% 

国・県・市町立中学校  1994 人 （39,662 人） 5.0% 

国・市町立小学校    7639 人 （80,554 人） 9.5% 

※義務教育学校前期は小学校に、後期は中学校に含む 
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（２）県内公立学校でのクラスター発生状況   令和３年度（R3.4 月から R4.3 月末 県発表）             

（件） 

学校種等 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合計 

クラスター数 17 5 11 2 35 

※ クラスターとは、保健所の積極的疫学調査等で、接触歴が明らかになった 5 人程度以上の同一感染集団 

※ 学校および感染症対策課等からの情報を基に県保健体育課で集計 

 

 

○休み時間等教師の目が行き届かない場面でのマスクの不適切な着用等。

○体育館のトイレ、手洗いなどの共用物に対する注意不足。
○休憩時間の飲水やマスクを外した会話。
○部活動前後の更衣室での３密対策の緩み。
○部活動を終えて下校時の飲食。
　
○体調不良であったが、無理をして出勤した。
○職員室での共用物の使用に対する注意不足。

学校種、発達段階に応じた対応、地域の感染状況に応じた対策が必要。

○感染対策の指導は行っていたが、子ども任せで実効性のある指導が不十分であった。
○仲間と集まって会話しながら昼食をとった。
○食事後のマスク着用が徹底できていなかった。
○学校行事の取組で基本的な感染対策が不十分であった。
○教室移動があった際の手洗いの不徹底。
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２ 感染症対策の基本的な考え方 

 
感染症対策においては、一人ひとりの感染予防に関する行動が、自分の命を、家族を、

大切な人を、社会を守ることにつながる。学校教育活動を継続していくためには、教職

員、幼児・児童・生徒、その保護者、その他学校関係者などの全員が、この認識を共有

し時々の地域の感染状況に応じ基本的な感染症対策を徹底していくことが重要である。 

学校では、特に（１）～（６）の基本的な感染症対策を徹底する必要がある。 

（１）家庭と連携した健康観察等に基づく健康管理の徹底 

（２）正しい手洗い、咳エチケット、換気などの基本的な感染症対策の徹底 

（３）感染リスクが高い３つの条件（３つの密）の徹底的な回避と身体的な距離の確保 

  ①密閉 ②密集 ③密接  「ゼロ密を目指す」 

（４）学校長を責任者として学校医・学校歯科医・学校薬剤師と連携した保健管理体制

の整備 

（５）体調不良者への対応計画、連絡体制の確認 

（６）感染症を正しく理解するための指導と差別・いじめ等への配慮・注意 

※現在のところ児童生徒の感染経路については、どの学校種においても「家庭内感

染」が最も高い割合となっている。学校内での感染拡大を防ぐためには外からウ

イルスを持ち込まないことが重要であり、各家庭の協力が不可欠である。 

※変異株であっても基本的な感染予防対策は従来と変わらず、適切な危機感を持

って対策に取り組む必要がある。 

 

新型コロナウイルス感染症に対しては長期的な対応が必要となるため、（１）～（４）

の対応により授業や部活動、各種行事の教育活動を継続し、児童生徒の健やかな学びを

保障していく必要がある。 

（１）児童生徒のこれまでの感染状況を踏まえた基本的な感染症対策の継続・徹底 

（２）学習内容や活動内容の工夫。 

（３）抗原簡易キットやイベントベースサーベイランス検査の有効活用 

（４）教職員、児童生徒本人の意思や保護者の同意に基づいたワクチン接種※ 

  ※身体的な理由や様々な理由によって接種することができない人や接種を望まな

い人がいることを考慮して、接種を受けるまたは受けないことによって差別やい

じめなどが起きないように指導し保護者に対しても理解を求める必要がある。 

 

教育活動の継続にあたっては、学校では、「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基

準に示された「感染レベル」に応じた感染症対策を行う必要がある。地域の感染状況を

踏まえ、学習内容や活動内容を工夫しながら可能な限り、授業や部活動、各種行事等の
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教育活動を継続し、子どもの健やかな学びを保障していくことが必要である。 

レベル１～３のいずれの地域に該当するかは、学校や地域の感染状況や医療提供体制

等の状況を踏まえ、県健康医療福祉部と相談の上、県教育委員会で判断する。 

その際、年代により異なる感染状況等を踏まえ、地域全体の感染レベルとは別に、学

校に関する感染レベルを判断することが考えられる。地域の感染レベルについては、適

宜見直し、県のホームページに掲載する。またレベルが変更される場合には、メールに

て通知する。 

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準 

地域の 

感染 

レベル 

身体的距離の確保 感染リスクの高い教科活動 
部活動 

（自由意思の活動） 

レベル３ 

できるだけ２m程度（最

低１m） 

行わない 個人や少人数での感染リ

スクの低い活動で短時間

での活動に限定 

レベル２ 

１ｍを目安に 

学級内で最大限の間隔

を取ること 

感染リスクの

低い活動から

徐々に実施 

感染リスク

の高い活動

を停止 

感染リスクの低い活動か

ら徐々に実施し、教師等が

活動状況の確認を徹底 

レベル１ 

１ｍを目安に 

学級内で最大限の間隔

を取ること 

適切な感染対策を行った上で実施 十分な感染対策を行った

上で実施 

「新しい生活様式」：学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル （文部科学省）を参照 

 

収
束
局
面 

拡
大
局
面 
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Ⅲ 学校運営 

１ 児童生徒への指導 

 休み時間や登下校など教職員の目の届かない所での児童生徒の行動が大きな感染リス

クとなるため、①児童生徒が感染症を正しく理解し、②感染のリスクを自ら判断し、こ

れを避ける行動ができるよう、資料などを活用して感染症対策に関する指導の継続が必

要である。消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難であるため、基本的な感

染症対策を徹底することが重要ある。 

 

１ 体調管理の徹底 

 感染症を予防するためには、疾病に対する抵抗力を高めるため、十分な睡眠、適度な

運動、バランスの取れた食事を心がけるようにする。児童生徒に風邪の症状がある場合

等には登校せず、自宅で休養することを徹底し、受診をすすめる。家族の理解と協力が

必要なため、丁寧な説明が必要である。 

＊「学校等欠席者・感染情報システム」の活用 

 学校等欠席者・感染情報システムは、感染症で欠席する児童生徒の発生状況をリア

ルタイムに把握し、学校や教育委員会、保健所、学校医等と情報の共有が可能であ

り、早期の感染症対策に役立つ。感染拡大前から学校等欠席者・感染情報システム

を活用することで、地域の感染状況を把握することが重要。 

（１）健康観察について 

① 風邪症状などがないか家庭と連携した健康観察を実施する。 

毎日、健康観察表を確認し、登校した児童生徒の体調管理をより一層図る。 

＊毎朝起床時に検温するよう指導し、平熱を把握する。食後や運動後は体温が上

がる場合が多いが、発熱等体調不良の判断は、平熱と比較し、本人の疲れ具合

等の訴えによって判断する。 

＊「健康観察表」は、より正確に健康状態が把握できるよう、児童生徒の朝晩の

体温、体調（風邪症状の有無など）に加え、同居の家族の状況、保護者のサイ

ン等を記入できるよう工夫する。 

② 家庭で体温や健康状態を確認できなかった児童生徒は、登校時教職員が検温およ

び健康観察を実施する。 

③ 朝の登校時だけでなく、授業中や昼食前、部活動前等、随時、児童生徒の健康観

察を行う。 

④ 児童生徒の感染については、家庭内感染であることも多いことから、家族も体調

管理に努めていただくよう伝える。 

（２）登校後体調不良を申し出た児童生徒 

① 児童生徒が体調不良時に、ためらうことなく申し出ることが可能な環境作りが必

要である。 
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② 登校後体調不良を訴えた場合は、保護者に連絡し、迎えに来てもらう等すみやか

に下校措置をとる。その際は、他の児童生徒と別の部屋で待機するような配慮をす

る。 

③ 該当児童生徒について、体調不良が続く場合は、症状がなくなるまでは自宅で休

養するようにする。また、必要に応じて症状が続く場合は、かかりつけ医など身近

な医療機関に電話相談するように指導する。 

（「発熱などの症状がある場合の相談・受診について（リーフレット）」P５３参照） 

④ 受診状況や検査状況を保護者から聞きとり、状況に応じた対応をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜抗原簡易キット検査、イベントベースサーベイランス検査の活用について＞ 

 

抗原簡易キット検査は、抗原定性検査を簡易かつ迅速に実施するものである。

その特性から結果をその場で得られること、特に有症者に適切に使用した場合に

有用とされている。一方、イベントベースサーベイランス検査は学級などに体調

不良者が発生した際、体調不良者が所属する集団検査を実施することで拡大状況

を把握し、感染拡大防止を行うものである。それぞれに適した状況を判断し、適

切に活用することで学校内での感染拡大を抑止することができる。 
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＊陽性者判明した時の学校の動き ※B.1.1.529系統（オミクロン株）が主流である間の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陽性判明 

①学校での対象の聞き取りお

よび対応 

〇陽性者の行動歴を確認し、濃

厚接触者となる可能性のある

児童生徒等※を出席停止とす

る。 

※会話の際にマスクを着用し

ていないなど感染対策を行わ

ずに飲食を共にしたもの等 

学校による調査を行う。参考（県立：新型コロナウイルス感染症報告様式） 

※小学校・特別支援学校：必要に応じて保健所に助言を求める 

学校の判断により濃厚接触の

疑いがあり、個人の場合はしが

ネット受付サービスから PCR

検査を申し込む。 

＊学校における感染状況を早期に把握し、臨時休業や出席停止期間を適切に

行うには EBS の活用を御検討ください。 

① 対象の聞き取りおよび対応 

〇陽性者の行動歴を調査し、濃厚接触者となる可能性のある児童

生徒等を確認する。 

集団の場合は EBS 検査総合窓口に検査依頼し、対象者に検査を勧

める。 

〇感染が広がっている可能性が高い場合は臨時休業も検討する。 

③検体採取・業者回収 

②検査準備・容器の搬入 

④結果報告 

 

 

＊約 1 日 

＊約 1 日 

＊約２日 

＊検査結果は感染症対策課から各保健所へ情報共有される。 

別紙 

感染リスクの高い行動を控え

るように周知するが、行動制限

は求めない。 

〇学校内で感染が広がってい

る可能性が高い場合は臨時休

業を検討する。 

◆臨時休業の必要な範囲、期間

においては児童生徒の学びの

保障の観点に留意し機動的に

対応する必要がある。 

 

 

 

 

陰性の確認・・登校可能 陽性の確認・・①にもどる 

＊陽性者は医療機関を受診

し、発生届を提出してもらう 

EBS利用なし 学校の判断で EBS事業を活用する場合 

- 8 -



 

＊検査方法の例（保健所の特定を受けていない場合受けることができます） 

①PCR等検査無料化事業（一般検査事業） 

 対 象：滋賀県内在住の感染に不安がある人 

 場 所：県内で無料検査を実施する検査実施事業者一覧にのっている薬局等（県 HPに掲載） 

 費 用：無料 

 その他：検査結果が「陽性」の場合は速やかに医療機関に電話などで連絡を取り、受診する。 

②医療機関での検査（事前に医療機関へ電話で確認する） 

 対 象：症状がある人・感染が不安な人 

 場 所：診察・検査医療機関 

 費 用：問診等で医師が検査の必要性を認めた場合（保険診療） 

     問診等で医師が検査を不要とした場合であっても、検査を希望する場合（実費：２～３万ぐらい） 

                               ※医療機関によって異なるため要確認 

 

 

特定基準  

令和 3 年 8 月 27 日付事務連絡「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合

の対応ガイドラインの送付について」別添「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認さ

れた場合の対応ガイドライン（第１版）」にて「濃厚接触者等の特定について」や「濃厚接触者等の候補の考

え方」が示されていますので参考にしてください。 
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２ 感染症対策 

（１）手洗い 

① 接触感染の仕組みについて児童生徒に理解させ、接触感染を避ける方法として手

洗いを徹底する。 

こまめに流水と石けんでの手洗いを行う。（手指用の消毒は流水での手洗いがで

きない際の補助として用いる）。 

② 手を拭くタオルやハンカチは個人持ちとして共用しない。 

（２）咳エチケット 

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、

マスクやティッシュ・ハンカチ・袖、肘の内側などを使って口や鼻を押さえること

である。なお、学校教育活動においては児童生徒および教職員は、身体的距離が十

分とれないときはマスクを着用する。 

① マスクについて 

マスクの着用については学校教育活動の態様や児童生徒等の様子などを踏まえ、

臨機応変に対応する。 

〇 十分な身体的距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。 

〇 気温・湿度や暑さ指数（WBGT）を参考に、熱中症などの健康被害が発生する

恐れがある場合はマスクを外す。 

・できるだけ人との十分な距離を保つ、近距離での会話を控える。 

 ・児童生徒が暑さで息苦しいと感じた時などは、マスクを外したり、一時的に片

耳だけかけて呼吸するなど、自身の判断でも対応できるように指導する。 

〇 体育の授業において、マスクは必要な場合のみ着用する。 

 ・十分な身体的距離がとれない状況で、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中

症になるリスクがない場合には、マスクは着用する。 

〇 マスクの取り扱いや捨て方への指導や配慮が必要。 

・マスクの素材による効果の違いや取り扱い、布製マスクの衛生管理について保

護者にも適宜情報提供する。 

② 透明マスク・フェイスシールド・マウスシールドについて 

教育活動の中では、顔の表情を見せたり、発音のため口の動きを見せたりするこ

とが必要であって、透明マスクの確保が困難な場合にはフェイスシールドやマウス

シールドを活用することも一つの方策ではあるが、この場合は身体的距離をとりな

がら行う。 

なお、フェイスシールドやマウスシールドの新型コロナウイルス感染防止効果に

ついては今後、更なるエビデンスの蓄積が必要であり、使用には留意が必要である。 
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（参考）マスクの素材について  

マスクの素材等によってマスクの効果には違いが生まれます。一般的なマスクで

は、不織布マスクが最も高い効果を持つため、不織布マスクが推奨されています。 

こうしたことを保護者に適宜情報提供することも考えられます 

 

 

 

③ 各自が必要な持ち物 

 

 

 

 

参考資料 

・厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」

「問 マスクはどのような効果があるのでしょうか。」  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue

_fever_qa_00001.html#Q4-1 

 

（３）電車・バスを利用する通学時 

① マスクをつけて乗車し、車内においては、友達と密着した状態で話をしたりする

ような状況を避けるよう指導する。 

② つり革や手すり、座席等からの感染リスクを避けるため、学校到着時・帰宅時に

手洗いをする。 

③できるだけ乗客が少ない時間帯や車両を利用するなど配慮や工夫をする。 

 

（４）徒歩や自転車での通学時 

① 炎天下等では熱中症の危険性があることから、マスクの着用は必ずしも必要とは

【３つの咳エチケット 厚生労働省】 
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しない。友達との距離を十分確保しながら通学したり、向かい合った状態で話しな

がら歩いたりしないように指導する。マスクを着用していない場合には、咳エチケ

ットが大切であることも併せて指導する。 

② 自分でマスクを外してよいかどうか判断が難しい年齢の子どもには気温・湿度や

暑さ指数（WBGT）が高い日に屋外でマスクを外すよう、積極的に指導を行う。 

③ 徒歩や自転車の通学であっても、信号の押しボタン等触る可能性があるため、学

校到着時・帰宅時には手洗いをする。 

 
参考 

 
一般的にウイルスは増殖・流行を繰り返す中で少しずつ変異していくもので あり、新
型コロナウイルスについては、令和４年３月現在において、オミクロン 株と言われる変
異株が日本を含む世界各地で主流となっています 。オミクロン株については、それ以前
に流行したデルタ株よりも感染性が高く、再感染リスクの増加やワクチンの効果を弱め

る可能性があるとされていますが、入院リスク や重症化リスクは低い可能性があるとさ
れています。このほか、年代別の感染動向など、国全体の新型コロナウイルス感染症の動

向については厚生労働省ホームページにおいて公表されていますので参考としてくださ

い。 
 
新型コロナワクチンと学校教育活動について 
 
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下「新型コロナワクチン」と いう。）は、
新型コロナウイルス感染症の重症化予防・発症予防等を目的として、接種が行われていま

す。 令和４年３月現在において、５歳～11 歳の児童等は１・２回目接種まで、12 歳以
上の児童生徒及び教職員は３回目接種まで受けることができます。特に、教職員の安全を

確保するとともに教職員から児童生徒等への感染を防ぐ観点から、希望する教職員が接

種を受けることは重要です。新型コロナワクチンを接種することで、接種した人の発症を

予防する効果だけでなく、感染を予防する効果も示唆するデータが報告されていますが、

その効果は 100％ではない ため、引き続き感染予防対策は継続する必要があるとされて
います 
ワクチン接種の有無によって学校教育活動に差を設けることは想定されていません※

さらに、予防接種はあくまで本人の意思や保護者の同意に基づき受けるべきこと、また、

身体的な理由や様々な理由によって接種することができない人や接種を望まない人もい

ることに鑑み、接種を受ける又は受けないことによって差別やいじめなどが起きること

のないように指導し、保護者に対しても理解を求めることが重要です。一方、学校教育活

動においても、医療機関等の学校外において実習を行う場合など、何らかの理由で生徒等
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の予防接種歴を把握する必要が生じることも考えられます。その際には、情報を把握する

目的を明確にすること、本人や保護者の同意を得ること、他の生徒等に知られることのな

いような把握の方法を工夫することなど個人情報としての取扱いに十分に留意して把握

するようにする必要があります。もしくは、検査の結果を活用することも考えられます。

そ の他、健康診断に伴う保健調査等として新型コロナワクチンの接種歴が把握される可
能性がありますが、そのような場合にも同様に個人情報としての取扱い に十分に留意す
る必要があります。 

 

※ワクチン・検査パッケージ制度要綱（令和３年 11 月 19 日新型コロナウイルス感染症対策本部）

にお いて、学校等の活動については、ワクチン・検査パッケージは適用しないこととされています。（ワ

クチン・検査パッケージとは、飲食店やイベント主催者等の事業者が、入店者・入場者等の利用者のワ

クチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態

宣 言やまん延防止等重点措置等において課される様々な行動制限を緩和するもの。） 

 
（学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル ～「学校の新しい生活様式」

～ 202２.４.１ Ver.８) 
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３ 正しい知識の指導 

児童生徒一人ひとりが新型コロナウイルス感染

症に関する正しい知識を身につけ、自ら感染を防

ぐ正しい行動がとれるように、発達段階に応じた

指導を行う。 

なお、新型コロナウイルス感染症に関しては、そ

の時点の最新の知見に基づき指導するように配慮

すること。 

 

指導内容例 

① ウイルスは、自分自身で増えることはできないが、粘膜などの細胞に付着して入

り込んで増えること。 

② 新型コロナウイルス感染症は、感染者の口や鼻、咳、くしゃみ、会話等のときに

排出される、ウイルスを含む飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含

んだ状態の粒子を吸入するか、ウイルスが付いたものに触った後、手を洗わずに目、

鼻、口を触ることにより感染すること。 

③ 屋外においても距離を保つなどの感染症対策が必要であること。 

④ 感染症を予防するには、運動、食事、休養及び睡眠の調和のとれた生活を続けるこ

とが有効であること。 

⑤ 感染経路を絶つためには、基本的な感染対策（「３密の回避（密閉・密集・密接）」

を避ける、「人との間隔が十分とれない場合のマスクの着用」および「手洗いなどの

手指衛生」）が大切であること。 

⑥ 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染させているのは

2 割以下で、多くの人は他の人に感染させていないと考えられていること。 

⑦ 高齢者、基礎疾患がある場合は、重症化するリスクが高いことが報告されている

ことから一層注意が必要であること。 

⑧３つの条件（３つの密（密閉・密集・密接））が重なる場で集団感染のリスクが高ま

るとされている。できる限りそれぞれの密を避けること（ゼロ密）が望ましいこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染症の予防「手洗い」の指導資料 
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⑨ 行動が制限されている中でも、家族や友達と、「３つの密」を避けて工夫した交流

をすることで心身の健康を保つようにすること。 

⑩ 正しい情報の収集 

 

 

参考資料 

◇内閣官房ホームページ https://www.cao.go.jp/ 

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19) の対応について」 等 

◇内閣府ホームページ https://www.cao.go.jp/ 

「コロナ対策のポイントを、探そう！」 等 

◇厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/ 

「新型コロナウイルス感染症について」 

「（202２年４月版）新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する 11 の知識」 

等 

◇文部科学省ホームページ https://www.mext.go.jp/ 

「新型コロナウイルス感染症の予防 ～子供たちが正しく理解し、実践できるこ

とを目指して～」 

◇国立感染症研究所ホームページ https://www.niid.go.jp/ 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連情報 等 
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４ 人権への配慮 

感染者、濃厚接触者とその家族、対策や治療にあたる医療従事者とその家族等や、ワ

クチン未接種者に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されるもので

はない。新型コロナウイルスに感染する可能性は誰にでもあり、感染した本人に罪があ

るわけではない。また、ワクチンは個人の判断で接種されるものであり、強要されるも

のではなく、その判断は尊重されるべきものである。感染症やワクチン接種に起因する

偏見や差別、いじめなど、いわれなき人権侵害の発生を防ぐために、以下の点に留意し、

一人ひとりの子ども・教職員の人権が大切にされる学校づくりの取組を進める。 

（１）正しく知る 

新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報の中には、不確かな情報や事実

と異なる情報が溢れている。氾濫する情報に翻弄されることなく、正しい情報に基

づいた認識・判断ができるよう発達段階に応じた指導を行う。 

（２）正しく行動する 

正しい情報を基に、自らの人権感覚に支えられた豊かな想像力を積極的に働か

せ、偏見や差別、いじめを生み出さないよう、お互いの人権に配慮した言動をとる

ことが大切である。例えば、マスクをしていない、咳をしている、医師の指示等に

より出席を控えている、ワクチン接種をしていない等の理由による偏見や差別、い

じめが生じないように配慮する。また、身近なところで感染が発生したときには、

冷静さを失わず適切な対応がとれるよう指導・支援を行うとともに、感染者等の個

人情報の保護に最大限配慮した上で、適切な情報提供に努める。 

（３）一人ひとりを大切にする 

新型コロナウイルスを理由に悩んでいる児童生徒や孤立している児童生徒はい

ないかという視点をもち、一人ひとりを注意深く見守り、児童生徒の課題の早期発

見に努め、必要な支援を行う。また、感染した人や症状のある人を責めるのではな

く、思いやりの気持ちをもち、人と人との心のつながりを大切にする集団づくり・

仲間づくりの取組を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症を通して学ぶ「人権学習指導資料」 

■学校現場の状況を踏まえ、教材（ワークシート・資料）に指導案（例示）をセ

ットし、すぐにでも授業化できるように構成しています。 

■新型コロナウイルス感染症を通して学ぶ内容で構成しており、様々な人権課

題にも適応できるように作成しています。 

■対象学年・部を示していますが、実態に合わせて編集し活用していただくこと

も可能です。 

人権教育課ホームページに掲載しています。積極的にご活用ください。 

  https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/school/zinken/ 

 

「偏見や差別について考える」～人権感覚を磨き、「差別の芽」に気づくために～ 

■コロナ禍において、感染症やワクチン接種に関わる偏見や差別が起きていま

す。本資料は、新型コロナウイルス感染症をはじめとするエピソードやワーク

ショップを通して自分の中にも差別につながる芽があることに気づくことを

ねらいとして作成しています。 
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２ 教育活動の実施にあたって 

１ 学校の環境整備 

（１）学校長を責任者とし、学校医、学校歯科医、学校薬剤師と連携した学校の保健

管理体制を整備する。 

（２）校内に石けんや手指消毒用のアルコールを設置し、衛生を保つ環境を整備する。 

（３）学校内で物品を共有した場合は、使用後の手洗いを徹底する。 

（４）文部科学省「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準を参考に、空き教室

の利用や教室の座席の配置等、可能な限り身体的距離の確保に努める。 

*児童生徒間距離は１ｍを目安に最大限の間隔をとるよう座席を配置するが、で

きるだけ距離を離し、換気を十分に行うことや、マスクを着用することなどを

併せて行う。現場の状況に応じて柔軟に対応すること。 

（５）教室の換気について 

① 換気は気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに（30 分に１回以上、数

分間程度、窓を全開する。）、２方向の窓を同時に開けて行う。 

 なお、窓を開ける幅は 10cm～20cm 程度を目安とするが、上の小窓や廊下側

の欄間を開けるなどの工夫もする。また、廊下の窓を開けることも必要である。 

② 換気方法については気候、天候や教室の配置などにより程度が異なることか

ら、学校薬剤師と相談する。 

③ 冷暖房機使用時も窓を開けるか欄間を開けて換気する必要がある。その際、必

ず廊下の外窓を開けておく。なお、エアコンは室内の空気を循環しているだけ

で、室内の空気と外気の入れ替えを行っていないことから、エアコン使用時に

おいても換気は必要である。 

④ 冬季における換気の留意点 

冬季は空気が乾燥し、飛沫が飛びやすくなることや、季節性インフルエンザが

流行する時期でもあるので、徹底して換気に取り組む必要がある。冬季でも気候

上可能な限り、常時換気に取り組む。 

換気により室温低下による健康被害や室温が下がりすぎないように気を付け

ること。なお、昼食時は換気を強化するなど、児童生徒の活動の様態に応じた換

気を行うこと。 

寒さの感じ方には個人差がある。適切に換気を行う中では一時的に室温が基準

を下回ることが考えられる。室内であっても防寒着の着用を認めるなど、健康

管理へ配慮すること。 

十分な換気ができているかを把握し適切な換気を確保するため、学校薬剤師に

相談し、CO₂モニターなども活用すること。 

（６）清掃・消毒について 

消毒は感染源であるウイルスを死滅させ、減少させる効果はあるが、学校生活
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の中で消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難である。一時的な消

毒の効果を期待するより、通常の清掃活動の中にポイントを絞り消毒の効果を

取り入れるなどして、清潔な空間を保つことに努める。なお、過度な消毒となら

ないよう、十分な配慮が必要。 

上記に加えて清掃活動とは別に、消毒作業を別途行うことは、感染者が発生し

た場合でなければ基本的には不要であるが、実施する場合には、極力、 教員で

はなく、教員業務支援員等の活用や業務委託等を行うことによって、各学校に

おける教員の負担軽減を図ることが重要。  

 

① 普段の清掃・消毒のポイント 

〇 清掃道具の劣化や衛生状態および適切な道具がそろっているか確認する。 

〇 床・机・いすについては特別な消毒作業は必要ない。 

〇 トイレや洗面所は家庭用洗剤を用いた通常の清掃活動の範囲で可能。 

〇 大勢がよく触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は 1 日に１回程

度、水拭きした後、消毒液を浸した布巾やペーパータオルで拭く。なお、児童

生徒の手洗いが適切に行われている場合は省略も可能。 

〇 清掃後は必ず石けんで手洗いをする。 

② 消毒の方法等 

〇 物の表面の消毒には消毒用エタノール、（新型コロナウイルスに対する有効

性が認められた界面活性剤を含んだ）家庭用洗剤、0.05％の次亜塩素酸ナト

リウム消毒液、（一定の条件を満たした）次亜塩素酸水や亜塩素酸水を使用す

る。 

〇 消毒の方法は学校薬剤師等と製品や使用方法を相談する。 

〇 消毒作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないように注意する。 

〇 換気を十分に行う。 

③ 感染者が発生した場合の消毒 

〇 児童生徒や教職員の感染が判明した場合には、学校薬剤師等と連携して消

毒を行うが、必ずしも専門業者を入れて施設全体を行う必要はなく、当該感

染者が活動した範囲を特定して汚染が想定される物品を消毒するようにす

る。なお、WHO によると新型コロナウイルスはプラスチックの表面では最

大 72 時間、ボール紙では最大 24 時間生存するとしている。消毒できてい

ない箇所は生存期間を考慮して一時的に立ち入り禁止とするなどの処置とす

る。 

〇 消毒は「（参照）消毒の方法及び主な留意事項について」を参考にする。

（学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～

『学校の新しい生活様式』～2022.４１Ver８ P3２） 

- 18 -



 

 

【参考】 

厚生労働省のホームページにおいて、新型コロナウイルスについて、「物の表面につ

いたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては 24 

時間～72 時間くらい感染する力をもつと言われています。」とされています。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/deng

ue_fever_qa_00001.html#Q2-1 「新型コロナウイルスについて 問１」より） 

 

 

参考資料 

・学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の

新しい生活様式』～2022.４.１Ver８ 別添資料８～11 

・「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消

費者庁特設ページ）」  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html 

・厚生労働省 HP「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」「問 人が

いる空間での消毒剤の空間噴霧は行ってはいけないのですか。」  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fe

ver_qa_00001.html#Q4-5 
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２ 各教科等の留意事項 

【臨時休業や出席停止により学習活動の重点化を行う必要がある場合の留意事項】 

 

○ 指導計画の見直しに際しては、教科書発行者提供の参考資料も踏まえつつ、各地

域や学校、児童生徒の実態を踏まえて、何を学校の授業以外の場で取り扱うことが

適切であるかを検討した上で判断すること。 

 

○ 学習指導の重点化に当たっては、ＩＣＴや学習指導員の活用、地域・家庭等との 

連携などを図るとともに、学校の授業以外の場での児童生徒の学習状況を適切に 

把握すること。その際、児童生徒の学習状況に応じて必要な場合には個別に指導 

を行う等の配慮を行うこと。 

 

○ 家庭において行うものについては、家庭の事情等に鑑み、家庭での実施が困難 

と思われる児童生徒について学校で個別に指導を行う等の配慮を行うこと。 

 

○ 児童生徒同士の話合いや共同での発表資料の作成などの活動については、ICT 

の活用により感染症対策を講じながら効果的に行うなど、指導計画の見直しを検 

討すること。 

  

○ 各教科等に共通の考え方を以下に示す。 

・学習指導要領に規定されている内容を改めてよく確認し、それを効果的に指導

する観点から、主たる教材である教科書および教科書と併用できる教材につい

て、授業において取り上げるべき箇所を確認すること。 

・学校の授業以外の場で取り扱う学習活動については、事前指導を十分に行った

上で取り組ませるとともに、児童生徒一人ひとりの授業外での学習状況を適切

な方法により把握し、その後の指導の改善等に生かしていくこと。 

・学校の授業以外の場で取り扱う学習活動と学校における授業との関連や、指

導順序の変更を行う際の単元や題材などの内容のまとまりについて十分配慮

すること。 

 

  ※ 教科ごとの重点化に係る具体的な考え方については、「学校の授業における学習 

活動の重点化に係る留意事項等について（通知）」を参照すること。（令和２年６月

５日付２初教課第５号参照） 

  ※ 高等学校等においても、各教科・科目等の特質や生徒の発達の段階や多様な学校

の実態を踏まえつつ、上記通知を参考にすること。 
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＜小中学校＞ 

（１）理科、図画工作科、美術科、技術・家庭科、体育科、保健体育科等において、

共用する器具や用具、ＩＣＴ機器等（キーボードやマウスなど）を使用する場合

は、使用前後に手洗いや可能な限り消毒を行う。 

 

（２）各教科等における「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」

として、以下の活動が挙げられる。レベル３では行わないようにする。レベル 2

において、感染拡大の局面では以下の活動を行わないようにし、感染収束の局面

では、可能な限り感染症対策を行った上で、リスクの低い活動から徐々に実施す

ることを検討する。レベル 1 では、換気、身体的距離の確保や手洗いなどの感染

症対策を行った上で実施することを検討する。（「★」はこの中でも特にリスクが

高いもの） 

 

① 各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となる

グループワーク等」および「近距離で一斉に大きな声で話す活動」（★） 

② 理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」  

③ 音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱およびリコーダーや鍵盤

ハーモニカ等の管楽器演奏」（★） 

④ 図画工作、美術における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現

や鑑賞の活動」  

⑤ 家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」（★） 

⑥ 体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」（★）や「近距離で組み

合ったり接触したりする運動」（★） 

（注）なお、特に配慮を要する「体育科・保健体育科」については、２３～２４

ページを参照。 

 

（３）学校図書館については、感染対策を徹底した上で、時間帯を決めるなどして貸

出等を行う。 

 

（４）小中学校の特別支援学級における留意事項については、「Ⅲ３特別支援学校に 

おける留意事項」（３８～４３ページ）の項目を参照。 
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＜県立学校＞ 

（１） できるだけ個人の教材教具を使用させ、児童生徒同士の貸し借りはさせないこ

と。また、器具や用具を共用で使用する場合は、使用前後の適切な消毒や手洗い

を行うこと。 

（２）各教科等における「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」

として、以下のような活動があげられる。 

① 各教科等に共通する活動として、「児童生徒が長時間、近距離で対面形式とな

るグループワーク等」および「近距離で一斉に大きな声で話す活動」 

② 理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」 

③ 音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱およびリコーダーや鍵盤

ハーモニカ等管楽器演奏」 

④ 美術、工芸、書道における「児童生徒が近距離で活動する共同制作等の表現や

鑑賞の活動」 

⑤ 家庭、技術・家庭における「児童生徒が近距離で活動する調理実習」 

⑥ 職業に関する教科における「実習等の指導」 

 （体育科、保健体育科については２３～２４ページを参照） 
 

      *上記の活動について地域の感染レベルにより、実施の有無について検討する。 

【レベル３の場合】 

・上記の活動については、行わないこととし、指導順序の変更など、各教科

等の指導計画を見直し、必要な措置を講じること。 

【レベル２の場合】 

  ・感染拡大の局面では、感染リスクの高い上記の活動については停止すること。 

・感染収束の局面では、上記の活動については、可能な限り感染症対策を行っ

た上で、リスクの低い活動から徐々に実施することを検討すること。これら

の活動における児童生徒の「接触」「密集」「近距離での活動」「向かい合って

の発声」について、可能なものは避け、児童生徒の間は一定の距離を保ち、

同じ方向を向くようにし、回数や時間を限定するなどして実施すること。特

にリスクの高い活動については慎重に検討すること。 

【レベル１の場合】 

・上記の活動については、換気、身体的距離の確保や手洗いなどの感染症対策

を可能な限り行った上で、実施できることとする。 

例１） 調理実習行う場合には、調理台の使用を１台につき生徒２名までと

するなど、対面にならないように配置する。 

例２） 校内での介護実習室での実習の場合には、対人の実習ではなく、モ

デル人形に対する実習を行う。  

（３）学校図書館については、感染対策を徹底した上で、時間帯を決めるなどして貸

出等を行う。 
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３ 特に配慮を要する「体育科・保健体育科」について 

 

学校教育活動の中において、体育の授業における新型コロナウイルス感染症対策は、特に

配慮が必要な活動であることから、次の留意事項に基づき、引き続き、十分な対策措置を講

じた上で実施する。 

 

（１）体育の授業に関する指導上の留意事項 

① 原則、活動中のマスクの着用は不要とするが、児童生徒の間隔を十分に確保する。 

（できるだけ２ｍ、最低１ｍ） 

② 児童生徒の間隔が十分に確保できない状況で、十分な呼吸ができなくなるリスクや

熱中症になるリスクがない場合はマスクを着用する。 

③ 活動環境を常に把握し、状況に応じて水分補給や休息を行うなど、熱中症予防を徹

底する。（授業途中の水分補給や、屋外の活動時の帽子着用など） 

④ 活動中にマスクの着用を希望する児童生徒には、家庭用マスク（医療用マスクは不

可）を着用するよう指導するとともに、激しい運動への参加は避けるようにする。ま

た、当該児童生徒の呼吸が、苦しい様子が見られる場合は、必要に応じてマスクを外

し、他の児童生徒から 2m 以上の距離を確保して休憩させる。 

⑤ 活動前後に、同時に多数の児童生徒が更衣し、更衣室が密集状態にならないよう、

更衣場所や更衣のための時間を確保する。 

⑥ 活動前後の手洗いを徹底し、手指を清潔に保つ。 

⑦ 体育館等の屋内での活動中は、活動場所のドアや窓を広く開け、換気の徹底と消毒

液の設置等の措置を講じる。 

⑧ 使用する用具や器具、手を触れる場所等は、活動前後に消毒する。 

⑨ 活動の前後だけでなく、途中においても健康観察を適宜行い、風邪症状や倦怠感等

が見られる場合には、活動を見合わせ、適切な措置を講じる。 

⑩ 原則、教職員は、活動中はマスクを着用すること。ただし、児童生徒への指導のた

めに自らが運動を行う際にマスクを外す必要がある場合は、不必要な会話や発声を行

わず、児童生徒との距離を２ｍ以上確保する。 

⑪ 指導にあたっては、マイクや拡声器を活用するなど、児童生徒の間隔が十分に確保

できない集合や整列を避けるための適切な措置を講じる。 

 

（２）学習内容に関する留意事項 
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① 児童生徒の生活圏の感染状況等を踏まえ、感染リスクが高いと考えられる学習内容

は、年間指導計画の中で指導の順序を入れ替えるなどの工夫をする。 

② 児童生徒が密集する運動や、近距離で組み合ったり接触したりする運動、また近距

離で対面したり、大きな声を出したりするような活動については、前述の適切な対策

と指導に加え、人数、時間や空間などに配慮した指導計画のもとで実施する。 

③ グループで行う活動を実施する場合については、十分な間隔を確保の上、短時間で

行えるよう内容や方法を工夫する。 

（特に、活動の合間で生じる待機時間等は、１～２メートルの間隔を確保する） 

④ 水泳の授業については、令和３年４月 9 日付けスポーツ庁および文部科学省事務連

絡に記載の感染症対策を参照として実施を可能とする。その際、プール内やプールサ

イドでの児童生徒の間隔については、必ずしも「２ｍ以上」ということではなく、新

しい生活様式を踏まえ、地域の感染状況や現場に応じて柔軟に対応する。 
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県総合教育センター ホームページ掲載 

４ 学習保障 

＜小中学校＞ 

一定の期間やむを得ず登校できず、授業に参加できない児童生徒に対しては、学び

の保障の観点から以下のことについて配慮する。 

（１）学習に著しい遅れが生じることのないよう、また、規則正しい生活習慣が維持

できるよう、学校と児童生徒との関係の維持に努める。 

（２）各市町・学校の実態や必要に応じて、ウェブ会議システムやデジタル教材等を

活用し、当該児童生徒の家庭学習の取組状況を適宜把握し、児童生徒の学習指導、

支援に生かす。 

（３）学習支援コンテンツポータルサイト「子どもの『学びの場』」を緊急時の対応等

の選択肢の一つとして活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

《参考資料》 学習支援コンテンツポータルサイト「子どもの『学びの場』 

【参考】 ICTを活用した学習指導について 
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＜県立学校＞ 

（１）臨時休業や出席停止等により、やむを得ず登校できない児童生徒に対しては、

学習に著しい遅れが生じることがないよう、ＩＣＴ環境を活用するなどして学

習指導が継続できるように留意すること。また、学習の状況や成果については、

学校における学習評価に反映できることにも配慮すること。  

（２）ＩＣＴ等を活用したうえで、なお不足する授業日の設定期間や設定時間につい

ては、各校の実情や児童・生徒の実情に応じて、長期休業期間の短縮や土曜日等

の授業、時間割編成の工夫や学校行事の精選等を組み合わせて設定すること。 

（３）必要に応じて家庭学習の課題やレポート提出等でさらに不足する授業内             

容を補充すること。 

（４）長期休業期間の短縮や土曜日等の授業を設定する場合、長期休業日変更届や土

曜日等の授業実施届を提出すること。 
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５ 学習評価 

一定の期間、やむを得ず登校できない児童生徒への対応 

 

（１）非常時に臨時休業または出席停止等によりやむを得ず登校できない児童生徒に

ついては、指導計画等を踏まえながら、教師による学習指導を行う際には、日々

その状況を適宜把握し、児童生徒の学習の改善や教師の指導改善に生かすこと

が重要である。また、学習の状況や成果は学校における学習評価に反映するこ

とができる。 

（２）当該児童生徒に対して行われた教師による学習状況および成果を確認した結果、

十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと校長が判断し

たときには、当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととする

ことができる。 

（３）当該児童生徒については、指導要録上の出欠の扱いにおいて、出席しなければ

ならない日数から差し引き、登校できなかった日数を「欠席日数」として記録し

ないこと。 

その上で、オンラインを活用した学習の指導を実施したと校長が認める場合に

は、指導要録の「指導に関する記録」の別記として、特例の授業等の記録につい

て学年ごとに作成すること。 

 

 

６ 新型コロナワクチンと学校教育活動について 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン（以下、「新型コロナワクチン」という。）

は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限

り減らすことを目的として、接種を受けることが勧められている。 

教職員の安全を確保するとともに教職員から児童生徒等への感染を防ぐ観点から、

希望する教職員が接種を受けることは重要である。新型コロナワクチンを接種する

ことで発症だけでなく感染を予防する効果も示唆するデータが報告されているが、

その効果は 100％ではないため、引き続き感染予防対策は継続する必要があるとさ

れている。 

ワクチン接種の有無によって学校教育活動に差を設けることは想定されていない。

さらに、予防接種はあくまで本人の意思や保護者の同意に基づき受けるべきである。

また、身体的な理由や様々な理由によって接種することができない人や接種を望ま

ない人もいることに鑑み、接種を受ける又は受けないことによって差別やいじめな

どが起きることのないように指導し、保護者に対しても理解を求めることが重要で

ある。 
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（１）学校外において実習を行う等の理由で予防接種歴を把握する場合の留意点 

① 情報を把握する目的を明確にすること。 

② 本人や保護者の同意を得ること。 

③ 他の生徒等に知られることのないような把握の方法を工夫すること。 

④ 個人情報としての取扱いに十分に留意して把握するようにすること。 

 

※医療機関等の学校外実習に対しては、ＰＣＲ検査等の結果を活用することも

考えられる。 

 

（２）健康診断に伴う保健調査等での把握する場合の留意点 

① 個人情報としての取扱いに十分に留意すること。 
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７ 児童生徒の出席停止の考え方 

（１）児童生徒、教職員の家族の職場に濃厚接触者がいた場合 

（例） 生徒の同居する父の勤務先に濃厚接触者が判明したが、父は濃厚接触者

とはなっていない場合 

        通常登校 

 

（２）児童生徒、教職員の家族が濃厚接触者となった場合 

（例） 生徒の同居する母の勤務先に感染者が判明し、母が濃厚接触者となった

場合 

        この場合は、濃厚接触者に当たらないため登校できる。しかし、すでに

母に症状があるなど感染の可能性が高まっていると保護者からの申し出等

があり、合理的な理由があると校長が判断した際には、出席停止とするこ

とができる。 

 

（３）児童生徒、教職員の家族の感染が判明した場合 

        感染者の濃厚接触者となり、学校保健安全法第 19 条に基づく出席停止

となる。なお、この期間は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算し

て原則 7 日間とする。 

 

（４）児童生徒、教職員の感染が判明した場合 

        児童生徒、教職員が新型コロナウイルス感染症を発症または PCR 検査

等で陽性反応が出た場合は、治癒するまで出席停止となる。 

         

（５）児童生徒に発熱等の風邪の症状がみられる場合 

        児童生徒に発熱や咳等の風邪の症状がみられる場合は、出席停止とする。 

レベル２やレベル３の地域においては、同居の家族に未診断の発熱等の

風邪の症状がみられるときにも、出席停止とする。  

 

  （６）医療的ケア児や基礎疾患児について、主治医の見解や学校医等への相談により

登校すべきでないと判断された場合 

 

（７）保護者から感染不安等で学校を休ませたいと相談された場合の対応 

      保護者から欠席させたい事情をよく聴取し、学校で講じる感染症対策について

十分説明するとともに、学校運営の方針について理解を得るよう努めること。 

      その上で、生活圏において感染経路が不明な患者が急激に増えている地域等
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で、同居家族に基礎疾患のある者や高齢者がいるなどの事情があり、他に手段が

ない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要録上「出

席停止・忌引等の日数」の欄に記入し欠席としないことも可とする。 

また、校長が「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入する際の合理的な理由の

判断に当たって、感染力の強い変異株がまん延している状況や、高齢者や基礎疾

患のある方がいるなどの家庭・家族の状況、地域の医療体制のひっ迫の程度等を

踏まえること。（「非常変災等児童又は保護者の責任に帰すことのできない事由で

欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」について判断す

る。）その判断に当たっては、特に小中学生は就学義務も踏まえ、児童生徒の学

びが保障されるよう配慮すること。 

 

  （８）海外から帰国・再入国する児童生徒への対応 

① 政府の水際対策の取組として一定期間自宅等での待機の要請の対象となって

いる場合は、当該待機の時間を経ていることを確認した上で、健康状態に問題

がなければ登校させてよい。 

 

② 水際対策については最新の情報に注意すること。 

 
（参考 1）新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

（R3.12.06 現在） 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 

 
（参考 2）水際対策に係る新たな措置について（R3.12.06 現在） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.htm 

 

③ 海外から帰国・再入国した児童生徒へのいじめや偏見が生じないようにする

など、児童生徒の人権に十分配慮すること。 

 

〇海外から一時帰国中又は一時帰国を予定している保護者向け問合せ窓口 

・文部科学省 総合教育政策局 教育改革・国際課 教育相談員 

受付時間：月～金（土日祝を除く）9:30～18:15 

専用ダイヤル 電話番号（海外から）  +81-3-6734-3562 

（日本国内から） 03-6734-3562 
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８ 年間行事計画の見直し 

＜小中学校＞ 

（１）年間行事計画の見直しの必要性 

新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、随時学校行事の精選等につい

て検討し、年間行事計画の見直しを図ること。 

 

（２）学校行事等を実施する上での留意事項 

 学校行事等については、集団感染リスクへの対応を徹底した上で実施でき

ることとする。ただし、実施に当たっては、開催する時期、場所や時間、開

催方法等について十分配慮すること。 

 

① 運動会等の実施に当たっては、児童生徒が密集する運動や、児童生徒が近距離

で組み合ったり接触したりする場面が多い運動については、地域の感染状況等

を踏まえ、安全な実施が困難である場合は、実施を見合わせることも考えられ

る。 

また、開閉会式での児童生徒の整列、児童生徒による応援、保護者等の参観、

児童生徒や保護者が昼食をとる場所等についても、一度に大人数が集まって人

が密集しないような工夫をするとともに、保護者等に対しても、マスクの着用、

手洗いや咳エチケット等の基本的な感染症対策を徹底すること。 

② 文化祭等の開催については、県が作成した「イベント開催における新型コロナ

ウイルス感染予防対策」や「地域の行事 感染防止対策チェックリスト」等を参

考に適切に対応する。 

③ 修学旅行の実施については、感染防止対策を最優先とし、児童生徒の健康状態

の把握、訪問地の状況把握、日程および交通手段の検討等を行った上で適切に判

断し、保護者の理解を得ること。また、一般社団法人日本旅行業協会が作成した

「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学

旅行の手引き」も参考にして慎重に計画をたてること。 

④ 儀式的行事等で合唱を行う場合は、一般社団法人全日本合唱連盟が作成して

いる感染症対策のガイドラインや本ガイドライン（P21）をもとに活動を進め

ること。 
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＜県立学校＞ 

（１）年間行事計画の見直しの必要性 

新型コロナウイルス感染症および変異株の発生に伴い、今後も感染拡大が危惧

されることから、状況に応じて、随時学校行事の精選等について検討し、年間行

事計画の見直しを図ること。 

 

（２）学校行事等を実施する上での留意事項 

① 地域の感染レベルに応じて、開催時期や開催場所、実施方法等について十分

に検討し、実施の可否について判断すること。実施にあたっては、集団感染リ

スクへの対応を徹底したうえで実施すること。 

② 入学式、卒業式などの儀式的行事の実施については、感染症拡大防止に必要

な措置を講じたうえで実施すること。また、参加人数を抑えたり、式典の内容

を精選したりするなど、工夫をすること。  

③ 体育祭・文化祭等の開催については、県が作成した「イベント開催における

新型コロナウイルス感染予防対策」や「地域の行事 感染防止対策チェックリ

スト」等を参考に適切に対応する。また、準備期間等の活動においても、本番

と同様の感染対策を徹底したうえで実施すること。 

④ 修学旅行の実施については、有意義な教育活動であり、実施に向けては、特

段の配慮をすること。 

また、修学旅行が中止もしくは延期になった場合におけるキャンセル料等の

発生に備え、旅行業者に確認するとともに、保護者に対しても事前に十分に説

明し理解を得て、適正な金額の保険に加入すること。 

     なお、実施にあたっては、感染症防止対策を最優先とし、一般社団法人日本

旅行業協会等が作成した「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイド

ラインに基づく国内修学旅行の手引き」を参考にしつつ、児童生徒の健康状態

の把握、訪問地の状況把握、日程および交通手段の検討等を行った上で適切に

判断し、保護者の理解を得ることとする。 



 

 

 

９ 部活動について 

 

（１）部活動については、感染に関する最新の情報にも留意し、十分な感染症対策や熱中症対策

を講じた上で、次の事項に留意して実施すること。 

 

① 生徒や保護者等の意向を尊重し、参加の強要や意思表示ができない状況とならないよう

にすること。 

② 教職員や部活動指導員等は、部活動の前後に加え、活動中も生徒の健康観察を適宜行い、

生徒の健康状態を把握した上で、適切に指導すること。 

③ 公式大会以外の各種大会への参加については、その意義や目的に照らし、各学校におい

て必要性を判断すること。 

 

（２）「新しい生活様式」を踏まえた実施にあたっての指標 

 レベル１ レベル 2・３ 

活動 

内容 

〇可能な限り感染症対策を行った

上で、合宿や泊を伴う活動も含め

通常の活動が可 

〇可能な限り感染症対策を行った上で、県

内の対外試合・合同練習・発表会等が可 

〇合宿や泊を伴う活動は不可 

レベル 

共通 

留意 

事項 

〇平日は 3 時間以内 

〇週休日は 4 時間以内 

〇休養日は週１日以上（週休日は 4 週当たり 2 日以上） 

〇県立中学校の活動時間と休養日は「部活動の指導について」を遵守 

〇緊急事態宣言（まん延防止等重点措置を含む）の対象区域に属する学校との練

習試合、合同練習等は不可 

〇大会等への参加については、全国・近畿大会および同予選、体育・文化連盟等

主催の公式大会への参加は可 

〇環境条件を把握し、状況に応じて適切な水分補給を行うなど熱中症の予防に留

意すること。 

 

備考 

 

〇県外へ移動合宿や泊を伴う活動

は、移動先の状況を把握し感染症

対策に十分留意すること。 

 

〇対外試合・合同練習・発表会に参加する場

合、感染症対策に十分留意すること。 

 

 

（３）具体的な留意事項 

① 「運動部活動に参加する学生等の集団における新型コロナウイルス感染症対策の徹底

について（通知）」文部科学省 スポーツ庁（R2.9.3）「総合的なガイドライン」スポー

ツ庁（H30.3）・文化庁（H30.12）や「部活動の指導について」県教委（H30.7）を遵

守すること。 

② 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る対応について（R3.4.23）の内容を踏

まえ、次の各事項を遵守すること。 

・部活動の実施に当たっては、各競技団体等が作成するガイドラインを踏まえるととも

に、県内外から招聘する指導者、地域人材や卒業生などの参加に際しては、行動履歴の

確認や発熱等風邪症状がない等、健康観察を徹底すること。 

感染拡大により、活動制限が追加される場合がある。 
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・各種大会への参加や全国・近畿大会や公式大会等で泊を伴う活動については、会場へ

の移動時や宿泊時など、主たる活動以外の場面も含め、生徒・教師等の感染防止対策を

徹底すること。 

・原則、活動中のマスクの着用は不要とするが、生徒の間隔を十分に確保すること。 

（できるだけ２ｍ、最低１ｍ） 

・活動中にマスクの着用を希望する生徒には、家庭用マスク（医療用は不可）を着用す

るよう指導するとともに（医療用は不可）、激しい運動への参加は避けるようにする。

また、当該生徒の呼吸が、苦しい様子が見られる場合は、必要に応じてマスクを外し、

他の生徒から 2m 以上の距離を確保して休憩すること。 

・活動前、休憩時や活動後などに手洗い（洗顔含む）を行うこと。 

・体育館や校舎内等の屋内施設を用いて活動を行う場合は、ドアや窓を開放し、換気を

徹底すること。 

・更衣室や部室等の利用については、校内外を問わず、密集することがないよう、時間

や場所に配慮するとともに、会話を控えることや換気の徹底など、十分な感染症対策を

講じること。 

・手を触れる場所（ドアノブ、手すりやスイッチ等）や用具・器具・楽器等は、こまめに

消毒を行うとともに、給水用のボトルやコップ、汗を拭くタオルなどは共用しないこと。 

・活動前後に集団での飲食は控えるとともに、人との接触を避ける観点から、部活動終

了後は速やかに帰宅するよう指導を徹底する。 

③ 感染状況の推移や最新の科学的知見を反映して、活動内容が変更されることがある。 
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１0 こころのケア 

（１）児童生徒の心身の状況の把握 

多くの児童生徒は様々な不安や恐れ等、心理的なストレスを抱えているという前

提で、まずはその状況把握を徹底し、教職員間で情報共有を積極的に行う。 

① 子どもの様子（心身の状況、人間関係、身なり、言動等）を丁寧に観察する。 

② アンケートや健康相談の実施等、状況把握の方法を工夫する。 

（２）児童生徒のこころのケア等 

気になる児童生徒については、面談を行うなど児童生徒に寄り添った支援を行う。 

① 把握した児童生徒の状況について、関係する教職員がケース会議で共有し、ア

セスメントに基づいた支援方針・支援計画を立て、管理職のリーダーシップのも

と組織的に支援する。 

② 立案した支援方針・支援計画を、適切に保護者とも共有し、協力しながら支援

を行う。 

③ ケース会議・具体的支援の際には、必要に応じて、学校医と連携した健康相談

等の実施や、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等による心理

面・福祉面からの支援を積極的に活用する。 

④ 被虐待児童をはじめとする要保護児童等、特に配慮を要する児童生徒について

は、専門家を活用したり関係機関と連携したりしながら、きめ細かな対応を工夫

する。特に支援ニーズの高い児童生徒については、定期的な状況把握（１週間に

１回以上）を継続して行う。 

（３）感染者、濃厚接触者等に関する偏見や差別の防止 

新型コロナウイルス感染症に関わる人（感染者やその家族、濃厚接触者、医療従

事者とその家族等）に対する誹謗中傷や排除等も懸念されることから、いじめが起

こらないように未然防止の取組を進めるとともに、該当する児童生徒の見守りや

不安な気持ちに寄り添った支援に努める。 

① 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を伝え、正しい情報に基づいて

判断、行動するよう指導する。 

② 児童生徒の心のつながりを意識し、居場所づくり・絆づくりに努める。 

（４）関係機関・相談窓口等への相談 

  学校でさまざまな悩みを受け止めることを伝えたうえで、孤独や孤立で不安を抱

える児童生徒が相談でき、支援を受けることができるよう、相談窓口等の情報提供

に努める。 

＊学校外の相談機関 「２４時間子供 SOSダイヤル」…0120-0-78310 

「こころのサポートしが（LINE相談）」 

各市町の相談窓口等 
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11 学校給食等食事をとる場面における留意事項 

学校給食は、児童生徒の健やかな育ちを支える重要な機能である一方、感染のリス

クが高い活動でもある。学校給食を実施する場合は、食品等を介して飛沫が口に入る

可能性など、感染対策に特に注意する必要があることから、以下の点に留意して実施

する。 

同様に、弁当を持参する高等学校等での食事の場面や教職員の食事の場面において

も飛沫を飛ばさないよう会話を控え、席の配置を工夫することなどの対応をする。食

事後の歓談時には必ずマスクを着用する。 

 

（１）給食調理室 

① 「学校給食衛生管理基準」に基づいた調理作業や配食等を徹底し、学校給食の

提供を行う。 

② 地域の感染レベルに応じて、配膳の過程での感染防止のため、献立を工夫する。

通常の提供方法による学校給食の実施が困難となる場合は、適切な栄養摂取が

できるよう、配膳の過程を省略できる品数の少ない献立（例えば、主食と主菜、

具沢山の汁物等）を提供することや、給食調理室において弁当容器等に盛り付け

て提供することなどの工夫が考えられる。また、それらが困難な場合には、少な

くとも配膳を伴わない簡易な給食（パン、牛乳等）を提供することも考えられ

る。    

③ 食材料の発注については、食品ロス削減の観点等から一か月分をまとめずに分

割して行う。 

 

（２）教 室 

＜準備・配膳＞ 

① 児童生徒および教職員全員が食事の前の手洗い（石けんを使用する）を徹底す

る。 

② 給食の配食、配膳を行う児童生徒および教職員は、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等

の症状の有無、マスクの着用や衛生的な服装をしているか、手指は確実に洗浄し

たか等、給食当番活動が可能であるか毎日点検し、記録する。 

③ 給食当番が適切でないと認められる場合は、給食当番を交替するなど対応をす

る。 

④ 給食前のテーブル等は衛生的な布巾等で拭く。 

 

＜喫食中＞ 

① 会食にあたっては、飛沫を防ぐために、例えば、机を向かい合わせにしない、
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座席を離す、前を向いて食べる、会話を控えるなどの対応を工夫する。 

② 喫食中は、机上にハンカチ等を置いて、いつでも使用できるようにするなど、

咳エチケットを徹底する。 

③ 喫食の際には、着用していたマスクを清潔な布又はビニール袋等に入れて適切

に保管する。 

 ＊ 喫食時は、その後の休憩時間も含め、感染症対策への意識が低下しがちとな

り、学校における感染拡大を防止するポイントとなるため、児童生徒任せとなら

ないよう必要な対応を行う。  

 

＜給食後・後片付け＞ 

① 給食後のテーブル等は衛生的な布巾等で拭く。 

② 食事の後の手洗いを徹底する。 

③ 歯磨きや洗口を行う場合は、児童生徒がお互いに距離を確保し、間隔を空けて

換気の良い環境で行う。 

④ 歓談時には必ずマスクを着用する。 
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３ 特別支援学校における留意事項 

１ スクールバス・チャーターバスの運行について 

（１）運行にあたって 

① 知肢併置特別支援学校においては、令和２年度より増便しているスクールバ

スを有効に活用するとともに、換気や消毒など可能な限り感染症対策を行い、

運行管理委託に基づき運行すること。 

② 児童生徒の家庭状況に配慮しつつ、スクールバス内の「密接・密集・密閉」を

できる限り避けるために、可能な限り保護者送迎の協力を求めること。保護者

送迎のために必要な交通費については、特別支援教育就学奨励費の支給対象と

すること。 

 

（２）衛生管理 

① 換気のためにバスの窓を、危険のない範囲で一律 3 ㎝程開ける。窓の常時開

放が難しい場合は、機を見て可能な限り換気に努めること。 

② バスの運行前あるいは運行後、手の触れるところを消毒すること。消毒用のエ

タノールもしくはアルコールの代替として次亜塩素酸ナトリウムで消毒しても

よい。次亜塩素酸ナトリウムの場合は、運行終了後に使用するのが望ましい。 

③ 運転手、介助員は、乗車前に体温測定と手指消毒を徹底して行い、飛沫を広げ

ないようマスクを着用すること。介助員は介助毎に手指消毒を行うこと。 

④ 児童生徒には、飛沫飛散防止のため会話を控えることやマスクの着用につい

て徹底するが、児童生徒の実態を考慮し、一律にマスクの着用は求めないこと。 

⑤ スクールバスを降車して校内に入る際は、児童生徒の手指の消毒を行うこと。 

 

（３）児童生徒が乗車するにあたって 

① 保護者の責任の下で家庭において健康観察を行い、連絡帳や健康観察表への

記入を徹底してもらうとともに、咳や発熱の症状がある場合は、自宅で休養し、

乗車することのないよう保護者に依頼すること。 

② 可能な限り乗車席の間隔を空けること。 

③ 登校時、下校時に昇降口が過密とならないよう、スクールバスの乗降時間に時

差を設定すること。 

④ 保護者からバス登校に不安がある等の理由で自家送迎の申し出がある場合は、

意向に沿うこと。 

⑤ 医療的ケアの必要な児童生徒や基礎疾患のある児童生徒等のスクールバスの

乗車については、２の項に準じて対応すること。 
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２ 医療的ケアが必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等の対応について 

（１）登校の判断 

① 医療的ケアが必要な児童生徒等（以下「医療的ケア児」という。）の状態は様々

であるが、医療的ケア児の中には、呼吸器疾患等により気管切開や人工呼吸器

を使用する者も多く、重症化するリスクが高いことから、医療的ケア児が在籍

する学校においては、地域の感染状況を踏まえ、主治医の見解を保護者に確認

するとともに事前に受入れ体制などを学校医等に相談の上、個別に登校の判断

をすること。 

② 基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等（以下「基礎

疾患児」という。）についても、地域の感染状況を踏まえ、主治医の見解を保護

者に確認するとともに事前に受入れ体制などを学校医等に相談の上、個別に登

校の判断をすること。 

③ 校長が、出席すべきではないと判断した場合の出欠は、「学校保健安全法第19 

条による出席停止」又は「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことが

できない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」

として扱うことができる。また、これらの場合、指導要録上も「欠席日数」の欄

ではなく、「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入を行うこと。 

＊ここでいう「主治医の見解」とは、当該児童生徒等が学校で感染するリスクや、

学校で医療的ケアを行う際に、新型コロナウイルス感染症対策として特に注意

しなければならない点などを指す。 

 

（２）教育活動における感染予防対策の徹底 

重症化するリスクが高い医療的ケア児や基礎疾患児に対して教育活動を行う場

合は、以下の事項について留意すること。なお、併せて令和２年６月22日付け滋

教委特支第432号「特別支援学校等における新型コロナウイルス感染症対策に関

する考え方と取組について（通知）」および令和２年６月23日付け事務連絡「医

療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍する学校における留意事項について」

（「医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍する学校における留意事項（改

訂版）（令和２年12月９日付け文部科学省事務連絡）」）を参考に、引き続き十分

な感染予防対策を講じるとともに、児童生徒等の様子を丁寧に観察し、体調の変

化を早期に発見し、早期に対応できるよう努めること。 

① 医療的ケアの実施 

「１ケア１手洗い（手指消毒）」、「ケア前後の手洗い（手指消毒）」を基本

とすること。 

＊ここでいう「１ケア１手洗い（手指消毒）」とは、例えば、同じ医療的ケア児
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に対して、たんの吸引と経管栄養を行う際、それぞれの医療的ケアごとに手洗

いまたは手指消毒を行うことをいう。 

 

 

また、特に気管内吸引や吸入などを行う際は、使い捨て手袋、フェイスシール

ドを着用すること。使い捨てエプロンが準備できるようであれば、必要に応じて、

着用すること。 

② 排せつの介助等 

  おむつ交換の際は、排せつ物に直接触れない場合であっても、使い捨て手袋に

加え、フェイスシールド、使い捨てエプロンを着用すること。 

＊ポータブルトイレを利用する場合の介助も同様とする。 

③ 教室等の換気 

  換気は、気候上可能な限り、常時、２方向の窓を同時に開けて行うこと。また、

常時行うことが困難な場合は、30分に１回以上、数分間程度、窓を全開するこ

と。 

④ 消毒・清掃等の実施 

  医療的ケア児が利用する教室等については、１日１回以上、湿式清掃し、乾燥

させること。 

  床に血液、分泌物、嘔吐物、排せつ物等が付着した場合は、手袋を着用し、次

亜塩素酸ナトリウム液（0.1％）等で清拭後、湿式清掃し、乾燥させること。 

 ＊次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒液の噴霧については、吸引すると有害であ

り、効果が不確実であることから行わないこと。 

 ＊トイレのドアノブや取手等は、消毒用エタノールで清拭すること。または、次

亜塩素酸ナトリウム液（0.05％）で清拭後、水拭きし、乾燥させること。 

 

３ 身体接触による介助および学習等の配慮について 

 児童生徒等の障害の状況等により、密接な接触が避けられない場合も考えられるが、

できるだけ密接な接触を避けることや、咳エチケット、手洗いや手指の消毒などの感

染予防について、認知面の発達段階に応じて分かりやすい指導を行うこと。そのうえ

で以下に示す事項に留意して実施すること。 

（１）食事介助 

給食および食事介助については、令和 2 年 5 月 20 日付け滋教委特支第 354
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号（高校教育課および保健体育課との三課通知）「学校再開後の対応について」に

添付した別紙３「学校再開に伴う学校給食の対応について」および同日付滋教委

特支第355号「県立特別支援学校の教育活動再開に向けた対応について（通知）」

に基づき、対面指導をする場合は、食事をしながらの介助を控えること等に留意

すること。 

 

（２）作業学習・実習 

① マスクの着用を徹底するとともに、共用の教材、教具、機器、設備など適切に

消毒するとともに常時換気する。（ただし、常時マスクを着用する必要のない内

容において、児童生徒の間隔を十分に確保できる通常の活動中では、マスクの着

用をさせる必要はない） 

② 活動の前後には手洗いを徹底すること。 

  ③ 実習（材料運搬や作業）においては教員・児童生徒同士の接触を極力避け、個

人で使用する材料や道具の配布および回収はできる限り生徒個人が行うこと。 

④ 授業前後の更衣室が密集状態にならないよう、更衣場所や順番、時間など工夫

すること。 

 

（３）自立活動 

児童生徒が受診している病院等の主治医やＰＴ、ＯＴ、ＳＴ等と十分に連携の

上、指導計画や指導方法の見直し等を行い、一層の感染症対策を講じた上で指導

を行う等の対応を図ること。 

 

４ 障害特性を踏まえた指導について 

特別支援学校に通う児童生徒等の障害特性等を踏まえ、下記の点についても十分に

配慮すること。 

（１）視覚障害 

    障害の程度や発達の段階、学習内容等に応じて、触覚教材や拡大教材、音声教

材や ICT 機器等を活用した教材等を効果的に組み合わせること。また、それら教

材、機器等の消毒等、衛生管理、感染症対策に留意すること。 

 

（２）聴覚障害 

① 指導にあたっては、フェイスシールド、透明マスク、透明衝立等を効果的に活

用すること。 

② 日常的にコミュニケーション手段が制限される場面も多いことが想定される

ことから、文字情報の提供など必要な視覚情報の保障に配慮すること。 
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（３）知的障害 

① マスクの着用や身体接触の防止等の理解が困難な児童生徒に対して、ソーシャ

ルディスタンスの図示、座席の配置など、障害の状況や程度に応じて視覚情報

等も十分に活用しながら、感染防止に向けた指導に努めること。 

② ブランコ、滑り台等の遊具の使用にあたっては、クラス、グループ単位での使

用スケジュールやルールを設定し、児童生徒が密集しない環境設定に努めるこ

と。 

 

（４）肢体不自由 

特に医療的ケアを必要としたり、基礎疾患を有したりする児童生徒の指導にあ

たっては、健康状態の把握に十分に努めるとともに、車椅子や補装具、教材、教

具の消毒の徹底等、衛生管理、感染症対策に留意すること。 

 

（５）病弱 

① 特に外部との接触機会の低減による児童生徒の心理的ストレスへのケアに配

慮し、児童生徒が入院、入所している病院、施設と十分に連携を図りながら、こ

れまで以上に相談体制の充実に努めること。 

② 教職員自らの健康状態について十分に留意し、病院、施設への出入りや、教材、

教具を持ち込む際には、教材、教具の消毒の徹底等、衛生管理、感染症対策に留

意すること。 

 

５ 進路指導および関係機関との連携について 

（１）高等部の就業体験（実習） 

① 職場体験・実習については、企業や事業所等と連携しながら実施時期や回数、

内容等について検討し、本人や保護者と今後の見通しや計画について情報の共

有を行うこと。特に高等部３年生については、福祉、労働、健康・医療等関係機

関との連携を強化し、卒業後の進路実現を見据えた取組を進めること。 

② 就業体験（実習）の実施にあたっては、企業等が講じる感染防止対策に応じて

対応するとともに、日頃から家庭と連携し、学校登校時と同様に検温結果や健

康状況を把握するなど、健康管理や感染予防に努めること。また、就業体験（実

習）時に体調不良となったときの対応等について企業等と決めておくこと。 

③ 就労支援については、就労アドバイザーによる開拓情報や「しがしごと応援団」

登録企業データーベース等を有効に活用すること。また、進路課（進路指導部）

等の教員を中心に、校内での情報共有に努めるなど教員間の連携を一層深める

こと。 
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（２）教育相談等 

① 市町教育委員会が主宰する教育支援委員会への参画については、主宰者の方

針に応じるとともに、感染拡大防止に十分に留意すること。 

② 教育相談等の実施については校園等と十分に連携し、感染症対策を講じた上

で実施すること。 

 

６ 寄宿舎における留意事項 

（１）平時の対策 

寄宿舎内では、感染拡大は起こりうるものと想定し、共同生活を通じた教育的

意義にも配慮しつつ、平時から健康管理や感染症対策、感染者発生時の対応につ

いて学校医や関係機関と検討し、予め決めておくこと。 

「３つの密」の回避について工夫するとともに、手洗いやマスクの着用、換気

の徹底等基本的な感染症対策を実施し、万全を期すこと。 

また、寄宿舎においても、上記３（１）について留意すること。特に、以下のよ

うな感染症対策を徹底すること。 

 ① 飛沫感染に留意し、近距離での大声を徹底的に避ける。 

 ② こまめな手洗いを励行する。 

 ③ 食事や集団での移動の際の三密（密閉、密集、密接）を避ける。 

なお、寄宿舎の運営に関わっては、居室や共有スペースにおける感染症対策、

平時の対策に加え新型コロナウイルス感染症疑い例が発生したときの対応に万全

を期す必要があることから、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する

衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～」（2022.４.１ Ver.８）にお

ける記載事項を踏まえて適切に対応すること。 

 

（２）感染者や濃厚接触者等が発生した時の対応 

感染者や濃厚接触者等（感染者と会話の際にマスクを着用していないなど感染

対策を行わずに飲食を共にした者等を含む）、発熱や体調不良がある者が寄宿舎

内で発生した場合、上記６（１）の対策に加え、以下の対応を行う。 

① 自宅療養となった感染者は、可能であれば自宅に帰ることを検討する。それが

困難な場合、居室（基本的に個室）に隔離する。 

② 濃厚接触者等、発熱や体調不良がある者は居室内（可能なら個室）に隔離する。 

③ 個室が確保できない場合は、本人および同室者に常時マスクを着用させ、部屋

の換気に努める。１m 以上の距離をとるようにし、会話や接触をできる限り避

けるように指導する。 

④ できる限り共用スペースを使用しないようにし、使用する場合はほかの居住
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者と使用時間をさけ、使用前後に当該物品の消毒を行う。 

⑤ 感染者と同室である者については、検査結果の判明や保健所等からの連絡を

受けるまでの間においても、原則として速やかに濃厚接触者等に準じた対応を

とる。 

⑥ 上記の対応については、感染者にあっては療養解除の基準を満たすまで、濃厚

接触者にあっては待機を求められている期間が経過するまで、感染者と会話の

際にマスクを着用していないなど感染対策を行わずに飲食を共にした者等にあ

っては、濃厚接触者の取扱いを参考にして管理者が定める期間まで継続する。 

⑦ 発熱等の症状がみられた場合には、仮にすぐに症状がおさまったとしても、症

状軽快後３日程度を経過するまでは、感染症対策を一層徹底する。また、体調不

良者が同時に複数名以上（例えば３名以上）発生した場合には、学校医又は医療

機関に相談する。 
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４ 教職員の健康管理・服務について 

１ 教職員の衛生上の感染予防対策 

（１）体調管理の徹底 

① 感染症を予防するためには、普段から十分な睡眠とバランスのよい食事、適

度な運動などで免疫力を高め、自ら健康管理を徹底することが大切です。 

② 特に、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患のある方や肥満の方は、

新型コロナウイルスに感染した場合重症化のリスクが高いことも報告されてい

ますので、定期的に通院や服薬を行って、健康状態の悪化を防ぐようにしてく

ださい。 

③ 自らの健康状態を把握するため、毎日自宅で検温を行い、発熱等風邪症状な

どがないか健康観察を実施し、健康観察票に記録してください。 

④ 健康状態に不安がある場合、特に発熱、のどの痛み、頭痛、体のだるさ等の

症状がある場合は、他者への感染の可能性も考慮し、決して無理をせず出勤を

控え、医療機関に相談・受診してください。（校長等管理職は、教職員等がた

めらうことなく申し出ることが可能な環境づくりを行ってください。）    

⑤ また、同居家族等に同様の症状がある場合についても、自身の体調変化に十

分注意してください。特に、レベル 3 およびレベル 2 の地域では、地域の実

情に応じ、同居家族に未診断の発熱等の症状がみられる場合は、出勤を控える

ことが考えられます。 

 

（２）感染症対策 

① 教職員の感染症対策は、児童・生徒への感染症予防対策に準じて実施すること

により、児童・生徒、教職員双方の感染リスクを低減できます。 

② とりわけ、手洗いの励行とマスクの着用の徹底、３つの密（密閉・密集・密接）

の回避は、感染症予防の基本中の基本です。 

  【手洗いの励行】（厚生労働省 HP より） 

  

 

【マスクの着用】 

・ 教職員等は、原則としてマスクを常時着用してください。 

・ ただし、自らの身体へのリスクがあると判断する場合や、十分な身体

- 45 -



的距離が確保できる場合、および児童生徒への指導のために自らが運動

を行う場合などは、マスクを外すことは問題ありません。なお、マスク

を外す際は、不必要な会話や発声を行わず、児童生徒や他の教職員等と

の距離を２ｍ以上（ランニングなどで同じ方向に動く場合は更に長い距

離）を確保してください。（令和２年５月２１日付スポーツ庁政策課学校

体育室「学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について」よ

り） 

・ 夏期の気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが

高くなる恐れがあるため、マスクを外してください。マスクを外す場合

には、できるだけ人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）を保つ、近距

離での会話を控えるなどの配慮をすることが望ましいですが、熱中症も

命に関わる危険があることを踏まえ、熱中症への対応を優先させてくだ

さい。また、マスク着用中は屋内外を問わずこまめに水分補給を行うな

ど熱中症予防対策を心掛けてください。 

③ 感染拡大状況に応じ、感染が多数確認されている地域等への外出は慎重にし

てください。 

④ 会食は、屋内・屋外にかかわらず、いつも一緒にいる人としてください。 

また、職場で昼食等をとる場合も、飛沫を飛ばさないような席の配置や、距離

が取れなければ会話を控えるなどの対応を工夫してください。そして、食事後

の歓談時には必ずマスクを着用してください。 

     

■ 自身の感染を防ぎ、家庭内・学校内に拡げないためにも 

家庭での感染症対策も徹底してください！ 

【家庭で気を付けていただきたい４つのポイント＋１】（滋賀県ホームページより） 

１．家庭に持ち込まない 

  ・会食する際には感染予防をし、いつも一緒にいる人と認証店舗で   

２．家庭内で拡げない 

  普段接しない人とのマスクなしでの会話をした場合や、風邪などの症状がある場合は、 

  ・食事の時間をずらす ・部屋を分ける ・同室で過ごす場合はマスクの着用 

３．車の中でも感染対策を 

  ・適度な換気（エアコンを外気導入にし、窓を開ける） ・マスクを着用 

４．基本的な感染対策も十分に 

  ・帰宅時および飲食前には手洗い ・咳エチケットの実践  

  ・タオルの共有をしない ・部屋の定期的な換気 ・こまめな共用部分の消毒 

＋１ コロナに負けない健康づくりを 

  ・栄養や休養をしっかりとる ・適度な運動の実施 ・ストレスをためない 
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⑤ このような取組は、常勤非常勤を問わず、講師、生活介助員、事務室職員等、

児童・生徒との接触が想定されるすべての教職員等に徹底する必要があります。 

 

    （３）新型コロナワクチンの接種 

    ① 新型コロナウイルスワクチン接種は、感染予防策として有効な手段とされて

おり、教職員の安全の確保、教職員から児童生徒等への感染を防ぐ観点からも、

推奨される回数の接種を受けることが勧められています。         

    ② ただし、接種しても感染を完全に防ぐことはできないため、基本的な感染予防

対策（手洗い・マスク・３つの密の回避など）は継続する必要があるとされてい

ます。 

    ③ 接種は、あくまで本人の意思に基づき受けるべきこと、また、身体的な理由等

によって接種できない人や接種を望まない人もいることから、接種の有無によ

って差別や偏見が起きることがないようにすることが重要です。 

    ④ また、何らかの理由で接種歴を把握する場合は、本人の同意を得ること、個人

情報としての取扱に十分に留意する必要があります。 

 

（４）環境管理 

① 日々の職場の清掃や換気については、「2 教育活動の実施にあたって １学校

の環境整備」の項を参考に定期的に行ってください。とりわけ、下記のことに

留意してください。 

② 職員室等における勤務については、可能な限り他者との間隔を確保（おおむね

１～２メートル）し、会話の際は、できるだけ真正面を避けるようにしてくだ

さい。頻繁に会話する箇所等にはパーテーションの設置も検討してください。

職員室内で十分なスペースを確保できない場合は、空き教室を活用して職員が

学校内で分散勤務することも必要に応じて考慮してください。 

③ 特に人がよく触れる場所（ドアノブ、電気のスイッチ、窓の持ち手や鍵部分等）

や機器（プリンタースイッチ、共有パソコンやマウス等）、共有する物品（穴あ

けパンチ等）の拭き掃除を定期的にしてください。 

    ④ 換気は、職員室や会議室等においても、気候上可能な限り常時、困難な場合は

こまめに（30 分に１回以上、数分間程度、窓を全開する）、２方向の窓を同時

に開けて行うようにします。エアコン使用時においても換気は必要であり、空

気が乾燥し、飛沫が飛びやすい冬季においても換気に留意しましょう。 

    ⑤ 会議や打ち合わせを行う際は、最少の人数に絞ること、換気をしつつ広い部屋

で行いましょう。やむを得ず、狭い部屋で行う場合には意識して換気に努めま

しょう。 
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（５）発熱などの症状がある場合の相談・受診について 

① 発熱、のどの痛み、頭痛、下痢、体のだるさ、においや味がわかりにくい等の

症状のある場合は、新型コロナウイルス感染症への感染の疑いも考えられます

ので、次のように対応願います。 

・ まずは、身近な医療機関（診療所・クリニック）に電話等で連絡し、症状

等をお伝えください。 

・ 診療所等によっては、発熱患者を診ることができない場合がありますが、そ

の場合は、他の医療機関を案内されます。 

・ 医師の診察により、必要な検査を受けることになります。 

・ なお、相談先・受診先に迷った時は、受診・相談センター（毎日 24 時間対

応）に連絡すれば、発熱患者等を診察する医療機関を案内してもらえます。 

（「発熱などの症状がある場合の相談・受診について（リーフレット）」P５３ 

参照） 

（６）職場への報告 

① 教職員は、次の場合には必ず職場の管理職等に電話等で連絡をして、必要な指

示を受けてください。 

・ 発熱等の症状があり、医療機関等で新型コロナウイルス感染症検査（以下「検

査」という。）を受けることになった場合 

・ 家族、知人等が検査により陽性となり、濃厚接触者として検査を受けるよう

に保健所から指示があった場合 

・ 濃厚接触者ではないが念のため検査を受けるように保健所から指示があった

場合 

② 教職員からの報告を受け、検査等の結果、教職員の「陽性」が判明した場合、

県立学校長等管理職は、健康福利室まで個人情報に留意した上で報告をお願い

します。（令和４年１月１４日付健康福利室事務連絡「教職員が新型コロナウイ

ルス感染症への感染が判明した場合またはその疑いがあり検査を受けることに

なった場合における対応について」、令和 4 年 1 月 28 日付健康福利室事務連

絡により一部変更、様式については令和 4 年 3 月 28 日付健康福利室および

保健体育課事務連絡「B.1.1.529 系統（オミクロン株）の特徴を踏まえた積極

的疫学調査の集中化について」参照） 

     

  （７）濃厚接触者である教職員の待機解除等について 

    ① 保健所から濃厚接触者と特定された場合、原則、濃厚接触者の待機期間は最後

に陽性患者との接触があった日から 7 日間、学校の調査により、濃厚接触の疑
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いがあると判断された場合は一定期間です。（例えば、5 日間の待機に加えて自

主的な検査など）。ただし、4 日目および 5 日目の抗体定性検査キットを用いた

検査で陰性を確認した場合は、5 日目からの行動制限の解除が可能です。（令和

4 年 3 月 28 日付健康福利室および保健体育課事務連絡「B.1.1.529 系統（オ

ミクロン株）の特徴を踏まえた積極的疫学調査の集中化について」参照） 

    ② 濃厚接触者については、不要不急の外出はできる限り控え、やむを得ず移動す

る際にも、公共交通機関の利用を避けることが要請されているところですが、保

育所、地域型保育事業所、放課後児童クラブおよび認可外保育施設、認定こども

園ならびに幼稚園、小学校、義務教育学校および特別支援学校（以下「保育所等」

という。）であって外部からの応援職員等の確保が困難な施設に限り、濃厚接触

者となった保育所等の職員は、待機期間中においても、一定の条件の下、毎日の

検査による陰性確認によって、保育や教育等に従事することは不要不急の外出

に当たらないとする取扱いも可能とされました。（令和 4 年 3 月 18 日付健康

福利室事務連絡「保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外

出自粛要請への対応について」参照） 

 

（８）教職員の心身状況の把握、心のケア等 

    ① 新型コロナウイルス感染症への対応に伴う教職員の精神面の負担に鑑み、管理

職は、教職員のメンタルヘルスにも十分配慮することが必要です。本人のセル

フケアを促進するとともに、管理職等が職場環境の改善を図り、また、相談窓口

を案内するなど早期に適切な対応に努めてください。（令和 2 年 7 月 3 日付滋

教委福第 124 号「教職員のメンタルヘルス対策について」参照） 

 

２ 新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染のおそれがある場合の休暇制度 

（１）感染が判明した場合 

教職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことが判明した場合は、保健所

および医療機関の指示に基づき、その態様に応じて、公立学校職員勤務時間条例

第 20 条第１号または第３号の特別休暇を取得するなどして、療養に専念してく

ださい。 

（２）感染のおそれがある場合 

次のような場合においては、公立学校職員勤務時間条例第 20 条第 3 号の特別

休暇の取得が可能です。必要に応じて休暇を取得するなどして、感染防止対策を

図ってください。 

① 検疫法第 16 条第２項に規定する停留（これに準ずるものを含む。）の対象と

なった場合 
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② 検疫法第 16 条の２第１項または第２項の規定に基づき、職員またはその親

族が外出しないことその他の新型コロナウイルス感染症の感染の防止に必要な

協力を求められた場合（これに準ずる場合を含む。）で、勤務しないことがやむ

を得ないと認められるとき 

③ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律

第 114 号）第 44 条の３第１項または第２項の規定に基づき、職員またはその

親族が外出しないことその他の新型コロナウイルス感染症の感染の防止に必要

な協力を求められた場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 

④ 職員またはその親族に発熱等の風邪症状が見られること等から療養する必要

があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 

⑤ 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校、高等学校、特別支援学

校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う職員が、当該世話を行うた

め勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 

 令和３年２月２５日付け滋教委教第２２５号「新型コロナウイルス感染症拡

大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇

の取扱いについて(通知)」(Q&A の最終更新：令和３年５月２５日) 
３ 感染拡大防止対策としての勤務時間の割振り変更(時差出勤) 

＜県立学校＞ 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組の一環として、教職員

の通勤時間の調整および勤務時間の分散を必要とする場合には、校長は、対象の

教職員からの申請に基づき、校務に支障のない範囲で教職員の勤務時間の割振り

を変更することができます。 

（２）通勤時間の調整を行う場合については、利用する公共交通機関の便を前後にず

らすなどしてラッシュアワーを避けるために必要な時間に相当する、対象の教職

員の勤務時間の割振りを変更することができます。 

（３）教職員の勤務時間を分散させる場合については、学校の通常の勤務時間の前後

１時間半の範囲内で、対象とする各教職員の勤務時間の割振りを変更することが

できます。 

 令和２年２月２８日付け滋教委教第２０１号「新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止に向けた県立学校の教職員の勤務時間の割振りについて(通知)」
(最終改正：令和２年４月７日) 

＜市町立学校＞ 

学校を設置する各市町の教育委員会が定めるところによります。 

 

４ 感染拡大防止対策としての臨時休業期間等における教職員の在宅勤務 
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＜県立学校＞ 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組の一環として、教職員

の勤務場所の分散、年次有給休暇等の取得促進や勤務時間の割振り制度その他の

対策を講じてもなお必要がある場合、または校務運営に支障を生じるおそれがな

いと校長が認める場合に限り、在宅勤務を実施することができます。 

（２）在宅勤務を実施することができる日は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止のために学校保健安全法第 20 条の規定により学校の全部もしくは一部の休

業を実施する日または学校教育法施行令第 29 条の規定により学校の休業を実施

する日です。 

 令和２年１２月２１日付け滋教委教第１１７５号「職場における新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止について（通知）」（最終改正：令和４年２月４

日） 
 

＜市町立学校＞ 

学校を設置する各市町の教育委員会が定めるところによります。 

 
 

５ 妊娠中の女性教職員に関する服務上の取扱い 

＜県立学校＞ 

（１）妊娠中の女性教職員が、保健指導または健康診査を受けた結果、当該女性教職

員の作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的

なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、母子保健法の保健

指導または健康診査を行う医師または助産師（以下「医師等」という。）からこれ

に関する指導を受け、それを申し出た場合であって、医師等の指導に基づき、当

該女性教職員が指導事項を守ることができるようにするため、当該女性教職員の

作業の制限、出勤の制限等の措置を講じる必要がある場合は、校長は、当該女性

教職員に対して、①感染のおそれの低い作業への転換、②自宅への出張の命令ま

たは③特別休暇(私傷病特別休暇)の取得のいずれかの措置を講じることとされて

います。 

（２）上記のうち②の取扱いをする場合は、学校の臨時休業期間中に適用されていた

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた県立学校の臨時休業期間等

における教職員の在宅勤務に関する実施要領」(令和２年 12 月 21 日付け滋教委

教第 1175 号別添)が準用され取り扱われます。 

 令和４年１月３１日付け滋教委教第９９号「新型コロナウイルス感染症に関

する母性健康管理措置の適用期限の延長について（通知）」 
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＜市町立学校＞ 

学校を設置する各市町の教育委員会が定めるところによります。 

 

６ 感染再拡大時等の対応 

万一、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が再び起こるなどして、本県各学校にお

いてもその対応が必要となった場合は、その状況に応じて、教職員の服務に関する臨時

的な取扱いを設けることがありますので、県教育委員会(市町立学校については市町教

育委員会)からの通知連絡を確認されるようお願いします。 
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発 熱などの症 状 がある場 合の相 談・受診について

発熱などの症状がある場合、受診する前に身近な医療機関へまずは電話等で連絡してください。

発熱などの症状がある方

①まずは、お近くの診療所・クリニックに電話等で相談

発熱、のどの痛み、頭痛、下痢、体のだるさ、においや味 がわかりにくい等の

症状がある場合は、受診前に必ず 電話等で連絡してください。

来院時間や来院方法などを指定されることがあります。

手指の消毒や手洗いをすませて、マスクを着用して受診

してください。

T  E L 077-526-5411

F  A X 077-525-6161
E-mail hoken@city.otsu.lg.jp

T E L 077-528-3621
F  A X 077-528-4865
E-mail coronasoudan@shigaken.net

T E L 077-528-3637
F  A X 077-528-4865

E-mail hoken@city.otsu.lg.jp

お近くの医療機関の

検索はこちら

検 索医療ネット滋賀

※全ての医療機関を検索することが

できます。

お近くの医療機関(診療所・クリニック)

発熱患者等を診ることができない医療機関
・特に免疫低下している患者などが来院する専門外来

・構造的に動線が分けられない診療所 など

診療できる医療機関を案内します。

発熱患者等を診療する医療機関
(診療・検査医療機関)

医師の診察により、必要な検査を行います

検査ができない時は、検査できる医療機関を紹介します。

相談
受診

休日・夜間に症状が
つらくなったとき

※受診前に必ず電話等で連絡して

ください。

※緊急時に応急措置を行うところ

ですので、基本的に新型コロナ

ウイルスの検査はできません。

休日急病診療所等

救急病院 (外来)

新型コロナに限らず重症の場合に対応

探す

案内
②医療機関が指定する方法で受診

③受診時には感染予防を徹底

大津市

以外

大津市

受診・相談センター
毎日

２４時間

相談先・受診先に
迷ったとき

探す

診療・検査医療機関

の検索はこちら

相談
案内

※同意が得られた医療機関のみ
掲載。

検 索滋賀県 受診
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Ⅳ 臨時休業 

１ 臨時休業の判断について 

学校においては、地域の感染状況を踏まえ、学習活動を工夫しながら、可能な限り、

学校行事や部活動等も含めた学校教育活動を継続し、児童生徒の健やかな学びを保障

していくことが重要である。 

また、学校は学習機会と学力を保障する役割のみならず、全人的な発達・成長を保障

する役割や居場所・セーフティネットとして身体的、精神的な健康を保障するという役

割をも担っている。 

一方、感染状況が厳しい状態が続く場合には、保護者や地域の方々などから、感染不

安などを理由として学校の臨時休業を求める声もある。こうした中でも、臨時休業につ

いては、児童生徒の学びの保障や心身への影響、保護者の負担等の観点も考慮する必要

がある。 

地域一斉の臨時休業については、児童生徒の学びの保障や心身への影響、医療従事者

をはじめとした幼児児童の保護者の就労への影響等の観点を考慮し、慎重に検討する

必要がある。なお、学校の臨時休業は、地域の感染状況を踏まえて、学校設置者が、学

校の 状況を見て機動的に判断するものであるが、学校全体の臨時休業とする前に、児

童 生徒等の発達段階等を踏まえ、例えば時差登校や分散登校、オンライン学習等の可

能性を積極的に検討し、学びの継続に取り組むことが重要である。また、特に配慮を要

する児童生徒など一部の者については登校させる対応、進路の指導の配慮が必要な最

終学年や教師による対面での学習支援が特に求められる小学校第１学年など特定の学

年のみ登校させる方法、同一の学校設置者においても社会経済的事情その他の学校・地

域の特性を踏まえて個別の対応を行う方法等の工夫について検討する必要がある。 
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（１）臨時休業を講ずる基準 

＊学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル Ver８より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 55 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 56 -



２ 県立学校におけるＩＣＴ環境整備 

１ ＩＣＴ環境整備 

（１）令和２年度 

① 県立学校のすべてのホームルーム教室、特別教室６教室程度、職員室等に

校内無線ＬＡＮを整備。 

② 学校からのインターネット接続回線を高速大容量化。 

③ 県立中学校、県立特別支援学校（小学部・中学部）には児童生徒１人１台

の端末を整備。 

④ タブレットを県立高等学校に８０台ずつ、県立特別支援学校（高等部）に

少なくとも１６台ずつ整備。 

⑤ 県立学校には、大型提示装置（移動式プロジェクター）と移動式スクリー

ン、タブレットのセットを３組ずつ整備。県立特別支援学校には、加えて実

物投影機を３台ずつ整備。 

⑥ Web カメラ、マイク、モバイルルータ、障害のある児童生徒のための入出

力支援装置を整備。 

（２）令和３年度 

① 県立学校のすべてのホームルーム教室、特別教室３教室程度に大型提示装

置を整備。県立特別支援学校には、加えて実物投影機を整備。 

（３）令和４年度 

① 令和４年度入学生から学年進行で１人１台端末環境を保護者負担で導入。 

② 県立学校すべてに授業支援ソフトを導入。 

③ 今後、これらのＩＣＴ環境を通常の授業で積極的に活用するものとする。

また、オンラインによる授業においても活用するものとする。 

 

２ オンラインによる授業に係る研究 

（１）新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大に備え、各学校においてオンラ

インによる授業の実施に向けた研修に取り組むものとする。 
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  資料 ガイドライン追加日 追加資料 文書名 発出日 発出元 

資料１ R4.5.27 「新型コロナウイルス感染症の基本

的対処方針」の変更等について 

R４.５.２３事務連絡 文部科学省初等中等教育

局健康教育・食育課 

資料２ 

 

R4.5.27 学校生活における児童生徒のマス

クの着用について 

R４.５.２４事務連絡 文部科学省初等中等教育

局健康教育・食育課 

資料３ R4.5.27 マスク着用に関するリーフレット R４.５.２５事務連絡 文部科学省初等中等教育

局健康教育・食育課 

資料４ R4.5.27 着けてよし！外してよし！みんな

よし！リーフレット 

R４.５.２６日付滋感対

第５５４号 

滋賀県健康医療福祉部感

染症対策課 

資料５ 

 

R4.6.24 夏季におけるマスクの着用につい

て 

R4.6.10事務連絡 文部科学省初等中等教育

局健康教育・食育課 

資料６ 

 

R4.6.24 夏季におけるマスクの着用に関す

るリーフレット 

R4.6.23事務連絡 滋賀県教育委員会事務局

保健体育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

別添資料 



1 

 

 

 

 

 

事 務 連 絡 

令和４年５月 23日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課 

各都道府県教育委員会専修学校主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課  

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等 

について 

 

 

このたび、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（以下「対

処方針」という。）」が変更されましたので、お知らせします。 

新たな対処方針における学校の取扱いに係る記載は下記のとおりであり、特に、マス

ク着用に関する考え方については、これまでも、「学校における新型コロナウイルス感染

症に関する衛生管理マニュアル」において示しているところですが、改めて御参考いた

だくようお願いいたします。 

なお、学校生活におけるマスクの着用に関する考え方については、留意事項を含め追

って御連絡いたします。 

 

都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校（高等課程を置く専修

学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市（指定都市を除く。）

区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等

を通じて、その設置する学校に対して、国公立大学法人担当課におかれてはその設置す

る附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれてはその設置する学校

に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）第 12条第１項の認定を受け

た地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対

５月 23 日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変

更されましたので、お知らせします。学校関係の記載については、マスク

着用の考え方等が改めて追記されましたのでお知らせします。なお、学校

におけるマスク着用の考え方については、現在の学校衛生管理マニュア

ルに示す内容から変更ありません。 

Administrator
写

Administrator
資料１



2 

して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては所管の認定こども

園及び域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町村認定こども園主管課に対して、厚

生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれては所管の高等課程を置く専修学

校に対して本件を周知されるようにお願いします。 

 

 

記 

 

 

 新たな新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針について 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_040523.pdf 

 

（関連する記載の抜粋）※変更箇所について、追記部分には下線を引き、削除部分には

取り消し線を引いています。 

 

一  新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

（６）オミクロン株の発生と感染拡大 

 （略）オミクロン株の濃厚接触者の待機期間について、これまでに得られた科学的知

見に基づき、順次短くしている。 

 

二  新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 

（４）感染防止策 

（略）基本的な感染対策とは、「三つの密」（①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、

②密集場所（多くの人が密集している）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら手が届く

距離での会話や発声が行われる）という３つの条件をいう。以下同じ。）の回避、「人

と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等をいう。 

「マスクの着用」については、屋内において、他者と身体的距離（２m以上を目安）

がとれない場合、他者と距離がとれるが会話を行う場合、屋外において他者と距離が

とれず会話を行う場合は、マスクの着用を推奨する。また、高齢者等との面会時や病

院内など、重症化リスクの高い者と接する場合にはマスクの着用を推奨する。マスク

は不織布マスクを推奨する。なお、屋内において他者と身体的距離がとれて会話をほ

とんど行わない場合は、マスク着用は必要ない。屋外において、他者と身体的距離が

確保できる場合、他者と距離がとれない場合であっても会話をほとんど行わない場合

は、マスクの着用は必要なく、特に夏場については、熱中症予防の観点から、マスク

を外すことを推奨する。また、乳幼児(小学校に上がる前の年齢)のマスクの着用には

注意が必要であり、特に２歳未満では推奨されない。２歳以上の就学前の子どもにつ

いても、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的

距離にかかわらず、マスク着用を一律には推奨しない。なお、本人の体調がすぐれず

持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理に着用する必要はなく、マスクを着用す

る場合は、保護者や周りの大人が子どもの体調に十分注意した上で着用すること。 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_040523.pdf
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（５）オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策 

２）学校等 

・  「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等

を踏まえた対応を基本としつつ、特に感染リスクが高い教育活動については、

同マニュアル上のレベルにとらわれず、基本的には実施を控える、又は感染が

拡大していない地域では慎重に実施を検討するといった対応を行う。 

・  また、同マニュアル等を踏まえた対応を基本としつつ、身体的距離が十分に

確保できないときは、児童生徒にマスクの着用を指導する。その上で、地域の

実情に応じつつ、十分な身体的距離が確保できる場合や体育の授業ではマスク

の着用は必要ないこと、気温・湿度や暑さ指数が高い夏場においては熱中症対

策を優先し、マスクを外すこと等を指導する。加えて、運動部活動でのマスク

の着用については、体育の授業における取扱いに準じつつ、接触を伴うものを

はじめ活動の実施に当たっては、各競技団体が作成するガイドライン等も踏ま

えて対応するとともに、練習場所や更衣室等、食事や集団での移動に当たって

は、マスクの着用を含めた感染対策を徹底する。 

・  学齢期の子どもがいる医療従事者等の負担等の家庭・地域の社会経済的事情

等を考慮し、学校全体の臨時休業とする前に、地方公共団体や学校設置者の判

断により、児童生徒等の発達段階等を踏まえた時差登校や分散登校、オンライ

ン学習を組み合わせたハイブリッドな学習形態を実施する。また、学校の臨時

休業は、感染状況を踏まえ、学校設置者の判断で機動的に行い得るものである

が、感染者が発生していない学校全体の臨時休業については、児童生徒等の学

びの保障や心身への影響等を踏まえ、慎重に検討する。 

・ 地域の実情に応じ、感染者が発生した場合の早期の幅広い検査の実施、発熱

等の症状がある教職員や児童生徒等の出勤、登校等の自粛の休暇取得の徹底や、

教職員に対する早期のワクチンの３回目接種等を行う。 

・ 感染が拡大している又は高止まりしている地域において、学校等でクラスタ

ーが多発する場合には、地域の実情に応じ、教職員に対する検査の頻回実施、

部活動等における感染リスクの高い活動の制限を行う。 

・  なお、大学等においても適切に対応する。 

３）保育所、認定こども園等  

・ ２歳未満児のマスク着用は奨めない。  

２歳以上児についても、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があるこ

とから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めない。  

なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、可能な範囲で、マス

クの着用を求めることは考えらえる。 

マスクを着用する場合には、息苦しくないか､嘔吐していないかなどの子ど

もの体調変化に十分注意するほか、本人の調子が悪い場合などは無理して着用

させずに外させること。さらに、児童や保護者の意図に反してマスクの着用を

実質的に無理強いすることにならないよう、現場に対して留意点を丁寧に周知

し、適切な運用につなげる。 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 
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（２）ワクチン接種 

  ④  ３回目接種については、２回目接種完了から５８か月以上経過した方に順次、

接種することとし、引き続き、着実な接種を進める。を原則としていたが、感染

防止に万全を期する観点から、まずは、重症化リスクが高い高齢者などの方々の

接種間隔を前倒しするとともに、接種を加速化し、並行して、予約に空きがあれ

ば、できるだけ多くの一般の方にも更に接種間隔を前倒して接種する。 

併せて、一般の方への接種を実施するに当たって、各自治体の判断により、教

職員、保育士、警察官、消防職員など、地域における社会機能を維持するために

必要な事業の従事者等に対して優先的に３回目接種をするような取組も進める。 

３回目接種に使用するワクチンについては、１回目・２回目に用いたワクチン

の種類にかかわらず、ｍRNA ワクチンを用いる。 

また、引き続き１回目・２回目未接種者に対する接種機会を確保し、接種を促

進する。これらの接種に使用するワクチンについて、安定的な供給を行う。 

 

（３）サーベイランス・情報収集 

⑤ 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、地域の感染状況や保健所

の実施体制等に応じて、積極的疫学調査を実施し、個々の濃厚接触者を把握し、

健康観察、外出自粛の要請等を行うとともに、感染拡大の規模を適確に把握し、

適切な感染対策を行うことを原則としつつ、オミクロン株の特徴（潜伏期間と

発症期間が短い）や感染拡大の状況を踏まえ、地域の実情に応じ、保健所等に

よる積極的疫学調査については、医療機関や高齢者施設等、特に重症化リスク

が高い方々が入院・入所している施設における感染事例に集中化する。 

  このような状況においては、国民ひとりひとりが基本的な感染対策を徹底す

ることが重要である。特に、症状がある場合などには、保健所等による濃厚接

触者の特定等を待つことなく、出勤、登校等の自粛を含めた感染対策を自主的

に講じることが重要である。 

その上で、積極的疫学調査の実施及び濃厚接触者の特定について、保健所等

による対応が可能な自治体においては、引き続き、幅広く行うこととしつつ、

オミクロン株が主流の間は、濃厚接触者の感染リスクが低い事業所等において、

保健所等による濃厚接触者の特定を行わない場合は、出勤については一律に制

限を行わず、感染者と接触があった者に対して、重症化リスクの高い方との接

触や感染リスクの高い場所への外出を控えることを促す等、状況に応じた自主

的な感染対策の徹底を求める。一方で、重症化リスクの高い方が入院・入所し

ている医療機関や高齢者施設等について、当該施設等からの報告等に基づき、

濃厚接触者の特定を含めた積極的疫学調査を集中的に実施し、行動制限を求め

る。また、感染するリスクの高い家庭内の濃厚接触者についても、保健所等に

よる特定・行動制限を実施する。 

⑥ オミクロン株の濃厚接触者の待機期間について、これまでに得られた科学的

知見に基づき、14日から 10日に、さらに 10日から７日に短くしているが、家

庭内で感染があった場合を含め、２日にわたる検査が陰性であった場合に、５

日目に待機を解除する取扱いを実施できることとする。加えて、医療機関、高

齢者施設等や保育所、幼稚園、小学校等の従事者について、一定の要件の下、

毎日検査による業務従事を可能とする。 
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（４）検査 

   ② （略）緊急事態措置区域や重点措置区域においては、保健所の判断を待たず

に、医師による陽性者の同居家族等への検査を促進する。これらの区域に指定

された特定都道府県等は、集中的実施計画を策定し、感染多数地域の高齢者施

設、保育所、幼稚園、小学校等の従業者等に対する検査の頻回実施を行う。ま

た、感染が収束傾向にある地域であっても、地域の実情に応じ、感染者が発生

した場合に早期の幅広い検査を実施する。 

 

（５）まん延防止 

５）学校等の取扱い 

① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求めるので

はなく、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚園、小学

校、中学校、高等学校等については、子供の健やかな学びの保障や心身への影

響の観点から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マ

ニュアル」等を踏まえた対応を要請する。健康観察表や健康観察アプリなども

活用しながら、教職員及び児童生徒等の健康観察を徹底するよう要請する。ま

た、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による

学修機会の確保の両立に向けて適切に対応することを要請する（緊急事態措置

区域においては、大学等の感染対策の徹底とともに、遠隔授業もより一層活用

した学修者本位の授業の効果的な実施による学生等の学修機会の確保を図る）。

部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会等については、

学生等への注意喚起の徹底（緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、

部活動や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛（ただし、対

象者全員検査の実施等により、部活動や課外活動における感染リスクの高い活

動について可能とする。））を要請する。特に、発熱等の症状がある学生等が登

校や活動参加を控えるよう周知徹底を図る。また、大学、高等学校等における

軽症状者に対する抗原定性検査キット等の活用（部活動、各種全国大会前での

健康チェック等における活用を含む。）や、中学校、小学校、幼稚園等の教職員

や速やかな帰宅が困難であるなどの事情のある児童生徒（小学校４年生以上）

への抗原定性検査キットの活用を奨励する。また、教職員や受験生へのワクチ

ン接種が進むよう、大学拠点接種を実施する大学に対し、地域の教育委員会や

学校法人が大学拠点接種会場での接種を希望する場合の積極的な協力を依頼

するとともに、地方公共団体に対し、大規模接種会場の運営に当たり、教育委

員会や私学担当部局がワクチン担当部局と連携し、希望する教職員や受験生へ

のワクチン接種が進むよう取組を行うなどの配慮を依頼する。大学入試、高校

入試等については、実施者において、感染防止策や追検査等による受験機会の

確保に万全を期した上で、予定どおり実施する。 

② 都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策について指導する

とともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報について速やかに情報共

有を行うものとする。 
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(別添)事業の継続が求められる事業者 

５．その他 

・学校等については、児童生徒等や学生の学びの継続の観点等から、「学校における新型

コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、事業継続を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 
文部科学省 初等中等教育局 健康教育・食育課 

 ０３－５２５３－４１１１（内２９１８） 
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事 務 連 絡 

令和４年５月２４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

学校生活における児童生徒等のマスクの着用について 

 

 

先日５月 20 日に厚生労働省から別添「マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いに

ついて」が公表され、 

・ マスクの着用は引き続き基本的な感染対策であること 

・ 身体的距離が確保できないが、会話をほとんど行わない場合のマスク着用の考

え方を明確化すること 

・ 就学前の児童（２歳以上）のマスクの着用はオミクロン株対策以前の取扱いに

戻すこと 

等が示されました。また、昨日お知らせしたように令和４年５月 23 日には、それも踏

まえて、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（以下「基

本的対処方針」という。）が変更されたところです。 

 

これらを受けて、特にこれから夏季を迎えるに当たり、学校生活における児童生徒

等のマスクの着用について改めて御留意いただきたい点をまとめましたので、お知ら

せします。 

 

都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市（指定

都市を除く。）区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所

轄の学校法人等を通じて、その設置する学校に対して、国公立大学法人担当課におか

れてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれて

はその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）第 12条

第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課  

各都道府県教育委員会専修学校主管課 

各都道府県私立学校主管部課 
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

各文部科学大臣所轄学校法人担当課 

構造改革特別区域法第 12条第１項の認定を受けた 

各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

厚生労働省「マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」及

び「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を踏ま

え、学校生活における児童生徒等のマスクの着用について改めて御留意

いただきたい点をまとめましたので、お知らせします。 

Administrator
写

Administrator
資料２
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置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれ

ては所轄の認定こども園及び域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町村認定こど

も園主管課に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれては所

管の高等課程を置く専修学校に対して、本件を周知されるようお願いします。 

 

 

 

記 

 

 

１．学校生活においてマスクの着用が不要な場面について 

 

（１）基本的考え方 

今般の基本的対処方針の変更後においても、基本的な感染対策の重要性は変わる

ものではなく、引き続き、地域の実情に応じた基本的な感染対策（「三つの密」の回

避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等）

を徹底していく必要があります。 

 

児童生徒等のマスクの着用に関し、文部科学省においては、これまで、「学校にお

ける新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」（以下「学校衛生管理

マニュアル」という。）等を作成し、それらの中で、学校教育活動において、身体的

距離が十分とれないときはマスクを着用するべきとしつつ、マスクの着用が必要な

い場面として、 

・ 十分な身体的距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ありません。 

・ 気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い日には、熱中症などの健康被害が発生す

るおそれがあるため、マスクを外してください。 

・ 体育の授業においては、マスクの着用は必要ありません。ただし、十分な身体

的距離がとれない状況で、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリス

クがない場合には、マスクを着用しましょう。 

等としてきたところです。 

 

一方で、上記のように、感染対策は、地域の実情に応じて実施していくことが重

要であるものの、学校現場において、様々な理由から、マスクの着用が不要である

と示した場面において慎重な取扱いを行う場合に、児童生徒等や保護者に対して必

ずしも十分な説明が行われていないと思われるケースも見受けられます。また、こ

れから気温・湿度や暑さ指数が高くなる中で、児童生徒等がマスクを着用すること

で、熱中症のリスクが高まるおそれもあります。 

 

このため、厚生労働省の「マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」

及び今般の基本的対処方針の変更等も踏まえ、これまで学校衛生管理マニュアル等

に示してきたもののうち、学校生活における児童生徒等のマスクの着用について改
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めて御留意いただきたい事項をお知らせしますので、児童生徒等に対する指導や説

明の参考としてください。 

なお、これらの事項は、これから夏季を迎える中で、児童生徒等のマスクの着用

に関し、特に注意すべき点をお知らせするものであり、現在の学校衛生管理マニュ

アルの記載及びその取扱いを変更する趣旨のものではありませんので、その旨御留

意ください。 

 

（２）マスクの着用が不要な場面及びそれに際した留意事項 

厚生労働省の「マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」及び基本的

対処方針も踏まえ、特にこれから夏季を迎えるに当たって、学校生活においてマス

クの着用が不要な場面の例として考えられるものを以下にお示しします。 

いずれも、現在の学校衛生管理マニュアル等の記載をより具体の場面に即して明

確化したものであり、実際の運用に当たっては、地域の実情に応じたものとしつつ、

学校衛生管理マニュアルの他の記載や関係の通知・事務連絡等も併せて御参照いた

だくようお願いします。 

なお、これらの例は、記載する場面において児童生徒等のマスクの着用を禁止す

る趣旨ではないことから、熱中症対策を講じた上で、様々な理由からマスクの着用

を希望する児童生徒等に対しても適切な配慮が必要です。 

 

○ 屋外の運動場に限らず、プールや屋内の体育館等を含め、体育の授業の際には、

マスクの着用は必要ありません。 

その際、地域の感染状況等を踏まえつつ、児童生徒の間隔を十分に確保する、

屋内で実施する場合には、呼気が激しくなるような運動を行うことは避ける、こ

まめに換気を行う等に御留意ください。  （学校衛生管理マニュアルｐ40～） 

 

○ 運動部活動についても、体育の授業に準じつつ、近距離で組み合ったり接触し

たりする運動をはじめ活動の実施に当たっては、各競技団体が作成するガイドラ

イン等も踏まえて対応することが重要です。 

特に以下に記載するような場面においては、マスクの着用を含めた感染対策を

徹底することが必要です。 

・ 活動の実施中以外の練習場所や部室、更衣室、ロッカールーム等の共有エリ

アの利用時 

・ 部活動前後での集団での飲食や移動時 

・ 大会等の参加に当たっては、大会中はもとより、会場への移動時や会食・宿

泊時、会場での更衣室や控え室、休憩スペース、会議室、洗面所等の利用時、

開会式、抽選会、表彰式等の出席時、応援時 

・ 寮や寄宿舎における集団生活時 等 

また、感染対策を顧問の教師や部活動指導員等に委ねることなく、学校の管理

職や設置者が顧問等から活動計画書等を提出させ、内容を確認して実施の可否を

判断するなど、責任を持って感染対策に取り組むことが求められます。 

（学校衛生管理マニュアルｐ53～） 
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（※）スポーツ関係の新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドラインについて 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00

021.html 

 

○ 熱中症リスクが高い夏場においては、登下校時にマスクを外すよう指導するな

ど、熱中症対策を優先し、マスクの着用は必要ありません。 

特に小学生など、自分でマスクを外してよいかどうか判断が難しい年齢の子供

へは、登下校時には屋外でマスクを外すよう、積極的に声をかけるなどの指導が

必要です。その際、人と十分な距離を確保し、会話を控えることについても併せ

て指導してください。なお、公共交通機関を利用する場合には、マスクを着用す

るなどの感染対策が必要です。      （学校衛生管理マニュアルｐ58～） 

 

○ このほか、休憩時間における運動遊びや屋外で会話をほとんど行わないことが

想定される教育活動等においても、別添「マスク着用の考え方及び就学前児の取

扱いについて（令和４年５月20日厚生労働省）」の「１．マスク着用の考え方」

に基づく取扱いとしてください。 

 

 

２．幼稚園における感染症対策について 

 

幼児のマスクの着用については、これまでも無理して着用させる必要はないこと

としておりましたが、今般の基本的対処方針の変更において、２歳以上の小学校就

学前の幼児には、マスクの着用を一律には求めず、無理に着用させないとされたこ

とも踏まえ、幼稚園においても、同様の対応であることについて改めて周知いたし

ます。 

その際、学校衛生管理マニュアル第５章にもあるとおり、幼児一人一人の発達の

状況を踏まえ、幼児の体調に十分配慮した対応を取るとともに、幼稚園における感

染症対策に留意した遊びの工夫や、幼児の発達を踏まえた衛生管理の工夫等を集め

た事例集（※）を参考にするなどし、感染症対策を行うことが必要です。 

なお、幼稚園においても、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、可能

な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられますが、園のマスクの着用の考え

方については、保護者等の理解を得られるよう適切に対処するようお願いします。 

（※）幼稚園等再開後の取組事例集 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00456.html 

 
＜本件連絡先＞ 
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 
 
○下記以外の保健指導・衛生管理に関すること 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 
○体育の授業に関すること 

スポーツ庁 政策課企画調整室（内２６７４） 
○運動部活動に関すること 

スポーツ庁 地域スポーツ課（内３９５３） 
○幼稚園に関すること 

初等中等教育局 幼児教育課（内３１３６） 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00456.html


 アドバイザリーボードで示された専門家の考え方（5/19）も踏まえ、以下のように対応する。

基本的な感染対策としてのマスク着用の位置づけは変更しない

身体的距離が確保できないが、会話をほとんど行わない場合のマスク着用の考え方を明確化

就学前の児童（２歳以上）のマスク着用について、オミクロン株対策以前の取扱いに戻す

 引き続き、マスク着用を含めた基本的な感染対策（手指衛生や換気など）を徹底していただくととも
に、こうしたマスク着用に関する考え方は、リーフレット等を作成し、丁寧に周知・広報を行う。

マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて

身体的距離（※）が確保できる
※２ｍ以上を目安

身体的距離が確保できない

屋 内（注） 屋 外 屋 内（注） 屋 外

会話を行う
着用を推奨する

（十分な換気など感染防止
対策を講じている場合は

外すことも可）

着用の必要はない 着用を推奨する 着用を推奨する

会話をほとんど
行わない

着用の必要はない 着用の必要はない 着用を推奨する 着用の必要はない

※夏場については、熱中症防止の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨。

※お年寄りと会う時や病院に行く時などハイリスク者と接する場合にはマスクを着用する。

１．マスク着用の考え方

○ ２歳未満（乳幼児）は、引き続き、マスク着用は奨めない。

○ ２歳以上は、以下のとおり、オミクロン株対策以前の新型コロナウイルス対策の取扱いに戻す。

｢保育所等では、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にか
かわらず、マスク着用を一律には求めない。なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、
施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられる」

（注）２歳以上については、本年２月の基本的対処方針の改訂時に、オミクロン株の特徴を踏まえた対応とし「保育所等では、発育状況
等からマスクの着⽤が無理なく可能と判断される児童については、可能な範囲で、⼀時的に、マスク着⽤を奨める」としていた。

2．小学校就学前の児童のマスク着用について

事例①
・ランニングなど離れて行う運動
・鬼ごっこなど密にならない外遊び

事例②
・徒歩での通勤など、屋外で人とすれ違うような場合

事例③
・通勤電車の中

事例①

事例②

（注）外気の流入が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など

事例③
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事 務 連 絡 

令和４年５月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

マスクの着用に関するリーフレットについて 

 

 児童生徒等のマスクの着用については、昨日発出した「学校生活における児童生徒

等のマスクの着用について」（令和４年５月 24日文部科学省初等中等教育局健康教育・

食育課事務連絡）においてお示ししたところですが、このたび、厚生労働省と連携し、

別添のとおりマスク着用の考え方について周知するためのリーフレットを作成しまし

たので、お知らせいたします。 

 

都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市（指定

都市を除く。）区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所

轄の学校法人等を通じて、その設置する学校に対して、国公立大学法人担当課におか

れてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれて

はその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）第 12条

第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設

置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれ

ては所轄の認定こども園及び域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町村認定こど

も園主管課に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれては所

管の高等課程を置く専修学校に対して、本件を周知されるようお願いします。 

 

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課  

各都道府県教育委員会専修学校主管課 

各都道府県私立学校主管部課 
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

各文部科学大臣所轄学校法人担当課 

構造改革特別区域法第 12条第１項の認定を受けた 

各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

厚生労働省と連携し、マスク着用の考え方について周知するためのリ

ーフレットを作成しましたので、お知らせいたします。 

＜本件連絡先＞ 
初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 

Administrator
写

Administrator
資料３



子どものマスク着用について
人との距離（2ｍ以上を目安）が確保できる場合
においては、マスクを着用する必要はありません。
また、就学前のお子さんについては、
マスク着用を一律には求めていません。

新型コロナウイルス
感染症予防のために
（厚生労働省HP）

就学児について

就学前児について

・人との距離が確保できる場合
・人との距離が確保できなくても、
会話をほとんど行わないような場合

＜例＞離れて行う運動や移動、

鬼ごっこなど密にならない外遊び

＜例＞屋外で行う教育活動（自然観察・写生活動等）

・人との距離が確保でき、
会話をほとんど行わないような場合

＜例＞個人で行う読書や調べたり考えたりする学習

屋外

学校生活 屋外の運動場に限らず、
プールや屋内の体育館等を含め、体育の授業や運動部活動、登下校の際
※運動部活動において接触を伴う活動を行う場合には、各競技団体が作成するガイドライン等を確認しましょう

※活動中以外の練習場所や更衣室等、食事や集団での移動を行う場合は、状況に応じて、マスク着用を含めた感染対策を徹

底しましょう

マスクの着用は推奨しません。

他者との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めて

いません。マスクを着用する場合は、保護者や周りの

大人が子どもの体調に十分注意した上で着用しましょう。

2歳未満

2歳以上の就学前の子ども

▶夏場は、熱中症防止の観点から、マスクが必要ない場面では、

マスクを外すことを推奨します。

▶ マスクを着用しない場合であっても引き続き、手洗い、

「密」の回避等の基本的な感染対策を継続しましょう。

※その他地域の状況に応じて、講じられている対策がある場合、それを踏まえ対応をお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策

目安
2m
以上

保育所・認定こども園・幼稚園等の

高齢の方と会う時や病院に行く時は、マスクを着用しましょう。

マスク着用の必要がない場面

屋内

（小学校から高校段階）

新型コロナウイルスに関連した感

染症対策に関する対応について：

幼小中高・特別支援学校に関する情報

（文部科学省HP）



 

 

 

 

 

これからの新しいマスクとのお付き合い 

屋外において 

他の方と十分な 

距離が取れる時 

外出時に屋外で 

すれ違う程度 

2ｍ程度 

熱中症予防のためにも過剰なマスク着用は控えましょう 

県民みんなでお互いを尊重しながら暮らしましょう 

WITH マスク 着けてよし!外してよし!みんなよし!! 

風邪症状のある時 

風邪症状のある人

と接する時 
濃厚接触者に 

該当する時 

屋外であってもイベント 

など大人数の時 

滋賀県 

対面で 

会話をする時 

屋内において 

２ｍ程度の距離があり 

かつ、会話がない時 

未就学児 

（屋内外問わず） 

2ｍ程度 

運動時 

（屋内外問わず） 

マスクが 

不要な場面 

換気が悪い場所 

引き続き 

マスクが 

必要な場面 

※接触を伴う運動の場合は、各競技団体が

作成するガイドライン等を確認してください。 

※２歳以上の子どもの着用は一律には求めませんが、保護者や 

周囲の大人が子どもの体調に十分注意した上で着用しましょう。 

※詳細につきましては、厚生労働省ならび文部科学省のホームページをご覧ください 

Administrator
資料４
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事 務 連 絡 

令和４年６月１０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

 

夏季における児童生徒のマスクの着用について 

 

 

夏季における児童生徒のマスクの着用については、令和４年５月 24 日付けの事務連

絡（以下「前回事務連絡」という。）により留意事項等をお知らせし、その考え方の理

解促進に向けて厚生労働省と協力してリーフレットを作成するとともに、Ｑ＆Ａを文

部科学省ＨＰに掲載する等を行っているところです。 

一方で、最近、熱中症により多くの生徒が救急搬送される事案が複数件確認されて

おり、今後更に気温や湿度、暑さ指数が高くなることが見込まれる中で非常に憂慮す

べき事態となっております。 

 

このため、これらの事案や関連する指摘等を踏まえ、特に熱中症のリスクが高くな

る夏季におけるマスクの着用の考え方について、改めてお知らせしますので、これら

を参考に各地域や学校における対応方針を再確認いただくようお願いします。 

 

 

 

記 

 

○ 基本的な感染対策として、引き続き、地域の実情に応じて、「三つの密」の回避、

「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等を

徹底していく必要があります。 

 

各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課 

各都道府県教育委員会専修学校主管課 

各都道府県私立学校主管部課 
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 

各文部科学大臣所轄学校法人担当課 

構造改革特別区域法第 12条第１項の認定を受けた 

各地方公共団体の学校設置会社担当課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 

「学校生活における児童生徒等のマスクの着用について」（令和４年５

月 24 日付け事務連絡）においてお示しした「マスクの着用が不要な場

面及びそれに際した留意事項」について、最近の熱中症事案等を踏まえ

て再周知いたします。 
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○ 併せて、気温・湿度や暑さ指数が高くなる中で児童生徒がマスクを着用すること

で、熱中症のリスクが更に高まるおそれがあることから、マスクの着用が不要な場

面及びそれに際した留意事項について前回事務連絡で示したところであり、そのポ

イントは以下のとおりとなりますので、改めて御確認の上、適切に御対応ください。 
 
・ 各学校においては、熱中症が命に関わる重大な問題であることを認識した上で、

リーフレット等も活用しながら、児童生徒に対してその危険性を適切に指導する

とともに、保護者等に対しても理解・協力を求めること 
 
・ マスクの着用が不要な場面の例として、体育の授業、運動部活動の活動中、登

下校時を取り上げており、これらの場面においては、特に熱中症のリスクが高い

ことが想定されることから、熱中症対策を優先し、児童生徒に対してマスクを外

すよう指導すること 
 
・ その上で、できるだけ距離を空ける、近距離での会話を控えるといったことを

はじめ、屋内の体育館等の場合には常時換気など換気を徹底する、運動部活動に

ついては各競技団体が作成するガイドライン等を踏まえた取組を行うなどの工夫

を検討し、必要な対応を取ること 

 

○ なお、様々な理由からマスクの着用を希望する児童生徒に対しても適切な配慮が

必要となりますが、その場合にも、熱中症対策を適切に講じることが不可欠となり

ます。 

 

 

都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市（指定

都市を除く。）区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所

轄の学校法人等を通じて、その設置する学校に対して、国公立大学法人担当課におか

れてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれて

はその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）第 12条

第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設

置会社及び学校に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれて

は所管の高等課程を置く専修学校に対して、本件を周知されるようお願いします。 

 

【参考資料】 

・「学校生活における児童生徒等のマスクの着用について」（令和４年５月24日付け

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡） 

https://www.mext.go.jp/content/20220525-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf 

 

・「マスクの着用に関するリーフレットについて」（令和４年５月25日付け文部科学

省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡） 

https://www.mext.go.jp/content/20220525-mxt_kouhou01-000004520_02.pdf 

 

 ＜本件連絡先＞ 
文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

初等中等教育局 健康教育・食育課（内２９１８） 

https://www.mext.go.jp/content/20220525-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20220525-mxt_kouhou01-000004520_02.pdf


 

 

 

子どものマスク着用について 

 

暑さ対策もしっかり！ 

マスクをはずすとき

は換気や人との距離

をとることも大切！ 

運動部活動  

登下校 

ぐっすり睡眠 しっかり朝食で 

日ごろからの健康管理も大切！ 

 

 

 

 

 

 

汗ふきタオル・水分・帽子はとても大

切！汗をかいた後はクールダウンも！ 

はずして

よし！ 

そなえて

よし！ 

こちらも参考に  

● 独立行政法人日本スポーツ振興センター熱中症かも？と思ったら熱中症対応フロー   

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/pdf/card/R2/R2_7_3.pdf 

● 環境省 暑さ指数 【滋賀県】 →確認したい地域を選んで事前の対策を！ 

https://www.wbgt.env.go.jp/graph_ref_td.php?region=07&prefecture=60&point=60216 

しっかり熱中症対策をして

元気に 夏を過ごそう！ 

人との距離（2m以上を目安）が確保できる

場合、マスクを着用する必要はありません 

体育の授業 

（屋内外問わず） 
 

熱中症予防のためにも過剰なマスク着用は控えよう！ 

「2025 わた SHIGA 輝く 

国スポ・障スポ  

マスコットキャラクター」 

「キャッフィー」「チャッフィー」 

滋賀県教育委員会   詳細につきましては厚生労働省・文部科学省 HPをご覧ください。 

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/kenko/pdf/card/R2/R2_7_3.pdf
https://www.wbgt.env.go.jp/graph_ref_td.php?region=07&prefecture=60&point=60216
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