
 

 

 

鳥取県市町村（学校組合）立学校用 

新型コロナウイルス感染症予防ガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県教育委員会 
 

令和３年 ６月２５日改訂版 

 

作   成  令和２年 ５月１２日 

第一次改訂  令和２年 ６月１８日 

第二次改訂  令和２年 ９月１１日 

第三次改訂  令和２年１０月２３日 

第四次改訂  令和２年１１月１３日 

第五次改訂  令和３年 １月２６日 

第六次改訂  令和３年 ３月１９日 

第七次改訂  令和３年 ５月２６日 



 



目 次 

 

本ガイドラインについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

感染症対策に関する考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

【令和３年６月２５日ガイドライン】 

１ 基本的な感染症対策の実施［新規及び更新］ ・・・・・・・・・・・・・ ７ 

２ 教育課程に関すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

（１）感染症対策に留意した各教科等の指導 

（２）児童会・生徒会活動 

（３）学校行事 

（４）学校給食及び昼食 

（５）休憩時間 

（６）部活動 

（７）生徒指導等 

（８）清掃活動 

３ 学習指導に関すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

（１）具体的な活動場面ごとの感染症予防対策について 

（２）学校において合唱等のリスクの高い活動を行う場合 

（３）高等学校入学者選抜等の実施における感染症対策 

４ 出席停止について［新規］ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

（１）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について 

（２）感染症の予防上、保護者が児童生徒を出席させなかった場合について 

（３）児童生徒に発熱がある場合の出欠について 

（４）児童生徒が新型コロナウイルスのワクチン接種をする場合の出欠の取扱い［新規］ 
（５）副反応が出た場合の児童生徒の出欠の取扱い［新規］ 

５ 心のケア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

６ 感染者、濃厚接触者及びワクチン接種を受けていない人等に対する偏見、差別 

及びいじめへの対処と個人情報の保護について［新規］ ・・・・・・・・１５ 

７ 電子メディア機器の利用に関する注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・１６ 

８ 教職員の勤務・服務・県外出張等の取扱いに関すること［更新］ ・・・・１６ 

９ 放課後児童クラブについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

10 転入児童生徒への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

11 学校施設について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

12 家庭での過ごし方に関する保護者への啓発について ・・・・・・・・・・１８ 

13 感染者及び濃厚接触者が確認された場合の対応について［更新］ ・・・ １９ 

14 臨時休業や分散登校時における「学びの保障」について ・・・・・・・・２６ 

15 臨時休業後の学校再開に向けた学校の取組について ・・・・・・・・・・２６ 

16 教育実習の実施に当たっての留意事項について［更新］ ・・・・・・・・２７ 



【鳥取型「新しい学校生活様式」】 

～新型コロナウイルス感染症予防のため～ 

鳥取型「新しい学校生活様式」を実践！（令和２年５月２７日版） 

 

【参考資料】 

参考資料Ｒ３-１ 

 

参考資料Ｒ３-２ 

 

参考資料Ｒ３-３① 

 

参考資料Ｒ３-３② 

 

参考資料Ｒ３-３③ 

 

参考資料Ｒ３-４① 

 

参考資料Ｒ３-４② 

 

参考資料Ｒ３-４③ 

 

参考資料Ｒ３-５ 

参考資料Ｒ３-６ 

参考資料Ｒ３-７ 

 

参考資料Ｒ３-８ 

 

参考資料Ｒ３-９ 

 

参考資料Ｒ３-１０ 

 

参考資料Ｒ３-１１ 

参考資料Ｒ３-１２ 

参考資料Ｒ３-１３ 

参考資料Ｒ３-１４ 

参考資料Ｒ３-１５ 

新しい学校生活様式に対応した「主体的・対話的で深い学び」

の実現に向けた授業改善  

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（第４版） 

鳥取県運動部活動における新型コロナウイルス感染症対策ガイ

ドライン（令和３年５月２１日 Ver.９） 

大会への参加及び大会実施におけるガイドライン（令和３年５

月２４日版） 

鳥取県運動部活動における新型コロナウイルス感染症対策ガイ

ドラインに基づいたチェックリスト 
鳥取県文化部活動における新型コロナウイルス感染症対策ガイ

ドライン（令和３年５月２１日 Ver.９） 

大会（定期演奏会等の発表会を含む）への参加及び実施におけ

るガイドライン（令和３年５月２４日版） 

鳥取県文化部活動における新型コロナウイルス感染症対策ガイ

ドラインに基づいたチェックリスト 
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  

学校の水泳授業における感染症対策について 

令和３年度鳥取県立高等学校入学者選抜に係る新型コロナウイ

ルス感染症に対応した検査の実施等における追加事項について 
新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮および学習

教材の活用について  

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等に係る教職員の服務

の取扱いについて（市町村立学校） 

教職員・児童生徒に新型コロナウイルス感染症陽性者が判明し

た際の問い合わせ FAQ（鳥取市教育委員会） 

行動・接触者確認シート   

新型コロナウイルス感染症発生時の報告様式の変更について  

臨時休業中の「学びの保障」について                

遠隔授業実証実験について 

令和３年度における教育実習の受け入れ時の留意事項について 

 

【別添】〔フロー図〕学校における新型コロナウイルス感染症陽性者発生時の対応につい

て（児童生徒の場合） 



1 

 

～本ガイドラインについて～ 

 

全国において、４月２５日以降最大１０都道府県に対して発令されていた「緊急事態宣

言」が、６月２５日現在は１県に縮小され、１０都道府県に「まん延防止等重点措置」が

適用されているところです。 

本県においても、昨年度末から新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、県立高校

の運動部活動でもクラスターが発生するなど、県内各地で感染力の強い変異株が広がって

いたことから、全県に対して「新型コロナ警戒事態宣言」が発出されていましたが、徹底

した感染防止対策の結果、６月２５日現在、「新型コロナ感染増大警戒情報」及び「鳥取県

版新型コロナ警報」が解除されています。 

新型コロナウイルス感染症対策については、これまでも各学校において適切に対応して

いただいているところですが、引き続き、教職員・児童生徒の体調管理、正しいマスクの

着用、定期的な換気、行事等での距離の確保、こまめな手洗い、消毒など、緊張感を持っ

て、感染症対策の徹底に努めていくことが肝要です。 

また、感染者やその家族、医療従事者の方及びワクチン接種を受けていない人等に対し、

いわれのない差別や偏見、いじめなどを行うことは断じて許されません。 

ついては、鳥取県市町村（学校組合）立学校用新型コロナウイルス感染症予防ガイドラ

インを改訂しましたので、引き続き、児童生徒の生命や健康を保護し、安全性を確保した

上で教育活動を行うことができるよう、本ガイドラインを参考に、適切な対応を徹底して

いただきますようお願いします。 

なお、本ガイドラインの内容は、今後の感染状況等を踏まえながら、必要に応じて改訂・

追加する場合があることを御承知ください。 

令和３年６月２５日 

 

 

＜本ガイドラインの見方＞ 

今回の改訂にあたり、次のことに留意しています。 

○令和２年５月１２日に本ガイドラインを作成以降、状況に応じ随時加筆修正の上、改

訂版としていたものを恒久的な記載に修正し直した「令和３年度当初（３月１９日ガ

イドライン）」から、変更のあった部分について、今後［新規］［新規及び更新］［更新］

と赤字で表記していく。 

○恒久的な記載に修正し直していることから、このたびのガイドラインから、今までの

ように「〔例〕新型コロナ警報事態宣言（５月２６日ガイドライン）」とせず、「令和３

年５月２６日ガイドライン」と日付表記のみのガイドラインとする。 

○このたびの「令和３年６月２５日ガイドライン」も変更のあった部分について、［新規］

［新規及び更新］［更新］と赤字で表記している。 

○参考資料についても再度番号を打ち直したもの（令和３年度：Ｒ３）を添付している。 
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感染症対策に関する考え方 
 

学校において、以下４つの対策を講じることが重要である。 

・手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策の徹底 

・学校医や学校薬剤師等と連携した校内保健管理体制の整備 

・日頃の連絡体制の確認 

・集団感染のリスクが高い、以下の３つの条件（密閉、密集、密接）〔３つの「密」〕が同

時に重なることを徹底的に回避 

①密閉空間であり、換気が悪い 

②手の届く距離に多くの人がいる 

③近距離での会話や発声 

また、特定の地域におけるクラスター 

（患者集団）の発生状況や県内の患者の 

発生状況等によっては、一部又は全ての 

学校において休業措置を行う場合がある。 

 

※３つの「密」とは・・・ 

密閉空間（換気の悪い密閉空間等）、 

密集場所（多くの人が手の届く密集等）、 

密接場面（近距離での会話や発声等）のこと。 

「３密」と表現する場合もあります。 

これまでは、３つの「密」(密閉空間、密集場所、密接場面)が同時に重なるほど、クラ

スター（集団)発生のリスクが高くなると言われてきました。しかし、今、感染の広がって

いる変異株では、「密閉」「密集」「密接」のどれか一つの状況でも、感染が拡大した例もあ

り、「密閉」「密集」「密接」をそれぞれ徹底的に回避する必要があります。 

今後、学校においては、緊張感をもって、「密閉」「密集」「密接」それぞれを徹底的に

回避するなどの基本的な感染症対策を継続しながら、鳥取型「新しい学校生活様式」に基

づいた通常の教育活動（一斉登校、一斉授業等）を実施することが重要である。 

 

鳥取型「新しい学校生活様式」について 

○「新しい学校生活様式」とは、衛生管理の徹底が日常となること。 

・登校前の検温等、体調管理 

・児童生徒、教職員ともにマスク着用 

・手洗いや、ドアノブなど生徒が手を触れる箇所やボールなど共用物品の消毒 

・こまめな換気、近距離での会話及び「密閉」「密集」「密接」それぞれの徹底的回 

避 

 

【密閉】 

密閉空間であり 

換気が悪い 

 

 

【密集】 

手の届く距離に 

多くの人がいる 

 
 

【密接】 

近距離での 

会話や発声 
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文部科学省から「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』～（2020.5.22Ver.1）」が示され、その中の「『新しい生活様
式』を踏まえた学校の行動基準」（令和２年１２月３日時点更新）によると、令和３年６
月２５日現在、本県における感染レベルは「レベル１」に該当する。 

 
※地域の感染レベル「レベル１」は「ステージⅠ」を、「レベル２」は「ステージⅡ及びⅢ」を示す

ものである。「ステージⅢ及びⅣ」で「レベル３」になった場合は改めて通知等で周知する。 
 
この行動基準を参考としつつ、学校教育活動を継続しながら「新しい学校生活様式」へ

の円滑な移行と児童生徒及び教職員の行動変容の徹底を図っていくことが必要である。 
なお、放課後児童クラブでの外部指導者に起因する児童等の検査事案も複数あることか

ら、外部関係者への感染防止対策を特に強化していく必要がある。 
 

「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
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 

 

 
〔令和 2年 12月 3日付文部科学省「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』～ 

（2020.12.3Ver.5）」から抜粋〕 

収
束
局
面 

拡
大
局
面 
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レベル３：生活圏内の状況が「特定（警戒）都道府県」に相当する感染状況である地域 

レベル２：生活圏内の状況が、 

①「感染拡大注意都道府県」に相当する感染状況である地域 

②「感染観察都道府県」に相当する感染状況である地域のうち、感染経路が 

不明な感染者が過去に一定程度存在していたことなどにより当面の間注意 

を要する地域 

レベル１：生活圏内の状況が、感染観察都道府県に相当する感染状況である地域のうち、 

レベル２にあたらないもの（新規感染者が一定程度確認されるものの、感染 

拡大注意都道府県の基準には達していない。引き続き感染状況をモニタリン 

グしながら、「新しい生活様式」を徹底する地域） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔令和 2年 5月 22日付文部科学省「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』～

（2020.5.22Ver.1）」から抜粋〕 
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＜鳥取県新型コロナウイルス感染症対策行動計画（抜粋）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜鳥取県版「新型コロナ警報の見直し」（運用：２０２０年１０月１３日）＞ 
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＜「感染警戒地域の見直し」（２０２１年３月２１日）＞ 

 

＜「感染警戒地域」等（２０２１年６月２４日：更新）＞ 

感染流行厳重警戒地域（Ⅴ） 

１５.０人は政府の感染症対策分科会提言において、ステージⅢの判断目安とされているレベル 

東京都、山梨県、沖縄県 （３都県） 

※緊急事態措置実施区域（沖縄県） 

※まん延防止等重点措置実施区域（東京都） 

感染流行警戒地域（Ⅳ） 

各都道府県の直近１週間の新規感染者数が人口１０万人当たり１０.０人以上に該当する地域 

千葉県、神奈川県 福井県、高知県（４県） 

※まん延防止等重点措置実施区域（千葉県、神奈川県） 

感染注意地域（Ⅲ） 

各都道府県の直近１週間の新規感染者数が人口１０万人当たり５.０人以上に該当する地域 

北海道、栃木県、埼玉県、愛知県、大阪府、奈良県 （６道府県） 

※まん延防止等重点措置実施区域（北海道、埼玉県、愛知県、大阪府） 

感染留意地域（Ⅱ） 

各都道府県の直近１週間の新規感染者数が人口１０万人当たり２.０人以上に該当する地域 

岩手県、秋田県、福島県、茨城県、富山県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、 

滋賀県、京都府、兵庫県、広島県、福岡県、長崎県、熊本県 （１７府県） 

※まん延防止等重点措置実施区域（京都府、兵庫県、福岡県） 

感染散発地域（Ⅰ） 

各都道府県の直近１週間の新規感染者数を、鳥取県版新型コロナ警報の基準に当てはめ、警報

レベル（人口１０万人当たり２.０人未満）に該当する地域 

青森県、宮城県、山形県、群馬県、新潟県、和歌山県、島根県、岡山県、山口県、徳島県、 

香川県、愛媛県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県 （１６県） 

〔参考〕感染状況を踏まえた本県の区分：感染散発地域（Ⅰ） 
 
○各都道府県の感染者数を基に、原則、毎日感染を警戒する地域の見直しが行われているため、 

最新の情報は「鳥取県新型コロナウイルス感染症（COVID－19）特設サイト」を確認すること。 

（地域に変更がない場合は、更新は行われない。） 
鳥取県 新型コロナウイルス感染症（COVID－19）特設サイト 
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１ 基本的な感染症対策の実施［新規及び更新］ 

（１）「毎朝自宅で検温し、熱がある場合や体調不良時は登校させないこと」を徹底すること。また、

登校後にも健康観察に努め、体調不良の児童生徒がいる場合には、別室で休養させるなど、状況

に応じた対応を行うこと。このことは、教職員も同様であること。 

（２）手洗いの実践指導を行うとともに、咳エチケットとしてマスクの着用（正しいマスクの着用方

法）を指導すること。［更新］ 

【マスクの着用について】 

① 児童生徒の特性による感覚過敏等によりマスクの着用が難しい場合や、気温・湿度等により、

熱中症などの健康被害を発生する可能性が高いと判断した場合は、マスクの着用については柔

軟に対応すること。その際は、より一層の換気や児童生徒間等の十分な距離を保つなどの配慮

を行うこと。  

② 熱中症対策として、児童生徒の座る位置の工夫や間隔の確保に留意し、マスクは人との間隔

が１メートル取れない場合には着用することを原則とするが、学校の実態に応じて、適宜着脱

のタイミングを規定すること。 

※正しい手洗いの方法（こまめな手洗い：厚生労働省）  

https://www.kantei.go.jp/jp/content/000059529.pdf 

※感染予防は正しい手洗いから！～正しい手の洗い方～（鳥取県） 

 https://www.youtube.com/watch?v=v-OAk3WsscI&feature=youtu.be 

※マスクの着用・咳エチケット（厚生労働省） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/content/000059528.pdf 

※手作りマスクの作成方法（子どもの学び応援サイト等、文部科学省） 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html 

※布製マスクの洗い方動画（経済産業省、厚生労働省）  

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319009/20200319009.html  

【正しいマスクの着用方法について】［新規］ 
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（３）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ようにすること。 

・エアコン使用時においても、適切に換気を行うこと。 

・換気扇や空調等を有効活用すること。 

・３０分に１回程度、部屋の対角にある窓を同時に開けて行うようにすること。 

（４）多くの児童生徒が手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチ等やボールなど共有物品）は 

１日１回、消毒液を使用して清掃を行うなどし、環境衛生を保つこと。なお、児童生徒の手洗い 

が適切に行われている場合には、これらの作業を省略することもできる。 

（５）児童生徒の間隔を１ｍを目安に、学級内で最大限の間隔をとるように座席配置を取ること。 

（６）近距離での会話や大声での発声をできるだけ控えるよう指導すること。（長時間、近距離で対 

面形式となる学習活動については、可能な限り感染症対策を行った上で実施すること。） 

（７）児童生徒が更衣室等の狭い部屋を利用する場合は、児童生徒の間隔を１ｍを目安に、利用人数 

を制限し、定期的（３０分に１回以上、数分間程度）な換気及び会話をする場合のマスクの着用 

を徹底すること。 

（８）集団感染のリスクが高い、「密閉」「密集」「密接」が同時に重なることを徹底的に回避するよう 

指導すること。 

（９）免疫力を高めるため、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指導す 

るとともに、校内掲示等により児童生徒に対する感染防止対策への注意喚起を行うこと。 

（１０）感染の不安がある場合は、「発熱・帰国者・接触者相談センター（各保健所）」へ相談させるこ 

と。 
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【発熱・帰国者・接触者相談センター連絡先】 

名称 電話番号 

東部地区 
０８５７－２２－５６２５（平日８:３０∼１７:１５） 

０８５７－２２－８１１１（上記以外） 

中部地区 
０８５８－２３－３１３５（２４時間対応） 

０８５８－２３－３１３６（  〃  ） 

西部地区 ０８５９－３１－００２９（２４時間対応） 

 

【相談窓口について】 

（１）学校は、児童生徒等に発熱等の症状が出たときは、地域の医療機関に連絡（電話、ファクシミ

リなど）させ、相談先に迷う場合は「受診相談センター」へ相談させること。 
 
【地域の医療機関で受診する際の注意事項】 

・受診の際は、事前に受診方法等を確認すること。 

・マスクを着用し、できるだけ公共交通機関の利用を避けること。 
 
【受診相談センター連絡先】 

受付時間 連絡先 

９:００～１７:１５ 

※土日祝日含む 

※年末年始 

（１２/２９～１/３）を除く 

（電話）０１２０－５６７－４９２ 

         コロナ・至急に 

（ファクシミリ） 

 ０８５７－５０－１０３３ 

 

上記以外の時間 

東部地区（電話) ０８５７－２２－８１１１ 

中部地区（電話） ０８５８－２３－３１３５ 

西部地区（電話） ０８５９－３１－００２９ 
 
【診療・検査医療機関】 

・発熱等の症状のある方の診療を行う医療機関を「診療・検査医療機関」として指定し、発熱 

患者の外来診療・検査体制が確保されていることを理解しておくこと。 

・「診療・検査医療機関」指定一覧は県ホームページに公開されているため、参考にすること。 

・診療の内容（検査実施の有無等）、対象者、対応時間等については、医療機関により異なって 

いるため、事前に電話で確認すること。 

・一覧以外にも、多くの医療機関が発熱等の症状のある児童生徒の診察を行っているが、まず 

は、地域の医療機関等に連絡すること。 
 

 

 

 

 

（２）陽性者と接触歴がある児童生徒や接触した可能性があるなど心配な場合は、各地区の保健所（接 

触者等相談センター）に相談すること。 
 

【保健所（接触者等相談センター）連絡先】 

地区 
電話 

（平日８:３０∼１７:１５） 
ファクシミリ 

（平日８:３０∼１７:１５） 
東部（鳥取市保健所内） ０８５７－２２－５６２５ ０８５７－２０－３９６２ 
中部（倉吉保健所内） ０８５８－２３－３１３５ ０８５８－２３－４８０３ 
西部（米子保健所内） ０８５９－３１－００２９ ０８５９－３４－１３９２ 

 
 

 

鳥取県 新型コロナウイルス感染症（COVID－19）特設サイト 〔相談センター、LINE等〕 
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感染力の強い変異種の拡大が懸念される状況を鑑み、引き続き最大限の感染対策を徹底しながら活動

を実施すること。 

 

２ 教育課程に関すること 

（１）感染症対策に留意した各教科等の指導 

① 児童生徒の間隔を１ｍを目安に学級内で最大限の間隔を確保した上で、一斉授業を行ってよ 

いこと。 

・教室内での「密閉」「密集」「密接」それぞれを回避すること。 

・教室内でのマスク着用、定期的な換気等を徹底し、可能な限り感染症対策を行った上で実 

施すること。 

② 学習指導要領において示されている主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善等 

に係る「児童生徒が対面形式となるグループワーク等」については、マスクの着用の徹底な 

ど、可能な限り感染症対策を行った上で時間や身体的距離にも配慮を行い実施すること。 

（授業改善については、「新しい学校生活様式に対応した『主体的・対話的で深い学び』の

実現に向けた授業改善」［参考資料Ｒ３－１］を参照すること。） 

③「衛生管理マニュアル」に示された「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」（音楽科の歌唱指導、家庭科の調理実習、図画工作科の制作活動等）についての対応は 

以下のとおりとすること。 

【レベル１】適切な感染症対策を徹底した上で実施すること。 

【レベル２】拡大局面の場合は、感染リスクの高い活動を停止すること。 

収束局面の場合は、感染リスクの低い活動から徐々に実施すること。 

④ 体育の授業及び水泳の授業については、令和２年５月２１日付け及び令和３年４月９日付 

けスポーツ庁政策課学校体育室事務連絡を参考に実施すること。（③④についての詳細は、 

「３ 学習指導に関すること」に記載） 

 

（２）児童会・生徒会活動 

① 委員会活動は、児童生徒同士の間隔の確保や定期的な換気等、感染症対策を徹底した上で 

実施すること。 

② 集会等は、「密閉」「密集」「密接」それぞれを回避し、児童生徒同士の間隔の確保や定 

期的な換気等感染症対策を徹底した上で実施すること。特に体育館等の出入の際の密の回避 

に対する対策を行うこと。 

 

（３）学校行事 

学校行事については、「密閉」「密集」「密接」それぞれを回避する対応をとった上で実施

すること。 

① 入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式、開校記念に関する儀式、着任式、離任式等を 

実施する際には、こまめな換気を実施する等の感染拡大防止のための措置をとったり、参加 

人数を抑えたり、式典全体の時間を短縮したりする等の開催方式の工夫を講じて実施するこ 

と。 

＜感染拡大防止の措置＞ 

・風邪のような症状のある方には参加をしないよう徹底。 

・参加者への手洗いや咳エチケットの推奨、可能な範囲でアルコール消毒薬の設置。 

・こまめな換気の実施。 

＜開催方式の工夫の例＞ 

・参加人数を抑えること。（在校生の参加の取りやめ、保護者の参加人数を最小限とする、保護 

者を別会場とする等。） 

・会場の椅子の間隔を空けて、参加者間のスペースを確保すること。 

・式典の内容を精選し、式典全体の時間を短縮すること。（祝辞の割愛、式辞等の文書での配付 

など） 
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   ・放送やオンラインで開催すること。 

② 学校行事は、子どもたちの学校生活に潤いや、秩序と変化を与えたりするものであり、それ 

ぞれの地域の行事の意義や必要性を確認しつつ、年間を見通して実施する学校行事を検討する 

こと。 

③ 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。 

④ 宿泊を伴う活動は、全国の感染状況や今後の国、県の対応をもとに判断し実施すること。

（修学旅行の扱いに準拠すること） 

⑤ 運動会、文化祭等は、例年と同様の活動はできないことに留意して、実施内容、規模、期 

間を縮小するなど、感染防止対策を徹底した上で、実施できることとすること。 

⑥ 修学旅行については、「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（第４版）」〔令和３年１月２９日〕［参考資料Ｒ３－２］を踏ま 

え、総合的に判断して、実施内容や方法等を決定すること。 

〔手引き：記載事項〕 

・具体的な感染防止対策 

・営業担当者、添乗員向けの対策 

・児童・生徒、教職員、その他の同行 

関係者向けの対策 

・旅行行程、運営業務上の対策 

・集合場所について 

・輸送機関利用上の対策 

・宿泊施設利用上の対策 

・食事施設利用上の対策 

・入場観覧施設利用上の対策 

・体験学習プログラム等運営上の対策 

・修学旅行以外の学校行事について 

・その他 

  学校作成の保護者からの参加同意書 

  旅行時持参物の内容の配慮について 

  班別、グループ活動中の注意事項 

  旅行実施中の発症者発生時の対応について 

  民泊体験活動のガイドライン・ルール等 

  旅行終了後の健康観察 

 

⑦ 児童生徒の定期の健康診断は、毎学年、６月３０日までに実施することとされているが、 

新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わない等、やむを得ない事由によって 

当該期日までに健康診断を実施することができない場合は、当該学年度末日までの間に、可 

能な限りすみやかに実施すること。 

⑧ 県内講師による講演会については、密を回避した上で、実施すること。 

⑨ 県外から講師等を招聘した研修会等は、総合的に判断して、実施方法等を決定すること。 

 〔留意点〕 

   ・オンライン会議（ウェブ会議システム等）で代替できないかなど、改めて招聘の是非を適 

切に判断すること。 

・来県前に、招聘する者の体調等を必ず確認するとともに、風邪症状等がある場合は延期、 

中止等を適切に判断すること。 

・来県後も、招聘した者の健康状態を把握するよう努めるとともに、少しでも体調に異変を 

感じた場合は、発熱・帰国者・接触者相談センターに相談するように促すこと。 

・招聘した際には、「密閉」「密集」「密接」それぞれを回避し、マスク着用、手指消毒など 

感染防止対策を徹底すること。 
 
※学校行事全般を通して、「新しい生活様式」に基づく行動となる。実施にあたっては、保護者及 

び来校者の手指消毒やマスクの着用、発熱等の症状がある保護者及び来校者には入校を断るな 

ど、基本的な感染症対策の徹底を行うこと。 
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（４）学校給食及び昼食 
① 給食の配食を行う児童生徒及び教職員は、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状の有無、衛生的 
な服装や手洗いの確認等、適切な状況で当番活動を行うこと。 

② 児童生徒全員の食事前後の手洗いを徹底すること。 
③ 会食にあたっては、飛沫を飛ばさないよう、机を向かい合わせにしない。十分な間隔を空け 
て座る、または会話をする場合はマスクを着用させる等の対応をすること。 

  ④ 児童生徒の食後の歯みがきの際は、マスクを着用していないことを考慮し、並ぶ際には間隔 
を空けて換気の良い環境で行わせる、会話は控えさせるなど、飛沫を飛ばさないための工夫を 
行うこと。 

 
（５）休憩時間 

① 教室等のこまめな換気を実施すること。（２方向のドアや窓を同時に開ける。）その際、衣服 
等による温度調節にも配慮すること。 

② 児童生徒本人に感染症対策の考え方を十分に理解させるとともに、地域の感染状況及び学校 
の状況に応じて、休み時間中の行動についての必要となるルールを設定することなども含め 
て、指導の工夫を行うこと。 

③ 会話をする際にも、一定程度距離を保つこと、お互いの体が接触するような遊びは行わな 
いよう指導すること。 

 
（６）部活動 

①「鳥取県運動部活動における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（令和３年５月２１ 
日 Ver.９）」及び「大会への参加及び大会実施におけるガイドライン（令和３年５月２４日 
版）」を参考にして実施すること。［参考資料Ｒ３－３①②］ 

②「鳥取県文化部活動における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（令和３年５月２１ 
日 Ver.９）」及び「大会（定期演奏会等の発表会を含む）への参加及び実施におけるガイドラ 
イン（令和３年５月２４日版）」を参考にして実施すること。［参考資料Ｒ３－４①②］ 

  ③運動部・文化部活動それぞれの新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づいたチェッ 
クリストを参考にすること。［参考資料Ｒ３－３③・参考資料Ｒ３―４③］  

 
（７）生徒指導等 

① 密閉空間で換気が悪く、手の届く距離に多くの人がいて、近距離での会話や発声があるよう
な場所やイベント等には参加しないよう指導すること。 

② 登下校の際には、マスクを着用し、スクールバスや公共交通機関を利用する場合は、可能な
限り車内で密集しないように乗車し、車内での会話を控えるなど、飛沫感染の防止に努めるこ
と。 

③ 下校の際は、速やかに自宅等に帰り、不要不急の外出を行わないよう指導すること。 
④ やむを得ず、外出する際には次の点に留意すること。 
・飛沫感染を最小限に抑えるためマスクを着用し、こまめに手洗いすること。 
・人との距離を十分とること。（少なくとも２ｍ以上） 
・多くの人が集まる場所や、「密閉」「密集」「密接」が重なる場となるカラオケボックス等 
への出入りはしないこと。 

  ⑤ 以上について、時機を捉えて繰り返し指導し、強く感染予防対策を徹底すること。 
 
（８）清掃活動 

換気のよい状況で、マスクをした上で行うようにすること。掃除が終わった後は、必ず石
けん等を使用して手洗いを行うこと。 

【普段の清掃・消毒のポイントについて】  
① 清掃用具の劣化や衛生状態及び適切な道具がそろっているかを確認するとともに、使用する 
家庭用洗剤や消毒液については新型コロナウイルスに対する有効性と使用方法を確認するこ 

と。 

② 床は、通常の清掃活動の範囲で対応し、特別な消毒作業の必要はないこと。 
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③ 机、椅子についても、特別な消毒作業は必要ないが、衛生環境を良好に保つ観点から、清掃 

活動において、家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行うことも考えられること。 

④ よく手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は１日に１回、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こと。また、机、椅子と同じく、清掃活動において、 

家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行うことでこれに代替することも可能であること。 

⑤ トイレや洗面所は、家庭用洗剤を用いて通常の清掃活動の範囲で清掃し、特別な消毒作業の 

必要はないこと。 

⑥ 器具・用具や清掃道具など共用する物については、使用の都度消毒を行うのではなく、使用 

前後に手洗いを行うよう指導すること。 

 

３ 学習指導に関すること 

（１）具体的な活動場面ごとの感染症予防対策について 

○各教科等について 

各教科における「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 

のような活動が挙げられる（「★」はこの中でも特にリスクの高いもの）。 

・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」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」（★） 

・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」 

・音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の 

管楽器演奏」（★） 

・図画工作、美術、工芸における「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」 

・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」（★） 

・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」（★） 

＜参考＞ 

【レベル１地域】 

上記の「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」については、可能な限り 

感染症対策を行った上で実施することを検討すること。その際には、レベル２地域における留 

意事項も、可能な範囲で参照すること。 

【レベル２地域】 

上記の活動は、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。すなわち、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、一定の距離を保ち、同じ 

方向を向くようにし、また回数や時間を絞るなどして実施すること。この場合にも、（★）を 

付した活動については特にリスクが高いことから、実施について慎重に検討すること。その際 

には、以下の点にも留意すること。 

・できるだけ個人の教材教具を使用し、児童生徒同士の貸し借りはしないこと。 

・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わせること。 

・体育の授業に関し、医療的ケア児及び基礎疾患児の場合や、保護者から感染の不安により 

授業への参加を控えたい旨の相談があった場合等は、授業への参加を強制せずに、児童生 

徒や保護者の意向を尊重すること。また、体育の授業は、感染者が発生していない学校で 

あっても、児童生徒や教職員の生活圏（通学圏や、発達段階に応じた日常的な行動範囲 

等）におけるまん延状況を踏まえて、授業の中止を判断すること。 

・体育の授業は、当面の間、地域の感染状況にもよるが、可能な限り屋外で実施すること。 

ただし気温が高い日などは、熱中症に注意すること。体育館など屋内で実施する必要があ 

る場合は、特に呼気が激しくなるような運動は避けること。 
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・体育の授業におけるマスクの着用については必要ないが、体育の授業における感染リスク 

を避けるためには、児童生徒の間隔を十分確保するなど事務連絡（「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」〔令和２年５月２１日〕）［参考資料Ｒ３－５］を 

踏まえた取扱いをすること。 

・水泳については、事務連絡（「学校の水泳授業における感染症対策について」〔令和３年４ 

月９日〕）［参考資料Ｒ３－６］を参考にすること。 

・教育委員会は、地域の感染状況を踏まえつつ、上記の「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」についての各学校における実施状況を把握し、仮に感染症対策が 

十分でないと判断する場合には、必要な指導・助言を行うとともに、地域内の他の学校に 

も注意喚起を行うこと。 

【レベル３地域】 

上記の活動は、「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い」ことから、行わないよう 

にすること。 

 

（２）学校において合唱等のリスクの高い活動を行う場合 

① マスクは飛沫拡散防止の効果があるため、原則、着用すること。 

② 合唱している児童生徒同士の間隔や、指導者・伴奏者と児童生徒との間隔、発表者と聴いて 

いる児童生徒等との間隔は、マスクを着用している場合であっても、前後方向及び左右方向と 

もにできるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けること。 

③ 立っている児童生徒の飛沫が座っている児童生徒の顔へ付着する飛沫感染のリスクを避け 

るため、立っている児童生徒と座っている児童生徒が混在しないようにすること。 

④ 連続した練習時間はできる限り短くすること。常時換気を原則とし、窓等を対角方向に開け、 

十分に換気を行うこと。飛沫感染に留意し、近距離での大声を徹底的に避けること。 

 

（３）高等学校入学者選抜等の実施における感染症対策 

高等学校入学者選抜等の実施における感染症対策については、令和３年１月１９日付第２ 

０２０００２５６５３５号「令和３年度鳥取県立高等学校入学者選抜に係る新型コロナウイ 

ルス感染症に対応した検査の実施等における追加事項について」（高等学校課長通知）［参考 

資料Ｒ３－７］において、コロナ禍においても受検生が安心して鳥取県立高等学校入学者選 

抜を受検できるよう方針を示しているため、確認の上、留意すること。 

 

４ 出席停止について［新規］ 

（１）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について 

地域の感染状況を踏まえ、主治医や学校医に相談の上、登校の判断をすること。これらによ 

り、登校すべきでないと判断された場合の出欠の扱いについては、「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」として扱ってよいこと。指導要 

録上も「欠席日数」とはせずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録すること。 

（２）感染症の予防上、保護者が児童生徒を出席させなかった場合について 

「感染症への不安により外出を控えたい」という理由等により欠席する児童生徒（バス通学等 

公共交通機関を使って登校する児童生徒や、保護者が感染予防のため登校させたくないという 

児童生徒を含む）については、「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」として扱ってよいこと。指導要録上も「欠席日数」とはせずに、「出席停 

止・忌引等の日数」として記録すること。 
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※本県のこれまでの感染状況等を鑑み、今後、感染症予防として保護者が児童生徒を出席させ 

たくないとした場合、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、これまで以上に、学校運営の方針についてご理解を得るよ 

う引き続き努めていただきながら、状況に応じて、出欠の扱いを「出席停止等の扱いとしな 

いこと」とすることができること。 

（３）児童生徒に発熱がある場合の出欠について 

症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指導すること。（指導要録上は、「欠席日数」 

とせずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録すること。） 

  ただし、病院を受診し、医師から風邪など新型コロナウイルス感染症以外の診断をされた 

場合、診断日の翌日以降は、病欠扱いとする。 

（４）児童生徒が医療機関等においてワクチン接種を受ける場合の出欠の取扱い［新規］ 

児童生徒が医療機関等でワクチンの接種を受ける場合の取扱いについては、例えば、期日 

や場所の選択が困難であり、かつ、接種場所までの移動に長時間を要する場合等に、校長が 

「非常変災等生徒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場合」に該当すると判断し、指導要録上「出席停止・忌引き 

等の日数」として記録することで欠席としないなどの柔軟な取扱いをすることも可能である 

こと。 

（５）副反応が出た場合の児童生徒の出欠の取扱い［新規］ 

副反応であるかに関わらず、接種後、児童生徒に発熱等の風邪の症状が見られるときには 

学校保健安全法第１９条の規定に基づく出席停止の措置を取ることができること。また、発 

熱等の風邪の症状以外があった場合には、児童生徒や保護者から状況を聴取し、校長におい 

て適切に判断すること。 

 

５ 心のケア 

自分や家族も感染するのではないかと不安や恐れを抱くなど、依然として心理的なストレスを抱え

ている児童生徒も存在すると考えられることから、学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健

康観察等から、児童生徒の状況を的確に把握し、教育相談や健康相談の実施やスクールカウンセラー

による支援を行う等、チームとしての対応策を講じながら、児童生徒の心の健康問題に適切に対応す

ること。 

 

６ 感染者、濃厚接触者及びワクチン接種を受けていない人等に対する偏見、差別及びいじめへの対処 

 と個人情報の保護について［新規］ 

感染者、濃厚接触者とその家族、この感染者の対策や治療にあたる医療従事者とその家族及びワク

チン接種を受けていない人に対する偏見や差別、いじめにつながるような行為は断じて許されないも

のであること。［新規］ 

（１）鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（令和２年９ 

月１日施行）、鳥取県人権尊重の社会づくり条例の改正（令和３年４月１日施行）の趣旨を踏ま 

えた上で、新型コロナウイルス感染症を理由とした偏見や差別、プライバシーの侵害、いじめ 

の防止に努めること。［参考資料Ｒ３－８］ 

① ウイルス感染について、ふざけて冗談や悪口を言ったり、特定の人・地域・職業などに対し 

て心ない言動をとったりしないこと。 

② 正しい情報に基づき冷静な判断や行動を心がけること。 

③ 感染者、濃厚接触者とその家族等の人権やプライバシーを尊重した対応をとること。 

④ ワクチン接種を受けることは強制ではなく、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリ 

スクの双方について理解した上で、任意で行われるものである。他の人に接種を強制したり、 

様々な理由により、ワクチン接種を受けていない人に対する偏見や差別、いじめをしたりする 

ことがないようにすること。［新規］ 
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（２）児童生徒・保護者等から発熱など初期症状についての相談・連絡があった場合、個人情報の管 

理を徹底するとともに、罹患した場合にあっても、いたずらに感染者が特定されることがないよ 

う、十分に配慮すること。 

 

７ 電子メディア機器の利用に関する注意事項 

テレビ・ゲーム・動画視聴・ＳＮＳ等の利用について、利用時間、利用場所、利用内容などのルー

ルを家族で話し合って決めておき、長時間の利用により生活習慣が乱れたり、犯罪やトラブルに巻き

込まれたりすることがないように十分気をつけるよう指導すること。 

 

８ 教職員の勤務・服務・県外出張等の取扱いに関すること［更新］ 

（１）教職員の感染時や発熱等の風邪症状により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

は、特別休暇を取得させること等を徹底すること。 

（２）鳥取型「新しい学校生活様式」に基づき、「密閉」「密集」「密接」それぞれを回避する方策を

講じるとともに、教職員が感染者又は濃厚接触者となった場合を想定した学校運営体制の構築

について、検討をしておくこと。 
 

＜参考：県立学校＞ 

１ 教職員の県外出張等の取扱い［更新］ 

・緊急事態宣言対象地域への県外出張は取りやめることとする。  

なお、県外で開催される公式大会参加の引率に係る出張については、「大会参加及び 

大会実施におけるガイドライン」を遵守の上、最大限の感染防止対策をとった上で命 

じることができる取扱いとする。  

・「まん延防止等重点措置」対象地域や感染流行地域（感染流行厳重警戒地域（Ⅴ）、 

「感染流行警戒地域(Ⅳ)」）への出張は制限すること（必要性を十分検討し、出張等 

の場合は万全の感染防止対策をとること）。 

・県外からの関係者等の招聘についても、上記の取り扱いと同様に原則としてとりや 

め、基本的にオンライン形式で代替すること。  

・私的な場面においても、感染予防対策を呼びかけている県職員の立場を自覚し、不要不 

 急の外出や県外への往来、県外の方との飲食は自粛すること。 

２ 懇親会の取扱いについて（再掲） 

この度の新型コロナウイルス感染症の感染急拡大を踏まえ、教職員においては、緊急事態宣言 

が解除されるまでの間、職場等での懇親会を見送ること。 

なお、私的な会食等を行う際においても、以下の会食の際の留意事項を再度徹底すること。 

・会話をする時は必ずマスクを着用する。 

・「密閉」「密集」「密接」それぞれを避ける、手指消毒等の基本的な感染対策を徹底する。 

・同居家族など普段から一緒にいる人と少人数で。 

・新型コロナ対策認証事業所をはじめ、ガイドラインを遵守している（感染対策が取られてい 

る）飲食店を利用する。 

・体調が悪い人は参加しない。 

・席の配置は斜め向かいに (正面や真横はなるべく避ける) 。 

・短時間で、深酒やはしご酒などは控え、適度な酒量で。 

・お猪口やコップは使い回さず、一人ひとりで。 

・２週間以内に感染が拡大している地域との往来がある人は参加しない。 

３ 個々の教職員に対する注意事項（再掲） 

（１）県教職員として自覚をもった行動 

・感染予防対策を呼びかけている県の職員の一員として、自覚をもった行動を心がける。 

・感染予防対策をおろそかにしたことにより感染が発生してしまった場合など、児童生徒や 

保護者など県民の皆様からの信用を失墜することになるだけでなく、県の感染予防対策に 
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も支障が生じることとなることを心に刻む。 

（２）基本的な感染予防対策の実践の再徹底 
・マスク着用（会話する時には必ず着用） 
・「密閉」「密集」「密接」それぞれを徹底的に避ける。 
・会議中や協議中には、可能限り人と人との感染防止距離(概ね２メートル)を取る。 
・こまめな「手洗い」や「手指消毒」（※石鹸による正しい手洗いは消毒液よりも効果的と 
言われています。） 

（３）毎日の行動歴の記録等 
・日々の行動歴等を適切に記録する。 
※教職員は、ＰＣＲ検査陽性判明後、発症前２週間の行動歴の把握が必要になることに留 
意。 

・私用、公用を問わず、感染流行地域（「感染流行厳重警戒地域（Ⅴ）」、「感染流行警戒 
地域(Ⅳ)」）を往来する場合は校長とその行動計画及び行動歴の情報共有を行うととも 
に、当該地域での会食は控えること。 

４ 学校における基本的な感染対策の徹底（再掲） 
学校においても、「密閉」「密集」「密接」それぞれを避ける、人と人との感染防止距 
離（概ね２メートル）を取る、マスクの着用、こまめな手洗い、手指消毒、こまめな換気な 
どの感染対策を引き続き徹底すること。 

【学校における感染対策】 
・教職員の執務机の配置の見直しや間仕切りを設置する。 
・コピー機・電話機等の教職員が共用する物品を定期的に消毒等する。また、消毒を実施す 
る時間や実施者を予め定めておく。 

・基本的な感染対策（マスクの着用、こまめな手洗い、手指消毒、こまめな換気）をより実 
践するとともに、「鳥取県立学校版感染予防ガイドライン」を適切に運用する。 

５ 県外で実施される大会等に教職員が役員等の立場で参加する場合の取扱いについて（生徒引率 
をしない場合） 

（１）「緊急事態宣言対象地域」及び「まん延防止措置等重点措置対象地域」で開催される大会へ
の参加は、真に必要な場合（当該者が参加しないと大会が成立しない場合等）を除き、自粛す
ること。 

（２）県が定める「感染流行厳重警戒地域（Ⅴ）」及び「感染流行警戒地域（Ⅳ）」で開催される大
会への参加は、極力控えること。 

（３）県が定める「感染注意地域（Ⅲ）」、「感染留意地域（Ⅱ）」、「感染散発地域（Ⅰ）」で開催さ
れる大会への参加は、より特段の感染防止対策を徹底して参加すること。 

（４）上記（１）から（３）までのすべてについて、大会等に参加する者は、その２週間前から体
調管理表に記録するなど体調管理に努め、大会参加後も体調管理をしっかり行うとともに、
日々の行動歴等を適切に記録すること。 

（５）私用、公用を問わず、上記１及び２の地域を往来する場合は校長と行動歴等の情報共有を行
うこと。 

（６）マスク等の着用や当該地域での会食は控えるなど、基本的な感染防止対策を徹底すること。 
（７）令和３年４月２６日付第２０２１０００３０２９６号「緊急事態宣言発令に伴う教職員の対

応について（通知）」を参考とすること。 

※服務の取扱については、「（別紙）新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等に係る教職員の 

 服務の取扱いについて（市町村立学校）」を参考にすること。［参考資料Ｒ３－９］［更新］ 

 

９ 放課後児童クラブについて 

（１）学校の臨時休業を行う場合には、保護者が休暇を取得するなどの協力が必要となるが、子ど 

もの居場所確保に向けた取組を行うかどうかについては、当該学校を臨時休業した趣旨を踏ま 

え、児童生徒の間での感染リスクを考慮し、慎重に判断すること。 

（２）学校の一部を休業する場合においても、分散登校等に伴い、登校する児童生徒の兄弟姉妹で 

ある低学年の児童が自宅で一人になる場合も生じることも考えられるところであり、担当部局 

と相談し、地域全体として子どもの居場所づくりに配慮すること。 
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（３）子どもの居場所確保に向けた人的体制の確保や学校の教室等の活用等を実施する場合には、 

一斉休業期間中の対応として示した「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等に臨時 

休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について（依頼）」 

（令和２年３月２日付け文部科学省初等中等教育局長ほか連名通知）の例を参照した対応を行 

うこと。 

【通知の例を参照した対応の際の留意事項】 

  ① 学校の教室等の活用 

    学校の臨時休業に伴い、放課後児童クラブ、放課後等デイサービスにおいて通常より利用 

児童のニーズが高まることが考えられるため、密集性を回避し感染を防止すること等から、 

一定のスペースを確保すること。 

  ② 給食提供機能の活用 

    子どもの居場所を確保するに当たり、児童に対して学校給食の調理場や調理員を活用して 

昼食を提供することの工夫の一つと考えられ、地域の実情やニーズに応じて対応を判断する 

こと。   

 

10 転入児童生徒への対応 

（１）県外からの転入等の児童生徒について 

   学校は、県外から転入等の児童生徒に対して以下の点を確認の上、問題がなければ通常の教育 

活動を実施すること。 

① 当該児童生徒に咳や発熱等の症状がないなど、健康観察をしっかりと実施していること。 

② 家族に感染者との濃厚接触者がいないこと。 

③ 来鳥（帰鳥）までの行動履歴や健康状態を把握、確認していること。 

（２）海外から帰国・再入国する児童生徒への対応について 

① 海外から帰国・再入国するすべての方は、出国前７２時間以内に実施された新型コロナウイ 

ルス感染症に関する検査を受け、「陰性」であることの検査証明を入国時に検疫官に提出する 

必要性があること。 

② 海外から帰国・再入国した児童生徒を学校に登校させるにあたっては、政府の要請に基づく 

入国後１４日間の自宅等での待機を経た上で児童生徒の健康状態に問題がないことを確認す 

ること。 

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。 

④ 水際対策については今後変更があり得るので最新の状況に注意すること。 

⑤ 海外から帰国した児童生徒が２週間の自宅等での待機を要請した場合は、この期間は出席停 

止として取り扱うこと。 

 

11 学校施設について 

（１）学校施設開放については、一般への利用の許可を可能とすること。 
（２）許可に当たっては、代表者の氏名、連絡先を記録し、代表者へ利用者全員の氏名等の記録（３ 

週間保管）、利用者の事前の検温について把握してもらうとともに、利用中の「密閉」「密集」「密 
接」それぞれ徹底的な回避、使用後の施設等の消毒等の感染防止対策の徹底を図ること。 

 

12 家庭での過ごし方に関する保護者への啓発について 

学校の臨時休業中においても子どもの感染事例は一定数生じており、その多くは家庭内での感染と

言われている。学校内での感染症拡大を防ぐためには、何よりも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。学校内での感染拡大防止のためには、学校と家庭の連

携が必要であること。 
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13 感染者及び濃厚接触者が確認された場合の対応について［更新］ 

≪ 感染者が確認された場合≫  

（１）児童生徒の場合 

① 校長は、当該児童生徒について、治癒するまでの間、出席停止とすること。 

② 校長は、速やかに市町村（学校組合）教育委員会等に報告するとともに、学校等欠席者・感 

染症情報システムに登録すること。 

③ 市町村（学校組合）教育委員会は、学校保健安全法第２０条及び行動計画に基づき、感染者 

が発生した学校を、ひとまず７日間、臨時休業とすることを基本とすること。ただし、その実 

施の規模及び期間については、所轄の保健所の疫学調査を踏まえ、専門家と相談の上、当該児 

童生徒の学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路 

の明否を総合的に判断して、最終的に決定すること。 

④ 保健所は、当該児童生徒の通う学校に対する積極的疫学調査により、濃厚接触者を特定し、 

その者に対して健康観察を行うこと。 

⑤ 学校は保健所の指示に従い、当該児童生徒の行動範囲等を考慮して、校内の消毒を行うこと。 

⑥ 学校は、プライバシーに十分配慮した上で、保護者に対して説明文書を配布すること。 

  ※保護者から学校への問合せの対応については、鳥取市教育委員会学校教育課作成資料を参 

考にすること。［参考資料Ｒ３－１０］ 

 

〇児童生徒の発熱等の症状が発現した際の手順 

保護者（児童生徒） 校長 

① 学校に連絡 

② 地域の医療機関に連絡（電話、ファクシミ 

リなど）。相談先に迷う場合は受診相談センタ 

ー（Ｐ９に記載）に連絡 

 

① 当該児童生徒の感染が確認された場合、出 

席停止とすること 

② 新型コロナウイルス感染症を疑う場合は 

当該情報を市町村（学校組合）教育委員会に 

報告 

③ 児童生徒又は保護者に対し、地域の医療機 

関、相談先に迷う場合は受診相談センター

（Ｐ９に記載）に連絡するように指示 

④ ＰＣＲ検査、抗原定量検査又は抗原定性検 

査（以下「ＰＣＲ検査等」という）陽性判定 

の場合に備え、予め臨時休業時の連絡体制等 

を確認しておく 

 
  

 

〇児童生徒がＰＣＲ検査等を受検する際の手順 

保護者（児童生徒） 校長 

① 検査前に学校へ連絡 

（医療機関で受診後、即検査、即結果判明 

の場合あり。その場合は検査後の連絡で 

も可。休日を含め連絡体制の周知を徹底 

すること） 

② 検査結果等について、保健所より連絡のあ 

った内容を随時学校へ連絡 

① 検査結果を含めた情報提供を依頼すると 

ともに、受検することを市町村（学校組合） 

教育委員会へ報告 

② 学校職員も含め学校全体の健康状態を確 

認し、ＰＣＲ検査等の結果が判明するまでの 

間、外部も含め交流等を控えるよう指示 

③ 関係者の行動状況等の情報収集 

④ 結果については、市町村（学校組合）教育 

委員会に至急報告 
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〇児童生徒の同居する家族がＰＣＲ検査等を受検する際の手順 

保護者（同居する家族） 校長 

① 検査前に学校へ連絡 

（医療機関で受診後、即検査、即結果判明 

の場合あり。その場合は検査後の連絡で 

も可。休日を含め連絡体制の周知を徹底 

すること） 

② 検査結果等について、保健所より連絡のあ 

った内容を随時学校へ連絡 

① 検査結果を含めた情報提供を依頼すると 

ともに、受検することを市町村（学校組合） 

教育委員会へ報告 

② 学校職員も含め学校全体の健康状態を確 

認し、ＰＣＲ検査等の結果が判明するまでの 

間、外部も含め交流等を控えるよう指示 

③ 関係者の行動状況等の情報収集 

④ 結果については、市町村（学校組合）教育 

委員会に至急報告 

 
  

 

（２）教職員の場合 

校長は当該教職員については、治癒するまでの間、休ませること。 

なお、以降の対応については、「１（１）児童生徒の場合」の②から⑥までと同様の取扱いと 

すること（教職員においても、感染者と判明した場合、原則として、感染者が発生した学校を、 

ひとまず７日間の臨時休業とすることに留意すること）。 

また、感染が疑われる場合には、保健所による疫学調査を待たず、直ちに感染の疑いのある 

教職員へ在宅勤務命令等を行うとともに、ＰＣＲ検査等で陽性となった場合は、速やかに「行 

動・接触者確認シート（以下「行動確認シート」という。）［参考資料Ｒ３－１１］」を参考に風 

邪症状等が発現した日（発症日）の１４日前からの行動歴を記録しておくこと。 

 

○教職員の発熱等の症状が発現した際の手順 

教職員本人 校長 

① 校長に報告 

② 症状が発現したら直ちに休暇（特別休暇又 

は有給休暇） 

③ 地域の医療機関に連絡（電話、ファクシミ 

リなど）。相談先に迷う場合は受診相談センタ 

ー（Ｐ９に記載）に連絡 

 

① 当該教職員に対して、休暇（特別休暇又は 

有給休暇）を取得するよう指示 

② 休暇（特別休暇又は有給休暇）を取得した

当該教職員の情報を市町村（学校組合）教育

委員会に報告する 

③ 教職員に地域の医療機関に連絡（電話、フ

ァクシミリなど）するように指示。相談先に

迷う場合は受診相談センター（Ｐ９に記載）

に連絡するように指示 

④ ＰＣＲ検査等陽性判定の場合に備え、予め 

行動確認シートの作成・提出手段（電子メー 

ル、ファクシミリ等）を当該教職員と確認 

※感染リスクがあるため、紙での提出は不可。 

パソコン等がない場合、作成した行動確認シ 

ートをスマートフォン等で写真撮影し、電子 

メール等で送信することも可。 
  

 

○教職員がＰＣＲ検査等を受検する際の手順 

教職員本人 校長 

① 検査前に校長に報告 

（医療機関で受診後、即検査、即結果判明 

の場合あり。その場合は検査後の連絡で 

① 行動確認シートの作成を当該教職員へ指

示するとともに、受検することを市町村（学

校組合）教育委員会に報告すること。 
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も可。休日を含め連絡体制を徹底するこ 

と） 

② 行動確認シートの作成を開始 

③ 検査結果等について、保健所より連絡のあ 

った内容を随時、校長に報告 

② 教職員全員の健康状態を確認するととも

に、当該教職員のＰＣＲ検査等結果が判明す

るまでの間、教職員全員に対して外部等への

接触を控えることを指示する等、十分に配慮

すること。 

③ 当該教職員からの報告内容等を市町村（学 

校組合）教育委員会に至急報告 

 
  

 

○教職員の同居する家族がＰＣＲ検査等を受検する際の手順 

教職員本人 校長 

① 検査前に校長に報告 

（医療機関で受診後、即検査、即結果判明

の場合あり。その場合は検査後の連絡でも

可。休日を含め連絡体制を徹底すること） 

② 行動確認シートの作成を開始 

③ 検査結果等について、保健所より連絡のあ 

った内容を随時、校長に報告 

① 教職員と同居する家族等が濃厚接触者と

してＰＣＲ検査等を受検する際には、その検

査結果が判明するまでの間、原則として当該

教職員に在宅勤務を命ずるなど、万が一に備

えた対策をとること。また、行動確認シート

の作成を指示するとともに、受検することを

市町村（学校組合）教育委員会に報告するこ

と。 

② 当該教職員からの報告内容等を市町村（学

校組合）教育委員会に至急報告 

 
  

なお、罹患教職員が発生した学校における業務継続については、以下のとおりとすること。 
＜罹患教職員の発生～疫学調査終了（１～２日間）＞ 

当該校に勤務する教職員は、保健所の疫学調査に協力するとともに、保健所の指導のもと、積
極的にＰＣＲ検査等を受検すること。また、１～２日間は執務室等の消毒期間と位置づけて、業
務を制限すること。 
＜疫学調査終了～（７日間程度）＞ 

   濃厚接触者と認定されなかった教職員は、職場復帰するとともに、業務を継続すること。 
 
（３）その他 

学校保健安全法第２０条により臨時休業となった場合に備え、児童生徒が自宅で学習できる
課題（教材）を準備しておくとともに、ＩＣＴを活用した学習支援についても引き続き検討を行
うこと。 
臨時休業中においても、分散登校を実施することが可能となる場合があるので、学校の状況に

応じた分散登校の方法について検討を行うこと。 
 

≪濃厚接触者を把握した場合（同居家族が感染した場合など）≫ 

（１）児童生徒の場合 

① 校長は、児童生徒の同居の家族の中に感染した者がいるなど、当該児童生徒が濃厚接触者で 

ある旨を把握した場合には、速やかに学校に知らせるよう、事前に保護者に依頼しておくこと。 

② 校長は、保護者や児童生徒から児童生徒が濃厚接触者である旨の情報を得た場合は、当該児 

童生徒の居住地域を所管する保健所に、濃厚接触者に対する今後の対応を確認した上で、感染 

者と最後に接触をした日の翌日から起算して１４日間、当該児童生徒を出席停止とすること。 

③ 校長は、速やかに市町村（学校組合）教育委員会等に報告すること。 

④ この場合、市町村（学校組合）教育委員会は、校長からの報告を受けた際、原則として臨時 

休業は実施しないが、必要に応じて、保健所の助言等を参考に、実施を検討する場合があるこ 

と。 
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⑤ 学校は、必要に応じて、保健所の指示に従い、他の児童生徒の健康観察を行うこと。 

⑥ 学校は、プライバシーに十分配慮し、説明が必要な場合は、保護者に対して文書を配布等、 

適切な対応を行うこと。 

（２）教職員の場合 

校長は、教職員が同居する家族の中に感染した者がいるなど、当該教職員が濃厚接触者である

旨を把握した場合には、当該教職員の居住地域を所管する保健所に、濃厚接触者に対する今後

の対応を確認した上で、感染者と最後に接触をした日の翌日から起算して１４日間、当該教職

員を休ませること。なお、以降の対応については、「２（１）児童生徒の場合」③から⑥までと

同様の取扱いとすること。 
 
≪感染者が確認された場合の保健所の来校対応について≫  
（１）各保健所の動きに関する基本型（マニュアル）については、保健所から提供される資料はない 

ため、『【別添】〔フロー図〕学校における新型コロナウイルス感染症陽性者発生時の対応につい 
て』を参考にすること。 

（２）保健所の職員の来校までに、以下のものを準備しておくこと 
・児童生徒及び教職員の名簿（濃厚接触者の特定のため） 
・校舎の見取図（児童生徒、教職員の動線の確認のため） 
・消毒物品（消毒液、使い捨て手袋等） 
・その他（陽性判明時に修学旅行や宿泊行事等が該当すれば、行事の日程表等） 

（３）その場で保健所から学校へ指示され、やるべきこと 
    ・濃厚接触者の特定への協力 
    ・校内消毒への協力 
  ※濃厚接触者の特定のため、必要な児童生徒、教職員から行動歴を聞き取ることになるが、そ 
   の行動記録は保健所がまとめるため、学校がまとめることまでは想定していない。 

 

≪報告について≫［更新］ 

（１）児童生徒の感染が確認された場合の報告ルート及び様式については、令和３年６月１日付第 

２０２１０００５６１２６号「新型コロナウイルス感染症発生時の報告様式等の更新について 

（通知）」［参考資料Ｒ３－１２］を参考とすること。［更新］ 

（２）学校の学校等欠席者・感染症情報システムの登録などの適切な対応について検討すること。 

※学校保健安全法上、出席停止の状況を確認するために、校長から学校の設置者へ書面による報 

告等が必要である。 

＜参考：県立学校＞ 
【臨時休業期間の対応方針】 

県立学校においては、学校での感染拡大をできるだけ阻止するため、児童生徒及び教職員に感染
が判明した場合、その者が最後に登校又は勤務していた日の翌日から起算して７日間の臨時休業と
することを検討の基本としつつ、所管の保健所の疫学調査を踏まえ専門家等と相談の上、最終的に
臨時休業の期間を決定することしていること。 

 

≪消毒の方法等について≫ 

（１）物の表面の消毒には、消毒用エタノール、家庭用洗剤（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むもの）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を使用すること。また、学校薬剤師等と連携することも重要であること。 

（２）人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付 

着や吸入による健康影響のおそれがあることから推 奨されていないことを確認しておくこと。 

（３）消毒作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにすること。 

（４）換気を十分に行うこと。 

 

≪感染者が発生した場合の消毒について≫ 

（１）児童生徒等や教職員の感染が判明した場合には、保健所及び学校薬剤師等と連携して消毒を行 
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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（当該感染者が高頻度で触った物品）を消毒用エタノールまたは 

０．０５％の次亜塩素酸ナトリウム消毒液により消毒するようにすること。 

（２）症状のない濃厚接触者が触った物品に対する消毒は不要とされていること。 

（３）物の表面についたウイルスの生存期間は、付着した物の種類によって異なるが、２４時間～ 

  ７２時間くらいと言われており、消毒できていない箇所は生存期間を考慮して立ち入り禁止とす 

るなどの処置も考えられること。 

（４）消毒は、「（参考）消毒の方法及び主な留意事項について」を参考に行うこと。なお、トイレに 

ついては、消毒用エタノールまたは０．１％の次亜塩素酸ナトリウム消毒液を使用して消毒する 

こと。 

（参考）消毒の方法及び主な留意事項について 

 
消毒用 

エタノール 
一部の界面活性剤 

次亜塩素酸 
ナトリウム消毒液 

次亜塩素酸水 

使用 
方法 

・消毒液を
浸した布
巾やペー
パータオ
ルで拭い
た後、そ
のまま乾
燥させる 

【住宅・家具用洗剤】 
・製品に記載された
使用方法どおりに
使用 

【台所用洗剤】 
・布巾やペーパータ
オルに、洗剤をう
すめた溶液をしみ
こませ、液が垂れ
ないように絞って
使う。拭いた後は、
清潔な布等で水拭
きし、最後に乾拭
きする 

・０．０５％の消毒液を浸した布巾
やペーパータオルで拭いた後
は、必ず清潔な布等で水拭きし、
乾燥させる（材質によっては変
色や腐食を起こす場 
合があるため） 

・感染者が発生した場合のトイレ
では０．１％の消毒液を使用 

・作り方は、パンフレット「０．０
５％以上の次亜塩素酸ナトリウ
ム液の作り方」参照（別添資料１
０） 

【拭き掃除】 
・製品に、使用方法、有効成分
（有効塩素濃度）、酸性度
（pH）、使用期限の表示があ
ることを確認 

・有効塩素濃度８０ppm 以上の
ものを使用 
・汚れをあらかじめ落としてお
く（元の汚れがひどい場合な
どは、有効塩素濃度２００
ppm 以上のものを使うことが
望ましい） 

・十分な量の次亜塩素酸水で表
面をヒタヒタに濡らす 

・少し時間をおき（２０秒以
上）、きれいな布やペーパ 
ーで拭き取る 

主な 
留意点 

清掃作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにする 
・引火性が
あるので
電気スイ
ッチ等へ
の噴霧は
避ける 

・換気を充
分に行う 

・パンフレット「ご
家庭にある洗剤を
使って身近なもの
を消毒しましょ
う」参照 

（別添資料８） 

・必ず手袋を使用（ラテックスア
レルギーに注意） 

・色落ちしやすいもの、腐食の恐
れのある金属には使用不可 

・希釈した次亜塩素酸ナトリウム
は使い切りとし、長時間にわた
る作り置きはしない 

・換気を十分に行う 
・噴霧は絶対にしない 
・児童生徒等には扱わせない 

・パンフレット「「次亜塩素酸
水」を使ってモノのウイルス
対策をする場合の注意事項」
参照（別添資料１１） 

※表中の別添資料（８、１０、１１）は、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」～ 

（2020.12．3 Ver.5）に添付されている資料を指している。 

 

≪ワクチン接種会場に教育委員会等の所管する施設等を活用することについて≫ 

ワクチンの接種会場として、体育館等の学校の施設や社会体育施設、社会教育施設、文化施設等

の教育委員会が所管する施設を使用したいという要望が示された場合には、積極的に協力すると同

時に、児童生徒の教育活動に支障のないよう配慮すること。 

（１）教育委員会は、ワクチン接種の準備段階から実施後の活動再開まで円滑に行われるよう、ワ 

クチン接種の実施計画を確認するなど、ワクチン接種の担当部署と連携すること。 

（２）いずれの施設においても年間の活動を計画的に実施していることから、教育委員会は、ワク 

チン接種の会場となった施設の本来の目的とする活動が可能な限り円滑に実施されるよう、ワ 

クチン接種の実施計画で示された情報を早期に当該施設の管理者に連絡すること。 

※当該施設を首長部局が所管する場合には、当該施設の所管部局においても同様に留意される 

ものであること。 
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（３）学校の施設を利用する場合の工夫例 

① 日程等の調整に係る事項 

・休日は学校、平日はその他の公共施設という分担を行うことや、授業実施期間は休日に 

体育館を使用し、休業期間は授業をしていない教室等を利用することも考えられるこ 

と。 

・特定の学校に長期間、会場校を固定せず、複数の学校を持ち回るかたちで実施するこ 

と。等 

② 学校施設の使用に係る事項 

   ・近隣の学校や施設と連携することによって、当初、予定していた教育活動を実施するこ 

と。 

③ 感染症対策等に係る事項 

・多数の者が会場校に来校することを踏まえ、感染症対策や防犯対策の観点から、適切な動 

 線の設定や使用区域の明確化等を行うこと。 
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14 臨時休業や分散登校時における「学びの保障」について 

新型コロナウイルス感染症拡大による臨時休業や分散登校で、授業時間が予定時数よりも少なくな
ることを想定し、「子どもの学びを止めない」という視点に立った取組が必要である。以下に示すよう
な取組によって、主に「知識・技能」に係る内容について家庭で予習し、家庭で個別に学習すること
が難しい「思考・判断・表現」に係る内容を学校再開後に補完することをめざすことを基本的な考え
方とする。 
≪臨時休業や分散登校時における「学びの保障」について（概要）≫［参考資料Ｒ３－１３］ 
（１）家庭にインターネットの利用環境がある場合 

① 教科書を利用すること。 
   ・学校稼業中に、教科書の活用方法（自宅で自ら学習を進める方法）を指導しておくこと。 
 ② 「ＮＨＫ for School」など、ネットやテレビなどの動画や教材を利用すること。 
 ③ eラーニング教材（「すらら」等）を利用すること。 

（２）家庭にインターネットの利用環境がない場合 
① 教科書を利用すること。 
②「ＮＨＫ Ｅテレ」など、テレビの番組や教材を利用すること。 
③ 学習プリントを利用すること。 

・児童生徒が各自で学校から配布されたワークシートやドリルに取り組み、解答を見て自己 
採点すること。 

（３）学校と家庭にいる児童生徒を遠隔授業でつなぐことをめざす場合［参考資料Ｒ３－１４］ 
  ① 遠隔授業の実施方法（例） 
    ・遠隔授業専用の教室を設置し、時間割に従って、担当する教員が授業を配信すること。 
    ・児童生徒は、時間割に合わせて、家庭にあるＰＣ端末からウェブ会議システムに接続し、 

遠隔授業に参加すること。 
  ② インターネット環境がない家庭への対応（例） 

・タブレット端末やモバイルルーター等を家庭へ貸し出すこと。 
・感染防止に十分な配慮をしたうえで、ネット環境が整備されている学校や地域の公民館等 

に児童生徒を集めて指導すること。 
・電話連絡、家庭訪問（感染防止に十分な配慮をしたうえで）等により、学習状況を確認す 

ること。 
③「双方向の遠隔授業」を実現できる準備を進めておくこと。 

 

15 臨時休業後の学校再開に向けた学校の取組について 
（１）新しい学校生活様式について再検討を行うこと 

学校の全面再開に向けて「新しい学校生活様式」を作成するため、全職員で再検討し、共通理 
解を図る。 

①登校時   ②登校後  ③生活時程  ④手洗い  ⑤トイレ  
⑥授業中及び教室環境   ⑦休み時間  ⑧給食   ⑨そうじ  
⑩下校時   ⑪校舎内整備  ⑫保健室利用  ⑬図書室   等 

（２）教室環境の整備 
学校の全面再開に向けて、消毒が行われた後に全職員で協力して環境整備を行うこと。 

① 授業時における児童生徒の間隔は学級内で最大限の間隔をとるように、机の配置を工夫する 
こと。（市松模様に配置 放射線状に配置など） 

② 教室内の換気をよくしたり、衛生面に配慮したりするため、換気扇や扇風機等の羽やガード、 
エアコン等のフィルターを水洗いすること。 
 

＜参考（他県の例から）＞ 
（１）市町村教育委員会と連携して職員研修の実施 

① 児童生徒の「学びの保障」について 
② 児童生徒の「心のケア」について 
③「新型コロナウイルス感染症に関わる偏見や差別、いじめにつながる行為を防止するため 

の指導法」等について 
※全職員で共通理解を図る職員研修を実施すること。 
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（２）学校医等（小児科医・内科医）と連携し職員研修の実施 
① 新型コロナウイルス感染症に関する正しい情報を知ること等について 
② 学校再開にあたって教職員が疑問に思っていることや悩んでいることの情報共有・情報交 

換をすること等について 
※全職員で学校再開に向けての不安等の解消を図る職員研修を実施すること。 

（３）学校再開に向けて意見交換会の実施 
① 市町村（学校組合）教育委員会及び校長による学校再開に向けた取組の説明を行うこと。 
② 参加者による協議を行うこと。 〔参加者（例）：市町村教育委員会、ＰＴＡ協議会会長、 

ＰＴＡ会長、学校医、校長〕 
③ 学校再開の方向性に向けての合意形成を図ること。 

（コミュニティ・スクールを導入済みの学校にあっては、学校運営協議会を開催し、協議 
することが望ましい。） 

④ 学校再開に向けた動きを、保護者に通知すること。〔学校だより・学校ＨＰ等〕 
  
 
16 教育実習の実施に当たっての留意事項について［参考資料Ｒ３－１５］［更新］ 

（１）県外在住の学生の受け入れの要件について［更新］ 

県外在住の学生のうち、次のアからエに掲げる地域（兵庫県香美町及び新温泉町など鳥取県と 

生活圏が一体である地域を除く。）から来県する学生については、当分の間、原則として実習開始 

前の２週間（帰鳥日を起算日とする。）鳥取県内に居住していただき、健康状況が良好であるこ

とを確認した上で実習を開始すること。 

ア 緊急事態宣言地域 

イ 「まん延防止等重点措置」対象地域 

ウ 感染流行厳重警戒地域(Ⅴ)※ 

エ 感染流行警戒地域(Ⅳ)※ 

※警戒地域については鳥取県ホームページで確認してください（原則毎日更新）。 

（２）学生への事前指導について〔令和２年４月３日付文部科学省通知概要〕［更新］ 

① 教育実習の実施の２週間程度前から、毎朝の検温及び風邪症状の確認を行うことや、感染リ 

スクの高い場所に行く機会を減らすことなどを学生に徹底していただくこと。実習中は、これ 

に加えて、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底し、マスクは常時装着する 

ことなど一層の感染症対策を行うことを学生に徹底していただくこと。 

② 教育実習に参加予定の学生の家族等の感染が確認されるなど学生が濃厚接触者に特定され 

た場合、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して２週間は教育実習への参加を見送 

るよう指導していただくこと。 

 ※現在は、感染者と最後の濃厚接触した日の翌日から起算して２週間となります。 

③ 略 〔「（３）学校における衛生管理体制等について」を参照すること〕 

④ 実習中は受入先である各小学校等における感染症対策の指示に従うことや、発熱等の風邪症 

状やその他体調不良がみられる場合には、小学校等と相談の上、児童生徒等との接触は絶対に 

避け、自宅で休養することを学生に徹底していただくこと。 

（３）学校における衛生管理体制等について［更新］ 

文部科学省が作成した「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 

～「学校における新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）」や、令和２年６月２４日に鳥取県教 

育委員会が作成した「鳥取県市町村（学校組合）立学校用新型コロナウイルス感染症予防ガイド 

ライン（第八次改訂）」の内容も踏まえて感染症対策を行うとともに、教育実習生に対しても十分 

に理解させた上で参加させること。 

（４）教育実習の単位の特例措置の継続について［更新］ 

   令和３年４月１６日付第２０２１０００１８７９０号で通知したとおり、令和２年度に引き続

き、令和３年度においても特例措置（やむを得ず教育実習が実施できない場合、教育実習以外の

科目の単位での振替を可とする。）が継続されたこと。 

 



 鳥取県への緊急事態宣言の解除は「終わり」ではなく、長期間、新型コロナウイルスとともに

社会で生きていく時間（とき）の「始まり」です。気を緩めれば感染拡大を起こしかねません。 

 児童生徒のみなさん一人ひとりが鳥取型「新しい学校生活様式」について自分で考え、感染予

防や拡大防止に仲間と一緒になって取り組み、新しい学校生活をつくっていきましょう！ 

鳥取県教育委員会 

 

 

◎人と人とが約２ｍ離れれば、飛沫感染防止で安心！ 
教室内ではマスクを着用して児童生徒同士が可能な限り約１ｍ 
離れて学ぶ工夫をしましょう。 

 
 
 
 
 
 
◎三つの「密」（密閉、密集、密接）を避けましょう！ 

    校内ではマスクを着用し、こまめに手洗いし、定期的に換気を 
しましょう。 

   
 

 
 
 ◎みんなで予防に取り組もう！ 
   □ 登校前に検温し、体調を確認しましょう。 
   □ 発熱や風邪症状などがある場合は、無理をせず自宅で休養しましょう。 
   □ 登下校時にマスクを着用しましょう。特に、公共交通機関（列車やバス）を利用する

場合は、マスクを着用し、車内で密集しないようにし、会話は控えましょう。 
   □  登下校直後や昼食前等に 30秒程度かけて流水と石けんでしっかり手を洗いましょう。 
   □ 冷暖房中でも授業の合間の休憩時間に２方向の窓を同時に開けて換気をしましょう。 

   □ 授業中のグループ学習は、真正面での会話は避けて、長時間にならないよう工夫しま
しょう。 

   □ 昼食時には、対面とならないよう工夫しましょう。 
   □  

 
 

 
  ◎部活動           ◎家庭生活 
  ・活動前に健康観察         ・読書の時間をつくる 
  ・活動中のこまめな手洗い、消毒   ・今自分ができることを考える 
  ・マイボトルで水分補給       ・保護者と未来を語る 

  ・部室や更衣室の利用は短時間    ・買い物はなるべく人混みを避け短時間 
・活動時間を守って、きまりよく   ・大規模なイベントへの参加は避ける 

  ・円陣、大声は控える        ・３密になる場所には行かない 
・                 ・ 

～新型コロナウイルス感染症予防のため～               令和２年５月２７日版 

 鳥取型「新しい学校生活様式」を実践！ 

みんなで協力してつくる「新しい学校生活様式」 

一人ひとりが工夫できること 

自分で予防策を考えて 

書き加えてみよう！ 

どんな工夫が

できるのか、

書き加えてみ

よう！ 

約１ｍ 

二十世紀梨 10個分 

 

 

約２ｍ 

できるだけ２ｍ空けよう！ 

家に帰ったらまず手洗い！ 



新しい学校生活様式に対応した
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

令和２年５月 小中学校課

今こそ求められる「主体的・対話的で深い学び 」

変化が激しく予測困難な時代を踏まえ、子どもたちが変化に積極的に
向き合い、他者と協働して課題を解決していくことや、情報を見極めて
再構成し、新たな価値につなげていくことができるようにすることなど
が求められます。
これからの時代に求められる資質・能力を身に付けるためには、学習
の質を一層高める授業改善の取組が求められます。その授業改善の視点
となるのが、「主体的・対話的で深い学び」です。

育成することを目指す３つの柱

※グループ学習、ペアト－ク等の話合い活動だけではありません！

「対話的な学び」とは

３密を避けながらできる「対話的な学び」を実現する方法には次のような例があります！
※可能な限り感染症対策を行ったうえでの具体例です。

単に子ども同士で話をするだけではなく、いろいろな「対話」のイメージを教師
がもつことで、子どもたちの学習がより確かなものになります。

「対話的な学び」は目的ではありません。「対話的な学び」によって児童生
徒の資質・能力が育成されているか、学習内容が深く理解されているか、学習
への動機づけにつながっているかが重要です。

教師が児童生徒の発言を
つなぐ役割を担うことで、
学級全体で対話することが
できます。

児童生徒の発言を吹き出
しにして板書したり、ホワ
イトボードに書いて貼った
りすることで、児童生徒の
考えを交流させることがで
きます。

声を出さなくても、賛成
や反対のハンドサインや赤、
黄、青の色カードで自分の
立場や意思を伝えることが
できます。

学習のまとめや調べたこ
とを発表した後、感想や質
問を付箋に書いて伝えるこ
とで、友達と対話すること
ができます。

ウェブ会議システムを活
用することで、地域の方や
ゲストティーチャーなどと
双方向のやりとりをするこ
とができます。

自分のノートをめくりな
がら、前時の学びを確認し
たり、見直したりすること
で、過去の自分と対話する
ことができます。

【教師が発言をつなぐ対話】 【黒板を使った対話】 【ハンドサインや色カード
を使った対話】

【付箋を使った対話】 【ICTを活用した対話】 【過去の自分との対話】

まず「対話的な学び」について正しく理解することが大切です！

新型コロナウイルス感染症対応として、まずは教室等において適切な間隔をとる、こまめな換気の徹底、手洗
いや咳エチケットといった感染症対策を講じた上で、新学習指導要領において示している「主体的・対話的で
深い学び」の実現に向けた授業改善を行っていきましょう。

子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考える

こと等を通じ、自己の考えを広げ深めること

３密を避けながら「対話的な学び」をどのように行っていけばいいですか？

参考資料R3-１



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（第４版） 

一般社団法人 日本旅行業協会 

【協力】 

公益財団法人 日本修学旅行協会 

公益財団法人 全国修学旅行研究協会 

2021 年１月２９日 

【参考資料R３-２】
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1.はじめに

修学旅行は単なる観光旅行ではなく、文部科学省の学習指導要領に於いて特別活動のひとつとして位置

づけられ、諸外国にも類例のない教育活動です。 

その教育的意義は大きく、学校生活に於ける諸活動の中でも参加する児童・生徒の皆様にとって最も強い

印象として残り得る極めて価値のある教育的体験活動です。 

修学旅行実施において「新型コロナウイルス感染症」の感染防止を極力図り、充実した修学旅行を実現して

いくため、旅行業に従事する旅行会社の総意を結集し、「国内修学旅行の手引き」を策定致しました。 

私どもは、各種ガイドラインに基づいた「国内修学旅行の手引き」に準拠した感染防止策の実施に努め、学

校、児童・生徒様、教職員の皆様、そして保護者の皆様に安心・安全な修学旅行の場を提供すべく、最大限

の努力と支援を行います。 

2.「国内修学旅行の手引き」について

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（2020

年 5 月 4 日）において、「各業種のガイドライン等の作成に当たって求められる基本的な考え方や留意点の

例」等が示されました。観光庁や感染症専門医等の指導によって作成された旅行業ガイドライン、その他の関

連機関・業界のガイドラインを参考に、一般社団法人日本旅行業協会が公益財団法人日本修学旅行協会

及び公益財団法人全国修学旅行研究協会の協力のもと、「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」を作成致しました。なお、新型コロナウイルスの最新の知見、お客様の

ご要望、各関連施設の受入体制等を踏まえて、この手引きは随時見直しをさせて頂きます。 

3.具体的な対策にあたっての考え方（3 項目）

（1）主な感染経路である飛沫感染と接触感染のそれぞれのリスクに応じた対策を検討致しました。

（2）飛沫感染は、換気の状況を考慮しつつ、人と人の距離をどの程度確保できるか等を評価致しました。

（3）接触感染は、他者と共有する物品や手を触れる場所の頻度を特定し、対策を講じます。

４.具体的な感染防止対策

・団体行動中は、可能な限り人と人の距離を取り、場合によりお互いの会話を控えて頂く等の留意をして頂き

ます。

・消毒設備の設置・整備等を事前に各所に依頼し、手洗いや消毒の頻度を定期的・計画的に増やします。

・食事、入浴、就寝の時間以外は、マスクの着用を励行して頂きます。

（気候状況等により熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、換気や人と人との

距離を確保した上で、マスクを外して頂く場合があります。） 

・輸送機関、見学・食事・宿泊施設等に事前及び定期的な消毒と、機能を最大限とした換気を依頼致しま

す。

また、利用する旅行サービス提供事業者は、原則として適切な感染防止策をとっている事業者に限定致し

ます。
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５.営業担当者、添乗員向けの対策

・事前の打ち合わせ、営業活動においては、可能な限り通信手段を利用した非対面の形式等を採用し、商

談時や移動時の感染リスクを軽減させるように努力致します。

・事前、並びに業務中の検温等、体調管理を徹底し、体調不良者や濃厚接触の恐れがある添乗員による添

乗勤務は行いません

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航経験並

びに当該在住者との濃厚接触がある場合、その添乗員は添乗業務を行いません。

・万一添乗中の添乗員が体調不良となった場合は、速やかに団体から離脱させ、代替要員を手配致します。

６.お客様（児童・生徒様、教職員の皆様、その他の同行関係者）向けの対策

・児童・生徒様に旅行中の感染防止対策（感染予防の行動、手洗いや咳エチケット、乗り物乗車中や食事

中、大浴場利用中の会話を控える等）の事前指導を実施頂き、対策の実行と理解・協力をお願い致しま

す。

・同居のご家族も含め、児童・生徒様の出発前の健康観察を徹底し、発熱・体調不良者の参加は取り止め

て頂けるようご協力をお願い致します。

・国内においても感染者と濃厚接触がある場合は、保健所や医療機関の指示のもと参加の判断を頂きます。

・出発前に児童・生徒様の体調確認（体温、体調チェック）を行っていただき、発熱や感染の疑いのある症

状がある場合には、旅行参加を取り止めていただくことを推奨します。

・旅行中も朝・夕の定期的な検温を実施し、体調不良者の発生等の場合には特段の配慮をお願い致しま

す。

・旅行中は、手を拭くタオルやハンカチ等は個人持ち(1 日 1 枚)として、共用はしないようにご指導頂くことを推

奨します。

・児童・生徒様につきましては食事アレルギーや既往症の事前調査に加えて、新型コロナによる重症化リスクの

可能性も事前に把握して頂き、主治医の見解を保護者様へ確認のうえ、学校との協議により参加の是非を

検討願います。

７.旅行行程、運営業務上の対策

・旅程上のサービス提供事業者に対して、従業員の体調管理、設備の事前・定期的な消毒の実施、可能な

範囲の消毒設備の設置、機能を最大限活用した換気の徹底を依頼致します。又、体調不良や濃厚接触の

疑いのある従業員によるサービス提供はお断り致します。

・サービス提供事業者に対して、従業員の感染防止に対する指導の徹底を依頼致します。

・旅行開始前・開始後の感染状況の変化等により、旅行の安全かつ円滑な実施が困難、又は困難となる可

能性が大きい場合は、学校と協議の上、旅行を中止し、出発地に引き返す等の措置を取らせて頂きます。

・手洗い、うがい、消毒等の環境整備と定期的な実施、並びに健康チェック等に必要な行程上の時間的な余

裕を確保し、引率の先生方の協力のもとスケジュール調整等を行います。

・感染症対策専門家会議で策定された、①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③近距離での会話

や発声、という 3 つの条件が同時に重ならないように注意することが感染予防には重要とされています。旅行
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行程中におきましては、この 3 つの条件が同時に重ならぬよう、換気や会話の抑制、人と人との距離の確保

等、最大限の注意と配慮を行い、旅行をするよう留意します。 

８.集合場所について

・可能な限り、開放した広い場所を確保し、集合の方法、クラスや列の間隔・前後の隊形、並びに移動方法

や経路について、余裕を持たせた体制・方法を確保して頂きます。又、クラス単位等の点呼、短時間での注

意指導等も併せてご検討・実施して頂きます。※解散の場面も同様にて

９.輸送機関利用上の対策

・各交通機関の換気性能・完全換気に必要な時間を学校、保護者、児童・生徒へ事前に案内します。

・新幹線や航空機においては、マスク着用し、車内での移動はできるだけ控え、座席を回転して対面での利

用も控えるように要請します。

・指定席座席でない電車等を利用する場合は、混雑時間帯を避ける、比較的空いている車両又は列車を

利用する、マスク着用及び会話を控えめにすることの協力を要請し、可能な限りの利用者間の間隔確保や

密接した会話などを避けるための対策を要請します。

・貸切バスについては、車内の換気機能を最大限に作動させ、マスク着用し、会話を控えめにすることを遵守

する事による安全の担保を行い、さらに安心いただける対応として座席の間隔を開ける・および出来る限り乗

車人数を減らす等の配慮を必要に応じていたします。

・バス内での食事は禁止といたします。

・乗車時には、出来るだけ必要最低限度の会話をする等、児童・生徒様には感染症予防のための行動にご

協力頂きます。

・乗務員・従業員の定期的な検温等、健康管理を徹底し、濃厚接触者や体調不良者の業務を停止させ、

適切な労務管理を徹底して頂くよう要請致します。

・乗務員・従業員の勤務中のマスク着用、手洗いや咳エチケットの励行等、感染防止に対する啓発・指導等

の徹底を依頼し、旅程中に管理を行います。

・乗務員・従業員に体調不良者が発生した場合は、速やかに代替乗務員・従業員の確保を行うように依頼

致します。

・衛生管理責任者と保健所との連携を強化し、労働衛生管理等の関連法令上の義務の順守を要請致し

ます。

１０.宿泊施設利用上の対策

・各宿泊施設の感染症対策に関するガイドラインに従った利用が出来るように事前に依頼し、実施を励行して

【参考】各輸送機関における完全換気に必要な時間（具体的な実証実験による） 

・貸切バス:バス車内空気の換気による完全入れ替えに必要な時間 5～6 分 常時作動

（バス製造会社ホームページより）

・新幹線:車両内空気の換気による完全入れ替えに必要な時間 6～8 分 常時作動

（JR 各社ホームページより）

・航空機:機内空気の換気による完全入れ替えに必要な時間 2～3 分 常時作動

（航空会社各社ホームページより）
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頂きます。（空調装置・窓やドア開放による換気、施設・客室・お客様が触れる機会の多い部分等の定期

的な消毒、手洗い・消毒設備の設置、利用者への注意喚起、従業員の指導・管理徹底等） 

・従業員の定期的な検温等、健康管理を徹底し、濃厚接触者や体調不良者の業務を停止させ、適切な労務

管理を徹底して頂くように要請致します。

・従業員の勤務中のマスク着用、手洗いや咳エチケットの励行等、感染防止に対する啓発・指導等の徹底を依頼

し、旅程中に管理を行います。

・従業員に体調不良者が発生した場合は、速やかに業務から外し、代わりの従業員を業務に就かせるよう要請致

します。

・食事は可能な限りバイキングや複数での鍋料理等を避け、一人ずつのセットメニューでの提供を基本として頂きま

す。また、コップやお箸等は適切な消毒や洗浄、又は使い捨て等の特段な対応を依頼致します。

※食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。

・食事をとる場面でも、飛沫を飛ばさないような席の配置や、距離がとれなければ会話を控えるなどの対応を要請

致します。食事後の歓談時にも必ずマスクを着用頂くことを要請致します。

・施設及び学校には、食事前後の手洗い及び手指消毒の徹底を要請致します。

・館内の設備・売店等を利用するに当り、事前に可能な範囲で「密」を避け、感染を排除する工夫を徹底して頂き

ます。（場合により、時間差をつけた交代制での食事提供、定員を削減した入浴施設の利用等のスケジ ュール

調整・検討等を含む）

・感染が疑われるお客様が発生した場合は、速やかに情報共有して頂き、保健所の指導に従った濃厚接触者の

従業員の職場からの隔離、消毒等を実施頂きます。

・衛生管理責任者と保健所との連携を強化し、労働衛生管理等の関連法令上の義務の順守を要請致します。

１１.食事施設利用上の対策

・各食事施設の感染症対策に関するガイドラインに従った利用が出来るように事前に依頼し、実施を励行して

頂きます。（空調装置・窓やドア開放による換気、施設等の定期的な消毒、手洗い・消毒設備の設置、利用

者への注意喚起、従業員の指導・管理徹底等）

・食事は可能な限りバイキングや複数での鍋料理等を避け、一人ずつのセットメニューでの提供を基本として頂き

ます。また、コップやお箸等は適切な消毒や洗浄、又は使い捨て等の特段な対応を依頼致します。

※食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。

・食事をとる場面でも、飛沫を飛ばさないような席の配置や、距離がとれなければ会話を控えるなどの工夫を要

請致します。食事後の歓談時にも必ずマスクを着用頂くことを要請致します。

・施設及び学校には、食事前後の手洗い及び手指消毒の徹底を要請致します。

・館内の設備・売店・トイレ等を利用するに当り、事前に可能な範囲で「密」を避ける工夫を徹底して頂きます。

・従業員の定期的な検温等、健康管理を徹底し、濃厚接触者や体調不良者の業務を停止させ、適切な労

務管理を徹底して頂くように依頼致します。

・従業員の勤務中のマスク着用、手洗いや咳エチケットの励行等、感染防止に対する啓発・指導等の徹底を依

頼致します。
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・従業員に体調不良者が発生した場合は、速やかに業務から外し・代わりの従業員を業務に就かせるよう要

請致します。

・感染が疑われるお客様が発生した場合は、速やかに報告して頂き、保健所の指導に従った濃厚接触者の従

業員の職場からの隔離、消毒等を実施頂きます。

・衛生管理責任者と保健所との連携を強化し、労働衛生管理等の関連法令上の義務の順守を要請致し

ます。

１２.入場観覧施設利用上の対策

・各入場観覧施設の感染症対策に関するガイドラインに従った利用が出来るように事前に依頼し、実施を励

行して頂きます。（空調装置・窓開けによる換気、施設のうちお客様が触れる機会の多い部分等の定期的

な消毒、手洗い・消毒設備の設置、利用者への注意喚起、従業員の指導・管理徹底等）

・従業員の定期的な検温等、健康管理を徹底し、濃厚接触者や体調不良者の業務を停止させ、適切な労

務管理を徹底して頂くように依頼致します。

・従業員の勤務中のマスク着用、手洗いや咳エチケットの励行等、感染防止に対する啓発・指導等の徹底を

依頼致し、補助致します。

・施設内の見学経路や利用等において、可能な範囲で「密」を避ける工夫を講じて頂くように依頼致します。

１３.体験学習プログラム等運営上の対策

・各体験活動施設の感染症対策に関するガイドラインに従った利用が出来るように事前に依頼し、実施を励

行して頂きます。（空調装置・窓開けによる換気、施設のうちお客様が触れる機会の多い部分等の定期的

な消毒、手洗い・消毒設備の設置、利用者への注意喚起、従業員の指導・管理徹底等）

１４.その他

・学校作成の保護者からの参加同意書

「国内修学旅行の手引き」に沿った修学旅行への参加についてご了解頂くために、旅行中の各受入機関の

感染対策や取組を具体的に提示した上で、学校側に対して同意書の作成と保護者からの同意書の提出を

求めてください。

＊添付の例文を参考としてください。 

・旅行時持参物の内容の配慮について

・マスク（1 日 1 枚、手作りマスク等で結構です）

・体温計 ・ハンカチ（1 日 1 枚:手洗い後に個人で使用）・ティッシュ

・マスクを置く際の清潔なビニール袋やハンカチ等 ・利用済みのマスクやティッシュを捨てるためのビニール袋

を通常の持参物に加えて持参するよう推奨します。

・班別、グループ行動中の注意事項

班別、グループ行動中においても、可能な範囲で「密を避ける行動」に留意して頂き、各所の設備を利用し

た手洗い・消毒等を定期的に実施して頂くことを推奨します。並びに、行動経路・範囲を厳格に計画し、当

日の変更内容等も記録して頂きます。【感染範囲の特定の為】 

班別・グループ行動中の食事については、感染症対策を実施している食事場所を事前に予約確保する事
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を推奨します。事前予約が出来ない場合は、感染症対策を実施している店舗にて可能な限り４名以

下（小学生は除く）の単位に分かれて食事をとるよう学校に依頼します。 

・食事をとる場面でも、飛沫を飛ばさないような席の配置や、距離がとれなければ会話を控えるなどの工夫

を要請致します。食事後の歓談時にも必ずマスクを着用頂くことを要請致します。

・施設及び学校には、食事前後の手洗い及び手指消毒の徹底を要請致します。

・旅行実施中の発症者発生時の対応について

速やかに発症者の隔離・看護を行い、濃厚接触者の特定と隔離・健康観察を行います。管轄保健所と

医師の判断に従い、発症者と濃厚接触者への対応を行います。また、それらの関係者の意見を参考に、 

学校側と事後の行程に関する検討を行います。※学校を通して保護者にも同時進行にて状況連絡を行

います。 

・民泊体験活動のガイドライン・ルール等

各民泊組織が作成するガイドライン又はルールに従って、感染症予防の観点に即した、安全で適切な体

験・交流プログラム、農山漁村生活体験等を実施して頂きます。 

・旅行終了後の健康観察

参加者ご本人や同居のご家族等も含めた健康状態の経過観察を、実施後の一定期間（目安として 2

週間程度）行うようにお願い致します。 

１５.修学旅行以外の学校行事について

・修学旅行以外の宿泊を伴う学校行事（宿泊研修、ホームルーム合宿、林間学校、臨海学校等）、並び

に遠足（校外学習）や職場体験学習、芸術鑑賞教室等、宿泊を伴わない校外での学校行事におかれ

ましても本手引きの内容と方針に従った旅行手配・運営のお手伝いをさせて頂きます。全ての学校にとりまし

て、安心・安全でより学習効果の高い学校行事が実現できるよう、最大限の努力と支援を行います。

【参考】 

・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和３年１月 13 日変更）

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030113.pdf 

・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 （2020.12.3 ver.5）」 

https://www.mext.go.jp/content/20201203-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf

・「小学校、中学校及び高等学校等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」（令和３年１

月５日付け初等中等教育局⾧・スポーツ庁次⾧・文化 庁次⾧連名通知）

https://www.mext.go.jp/content/20210105-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf

・「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を踏まえた小学 校、中学校及び高等学校

等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について」（令和３年１月８日付け初等中

等教育局⾧・スポーツ庁次 ⾧・文化庁次⾧連名通知）

https://www.mext.go.jp/content/20210108-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf

【出典】
・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・令和 2 年 3 月 24 日（文部科学省）

・新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校、及び特別支援学校等における教育活動

の再開に関する Q&A・令和 2 年 5 月２１日（文部科学省）

・文部科学省「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」
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・旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン（日本旅行業協会、全国旅行業協会）

・鉄軌道事業における新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン（鉄道連絡会）

・バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（日本バス協会）

・貸切バス（日本バス協会）

http://www.bus.or.jp/news/covid-19guideline_kashikiri.pdf

・航空分野における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン（定期航空協会、日本空港ﾋﾞﾙ事業者協会）

・旅客船事業における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン（日本旅客船協会）

・ハイヤー・タクシーにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（全国ハイヤー・タクシー連合会）

・ホテル業における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン（日本ホテル協会）

・宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン

（全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、全日本シティホテル連盟） 

・外食産業のための新型コロナウイルス感染症対策（日本フードサービス協会）

・全日本空輸株式会社 ホームページ https://www.ana.co.jp/ja/jp/
topics/notice200502

・日本航空株式会社 ホームページ

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200124/index.html

・東日本旅客鉄道株式会社 ホームページ

https://www.jreast.co.jp/ass/pdf/20200407.pdf

・東海旅客鉄道株式会社 ホームページ

https://jr-central.co.jp/notice/detail/_pdf/000040501.pdf

・三菱ふそうホームページ

https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/information/

COVID-19_measure_sightseeing_bus/index.html

第１版 2020 年６月３日 

一部修正 2020 年６月４日 

第２版 2020 年６月２３日 

第３版 2020 年 9 月１日 

第 4 版 2021 年１月２９日 



鳥取県運動部活動における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 

（令和３年５月２１日 Ver.９） 

 

１ 基本的な考え方 

（１）部活動を指導する教員・部活動指導員（以下「顧問」という）は、「鳥取県運

動部活動の在り方に関する方針」及び「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」～」に則って活動

を実施する。 

（２）顧問は感染防止対策を十分に行うとともに、生徒の体調に十分配慮して活動さ

せる。特に、練習試合の実施や大会への参加については、段階的に練習を実施

し、顧問はケガや熱中症予防に最善の配慮を行う。 

（３）活動にあたっては、校長は以下の基本的な感染防止対策を徹底する。 

・顧問及び生徒は、活動中は原則マスクを着用する。 

・顧問及び生徒は、活動前後だけでなく活動中も手洗いや手指消毒を徹底する。 

・顧問及び生徒は、更衣室及び部室を含む活動場所が密閉空間とならないよう、

換気を徹底する。 

・顧問及び生徒は、密集・密接とならないよう、周囲との距離を保つ。 

・顧問及び生徒は、近距離での会話や大声での発声をしない。 

 

２ 活動計画について 

（１）顧問は必ず月ごとの活動計画を作成し、管理職の了解を得た上で活動し、実績

報告を作成して管理職へ提出する。 

（２）計画の作成については、「鳥取県運動部活動の在り方に関する方針」、本ガイド

ライン及び「学校の運動部活動に係る活動方針」に則って作成する。 

（３）管理職は、活動計画及び活動状況を随時点検し、活動時間や休養日が遵守でき

ない場合や、感染防止対策が不十分な部については指導を行い、改善が見られ

ない場合は活動を許可しない。 

 

３ 活動実施について 

＜顧問が対応すべきこと＞ 

（１）活動前に、自身の体調を確認し、発熱等の風邪の症状がある場合には指導を行

わない。 

（２）活動前後及び活動中に生徒の体調確認を行う。 

（３）生徒が活動中に発熱等の新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場

合は、かかりつけ医に相談させる。かかりつけ医がいないなど相談先に迷う場

合は、受診相談センターに相談させる。受診相談センターについては下記の表

を参照。 

受付時間 区分 連絡先 

９時～１７時１５分 

※土日祝日含む 

※年末年始 

（１２月２９日～１月３日）を除く 

電話 ０１２０－５６７－４９２ 

FAX ０８５７－５０－１０３３ 

上記以外の時間 
地区 東部 中部 西部 

電話 0857-22-8111 0858-23-3135 0859-31-0029 

 

（４）競技ごとの活動（練習及び大会）については、それぞれの中央競技団体からの

【参考資料R3-３①】



活動方針やガイドラインに則って活動する。 

（５）コンタクトスポーツ（柔道、剣道、相撲、なぎなた、レスリング、ラグビー、

ボクシング、空手道、バスケットボール、ハンドボール、サッカー、フェンシ

ング等）においては、中央競技団体が対人的活動の実施を認めている場合、か

つ２週間発熱などの風邪の症状等がない場合のみ可能とする（ただし、鳥取県

版新型コロナ注意報等が発令されていない場合、かつ医師の診断により練習へ

の参加が許可された場合は可とする）。 

（６）共用して使用する器械・器具・用具については、活動前後だけでなく活動中も

消毒を行う。ただし、材質やメンテナンス上、用具等の消毒が行えない場合は、

生徒自身が使用後に、手指等の消毒を行う。 

（７）顧問はミーティングを行う際は、生徒にマスクを着用させ、密閉、密集、密接

それぞれを徹底的に回避する。 

（８）練習試合の実施及び大会参加は、「大会への参加及び大会実施におけるガイド

ライン」（最新版）を参照の上、実施及び参加する。 

（９）外部からの指導者及び卒業生等の学校訪問者に対して、顧問が責任を持って以

下の感染防止対策を徹底する。 

・県外の居住者は、来県後、２週間経過していること。 

・過去２週間以内の流行地（緊急事態宣言等対象地域）の訪問歴がないこと及

び過去２週間以内に流行地（緊急事態宣言等対象地域）の訪問歴のある方と

の接触がないことを確認し記録する。 

・当日、体調不良や風邪の症状がないことを確認する。 

・連絡先を把握する。 

・生徒との活動内容及び活動時間を記録する。 

・原則マスクを着用させる。 

・活動の前後だけでなく、活動中も適宜手洗い又は手指等の消毒をさせる。 

・水分補給のための飲料や汗を拭くためのタオルは、個人で準備させる。 

（10）活動場所に注意点について掲示を行う。 

（11）活動場所は、定期的（３０分に１回５分程度）に扉や窓を２方向以上開けて、

施設全体の十分な換気を行う。また、空気が停滞しないように送風機などで空

気の流れを作る。 

 

＜生徒個人が対応すべきこと＞ 

（１）普段から体調管理に努める。発熱等の風邪の症状がある場合は、活動に参加し

ない。 

（２）活動中に体調が悪くなった場合は、顧問へすぐに知らせる。 

（３）活動の前後だけでなく、活動中も適宜手洗い又は手指等の消毒を行う。 

（４）水分補給のための飲料については、個人で準備し、回し飲みなどを行わない。 

（５）水分補給用の飲料をドリンクジャグタンクなどで準備し、部員で共有しての水

分補給は行わない。 

（６）タオルについては、個人で準備し、他の部員と共用しない。 

（７）タイマーやストップウォッチ等の操作は、可能な限り担当する人を限定する

（マネージャーやキャプテンのみが操作する等）。 

（８）仲間同士のハイタッチや抱擁等は控える。 

（９）ビブス等洗濯が必要なものは、当番や担当が洗濯をするのではなく、使用した

個人で洗濯する。 

（10）活動中に円陣を組んだり、大声を出したりしない。 

（11）活動後は、カラオケボックスや大型商業施設等に立ち寄ることなく速やかに帰



宅する。 

 

４ マスクの取扱いについて 

（１）活動中（更衣等の時間を含む）生徒は、原則マスクを着用する。活動中やむを

得ず外す際には、感染リスクを避けるため、周囲との間隔をできる限り２ｍ確

保する。ただし、コンタクトスポーツにおいてはこの限りではないが、準備・

片づけ、アップ・ダウン、休憩中は、マスクを着用する。 

（２）夏季の気温・湿度や暑さ指数（ＷＢＧＴ）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、マスクを外す場合には、できるだけ人

との距離を２ｍ保つ、近距離での会話を控えるようにすることが望ましいが、

熱中症は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する。 

（３）顧問は、原則マスクを着用する。ただし、夏季においては熱中症のリスクが高

くなる恐れがあるため、生徒へ直接指導を行う場合等、状況により判断するが、

その際は生徒との間隔をできる限り２ｍ保つ。 

 

５ 更衣室及び部室について 

（１）顧問は、生徒が更衣室及び部室を利用する場合は、人と人との距離が１ｍ以上

確保できるよう利用人数を制限し、換気を徹底するとともに、利用人数や注意

点についての掲示を行う。 

（２）複数の生徒が触れる場所については、利用開始時・終了後に生徒が消毒を行い

顧問に報告する。 

消毒方法：アルコール消毒液（濃度濃度６０％～９０％のもの）、次

亜塩素酸ナトリウム水溶液（濃度０．０５％のもの）等 

     ※詳細は右のＱＲコードのとおり 

※消毒は手が触れる箇所のみでよい。 

※生徒自ら消毒を行う場合には、アルコール消毒液を使用させるものとする。 

（３）顧問は出入口に手指の消毒設備（アルコール消毒液、濃度６０％～９０％のも

の）を設置し、出入りの際及び共用物の使用前後は手指消毒を行うよう掲示を

行う。 

（４）更衣中を除き、利用中は、生徒は定期的（３０分に１回５分程度）に扉や窓を

２方向以上開けて（換気扇があれば換気扇を常時稼動）、施設全体の十分な換

気を行う。窓がない場合はドアを開けて送風機などで部屋の外に出す空気の流

れを作る。 

（５）更衣室及び部室では飲食を行わない。 

（６）部室内に設置した共用タオル（手洗いや器具拭き用）は撤去し、生徒各自がタ

オルを準備する。 

（７）更衣室及び部室内では、大声での会話はしない。 

（８）鼻水、唾液が付いたゴミは都度袋に密閉して縛ってから捨てる。また、ごみは

生徒がこまめに回収し、回収する者はマスク及び手袋を着用して取扱い、手袋

を外した後は手洗いを徹底する。 

（９）必要以上の長時間の利用は避ける。 

 

６ 県外への遠征及び県内への受入れについて 

（１）県外への遠征（合同練習、合宿、練習試合）及び県内への受入れ（合同練習、

合宿、練習試合）を行う場合は、感染防止に万全の注意を払うこと。なお、緊

急事態宣言対象地域及びまん延防止等重点措置対象地域への遠征及び対象地

域からの県内への受入れについては、自粛することとし、県が設定する「感染



流行厳重警戒地域（Ⅴ）」「感染流行警戒地域（Ⅳ）」への遠征及び対象地域か

らの県内への受入れについては、極力控える。また、「感染注意地域（Ⅲ）」「感

染留意地域（Ⅱ）」「感染散発地域（Ⅰ）」への遠征及び対象地域からの県内へ

の受入れについては、より特段の感染防止対策を徹底した上で実施すること。 

（２）県外への遠征（大会参加、合同練習、合宿、練習試合）及び県内への受入れ（合

同練習、合宿、練習試合）を行う場合は、実施計画（会場への移動手段を含む）

及び感染予防対策を作成し、管理職の許可を得た上で実施する。また、保護者

へ実施計画及び感染防止対策を提示し、生徒の参加についての同意書の提出を

求める。 

（３）大会参加については、「大会への参加及び大会実施におけるガイドライン」（最

新版）を参照の上、実施及び参加する。 

（４）移動において、借り上げバスや公共交通機関及び自家用車等（レンタカー、中

型自動車含む）を利用して移動する際は、乗車時に可能な限り相互の間隔を空

けることとし、必ずマスクを着用する。併せて、窓を開けるなど可能な限り換

気に努める。 

（５）借り上げバス及び自家用車等（レンタカー、中型自動車含む）での移動で換気

が難しい場合は、密閉となる時間が最小限となるよう短時間ごとに休憩を取り、

休憩時間中はドアを開放して換気する。 

 

７ 遠征や合宿における宿泊や食事について 

（１）宿舎内においては、食事中以外必ずマスクを着用する。 

（２）宿泊を行う場合は、原則個室とする。ただし、個室が全員分確保できず相部屋

での宿泊となる場合には、宿泊者が部屋の定員の５０％以下となるよう人数を

制限する。また二段ベッドは頭の向きを互い違いにする等、部屋内でも人と人

との距離をとる。 

（３）相部屋となる場合は、部屋内において他人と物の共用を行わないようにするほ

か、マスクの着用や換気をするなど、密閉、密集、密接それぞれを徹底的に回

避し、感染症防止対策を徹底する。なお、リモコン、電源スイッチなど共用部

分については、なるべく一人が操作することとし、適宜消毒を行う。 

（４）宿舎での食事は原則一人盛りでの提供とする。ただし大皿等で提供される場合

は、従業員の方に盛り付けてもらうか、役割を決めて行う。また、ご飯やお茶

等の盛り付けについても、従業員の方に盛り付けてもらうか、役割を決めて行

い、トングや取り箸などの共有を行わない。 

（５）食事中は大きな声で話さず、会話の際はマスクを着用する。 

（６）片付けについては、従業員の方の指示に従って、人と人との間隔をとって行う。 

（７）昼食で弁当をまとめて準備する場合は、配布する役割を決めて個人に配布し、

他人の分をまとめて受け取ることはしない。 

（８）食事の盛り付けや弁当の配布を行う役割の者は、手洗い、手指消毒を十分に実

施して行うこと。 

（９）脱衣室及び浴室の利用は、距離をとって利用できる人数に顧問が制限し、ロー

テーションを決めて分散して利用を行うこと。また、使用中は大声での会話を

しない。 

（10）脱衣室及び浴室を使用中は、換気扇を稼動する等で換気を徹底する。また、ド

ライヤー等を共用する場合は使用前後での手洗い若しくは手指消毒を徹底す

る。 

（11）集合時やミーティング時は、距離をとって行える場所を確保しマスクを着用し

て行う。 



大会への参加及び大会実施におけるガイドライン 

（令和３年５月２４日版） 

大会参加について 

〇県外で開催される大会への参加は可とする。ただし、真に必要な場合を除いて、県が定

める「感染流行厳重警戒地域（Ⅴ）」「感染流行警戒地域（Ⅳ）」で開催される大会への

参加は極力控え、「感染注意地域（Ⅲ）」「感染留意地域（Ⅱ）」「感染散発地域（Ⅰ）」で

開催される大会への参加は、より特段の感染防止対策を徹底して参加する。なお、大会

後は、検温を含め体調管理をしっかり行う。併せて、厚生労働省の新型コロナウイルス

接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）を活用する。 

〇「緊急事態宣言対象地域」及び「まん延防止等重点措置対象地域」で開催される公式大

会以外の大会への参加については、自粛することとする。 

〇大会参加に伴う宿泊については可とする。ただし、宿泊を行う場合は、最大限の感染防

止対策を講じるとともに、下記の宿泊についての項目を遵守する。 

〇学校の生徒や教職員等の中から新型コロナウイルス感染症の患者が発生したときは、

その学校は臨時休業となることから、その間は生徒及び教職員は大会に参加すること

はできない。ただし、保健所が実施する疫学調査を踏まえ、専門家と協議した結果、参

加できる場合もある。 

〇学校の生徒や教職員が濃厚接触者に特定された場合は、感染者と最後に濃厚接触した

日の翌日から起算して２週間は出席停止及び自宅待機となることから、その間は大会

へ参加できない。 

〇大会に参加する選手、監督、コーチ、運営スタッフ等は、大会の２週間前から検温結果

及び体調について別紙の「体調管理表」に記録し体調管理に努める。当日、検温を行

い、体調不良や発熱等の風邪の症状がある者は参加できない。主力選手であっても、こ

のことを徹底する。 

〇コンタクトスポーツ（柔道、剣道、相撲、なぎなた、レスリング、ラグビー、ボクシン

グ、空手、バスケットボール、ハンドボール、サッカー、フェンシング等）は中央競技

団体からの方針等を遵守するとともに、大会の２週間前から検温結果及び、体調につ

いて別紙の「体調管理表」に記録し、体調不良や発熱等の風邪の症状がある者は参加で

きない。ただし、鳥取県版新型コロナ注意報等が発令されていない場合、かつ医師の診

断により参加の許可を得た場合は可とする。 

移動について 

〇借り上げバスや公共交通機関及び自家用車等（レンタカー、中型自動車含む）を利用し

て移動する際は、乗車時に可能な限り相互の間隔を空けることとし、必ずマスクを着

用し、大きな声で話さない。併せて、窓を開けるなど可能な限り換気に努める。 

〇借り上げバス及び自家用車等（レンタカー、中型自動車含む）での移動で換気が難しい

場合は、密閉となる時間が最小限となるよう短時間ごとに休憩を取り、休憩中はドア

を開放して換気する。 

 

【参考資料R3-3②】



宿泊について 

〇顧問又は引率者は、宿泊を行うにあたって、宿舎が定めた感染防止対策及び本ガイド

ラインを事前に生徒へ周知・徹底する。 

○宿舎内においては、食事中以外必ずマスクを着用し、大きな声を出さない。 

〇宿舎内がスリッパの場合は、生徒自身が、テープ等で名前を貼り、他人と共用しない。 

〇宿泊を行う場合は、原則個室とする。ただし、個室が全員分確保できず相部屋での宿泊

となる場合には、宿泊者が部屋の定員の５０％以下となるよう人数を制限する。また

二段ベッドは頭の向きを互い違いにする等、部屋内でも人と人との距離をとる。 

〇相部屋となる場合は、ルーム-キー、キーカードは部屋で一人が所持して使用する。ま

た、部屋内において他人と物の共用を行わないようにするほか、マスクの着用や換気

をするなど、密閉、密集、密接をそれぞれ回避するよう、感染症予防対策を徹底する。

なお、リモコン、電源スイッチなど共用部分についても、一人が操作することとし、使

用したら消毒を行う。 

〇宿舎での食事は原則一人盛りでの提供とする。ただし大皿等で提供される場合は、従

業員の方に盛り付けてもらうか、役割を決めて行う。また、ご飯やお茶等の盛り付けに

ついても、従業員の方に盛り付けてもらうか、役割を決めて行い、トングや取り箸など

の共有は行わない。 

○食事中は大きな声で話さず、会話の際はマスクを着用する。 

〇片付けについては、従業員の方の指示に従って、人と人との間隔をとって行う。 

〇入浴について宿舎から指示がある場合は、宿舎からの指示に従うとともに、本ガイド

ラインに則って実施する。 

〇入浴は、部屋の風呂を使用する。部屋に風呂がなく、大浴場を利用する場合は、顧問又

は引率者がグループ分けや入浴順番のタイムテーブルを作成するなどし、脱衣室、浴

室内が密閉、密集、密接とならないようにする。１グループ終わるごとに、顧問又は引

率者が脱衣室の共用部分（ロッカー、脱衣かご、体重計、ソファー、イス、ドライヤー

等）の消毒を行う。消毒等が終わるまで、次のグループは部屋で待機とし、浴室前等が

密集、密接とならないようにする。 

〇大浴場を利用する場合のタオルは、部屋にあるものを持って行き使用するか、個人で

準備したものを使用し、他人と共用しない。 

〇脱衣室内において会話は控える。会話をする場合は、マスクを着用して行う。 

〇脱衣室及び浴室を使用中は、換気扇を稼動する等で換気を徹底する。また、ドライヤー

等を共用する場合は使用前後での手洗い若しくは手指消毒を徹底する。 

〇顧問は、集合やミーティングは、距離を取って行える場所を確保し、全員がマスクを着

用して行う。 

大会運営について 

〇大会主催者は、感染症予防対策責任者を置き、その者の指揮命令の下、観客への対応も

含め、大会における感染症予防対策を実施するとともに、事前に周知徹底する。 

〇大会主催者は、中央競技団体からの活動方針やガイドラインに則って運営を行う。 

〇大会主催者は、観客を含め参加者の連絡先を把握できる場合を除き「とっとり新型コ



ロナ対策安心登録システム」の活用を図る。 

〇大会主催者は、本ガイドラインを基に実施する大会の具体的な感染防止対策を保護者

へ事前に提示し、生徒の参加についての同意書の提出を求める。 

〇大会主催者は、出入口には、手指消毒剤を設置する。 

○大会主催者は、参加者に対して、受付等で検温を実施する。 

○マスクを着用していない者がいた場合は、主催者がマスクを配布し、着用率１００％

を担保する。 

〇監督・コーチ・選手・運営スタッフ・観客全てを含めた人数は、下記の＜人数上限＞と

＜収容率＞のどちらか小さい方を限度とし、人数をコントロールする。なお、両方の条

件を満たすことが必要。 

＜人数上限＞ 

・収容定員が設定されている場合は、５，０００人又は収容定員の５０％のいずれか大

きい方又は１０，０００人のいずれか小さい方を上限とする。 

・収容人数が設定されていない場合は、１０，０００人以下とする。 

＜収容率＞ 

・席がある場合は５０％以内とし、異なるグループ又は個人間では座席を一席空ける

こととする。なお、同一グループ（５名以内に限る）内では座席等の間隔を設ける必

要はないことより、参加人数は、収容定員の５０％を超えることもある。 

・席が無い場合は、人と人とが十分な間隔（１ｍ）を空ける。 

〇大会主催者は、受付等において、参加者等が距離をおいて並べるよう目印を設置する。 

〇大会主催者は、対面する場所については、必要に応じて、アクリル板、透明ビニールカ

ーテン等で遮蔽する。 

〇監督、コーチ、選手、運営スタッフは必ずマスクを着用する。ただし、夏季においては

熱中症の心配があるため、状況に応じて柔軟に対応する。なお、会話や指導を行う場合

は、マスクを着用する。 

〇選手は原則として、試合中のみマスクを外すことができる。 

〇監督・コーチ・選手は、試合の前後だけでなく試合中にも、手洗い又は消毒を行う。 

〇開会式や閉会式を実施する場合、大会主催者は、密集・密接とならないよう、参加者の

人数制限や、参加者相互の間隔（できるだけ１ｍ）を広くとること、マスクを着用する

ことなどの対策をして実施する。 

〇屋内競技は試合中であっても定期的(３０分に１回５分程度)に大会主催者主導で一斉

に換気を行う。会場の状況によっては、送風機などで空間の空気を動かす対応も実施

し、密閉空間とならないよう努める。 

〇大会主催者は、選手が触れる用具、器械、器具は、定期的（試合の間等）に消毒する。

ただし、材質やメンテナンス上、消毒が困難な場合は、選手自身が、消毒を行うよう呼

びかける。 

〇水分補給は個人で容器を用意し、まわし飲みはしない。 

〇タオルは個人で準備し、共用しない。また、必要に応じて手洗い場にペーパータオル

（使い捨て）を準備する。 

〇昼食等は、個人で準備し、他人へ供与しない。 

〇昼食等を大会主催者で準備する場合は、配布する役割を決めて個人に配布し、他人の



分をまとめて受け取ることはしない。 

〇熱中症予防対策も合わせて実施し、観客等への注意喚起も適宜行う。 

〇試合中は選手、監督、コーチは大きな掛け声は出さない。 

〇ミーティングなどにおいて、密閉空間での滞在を避ける。 

〇大会主催者は、更衣の際は、更衣室の使用人数を、人と人との距離が１ｍ以上確保でき

るよう利用人数を制限し、定期的（３０分に１回５分程度）に換気に努める。また、利

用人数や注意点の掲示を行う。 

〇大会主催者は、試合会場で手が触れる場所を、定期的に消毒を行うために、計画を立て

て行う。 

〇選手の待機場所については、大会主催者において場所を指定するなどして、密閉、密

集、密接それぞれを回避するようにする。 

〇大学等の関係者が勧誘等で来場した場合は、名刺等で本人確認を行い、検温及び体調

について確認の上、入場を許可し許可証などを発行する。その場合の入場場所は、客席

か本部とし大会主催者が判断する。 

〇報道関係者が取材で来場した場合は名刺等で本人確認を行い、検温及び体調について

確認の上、入場を許可する。競技の妨げとならないよう取材可能エリアなどを予め設

定しておく。 

〇報道機関による選手・監督、大会関係者への取材については、マスクを着用して実施し

てもらう。その場合、１ｍ以上距離を確保する。 

○大会に参加する選手・監督、大会関係者、観客に対して厚生労働省の「新型コロナウイ

ルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」や「とっとり新型コロナ対策安心登録システム」

などの活用を促す。 

○大会主催者は、入退場時、トイレ、休憩時間や待ち合わせ場所等を含め密閉、密集、密

接それぞれを回避するほか、ハイタッチなど交流等を行わないことを呼びかける。 

観客について  

〇来場者の確認を取ることができない場合は、大会主催者・関係者及び参加者のみで実

施することを検討する。 

〇大会主催者は、出入口を限定し、観客等の入退場をコントロールする。 

〇大会主催者は、大会の会場が公園や自然内で、観客エリアの制限が難しい場合は、大会

関係者以外へ看板や放送などで注意喚起を実施する。 

〇大会主催者は、観客を入れる場合は、選手の保護者及び家族、出場校生徒、ＯＢ・ＯＧ

会及び後援会又は同窓会等、学校に関係のある者のみとし、事前申請された者に限定

し、観客名簿（氏名、住所、電話番号が記載）を作成し連絡先を把握しておく。なお、

取得した個人情報については大会終了後、約１ヶ月厳重に保管し、期間終了後シュレ

ッダーにて裁断し、確実に廃棄する。また、当日入口にて検温を実施するともに、許可

証等を発行するなど観客の入場の管理を含めた対策を講じ、次の内容について事前に

周知する。 

〇観客として来場される方は、大会当日の朝、必ず検温し、発熱等の風邪の症状がある者

は、来場できない。 

〇観客は必ずマスクを着用し、周囲との間隔（１ｍ）を十分空けるとともに、集団（家族



を含まない）となっての応援、発声による応援、楽器を使っての応援は行わない。ただ

し、夏季においては熱中症の心配があるため、柔軟に対応する。ただし、マスクを外す

場合は周囲との間隔をできる限り２ｍを確保する。 

〇水分補給は個人で容器を用意し、まわし飲みはしない。 

〇昼食等は、個人で準備し他人への供与はしない。ただし、家族はこの限りではない。 

〇タオルは個人で準備し、共用しない。 

〇上記の対応を守れない観客は退場させる。 

感染者が発生した場合の対応について 

〇大会主催者は、参加者等に感染者が発生した場合には、参加者等に連絡を取り、症状の

確認がとれる体制を確保する。また、保健所が実施する疫学調査等に協力する。 

 ※主催者は、上記以外の対策についても積極的に実施する。 

大会開催可否について 

〇県内の学校において、感染者が確認された場合の大会開催の可否については、大会主

催者で協議の上決定する。 

〇十分な感染防止対策をとることができない場合は、開催を中止する。 

 

その他 

〇練習試合の実施にあたっても、上記の対策を実施する。 

〇複数校での合同練習や記録会及び演技会等を実施する場合も、上記の対策を実施する。 

〇県外への遠征（練習試合、合同練習、合宿）及び県内において県外の学校を招致して行

う練習試合、合同練習、合宿の実施については、「鳥取県運動部活動における新型コロ

ナウイルス感染症対策ガイドライン」を参照すること。 

○下記の要件に該当する場合は、県の｢新型コロナ克服くらしの安心相談・応援窓口｣に

開催１ヶ月前までに申出を行う。 

・全国的な集客を伴う大会 

・１，０００人を超える大会 

・会場定員の５０％を超える集客の大会 

＜くらしの安心推進課＞ 電話：0857-26-7989 

＜中部総合事務所生活環境局＞ 電話：0858-23-3982 

＜西部ワンストップセンター（西部総合事務所内）＞ 電話：0859-31-9637 

 

◎上記の方針は、現時点でのものであり今後の新たな情報等により随時見直しを行います。 

 

＜とっとり新型コロナ対策安心登録システムへの申請について＞ 

https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2153 

 

 

 



＜厚生労働省の「新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」＞ 

〇アンドロイド版 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar  

〇iOS版 

https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458  

 

＜感染に警戒する地域(感染警戒地域等)＞ 

鳥取県ホームページ 

https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1215170.htm#itemid1215170 



部活動名：　　　　　　　　　　　　　　　　部

＜顧問が対応すべきこと＞ チェック

（１） 活動前に、自身の体調を確認し、発熱等の風邪の症状がある場合には指導を行わない。

（２） 活動前後及び活動中に生徒の体調確認を適宜行う。

（３）
活動中に発熱等の新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場合は、事前に地域の医療
機関に相談させる 。

（４）
競技ごとの活動（練習及び大会については、それぞれの中央競技団体からの活動方針やガイドライ
ンに則って活動する 。

（５）
コンタクトスポーツにおいては 、中央競技団体が対人的活動の実施を認めている場合 、かつ ２週
間発熱などの風邪の症状等がない場合のみ可能とする 。

（６） 共用して使用する器械・器具・用具については、適宜消毒を行う。

（７） ミーティングを行う際は、マスクを着用させ、三密を避ける。

（８）
練習試合の実施及び大会参加は、「大会への参加及び大会実施におけるガイドライン」（最新版）を
参照の上、実施及び参加する。

＜生徒個人が対応すべきこと＞ チェック

（１） 普段から体調管理に努める。発熱等の風邪の症状がある場合は、活動に参加しない。

（２） 活動中に体調が悪くなった場合は、顧問へすぐに知らせる。

（３） 活動の前後だけでなく、活動中も適宜手洗い又は手指等の消毒を行う。

（４） 水分補給のための飲料については、個人で準備し、 回し飲みなどを行わない。

（５） 水分補給用の飲料をドリンクジャグタンク などで準備し、部員で共有しての水分補給は行わない。

（６） タオルについては、個人で準備し 、 他の部員と共有しない。

（７）
タイマーやストップウォッチ等の操作は、可能な限り担当する人を限定する（マネージャーやキャプテ
ンのみが操作する等）。

（８） 仲間同士のハイタッチや抱擁等は控える。

（９） ビブス等洗濯が必要なものは、当番や担当が洗濯をするのではなく、使用した個人で洗濯する。

マスクの取扱いについて チェック

（１）
生徒の活動中は 、 必ずしもマスクを着用する必要はないが、外す際には、感染リスクを避けるた
め、周囲との間隔を十分に確保する。 ただし、休憩中は、マスクを着用する。

（３） 顧問については、原則としてマスクを着用する。

更衣室及び部室について チェック

（１）
更衣室及び部室を利用する場合は、人と人との距離 が確保できるよう利用人数を制限 し、換気を
徹底する とともに 、利用人数や注意点についての掲示を行う。

（２） 複数の生徒が触れる場所については、利用開始時・終了後及び定期的に消毒を行う。

（３）
出入口に手指の消毒設備（アルコール消毒液、濃度６０％～９０％のもの）を設置し、出入りの際及
び共用物の使用前後は手洗い若しくは手指消毒を行うよう掲示を行う。

（４）
更衣中を除き利用中は、定期的に 扉や窓を ２方向以上開けて（換気扇があれば換気扇を稼動） 、
施設全体の十分な換気を行う。窓がない場合はドアを開けて送風機 などで部屋の外に出す空気の
流れを作る。

（５） 原則、部室では飲食を行わない

（６） 部室内に設置した共有タオル （手洗いや 器具拭き用） は撤去し、各自がタオルを準備する。

（７） 室内では、 大声での会話は控える 。

（８）
鼻水、唾液が付いたゴミは都度袋に密閉して縛ってから捨てる 。 また、ごみはこまめに回収し、回
収する者はマスク及び手袋を着用して取扱い、手袋を外した後は手洗いを徹底する 。

（９） 必要以上の長時間の利用は避ける 。

　　　 鳥取県運動部活動における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（令和３年４月２０ 日 Ver. ８）

　　　に基づいたチェックリスト　（網掛け部分は追加・修正チェック事項で確認すること）

【参考資料R3-３③】



部活動名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部

＜顧問が対応すべきこと＞ チェック

（６）
共用して使用する器械・器具・用具（道具・楽器等）については、活動前後だけでなく活動中も消毒を
行う。ただし、材質やメンテナンス上、用具等の消毒が行えない場合は、生徒自身が使用後に、手
指等の消毒行う。

（７）
顧問はミーティングを行う際は、生徒にマスクを着用させ、密閉、密集、密接それぞれを徹底的に回
避する。

（９）

ＯＢ・ＯＧなどの学校訪問者に対して、顧問が責任を持って以下の感染防止対策を徹底する。
・県外の居住者は、来県後、２週間経過していること
・過去２週間以内の流行地（緊急事態宣言等対象地域）の訪問歴がないこと及び過去２週間以内に
流行地（緊急事態宣言等対象地域）の訪問歴のある方との接触がないことを確認し記録する
・当日、体調不良や風邪等の症状がないことを確認する
・連絡先を把握する
・生徒との活動内容及び活動時間を記録する
・原則マスクを着用させる
・活動の前後だけでなく、活動中も適宜手洗い又は手指等の消毒をさせる
・水分補給のための飲料やタオルは、個人で準備させる

（10） 活動場所に注意点について掲示を行う。

（11）
活動場所は、定期的（３０分に１回５分程度）に扉や窓を２方向以上開けて、施設全体の十分な換気
を行う。また、空気が停滞しないように送風機などで空気の流れを作る。

＜生徒が対応すべきこと＞

（10） 活動中に円陣を組んだり、大声を出したりしない。

（11） カラオケボックスや大型商業施設等に立ち寄ることなく帰宅する。

マスクの取扱いについて チェック

（１）
生徒の活動中は、原則マスクを着用する。活動中やむを得ず外す際には、感染リスクを避けるた
め、周囲との間隔をできる限り２ｍ確保する。 ただし、コンタクトスポーツにおいてはこの限りではな
いが、準備・片付け、アップ・ダウン、休憩中は、マスクを着用する。（下線部分は運動部活動のみ）

（２）

夏季の気温・湿度や暑さ指数（ＷＢＧＴ）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、マスクを外す場合には、できるだけ人との距離を２ｍ保つ、近距離での会話を控える
ようにすることが望ましいが、熱中症は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
先する。

（３）
顧問は、原則マスクを着用する。ただし、夏季においては熱中症のリスクが高くなる恐れがあるた
め、生徒へ直接指導を行う場合等、状況により判断するが、その際は生徒との間隔をできる限り２
ｍ保つ。

更衣室及び部室について チェック

（１）
顧問は、生徒が更衣室及び部室を利用する場合は、人と人との距離 が１ｍ以上確保できるよう利
用人数を制限 し、換気を徹底する とともに 、利用人数や注意点についての掲示を行う。

（２） 複数の生徒が触れる場所については、利用開始時・終了後に生徒が消毒を行い顧問に報告する。

（３）
顧問は出入口に手指の消毒設備（アルコール消毒液、濃度６０％～９０％のもの）を設置し、出入り
の際及び共用物の使用前後は手洗い若しくは手指消毒を行うよう掲示を行う。

（４）
更衣中を除き利用中は、生徒は定期的（３０分に１回５分程度）に扉や窓を２方向以上開けて（換気
扇があれば換気扇を常時稼動）、施設全体の十分な換気を行う。窓がない場合はドアを開けて送風
機などで部屋の外に出す空気の流れを作る。

（５） 更衣室及び部室では飲食を行わない。

（６） 部室内に設置した共有タオル（手洗いや器具拭き用）は撤去し、生徒各自がタオルを準備する。

（７） 更衣室及び部室内では、 大声での会話はしない。

（８）
鼻水、唾液が付いたゴミは都度袋に密閉して縛ってから捨てる。また、ごみは生徒がこまめに回収
し、回収する者はマスク及び手袋を着用して取扱い、手袋を外した後は手洗いを徹底する。

部活動における新型コロナウイルス感染症対策の追加・修正チェック事項
（番号は、ガイドライン（Ver.8）に対応しており、追加・修正部分を赤字で示している。）



鳥取県文化部活動における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 

（令和３年５月２１日 Ver.9） 

 

１ 基本的な考え方 

（１）部活動を指導する教員・部活動指導員（以下「顧問」という）は、「鳥取県文

化部活動の在り方に関する方針」及び「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」～」に則って活動

を実施する。 

（２）顧問は感染防止対策を十分に行うとともに、生徒の体調に十分配慮して活動さ

せる。特に、合同練習等の実施や大会への参加については、段階的に練習を実

施し、顧問はケガや熱中症予防に最善の配慮を行う。 

（３）活動にあたっては、校長は以下の基本的な感染防止対策を徹底して実施する。 

・顧問及び生徒は、活動中は原則マスクを着用する。 

・顧問及び生徒は、活動前後だけでなく活動中も手洗いや手指消毒を徹底する。 

・顧問及び生徒は、更衣室及び部室を含む活動場所が密閉空間とならないよう、

換気を徹底する。 

・顧問及び生徒は、密集・密接とならないよう、周囲との距離を保つ。 

・顧問及び生徒は、近距離での会話や大声での発声をしない。 

 

２ 活動計画について 

（１）顧問は必ず月ごとの活動計画を作成し、管理職の了解を得た上で活動し、実績

報告を作成して管理職へ提出する。 

（２）計画の作成については、「鳥取県文化部活動の在り方に関する方針」、本ガイド

ライン及び「学校の文化部活動に係る活動方針」に則って作成する。 

（３）管理職は、活動計画及び活動状況を随時点検し、活動時間や休養日が遵守でき

ない場合や、感染防止対策が不十分な部については指導を行い、改善が見られ

ない場合は活動を許可しない。 

 

３ 活動実施について 

＜顧問が対応すべきこと＞ 

（１）活動前に、自身の体調を確認し、発熱等の風邪の症状がある場合には指導を行

わない。 

（２）活動前後及び活動中に生徒の体調確認を行う。 

（３）生徒が活動中に発熱等の新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場

合は、かかりつけ医に相談させる。かかりつけ医がいないなど相談先に迷う場

合は、受診相談センターに相談させる。受診相談センターについては下記の表

を参照。 

受付時間 区分 連絡先 

９時～１７時１５分 

※土日祝日含む 

※年末年始 

（１２月２９日～１月３日）を除く 

電話 ０１２０－５６７－４９２ 

FAX ０８５７－５０－１０３３ 

上記以外の時間 
地区 東部 中部 西部 

電話 0857-22-8111 0858-23-3135 0859-31-0029 

 

（４）部門ごとの活動（練習及び大会）については、それぞれの全国組織団体からの

【参考資料R3-4①】



活動方針やガイドラインに則って活動する。 

（５）近距離での発声等を伴う部門（合唱、吹奏楽、演劇等）においては、全国組織

団体が合同での活動の実施を認めている場合、かつ２週間発熱などの風邪の症

状等がない場合のみ可能とする（ただし、鳥取県版新型コロナ注意報等が発令

されていない場合、かつ医師の診断により練習への参加が許可された場合は可

とする）。 

（６）共用して使用する道具・楽器等については、活動前後だけでなく活動中も消毒

を行う。ただし、材質やメンテナンス上、用具等の消毒が行えない場合は、生

徒自身が使用後に、手指等の消毒行う。 

（７）顧問はミーティングを行う際は、生徒にマスクを着用させ、密閉、密集、密接

それぞれを徹底的に回避する。 

（８）合同練習等の実施及び大会参加は、「大会（定期演奏会等の発表会を含む）へ

の参加及び実施におけるガイドライン」（最新版）を参照の上、実施及び参加

する。 

（９）外部からの指導者及び卒業生等の学校訪問者に対して、顧問が責任を持って以

下の感染防止対策を徹底する。 

・県外の居住者は、来県後、２週間経過していること。 

・過去２週間以内の流行地（緊急事態宣言等対象地域）の訪問歴がないこと及

び過去２週間以内に流行地（緊急事態宣言等対象地域）の訪問歴のある方と

の接触がないことを確認し記録する。 

・当日、体調不良や風邪の症状がないことを確認する。 

・連絡先を把握する。 

・生徒との活動内容及び活動時間を記録する。 

・原則マスクを着用させる。 

・活動の前後だけでなく、活動中も適宜手洗い又は手指等の消毒をさせる。 

・水分補給のための飲料や汗を拭くためのタオルは、個人で準備させる。 

  （10）活動場所に注意点について掲示を行う。 

  （11）活動場所は、定期的（３０分に１回５分程度）に扉や窓を２方向以上開けて、

施設全体の十分な換気を行う。また、空気が停滞しないように送風機などで空

気の流れを作る。 

 

＜生徒個人が対応すべきこと＞ 

（１）普段から体調管理に努める。発熱等の風邪の症状がある場合は、活動に参加し

ない。 

（２）活動中に体調が悪くなった場合は、顧問へすぐに知らせる。 

（３）活動の前後だけでなく、活動中も適宜手洗い又は手指等の消毒を行う。 

（４）水分補給のための飲料については、個人で準備し、回し飲みなどを行わない。 

（５）水分補給用の飲料をドリンクジャグタンクなどで準備し、部員で共有しての水

分補給は行わない。 

（６）タオルについては、個人で準備し、他の部員と共有しない。 

（７）タイマーやストップウォッチ等の操作は、可能な限り担当する人を限定する。 

（８）仲間同士のハイタッチや抱擁等は控える。 

（９）衣装等洗濯が必要なものは、当番や担当が洗濯をするのではなく、使用した個

人で洗濯する。 

  （10）活動中に円陣を組んだり、大声を出したりしない。 

 （11）活動後はカラオケボックスや大型商業施設に立ち寄ることなく速やかに帰宅す 

る。 



４ マスクの取扱いについて 

（１）活動中（行為等の時間を含む）生徒は、原則マスクを着用する。活動中やむを

得ず外す際には、感染リスクを避けるため、周囲との間隔をできる限り２ｍ確

保する。 ただし、準備・片付け、アップ・ダウン、休憩中は、マスクを着用す

る。 

（２）夏季の気温・湿度や暑さ指数（ＷＢＧＴ）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、マスクを外す場合には、できるだけ人

との距離を２ｍ保つ、近距離での会話を控えるようにすることが望ましいが、

熱中症は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する。 

（３）顧問は、原則マスクを着用する。ただし、夏季においては熱中症のリスクが高

くなる恐れがあるため、生徒へ直接指導を行う場合等、状況により判断するが、

その際は生徒との間隔をできる限り２ｍ保つ。 

 

５ 更衣室及び部室について 

（１）顧問は、生徒が更衣室及び部室を利用する場合は、人と人との距離が１ｍ以上

確保できるよう利用人数を制限し、換気を徹底するとともに、利用人数や注意

点についての掲示を行う。 

（２）複数の生徒が触れる場所については、利用開始時・終了後に生徒が消毒を行い

顧問に報告する。 

消毒方法：アルコール消毒液（濃度６０％～９０％のもの）、次亜塩

素酸ナトリウム水溶液（濃度０．０５％のもの）等 

     ※詳細は右のＱＲコードのとおり 

※消毒は手が触れる箇所のみで十分。 

※生徒自ら消毒を行う場合には、アルコール消毒液を使用させるものとする。 

（３）顧問は出入口に手指の消毒設備（アルコール消毒液、濃度６０％～９０％のも

の）を設置し、出入りの際及び共用物の使用前後は手洗い若しくは手指消毒を

行うよう掲示を行う。 

（４）更衣中を除き利用中は、生徒は定期的（３０分に１回５分程度）に扉や窓を２

方向以上開けて（換気扇があれば換気扇を常時稼動）、施設全体の十分な換気

を行う。窓がない場合はドアを開けて送風機などで部屋の外に出す空気の流れ

を作る。 

（５）更衣室及び部室では飲食を行わない。 

（６）部室内に設置した共有タオル（手洗いや器具拭き用）は撤去し、生徒各自がタ

オルを準備する。 

（７）更衣室及び部室内では、大声での会話はしない。 

（８）鼻水、唾液が付いたゴミは都度袋に密閉して縛ってから捨てる。また、ごみは

生徒がこまめに回収し、回収する者はマスク及び手袋を着用して取扱い、手袋

を外した後は手洗いを徹底する。 

（９）必要以上の長時間の利用は避ける。 

 

６ 県外への遠征及び県内への受入れについて 

（１）県外への遠征（合同練習、合宿）及び県内への受入れ（合同練習、合宿）を行

う場合は、感染防止に万全の注意を払うこと。なお、緊急事態宣言対象地域及

びまん延防止等重点措置対象地域への遠征及び対象地域からの県内への受入

れについては、自粛することとし、県が設定する「感染流行厳重警戒地域（Ⅴ）」

「感染流行警戒地域（Ⅳ）」への遠征及び対象地域からの県内への受入れにつ

いては、極力控える。また、「感染注意地域（Ⅲ）」「感染留意地域（Ⅱ）」「感染



散発地域（Ⅰ）」への遠征及び対象地域からの県内への受入れについては、よ

り特段の感染防止対策を徹底した上で実施すること。 

（２）県外への遠征（大会参加、合同練習、合宿）及び県内への受入れ（合同練習、

合宿）を行う場合は、実施計画（会場への移動手段を含む）及び感染予防対策

を作成し、管理職の許可を得た上で実施する。また、保護者へ実施計画及び感

染防止対策を提示し、生徒の参加についての同意書の提出を求める。 

（３）大会参加については、「大会（定期演奏会等への発表会を含む）への参加及び

実施におけるガイドライン」（最新版）を参照の上、実施及び参加する。 

（４）移動において、借り上げバスや公共交通機関及び自家用車等（レンタカー、中

型自動車含む）を利用して移動する際は、乗車時に可能な限り相互の間隔を空

けることとし、必ずマスクを着用する。併せて、窓を開けるなど可能な限り換

気に努める。 

（５）借り上げバス及び自家用車等（レンタカー、中型自動車含む）での移動で換気

が難しい場合は、密閉となる時間が最小限となるよう短時間ごとに休憩を取り、

休憩時間中はドアを開放して換気する。 

 

 

７ 遠征や合宿における宿泊や食事について 

（１）宿舎内においては、食事中以外必ずマスクを着用する。 

（２）宿泊を行う場合は、原則個室とする。ただし、個室が全員分確保できず相部屋

での宿泊となる場合には、宿泊者が部屋の定員の５０％以下となるよう人数を

制限する。また、二段ベッドは頭の向きを互い違いにする等、部屋内でも人と

人との距離をとる。 

（３）相部屋となる場合は、部屋内において他人と物の共用を行わないようにするほ

か、マスクの着用や換気をするなど、密閉、密集、密接それぞれを徹底的に回

避し、感染症防止対策を徹底する。なお、リモコン、電源スイッチなど共用部

分については、なるべく一人が操作することとし、適宜消毒を行う。 

（４）宿舎での食事は原則一人盛りでの提供とする。ただし大皿等で提供される場合

は、従業員の方に盛り付けてもらうか、役割を決めて行う。また、ご飯やお茶

等の盛り付けについても、従業員の方に盛り付けてもらうか、役割を決めて行

い、トングや取り箸などの共有を行わない。 

（５）食事中は大きな声で話さず、会話の際はマスクを着用する。 

（６）片付けについては、従業員の方の指示に従って、人と人との間隔をとって行う。 

（７）昼食で弁当をまとめて準備する場合は、配布する役割を決めて個人に配布し、

他人の分をまとめて受け取ることはしない。 

（８）食事の盛り付けや弁当の配布を行う役割の者は、手洗い、手指消毒を十分に実

施して行うこと。 

（９）脱衣室及び浴室の利用は、距離をとって利用できる人数に顧問が制限し、ロー

テーションを決めて分散して利用を行うこと。また、使用中は大声での会話を

しない。 

（10）脱衣室及び浴室を使用中は、換気扇を稼動する等で換気を徹底する。また、ド

ライヤー等を共用する場合は使用前後での手洗い若しくは手指消毒を徹底す

る。 

（11）集合時やミーティング時は、距離をとって行える場所を確保しマスクを着用し

て行う。 



大会（定期演奏会等の発表会を含む）への参加及び実施におけるガイドライン 

（令和３年５月２４日版） 

大会参加について 

〇県外で開催される大会への参加は可とする。ただし、真に必要な場合を除いて、県が定

める「感染流行厳重警戒地域（Ⅴ）」「感染流行警戒地域（Ⅳ）」で開催される大会への

参加は極力控え、「感染注意地域（Ⅲ）」「感染留意地域（Ⅱ）」「感染散発地域（Ⅰ）」で

開催される大会への参加は、より特段の感染防止対策を徹底して参加する。なお、大会

後は、検温を含め体調管理をしっかり行う。併せて、厚生労働省の新型コロナウイルス

接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）を活用する。 

〇「緊急事態宣言対象地域」及び「まん延防止等重点措置対象地域」で開催される公式大

会以外の大会への参加については、自粛することとする。 

〇大会参加に伴う宿泊については可とする。ただし、宿泊を行う場合は、最大限の感染防

止対策を講じるとともに、下記の宿泊についての項目を遵守する。 

〇学校の生徒や教職員等の中から新型コロナウイルス感染症の患者が発生したときは、

その学校は臨時休業となることから、その間は生徒及び教職員は大会に参加すること

はできない。ただし、保健所が実施する疫学調査を踏まえ、専門家と協議した結果、参

加できる場合もある。 

〇学校の生徒や教職員が濃厚接触者に特定された場合は、感染者と最後に濃厚接触した

日の翌日から起算して２週間は出席停止及び自宅待機となることから、その間は大会

へ参加できない。 

〇大会に参加する生徒、引率者、外部指導者、運営スタッフ等は、大会の２週間前から検

温結果及び体調について別紙の「体調管理表」に記録し体調管理に努める。当日、検温

を行い、体調不良や発熱等の風邪の症状がある場合は参加できない。 

〇近距離での発声等が伴う部門（合唱、吹奏楽、演劇等）は全国組織団体からの方針等を

遵守するとともに、大会の２週間前から検温結果及び、体調について別紙の「体調管理

表」に記録し、体調不良や発熱等の風邪の症状がある場合は参加できない。ただし、鳥

取県版新型コロナ注意報等が発令されていない場合、かつ医師の診断により参加の許

可を得た場合は可とする。 

移動について 

〇借り上げバスや公共交通機関及び自家用車等（レンタカー、中型自動車含む）を利用し

て移動する際は、乗車時に可能な限り相互の間隔を空けることとし、必ずマスクを着

用し、大きな声で話さない。併せて、窓を開けるなど可能な限り換気に努める。 

〇借り上げバス及び自家用車等（レンタカー、中型自動車含む）での移動で換気が難しい

場合は、密閉となる時間が最小限となるよう短時間ごとに休憩を取り、休憩中はドア

を開放して換気する。 

 

【参考資料R3-4②】



宿泊について 

〇顧問又は引率者は、宿泊を行うにあたっては、宿舎が定めた感染防止対策及び本ガイ

ドラインを事前に生徒へ周知・徹底する。 

○宿舎内においては、食事中以外必ずマスクを着用し、大きな声を出さない。 

〇宿舎内がスリッパの場合は、生徒自身が、テープ等で名前を貼り、他人と共用しない。 

〇宿泊を行う場合は、原則個室とする。ただし、個室が全員分確保できず相部屋での宿泊

となる場合には、宿泊者が部屋の定員の５０％以下となるよう人数を制限する。また

二段ベッドは頭の向きを互い違いにする等、部屋内でも人と人との距離をとる。 

〇相部屋となる場合は、ルームキー、キーカードは部屋で一人が所持して使用する。ま

た、部屋内において他人と物の共用を行わないようにするほか、マスクの着用や換気

をするなど、密閉、密集、密接をそれぞれ回避するよう、感染症予防対策を徹底する。

なお、リモコン、電源スイッチなど共用部分についても、一人が操作することとし、使

用したら消毒を行う。 

〇宿舎での食事は原則一人盛りでの提供とする。ただし大皿等で提供される場合は、従

業員の方に盛り付けてもらうか、役割を決めて行う。また、ご飯やお茶等の盛り付けに

ついても、従業員の方に盛り付けてもらうか、役割を決めて行い、トングや取り箸など

の共有は行わない。 

○食事中は大きな声で話さず、会話の際はマスクを着用する。 

〇片付けについては、従業員の方の指示に従って、人と人との間隔をとって行う。 

〇入浴について宿舎から指示がある場合は、宿舎からの指示に従うとともに、本ガイド

ラインに則って実施する。 

〇入浴は、部屋の風呂を使用する。部屋に風呂がなく、大浴場を利用する場合は、顧問又

は引率者がグループ分けや入浴順番のタイムテーブルを作成するなどし、脱衣所、浴

室内が密閉、密集、密接とならないようにする。１グループ終わるごとに、顧問又は引

率者が脱衣所の共用部分（ロッカー、脱衣かご、体重計、ソファー、イス、ドライヤー

等）の消毒を行う。消毒等が終わるまで、次のグループは部屋で待機とし、浴室前等が

密集、密接とならないようにする。 

〇大浴場を利用する場合のタオルは、部屋にあるものを持って行き使用するか、個人で

準備したものを使用し、他人と共用しない。 

〇脱衣所内において会話は控える。会話をする場合は、マスクを着用して行う。 

〇脱衣室及び浴室を使用中は、換気扇を稼動する等で換気を徹底する。また、ドライヤー

等を共用する場合は使用前後での手洗い若しくは手指消毒を徹底する。 

〇顧問は、集合やミーティングは、距離を取って行える場所を確保し、全員がマスクを着

用して行う。 

 

大会運営について 

〇大会主催者は、感染症予防対策責任者を置き、その者の指揮命令の下、観客への対応も

含め、大会における感染症予防対策を実施するとともに、事前に周知徹底する。 

〇大会主催者は、全国組織団体からの活動方針やガイドラインに則って運営を行う。 



〇大会主催者は、観客を含め参加者の連絡先を把握できる場合を除き「とっとり新型コ

ロナ対策安心登録システム」の活用を図る。 

〇大会主催者は、本ガイドラインを基に実施する大会の具体的な感染予防対策を保護者

へ事前に提示し、生徒の参加についての同意書の提出を求める。 

〇大会主催者は、出入口には、手指消毒剤を設置する。 

○大会主催者は、参加者に対して、受付等で検温を実施する。 

○マスクを着用していない者がいた場合は、主催者がマスクを配布し、着用率１００％

を担保する。 

〇大会に参加する生徒、引率者、外部指導者、運営スタッフ、観客全てを含めた人数は、

下記の＜人数上限＞と＜収容率＞のどちらか小さい方を限度とし、人数をコントロー

ルする。なお、両方の条件を満たすことが必要。 

＜人数上限＞ 

・収容定員が設定されている場合は、５，０００人又は収容定員の５０％のいずれか大

きい方又は１０，０００人のいずれか小さい方を上限とする。 

・収容人数が設定されていない場合は、１０，０００人以下とする。ただし、以下の〈収

容率〉・観客について を踏まえた人数となること。 

＜収容率＞ 

・席がある場合は５０％以内とし、異なるグループ又は個人間では座席を一席空ける

こととする。なお、同一グループ（５名以内に限る）内では座席等の間隔を設ける必

要はないことより、参加人数は、収容定員の５０％を超えることもある。 

・席が無い場合は、人と人とが十分な間隔（１ｍ）を空ける。 

〇出演者が発声等をする公演の場合、ステージと観覧スペースとの間に最低２ｍ確保で

きるような配置とする。 

〇合唱、演劇、吹奏楽等の発表会・演奏会等については感染防止対策を徹底し、事前に高

等学校課に、発表会等における感染防止マニュアルを提出する。 

〇大会主催者は、受付等において、参加者等が距離をおいて並べるよう目印を設置する。 

〇大会主催者は、対面する場所については、必要に応じて、アクリル板、透明ビニールカ

ーテン等で隔てる。 

〇参加生徒、引率者、外部指導者、運営スタッフは必ずマスクを着用する。ただし、夏季

においては熱中症の心配があるため、状況に応じて柔軟に対応する。なお、会話や指導

を行う場合は、マスクを着用する。 

〇参加生徒は原則として、本番中のみマスクを外すことができる。 

〇参加生徒、引率者、外部指導者、運営スタッフは、大会中は、こまめな手洗い又は、消

毒を行う。 

〇開会式や閉会式を実施する場合は、大会主催者は、密集・密接とならないよう、参加者

の人数制限や、参加者相互の間隔（できるだけ１ｍ）を広くとること、マスクを着用す

ることなどの対策をして実施する。 

〇屋内大会は大会（演奏、演技等）中であっても定期的(３０分に 1 回５分程度)に大会

主催者主導で一斉に換気を行う。会場の状況によっては、送風機などで空間の空気を

動かす対応も実施し、密閉空間とならないよう努める。 

〇大会主催者は、参加者が触れる会場の設備や道具、楽器等は、定期的（演奏等の間等）



に消毒する。ただし、材質やメンテナンス上、用具等の消毒が行えない場合は、生徒自

身が、消毒を行うよう呼びかける。 

〇水分補給は個人で容器を用意し、まわし飲みはしない。 

〇タオルは個人で準備し、共用しない。また、必要に応じて手洗い場にペーパータオル

（使い捨て）を準備する。 

〇昼食等は、個人で準備し、他人へ供与しない。 

〇昼食等を大会主催者で準備する場合は、配布する役割を決めて個人に配布し、他人の

分をまとめて受け取ることはしない。 

〇熱中症予防対策も合わせて実施し、観客等への注意喚起も適宜行う。 

〇大会中は参加生徒、引率者、指導者、観客等は大きな掛け声は出さない。 

〇ミーティングやリハーサルなどにおいて、密閉空間での滞在を避ける。 

〇大会主催者は、更衣の際は、更衣室の使用人数を、人と人との距離が１ｍ以上確保でき

るよう利用人数を制限し、定期的（３０分に 1回５分程度）に換気に努める。また、利

用人数や注意点の掲示を行う。 

〇大会主催者は、会場で手が触れる場所を、定期的に消毒を行うために、計画を立てて行

う。 

〇参加生徒の待機場所については、大会主催者において場所を指定するなどして、密閉、

密集、密接それぞれを回避するようにする。 

〇大学等の関係者が勧誘等で来場した場合は、名刺等で本人確認を行い、検温及び体調

について確認の上、入場を許可し許可証などを発行する。その場合の入場場所は、客席

か本部とし大会主催者が判断する。 

〇報道関係者が取材で来場した場合は名刺等で本人確認を行い、検温及び体調について

確認の上、入場を許可する。大会の妨げとならないよう取材可能エリアなどを予め設

定しておく。 

〇報道機関による参加生徒、引率者、指導者、大会関係者への取材については、マスクを

着用して、実施してもらう。その場合、１ｍ以上距離を確保する。 

○参加生徒、引率者、指導者、大会関係者、観客に対して厚生労働省の「新型コロナウイ

ルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」や「とっとり新型コロナ対策安心登録システム」

などの活用を促す。 

○大会主催者は、入退場時、トイレ、休憩時間や待ち合わせ場所等を含め、密閉、密集、

密接それぞれを回避するほか、ハイタッチなど交流等を行わないことを呼びかける。 

観客について  

〇来場者の確認を取ることができない場合は、大会主催者・関係者及び参加者のみで実

施することを検討する。 

〇大会主催者は、出入口を限定し、観客等の入退場をコントロールする。 

〇大会主催者は、大会の会場が公園や自然内で、観客エリアの制限が難しい場合は、大会

関係者以外へ看板や放送などで注意喚起を実施する。 

〇大会主催者は、観客を入れる場合は、選手の保護者及び家族、出場校生徒、ＯＢ・ＯＧ

会及び後援会又は同窓会等、学校に関係のある者のみとし、事前申請された者に限定

し、観客名簿（氏名、住所、電話番号が記載）を作成し連絡先を把握しておく。なお、



取得した個人情報については大会終了後、約１ヶ月厳重に保管し、期間終了後シュレ

ッダーにて裁断し、確実に廃棄する。また、当日入口にて検温を実施するともに、許可

証等を発行するなど観客の入場の管理を含めた対策を講じ、次の内容について事前に

周知する。 

〇観客として来場される方は、大会当日の朝、必ず検温し、発熱等の風邪の症状がある者

は、来場できない。 

〇観客は必ずマスクを着用し、周囲との間隔（１ｍ）を十分空けるとともに、集団（家族

を含まない）となっての応援、発声による応援、楽器を使っての応援は行わない。ただ

し、夏季においては熱中症の心配があるため、柔軟に対応する。ただし、マスクを外す

場合は周囲との間隔をできる限り２ｍを確保する。 

〇水分補給は個人で容器を用意し、まわし飲みはしない。 

〇昼食等は、個人で準備し他人への供与はしない。ただし、家族はこの限りではない。 

〇タオルは個人で準備し、共用しない。 

〇上記の対応を守れない観客は退場させる。 

感染者が発生した場合の対応について 

〇大会主催者は、参加者等に感染者が発生した場合には、参加者等に連絡を取り、症状の

確認がとれる体制を確保する。また、保健所が実施する疫学調査等に協力する。 

 ※主催者は、上記以外の対策についても積極的に実施する。 

大会開催可否について 

〇県内の学校において、感染者が確認された場合の大会開催の可否については、大会主

催者で協議の上決定する。 

〇十分な感染防止対策をとることができない場合は、開催を中止する。 

その他 

〇合同練習等の実施にあたっても、上記の対策を実施する。 

〇県外への遠征（合同練習、合宿）及び県内において県外の学校を招致して行う合同練

習、合宿の実施については、「鳥取県文化部活動における新型コロナウイルス感染症対

策ガイドライン」を参照すること。 

○下記の要件に該当する場合は、県の｢新型コロナ克服くらしの安心相談・応援窓口｣に

開催１ヶ月前までに申出を行う。 

・全国的な集客を伴う大会 

・１，０００人を超える大会 

・会場定員の５０％を超える集客の大会 

＜くらしの安心推進課＞ 電話：0857-26-7989 

＜中部総合事務所生活環境局＞ 電話：0858-23-3982 

＜西部ワンストップセンター（西部総合事務所内）＞ 電話：0859-31-9637 

 

◎上記の方針は、現時点でのものであり今後の新たな情報等により随時見直しを行います。 

 



＜とっとり新型コロナ対策安心登録システムへの申請について＞ 

https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2153 

 

＜厚生労働省の「新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」＞ 

〇アンドロイド版 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar  

〇iOS版 

https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458  

 

＜感染に警戒する地域(感染警戒地域等)＞ 

鳥取県ホームページ 

https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1215170.htm#itemid1215170 



部活動名：　　　　　　　　　　　　　　　　部

＜顧問が対応すべきこと＞ チェック

（１） 活動前に、自身の体調を確認し、発熱等の風邪の症状がある場合には指導を行わない。

（２） 活動前後及び活動中に生徒の体調確認を適宜行う。

（３）
活動中に発熱等の新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場合は、事前に地域の医療
機関に相談させる。

（４）
部門ごとの活動（練習及び大会）については、それぞれの全国組織団体からの活動方針やガイドラ
インに則って活動する 。

（５）
近距離での発声等を伴う部門においては 、全国組織団体が合同での活動の実施を認めている場
合 、かつ２週間発熱などの風邪の症状等がない場合のみ可能とする 。

（６） 共用して使用する道具・楽器等については、適宜消毒を行う。

（７） ミーティングを行う際は、マスクを着用させ、三密 を避ける。

（８）
合同練習等の実施及び大会参加は、「大会（定期演奏会等の発表会を含む）への参加及び実施に
おけるガイドライン」（最新版）を参照の上、実施及び参加する。

＜生徒個人が対応すべきこと＞ チェック

（１） 普段から体調管理に努める。発熱等の風邪の症状がある場合は、活動に参加しない。

（２） 活動中に体調が悪くなった場合は、顧問へすぐに知らせる。

（３） 活動の前後だけでなく、活動中も適宜手洗い又は手指等の消毒を行う。

（４） 水分補給のための飲料については、個人で準備し、回し飲みなどを行わない。

（５） 水分補給用の飲料をドリンクジャグタンク などで準備し、部員で共有しての水分補給は行わない。

（６） タオルについては、個人で準備し、他の部員と共有しない。

（７） タイマーやストップウォッチ等の操作は、可能な限り担当する人を限定する。

（８） 仲間同士のハイタッチや抱擁等は控える。

（９） 衣装等洗濯が必要なものは、当番や担当が洗濯をするのではなく、使用した個人で洗濯する。

マスクの取扱いについて チェック

（１）
生徒の活動中は、必ずしもマスクを着用する必要はないが、外す際には、感染リスクを避けるため、
周囲との間隔を十分に確保する。 ただし、休憩中は、マスクを着用する。

（３） 顧問については、原則としてマスクを着用する。

更衣室及び部室について チェック

（１）
更衣室及び部室を利用する場合は、人と人との距離 が確保できる よう 利用人数を制限 し、換気
を徹底する とともに 、利用人数や注意点についての掲示を行う。

（２） 複数の生徒が触れる場所については、利用開始時・終了後及び定期的に消毒を行う。

（３）
出入口に手指の消毒設備（アルコール消毒液、濃度６０％～９０％のもの）を設置し、出入りの際及
び共用物の使用 前 後は手洗い若しくは手指消毒を行うよう掲示を行う。

（４）
更衣中を除き 利用中は、定期的に 扉や窓を ２方向以上 開けて（換気扇があれば換気扇を稼動）
、施設全体の十分な換気を行う。窓がない場合はドアを開けて送風機 などで部屋の外に出す空気
の流れを作る。

（５） 原則、部室では飲食を行わない。

（６） 部室内に設置した共有タオル （手洗いや 器具拭き用） は撤去し、各自がタオルを準備する。

（７） 室内では、 大声での会話は控える 。

（８）
鼻水、唾液が付いたゴミは都度袋に密閉して縛ってから捨てる 。 また、ごみはこまめに回収し、回
収する者はマスク及び手袋を着用して取扱い、手袋を外した後は手洗いを徹底する 。

（９） 必要以上の長時間の利用は避ける 。

　　　　鳥取県文化部活動における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（令和３年４月２１日 Ver. ８）

　　　　に基づいたチェックリスト　（網掛け部分は追加・修正チェック事項で確認すること）

【参考資料R3-４③】



部活動名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部

＜顧問が対応すべきこと＞ チェック

（６）
共用して使用する器械・器具・用具（道具・楽器等）については、活動前後だけでなく活動中も消毒を
行う。ただし、材質やメンテナンス上、用具等の消毒が行えない場合は、生徒自身が使用後に、手
指等の消毒行う。

（７）
顧問はミーティングを行う際は、生徒にマスクを着用させ、密閉、密集、密接それぞれを徹底的に回
避する。

（９）

ＯＢ・ＯＧなどの学校訪問者に対して、顧問が責任を持って以下の感染防止対策を徹底する。
・県外の居住者は、来県後、２週間経過していること
・過去２週間以内の流行地（緊急事態宣言等対象地域）の訪問歴がないこと及び過去２週間以内に
流行地（緊急事態宣言等対象地域）の訪問歴のある方との接触がないことを確認し記録する
・当日、体調不良や風邪等の症状がないことを確認する
・連絡先を把握する
・生徒との活動内容及び活動時間を記録する
・原則マスクを着用させる
・活動の前後だけでなく、活動中も適宜手洗い又は手指等の消毒をさせる
・水分補給のための飲料やタオルは、個人で準備させる

（10） 活動場所に注意点について掲示を行う。

（11）
活動場所は、定期的（３０分に１回５分程度）に扉や窓を２方向以上開けて、施設全体の十分な換気
を行う。また、空気が停滞しないように送風機などで空気の流れを作る。

＜生徒が対応すべきこと＞

（10） 活動中に円陣を組んだり、大声を出したりしない。

（11） カラオケボックスや大型商業施設等に立ち寄ることなく帰宅する。

マスクの取扱いについて チェック

（１）
生徒の活動中は、原則マスクを着用する。活動中やむを得ず外す際には、感染リスクを避けるた
め、周囲との間隔をできる限り２ｍ確保する。 ただし、コンタクトスポーツにおいてはこの限りではな
いが、準備・片付け、アップ・ダウン、休憩中は、マスクを着用する。（下線部分は運動部活動のみ）

（２）

夏季の気温・湿度や暑さ指数（ＷＢＧＴ）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、マスクを外す場合には、できるだけ人との距離を２ｍ保つ、近距離での会話を控える
ようにすることが望ましいが、熱中症は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
先する。

（３）
顧問は、原則マスクを着用する。ただし、夏季においては熱中症のリスクが高くなる恐れがあるた
め、生徒へ直接指導を行う場合等、状況により判断するが、その際は生徒との間隔をできる限り２
ｍ保つ。

更衣室及び部室について チェック

（１）
顧問は、生徒が更衣室及び部室を利用する場合は、人と人との距離 が１ｍ以上確保できるよう利
用人数を制限 し、換気を徹底する とともに 、利用人数や注意点についての掲示を行う。

（２） 複数の生徒が触れる場所については、利用開始時・終了後に生徒が消毒を行い顧問に報告する。

（３）
顧問は出入口に手指の消毒設備（アルコール消毒液、濃度６０％～９０％のもの）を設置し、出入り
の際及び共用物の使用前後は手洗い若しくは手指消毒を行うよう掲示を行う。

（４）
更衣中を除き利用中は、生徒は定期的（３０分に１回５分程度）に扉や窓を２方向以上開けて（換気
扇があれば換気扇を常時稼動）、施設全体の十分な換気を行う。窓がない場合はドアを開けて送風
機などで部屋の外に出す空気の流れを作る。

（５） 更衣室及び部室では飲食を行わない。

（６） 部室内に設置した共有タオル（手洗いや器具拭き用）は撤去し、生徒各自がタオルを準備する。

（７） 更衣室及び部室内では、 大声での会話はしない。

（８）
鼻水、唾液が付いたゴミは都度袋に密閉して縛ってから捨てる。また、ごみは生徒がこまめに回収
し、回収する者はマスク及び手袋を着用して取扱い、手袋を外した後は手洗いを徹底する。

部活動における新型コロナウイルス感染症対策の追加・修正チェック事項
（番号は、ガイドライン（Ver.8）に対応しており、追加・修正部分を赤字で示している。）



本事務連絡は、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周知するものです。 

事 務 連 絡 
令和２年５月２１日 

 
 各都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課 
 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 
 附属学校を置く各国公立大学法人担当課 
 各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課 御中 
 独立行政法人国立高等専門学校機構担当課 
 構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を  
 受けた地方公共団体の学校設置会社担当課 
 

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 
 
 

学校における基本的な感染症対策として、学校教育活動の際はマスクを着用し、特に近

距離での会話や発声等が必要な場面では、飛沫を飛ばさないようにマスクの着用を徹底

することが適切です。 
一方で、運動を行う際にマスクを着用する場合、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指摘されております。 
このような運動時のマスク着用による身体へのリスクを考慮して、学校の体育の授業

におけるマスクの着用は必要ありませんが、体育の授業における感染リスクを避けるた

めには、地域の感染状況を踏まえ、児童生徒の間隔を十分に確保するなど、下記の事項を

十分に踏まえた対策を講じることが必要です。 
なお、体育は実技を伴う教科であるため、特に児童生徒の健康と安全を第一に考えて、

学習の内容や形態、授業の実施場所や時期等を総合的に考慮しながら、様々な感染リスク

への対策を講じることが必要となりますので、引き続き御配慮をお願いします。 
このことについて、都道府県・指定都市教育委員会の学校体育主管課におかれては、域

内の市町村教育委員会及び所管の学校に対して、都道府県の私立学校主管課におかれて

は、所轄の学校に対して、国公立大学法人の附属学校担当課におかれては、関係する附属

学校に対して、構造改革特別区域法第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、所轄する学校設置会社が設置する学校に対して、周知くだ

さるようお願いします。 
 

 

資料２ 
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記 
 
１．体育の授業前にマスクを外してから授業後にマスクを着用するまでの間、児童生徒間

の距離を２ｍ以上確保するとともに、ランニングなどで同じ方向に動く場合は更に長

い距離を確保すること。また、児童生徒が教え合う場面では互いの距離を２ｍ以上確保

するとともに、児童生徒に不必要な会話や発声を行わないよう指導すること。併せて、

体育の授業の前後に手洗いをするよう指導すること。 
 
２．体育の授業において、軽度な運動を行う場合や児童生徒がマスクの着用を希望する場

合は、マスクの着用を否定するものではないこと。ただし、運動時にはＮ９５マスクな

どの医療用や産業用マスクではなく、家庭用マスクを着用するよう指導すること。ま

た、マスクの着用時には、例えば、呼気が激しくなるような運動を行うことを控えたり、

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

生徒との距離を２ｍ以上確保して休憩するよう指導すること。 
 
３．当面の間、地域の感染状況を踏まえ、体育の授業は、熱中症事故の防止に留意しつつ

可能な限り屋外で実施すること。体育館など屋内で実施する必要がある場合は、呼気が

激しくなるような運動を行うことは避けること。また、体育館等のドアを広く開け、こ

まめな換気や消毒液の使用（消毒液の設置、児童生徒が手を触れる箇所の消毒）など、

感染拡大防止のための防護措置等を実施すること。 
 
４．毎朝の検温や健康観察により学習前の児童生徒の健康状態を把握し、体調が優れない

児童生徒の体育の授業への参加は見合わせること。 
また、授業を見学する児童生徒については、マスクを着用させるとともに、児童生徒

間の距離を１～２ｍ以上確保するよう指導すること。ただし、気温が高い日などに屋外

で授業を見学する場合は、マスクを着用した児童生徒が熱中症にならないよう、日陰で

見学させたり、必要に応じてマスクを外し、他の児童生徒との距離を２ｍ以上確保する

よう指導すること。 
 
５．教師は、原則として体育の授業中もマスクを着用すること。ただし、自らの身体への

リスクがあると判断する場合や、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ないこと。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）を確保すること。 
 
６．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、当面

実施せず、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行うこと。 
 



本事務連絡は、学校の水泳授業（幼稚園におけるプール活動を含む。）における感染症

対策の徹底をお願いするものです。 

事 務 連 絡  

令和３年４月９日  

 

 各都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課 

 各都道府県・指定都市教育委員会幼稚園主管課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

 附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課  

 各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課 

 独立行政法人国立高等専門学校機構担当 課 

 構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

 受けた地方公共団体の学校設置会社担当 課 

 

ス ポ ー ツ 庁 政 策 課 学 校 体 育 室  

文部科学省初等中等教育局幼児教育課  

 

 

学校の水泳授業における感染症対策について 

 

 

体育は実技を伴う教科であるため、特に児童生徒の健康と安全を第一に考えて、学習の

内容や形態、授業の実施場所や時期等を総合的に考慮しながら、感染リスクへの対策が必

要となります。 

特に、水泳の授業においては、複数学級による合同授業の実施に伴い多くの児童生徒が

同時にプールや更衣室を使用したり、複数の児童生徒が組になる形態で安全の確認をし

ながら学習を行ったりするなど、児童生徒の密集・密接の場面が想定されるため、様々な

感染リスクへの対策を講じる必要があります。 

このため、児童生徒の健康と安全を第一に考えて、地域の感染状況を踏まえ、密集・密

接の場面を避けるなど、下記の事項を十分に踏まえた対策を講じた上で、水泳授業の実施

について検討してください。このことについては、幼稚園におけるプール活動についても

同様です。 

また、実施に当たっては、スポーツ庁が作成した「コロナ禍における体育、保健体育の

教師用指導資料」（https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/ 

jsa_00001.htm）も参考にしてください。 

このことについて、都道府県・指定都市教育委員会の学校体育主管課及び幼稚園主管課

におかれては、それぞれ域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対して、都道府県の私

立学校主管課におかれては、所轄の学校に対して、国公立大学法人の附属学校担当課にお

御中 

【参考資料R3-６】



かれては、関係する附属学校に対して、構造改革特別区域法第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、所轄する学校設置会社が設置する

学校に対して、周知くださるようお願いします。 

 

記 

 

１．学校プールについては、学校環境衛生基準（平成２１年文部科学省告示第６０号）に

基づき適切に管理すること。特にプール水の遊離残留塩素濃度については、プールのど

の部分でも基準の濃度となるように管理すること。また、ドアノブやシャワーや洗眼器

の水栓など児童生徒が手を触れる箇所は、適宜消毒を行うこと。 

屋内プールについては、換気設備を適切に運転するなど換気を行うこと。また、学校

以外のプールを活用して授業を行う場合には、そのプールの管理者に対して学校環境

衛生基準及び本事務連絡に基づく適切な管理を徹底すること。 

 

２．毎朝の検温や健康観察により学習前の児童生徒の健康状態を把握し、体調が優れない

児童生徒の水泳授業への参加は見合わせること。 

授業を見学する児童生徒については、気温が高い日などは、熱中症にならないよう、

日陰で見学させたり、必要に応じてマスクを外し、他の児童生徒との距離を２ｍ以上確

保したりするよう指導すること。 

 

３．授業中、児童生徒に不必要な会話や発声を行わないよう指導するとともに、プール内

で密集しないよう、プールに一斉に大人数の児童生徒が入らないようにすること。プー

ル内だけでなくプールサイドでも児童生徒の間隔は２ｍ以上を保つことができるよう

にすること。 

 

４．授業中、手をつないだり、体を支えたりするなど、児童生徒が密接する活動は避ける

こと。例えば、バディシステムについても、児童生徒によるプールサイドでの人数確認

は、事故防止の上で重要であるが、複数の児童生徒が組になる形態であるので、感染リ

スクに十分注意して運用すること。 

 

５．更衣室については、児童生徒の身体的距離を確保することが困難である場合は、一斉

に利用させず少人数の利用にとどめること。更衣室利用中は、不必要な会話や発声をし

ないよう児童生徒に指導すること。水泳の授業中はマスクを外すことになるので、マス

クの適切な取扱いについて指導するとともに、更衣室利用の前後に手洗いを徹底する

こと。また、更衣室のドアノブやスイッチ、ロッカーなど児童生徒が手を触れる箇所は、

適宜消毒を行うこと。 

 

６．水泳の授業で児童生徒が使用するタオルやゴーグルなどの私物の取り違えや貸し借

りをしないよう指導すること。 



 

７．水泳授業を実施する際には、以上の感染症対策について学校内で共有するとともに、

児童生徒や保護者の理解を図ること。 

 

８．幼稚園においてプール（ビニールプールを含む）を活用した活動を行う場合も、上記

１．～７．を十分に踏まえた対策を講じること。なお、幼児期の特性から、必ずしも幼

児が１．～７．に基づく対応を直ちに実施できない場合もあると考えられるが、幼児が

感染症予防の必要性を理解できるように説明を工夫するとともに、幼児自身が自分で

できるようになっていくために十分な時間を確保すること。 

 

 

 

【本件担当】 

〔水泳授業の全般に関すること〕 

スポーツ庁政策課学校体育室 

電話 03-5253-4111（内線 2674） 

〔幼稚園におけるプール活動に関すること〕 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課 

電話 03-5253-4111（内線 2376） 

 



第２０２０００２５６５３５号 

令 和 ３ 年 １ 月 １ ９ 日 

 

 

 

 各県立高等学校長 様 

 

 

 

                         高等学校課長 

                                             （公印省略） 

 

 

   令和３年度鳥取県立高等学校入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対 

応した検査の実施等における追加事項について（通知） 

 

 

このことについて、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、緊急事態宣言が１都２

府８県で発令されたことなどを踏まえて、鳥取県立高等学校入学者選抜に係る検査の実施

について、下記のとおり、別紙１で追加事項を決定し、別紙２で対応を一部変更しました

ので、お知らせします。各校におかれましては、適切に御対応いただきますようお願いし

ます。 

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等によっては、入学者選抜の実

施方法等を変更する場合もありますので、御承知ください。 

 

 

記 

 

 

別紙１   令和３年度鳥取県立高等学校入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に

対応した検査の実施について（追加） 

別紙２   令和３年度鳥取県立高等学校入学者選抜における新型コロナウイルス感染症

等の対応について（変更） 

参考資料１ 令和３年度鳥取県立高等学校入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に

対応した検査の実施について 

参考資料２ 令和３年度鳥取県立高等学校入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に

対応した検査の実施について（詳細） 

 

 

 

 

【担  当】 

指導担当 蓑原 知也 

電  話  ０８５７－２６－７９１７ 
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令和３年度鳥取県立高等学校入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に   
対応した検査の実施について（追加） 

令和３年１月  
高等学校課  

 
１ 新型コロナウイルス感染症に係る連絡経路について 
 〇連絡経路は、「中学校長 → 高等学校課 → 志願先高等学校長」とする。 
 〇受検者が陽性となった場合 
  ・対応方法を検討し、高等学校課から当該中学校長及び志願先高等学校長に連絡する。 
   （受検希望の有無、院内受検の対応について等） 
  ・受検欠席届等は不要とする。 
 〇受検者が濃厚接触者となった場合 
  ・濃厚接触者のＰＣＲ検査の結果が分かり次第、中学校長から高等学校課に連絡する。 
  ・ＰＣＲ検査の結果により、対応方法を高等学校課から当該中学校長及び志願先高等

学校長に連絡する。 
  ・受検欠席届等は不要とする。 
２ ＰＣＲ検査で陰性となった濃厚接触者等について 
 〇当日、症状がなければ受検可能とする。（本人の申し出による） 
 〇濃厚接触者が複数名いる場合は、検査室の座席の間隔を２ｍ以上確保する。 
 〇他の別室受検者とは別室とする。 
 〇ＰＣＲ検査で陰性となった接触者についても、濃厚接触者と同様、原則、別室受検と 

する。 
３ インフルエンザ罹患者及び発熱者等体調不良者について 
 〇追検査で受検させる。その際、受検欠席届及び追検査受検願書を提出すること。 
 〇検査当日の受検者の発熱・咳等の確認については、朝の集合時等に受検者の申し出に

より確認する。 
・検査開始前に申し出のあった受検者については、追検査で受検させる。 
・検査開始後に申し出のあった受検者については、あらかじめ準備した別室で受検さ
せる。 

 〇追検査当日のインフルエンザ罹患者及び発熱者等体調不良者は、別室受検とする。 
 〇検査会場では受検者への配慮のため、非接触型体温計等での検温は行わない。 
４ 学力検査室の座席について 
〇座席間の距離は、机の右端と左端の間隔を１ｍ程度とする。 
〇１室の受検者数は、４０人教室の場合、２５人～３５人程度を目安とする。 

５ 解答用紙の回収について 
 〇受検者を着座させたまま、解答用紙を回収する。 
６ 防寒着等の着用等について 
 〇教室を換気するため、防寒着・マフラー等の着用、ひざ掛け・毛布を使用してもよい。

ただし、英文字や和歌、格言、地図等がプリントされているものは不可とする。 
 〇ひざ掛け・毛布を使用する場合は、各検査会場で各教科の学力検査前に監督者に申し

出ること。 
 〇面接検査の時間は短時間のため、防寒着・マフラー等の着用、ひざ掛け・毛布の使用

は認めない。 
７ マスクの着用について 
 〇事情によりマスクの着用ができない受検者は、事前に、中学校長を通じて、志願先高

等学校へその旨を連絡しておくこと。 
 〇面接時にマスクを外す場合は、受検者の前後左右２ｍ以上の距離を確保するか、アク

リル板等で仕切りをつくること。 
 〇昼食時や休憩時においても他者との会話は極力控えさせること。特に昼食時のマスク

を外した状態での会話は控えさせること。 
８ 合格発表について 
 〇ホームページによる合格発表は行わない。 
 〇各校において、複数個所を設けるなど、生徒が密集しないよう工夫した上で実施する。 
９ 会計年度任用職員について 
 〇人手不足により、会計年度任用職員を入試業務に従事させる場合は、令和３年３月９

日（火）の学力検査当日のみ（ただし、前日等の高校入試のための打合せ会は１時間
を上限に認める）とする。 

 〇会計年度任用職員を入試業務に従事させる場合は、学力検査と並行して採点業務を行
うことは認めない。 

 〇運用については、教育人材開発課の通知に従うものとする。 

別紙１ 



令和３年度鳥取県立高等学校入学者選抜における新型コロナウイルス感染症等の対応について 

（変更） 
 

令和３年１月 

高等学校課 

１ 推薦入学者選抜について 

  基本的に一般入学者選抜の対応に準じることとするが、当日、新型コロナウイルスに感染、又は濃厚

接触者で症状があるため受検できない者については、令和３年２月１２日（金）までに受検できる場合

は、別日程で受検できることとする。 

  

２ 一般入学者選抜について 

ケース 当日の状況等 当日受検 備 考 

(1) 
受検者が 

感染者 

前日までに退院し、無症状となってい

る（自宅待機要請期間も含む） 
可 

自宅待機要請期間であれば、条

件（※）あり 

前日までに退院しているが、自宅待機

の要請が出ており、症状がある 不可 
追検査又は再募集の日程で、出

願校での特別措置による受検 
退院していない 

(2) 
受検者が 

濃厚接触者 

前日までに陰性が確認され、当日も無

症状である 
可 条件（※）あり 

前日までに陰性が確認されたが、当日

発熱等の症状がある 
不可 

追検査（条件(※)あり）又は再

募集の日程で、出願校での特別

措置による受検 

(3) 

受検者が所

属する中学

校で感染者

が出た場合 

感染者及び濃厚接触者以外の生徒で、

発熱等風邪の症状がない 
可 但し、保健所の指示による 

感染者及び濃厚接触者 － (1)(2)と同じ 

(4) 

受検者が、

発熱・咳等

の症状があ

る 

発熱や風邪症状があるが、インフルエ

ンザと診断されていない 
不可 追検査の日程で受検 

インフルエンザと診断されている 

(5) 

会場の学校

の教職員又

は生徒が新

型コロナに

感染した場

合 

当日の１週間前までの発生 可 
必要に応じて事務局の職員を

派遣して実施 

上記以降の発生 
状況によ

り判断 

本検査又は追検査の日程で、必

要に応じて事務局の職員を派

遣して実施 

教職員の感染状況によっては、

面接及び実技検査を実施しな

い場合もある 

(6) 

注意報、警

報、特別警

報が発令中

の場合 

注意報、警報 可  

特別警報 － 

該当の圏域又は全県における

教育活動の制限の状況を踏ま

えて判断 

 ◆新型コロナウイルスの感染者が退院する場合、保健所から２週間の自宅待機を要請される。 

 

 

 

 

※ ①PCR検査で陰性を確認  ②試験当日も無症状 

③公共交通機関を利用せず、人が密集する場所を避けて試験会場に行く ④終日、別室受検 

別紙２ 



令和３年度鳥取県立高等学校入学者選抜に係る 

新型コロナウイルス感染症に対応した検査の実施について 

 

令和２年１１月１８日 

高 等 学 校 課 

 

１ 基本的な考え方 

  コロナ禍の中でも受検生が安心して鳥取県立高等学校入学者選抜を受検できるよう 

環境を整える。よって、２以下について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況

等により、方針を変更する場合もある。 

 

２ 検査機会の確保 

○推薦入学者選抜検査日 ・・・・・・ 令和３年２月９日（火） 

○一般入学者選抜検査日 ・・・・・・ 令和３年３月９日（火）～１０日（水） 

○一般入学者選抜追検査日 ・・・・・ 令和３年３月１５日（月） 

○再募集入学者選抜検査日 ・・・・・ 令和３年３月２５日（木） 

○特別措置による検査日  ・・・・・ 令和３年３月２５日（木） 

 

【新型コロナウイルスに感染又は濃厚接触者となった受検者への対応】 

  ◆推薦入学者選抜検査当日に、新型コロナウイルスに感染、又は濃厚接触者で症状

があるため受検できない者については、令和３年２月１２日（金）までに受検で

きる場合は、別日程で受検できることとする。 

  ◆一般入学者選抜検査、又は一般入学者選抜追検査の当日に、新型コロナウイルス

に感染、又は濃厚接触者で症状があるため受検できない者については、志願先高

等学校において特別措置による検査を実施する。検査内容は志願先高等学校で決

定し、受検者に通知することとする。 

 

３ 検査会場等における新型コロナウイルスに対する主な感染症対策 

 ○県立高等学校においては、令和３年３月５日（金）から８日（月）までは生徒登校

禁止とし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための準備を行う。 

 ○入学者選抜業務に携わる教職員には、マスクの着用を義務付ける。 

 ○検査室の座席は、１メートル程度の間隔を空けて配置する。 

○１教科終了ごとに１０分程度窓や教室のドアを開放するなどの換気を行う。 

 

４ 検査問題の出題範囲や内容について 

  中学校学習指導要領の範囲内で、本県中学校教育課程の実態に沿った内容とし、現

時点では、出題範囲の縮小は行わない方針。 

 

 

 

 

 

参考資料１ 



５ 無症状の濃厚接触者への対応等について 

受検生が濃厚接触者となった場合において、次の①～④全てを満たすことを条件と

し、当日の受検を認めることとする。 

① 初期スクリーニング（ＰＣＲ検査等）の結果、陰性であること  

② 受検当日も無症状であること  

③ 公共交通機関を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて検査会場に行くこと  

④ 終日、別室で受検すること 

 

★新型コロナウイルス感染者等への対応図 

 一般入学者選抜 追検査 特別措置による検査 

受検者が 

感染者 

前日までに退院

し無症状であれ

ば受検可（※） 

 

 

前日までに退院

しているが症状

がある、又は退

院していなけれ

ば受検不可 

 
退院し無症状であ

れば受検可（※） 

 

 
退院したが症状が

ある、又は退院して

いなければ受検不

可 

 

 

 

 

 

 

 検査実施 

 

受検者が 

濃厚接触者 

ＰＣＲ検査等の

結果が陰性で、

当日無症状であ

れば受検可 

 

 

ＰＣＲ検査等の

結果は陰性だ

が、当日症状が

あれば受検不可 

 
ＰＣＲ検査等の結

果が陰性で、当日無

症状であれば受検

可 

 

 
ＰＣＲ検査等の結

果は陰性だが、当日

症状があれば受検

不可 

 

 

 

 

 

検査実施 

※ 新型コロナウイルスの感染者が退院する場合、保健所から２週間の自宅待機を要請

されるため。 

 



令和３年度鳥取県立高等学校入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症 

に対応した検査の実施について（詳細） 

令 和 ２ 年 1 1 月 

高 等 学 校 課 

 

新型コロナウイルス感染症については、今後も継続して感染防止策を講じていくことが必要であることか

ら、入学者選抜の実施においても、検査会場等では基本的な感染症対策が求められる。各校の検査会場にお

いて、以下の留意事項を参考に、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための措置を講じること。 

 

１ 検査全般について 

（１）入学者選抜業務に携わる教職員には、マスクの着用を義務付ける。 

（２）検査室の座席は、１メートル程度の間隔を空けて配置する。 

なお、検査室を増室したため、１室あたり複数名の監督者の配置が困難となる場合は、検査問題 

等の配布及び解答用紙の回収を複数名で行うこととするが、検査時の監督は 1名で行い、有事のた

めの対応者をろう下に待機させるなどの方法も考えられる。 

（３）検査室の机、椅子については、検査前日及び検査終了後に消毒用アルコール（次亜塩素酸ナトリ 

ウム液（漂白剤）を希釈したものや界面活性剤でも可）を使用した拭き取りを行う。 

（４）検査会場内においては、受検者に対し、昼食時を除き、マスクの着用を義務付ける。また、休憩 

時間や昼食時等での他者との接触、会話を極力控えさせる。 

（５）集合会場入口や検査室ごとに速乾性アルコール製剤を配置し、受検者は入室の際、手指消毒を義 

務付ける。 

（６）集合会場への入退場については、受検者の間隔を空けたり、複数の出入り口を使用したりするな 

ど、混雑を避けるための工夫を行う。なお、受検者を整列させる際は、受検者同士の距離を１メー 

トルから２メートル程度確保する。 

（７）検査開始前に発熱・咳等の症状の有無を監督者より確認し、申出のあった受検者についてはあら 

かじめ準備した別室で対応する。なお、身体等に障がいのある受検者の配慮による別室とは別の部

屋を確保する。 

 （８）学力検査会場では、常時窓を２か所開放しておくことが望ましいが、状況に応じて、少なくとも

１教科終了ごとに１０分程度窓や教室のドアを開放するなどの換気を行う。 

（９）面接検査会場では、受検者同士の距離は１メートル以上、また面接官との距離は２メートル以上

確保し、常時窓を２か所開放しておく。なお、受検者は面接時にマスクを外す必要はない。 

（10）スポーツなどの実技検査を実施する場合は、受検者に検査前２週間程度を目安に、検温や体調を 

記録させておく。 

（11）トイレには、利用後の手洗いなどを促す案内紙を掲示する。また、トイレ内の換気は常時行う。 

 （12）検査終了時の混雑を避けるため、各検査室からの一斉退室はさせず、あらかじめ教室ごとの順番 

を決めておくなど、一定間隔を空けて退場させるなどの工夫を行う。 

（13）検査会場内にマスクを捨てないこと、帰宅後はまず手や顔を洗うことについて受検者への周知を 

行う。 

 （14）中学校関係者控室を設置する場合には、検査会場と同様の感染対策を行う。 

  

２ その他 

（１） 入学者選抜等の日程変更等を決定した際は、県教育委員会より、各県立高等学校及び各市町村教 

育委員会へ連絡を行い、変更後の日程、検査方法等について通知を行う。 

（２）県立高等学校においては、令和３年３月５日（金）から８日（月）（一般入学者選抜検査前日）ま 

では生徒登校禁止とし、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための準備を行うこととする。 

（３） 入学者選抜において、別室受検を設ける等のコロナ対応により、例年以上に人手を要することが 

  想定されるため、会計年度任用職員（非常勤講師）が入試業務に携わることを認める。その際、補 

助的な業務に携わるなど、従事する業務には十分配慮すること。また、各学校においては、業務に 

応じて適切に勤務時間を割り振ること。 

参考資料２ 



 

 

 

 

これまで、正
ただ

しくしることができていなかったり、よくわからなかったりしたことから、

学校
がっこう

やちいきなどで人
ひと

がたいせつにされないできごとがくりかえされてきました。たとえ

ば、びょうきにかかった人
ひと

にたいするさべつやいじめなどのもんだいです。 

ざんねんなことに、「しんがたコロナウイルスかんせんしょう」にかかわって、さべつや

いじめなど、かなしいはなしがニュースなどでつたえられています。どんなときでも、人
ひと

をきずつけるようなわるくちやいじめは、ぜったいにあってはならないことです。 

みなさんはこれまで、じぶんもほかの人
ひと

もたいせつにすることをまなんできました。「し

んがたコロナウイルスかんせんしょう」のもんだいがおこっているいまこそ、どんなこと

ができるかをかんがえ、こうどうであらわしましょう。 
 

【わるくちやいじめによって かんせんしょうが ひろがるしくみ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうすればいいの？ 

①はじめて見
み

つけられたウイルスで、わからないことがおおいので、ふあんがうまれま

す。正
ただ

しいじょうほうをもとに、びょうきのかんせんよぼうをおこないましょう。 

②ふあんな気
き

もちから、ウイルスをとおざけたい気
き

もちがうまれ、ある人
ひ と

たちをせめた

りなかまはずししたりすることであんしんしようとします。ふあんなときは、先生
せんせい

や

おとなにそうだんしましょう。 

③わるくちやいじめをうけるのがこわくてねつやせきがあっても、それをかくすように

なり、びょうきのひろがりにつながります。ほんとうかどうかわからないうわさをし

んじたり、ひろげたりしないようにしましょう。

いまこそ、じぶんもほかの人
ひと

もたいせつにしよう！  
～しんがたコロナウイルスかんせんしょうと人

ひと

のたいせつさ～ 

（小学校下学年・特別支援学校） 

 

  

びょうき 

ふあん わるくち 
いじめ 

① 

② 

③ 

※日本赤十字社「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！」を基に作成 

【参考資料R3-8】　 新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮および学習教材の活用について



 

 

 

 

これまで、正
ただ

しい知識
ち し き

や理解
り か い

が足
た

りないことから、学校
がっこう

、職場
しょくば

、地域
ち い き

など、いろい

ろな場面
ば め ん

で人
ひと

が大切
たいせつ

にされないできごとがくり返
かえ

されてきました。例
たと

えば、ハンセン

病
びょう

などの病気
びょうき

にかかわる人
ひと

、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

による原子力
げんしりょく

発電所
はつでんしょ

事故
じ こ

により避難
ひ な ん

した

子
こ

どもに対
たい

する差別的
さ べ つ て き

な言動
げんどう

やいじめなどの問題
もんだい

です。 

残念
ざんねん

ながら、新型
しんがた

コロナウイルス感 染 症
かんせんしょう

に対
たい

しても、思
おも

いこみやかたよった見方
み か た

による差別的
さ べ つ て き

な言動
げんどう

やいじめなど悲
かな

しい 話
はなし

が報道
ほうどう

されています。どんなときでも、

人
ひと

を傷
きず

つけるような言動
げんどう

やいじめは、絶対
ぜったい

にあってはならないことです。 

みなさんはこれまで、自分
じ ぶ ん

も他
ほか

の人
ひと

も大切
たいせつ

にする学 習
がくしゅう

を通
とお

して、差別
さ べ つ

やいじいめ

をゆるさず、お互
たが

いを大切
たいせつ

にし、いっしょに生
い

きることの大切
たいせつ

さについて学
まな

んできま

した。 

新型
しんがた

コロナウイルス感 染 症
かんせんしょう

の問題
もんだい

が起
お

こっている今
いま

こそ、学
まな

んだことを行動
こうどう

であ

らわすときです。自分
じ ぶ ん

のことも他
ほか

の人
ひと

のことも大切
たいせつ

にするためにどんなことができる

か 考
かんが

え、行動
こうどう

しましょう。 
 

【差別
さ べ つ

やいじめによる感染症
かんせんしょう

拡大
かくだい

の仕組
し く

み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今
いま

こそ、自分
じ ぶ ん

も他
ほか

の人
ひと

も大切
たいせつ

にしよう！  
～新型

しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

と人権
じんけん

～ 

新
あたら

しいウイルスで分
わ

からない

ことが多
おお

く、不安
ふ あ ん

な気持
き も

ちに

なる。うわさ 話
ばなし

やインターネ

ット 上
じょう

の情 報
じょうほう

などにより、

さらに不安
ふ あ ん

が大
おお

きくなる。 

差別
さ べ つ

やいじめを受
う

けるのが

怖
こわ

くて 症 状
しょうじょう

があっても

受診
じゅしん

をせず、それをかくす

ようになり、結果
け っ か

として、

病気
びょうき

の拡散
かくさん

につながる。 

不安
ふ あ ん

な気持
き も

ちや怖
こわ

いという気持
き も

ちは、 考
かんが

える 力
ちから

や正
ただ

しく判断
はんだん

する 力
ちから

を弱
よわ

くし、人
ひと

から人
ひと

へ伝
つた

わっていく。そして、ウイル

スを遠
とお

ざけたい気持
き も

ちから、特定
とくてい

の人
ひと

たちを「危険
き け ん

」とみなし

て、責
せ

めたり仲間
な か ま

外
はず

ししたりすることで安心
あんしん

しようとする。 

（小学校上学年・特別支援学校） 

病気 

差別 
いじめ 

不安 

びょうき 

ふあん 
さべつ 

※日本赤十字社「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！」を基に作成 



 

 

 

 

これまで、ハンセン 病
びょう

やＨＩＶ感 染 症
かんせんしょう

・エイズへの偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

、さらには福島
ふくしま

第一
だいいち

原子力
げんしりょく

発電所
はつでんしょ

事故
じ こ

により避難
ひ な ん

した児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対
たい

する差別的
さ べ つ て き

な言動
げんどう

やいじめなど、正
ただ

し

い知識
ち し き

や理解
り か い

の不足
ふ そ く

から、学校
がっこう

、職場
しょくば

、地域
ち い き

、医療
いりょう

現場
げ ん ば

等
とう

、日 常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

の様々
さまざま

な

場面
ば め ん

で人権
じんけん

が侵害
しんがい

されてしまう出来事
で き ご と

が繰
く

り返
かえ

されてきました。 

残念
ざんねん

ながら、新型
しんがた

コロナウイルス感 染 症
かんせんしょう

に関連
かんれん

して、誤解
ご か い

や偏
へん

見
けん

に基
もと

づく差別的
さ べ つ て き

な

言動
げんどう

や取 扱
とりあつか

いなど悲
かな

しい事例
じ れ い

が報道
ほうどう

されています。どんなときでも、人
ひと

を傷
きず

つける

ような言動
げんどう

やいじめは、絶対
ぜったい

にあってはならないことです。 

みなさんはこれまで、人権
じんけん

教 育
きょういく

を通
とお

して、差別
さ べ つ

の不合理
ふ ご う り

さに気
き

づき、互
たが

いを尊 重
そんちょう

し、共
とも

に生
い

きることの大切
たいせつ

さについて学
まな

んできました。 

新型
しんがた

コロナウイルス感 染 症
かんせんしょう

の問題
もんだい

に直 面
ちょくめん

している今
いま

こそ、学 習
がくしゅう

の成果
せ い か

を行動
こうどう

で

示
しめ

すときです。自分
じ ぶ ん

の人権
じんけん

も他
ほか

の人
ひと

の人権
じんけん

も大切
たいせつ

にする行動
こうどう

について一人
ひ と り

ひとりが

考
かんが

え、実践
じっせん

しましょう。 
 

【偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

による感染症
かんせんしょう

拡大
かくだい

の仕組
し く

み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今
いま

こそ、お互
たが

いの人権
じんけん

を大切
たいせつ

にしよう！  
～新型

しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

と人権
じんけん

～ 

未知
み ち

のウイルスで分
わ

から

ないことが多
おお

く、不安
ふ あ ん

な

気持
き も

ちになる。うわさ

話
ばなし

やインターネット 上
じょう

の情報
じょうほう

等
とう

により、さらに

不安
ふ あ ん

が大
おお

きくなる。 

差別
さ べ つ

を受
う

けるのが怖
こわ

くて

症 状
しょうじょう

があっても受診
じゅしん

を

せず、それを隠
かく

しておき

たい。結果
け っ か

として、病気
びょうき

の拡散
かくさん

を招
まね

く。 

不安
ふ あ ん

や恐
おそ

れは、 考
かんが

える 力
ちから

や正
ただ

しく判断
はんだん

する 力
ちから

を弱
よわ

め、人
ひと

から人
ひと

へ伝染
でんせん

していく。そして、ウイルスを遠
とお

ざ

けたい気持
き も

ちから、特定
とくてい

の人
ひと

たちを「危険
き け ん

」とみなし

て、責
せ

めたり排除
はいじょ

したりすることで安心
あんしん

しようとする。 

病気 

偏見  
差別 

不安 

（中学校・高校・特別支援学校） 

びょうき 

ふあん 
へんけん 

さべつ 

※日本赤十字社「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！」を基に作成 



 

「今こそ、お互いの人権を大切にしよう！ ～新型コロナウイルス感染症と人権～」指導の流れ 

鳥取県教育委員会 

【学習のねらい】 
新型コロナウイルス感染症に起因する偏見や差別が人権を侵害するだけでなく感染拡大につ

ながってしまうことを理解するとともに、自他の人権を尊重するための実践行動への意欲をもつ
ことができる。 

【学習の展開】（１５分） 

学習活動 指導上の留意点 
１ 新型コロナウイルス感染

症に関して起こっている問
題について知る。 

○チラシの上部の文章を読み、これまでの学習を振り返る。 
○これまで新聞等で報道された事象をいくつか紹介し、感じたこ

とを発表させる。 
２ 偏見や差別の問題が起き

る原因や問題が引き起こす
感染拡大について理解す
る。 

○チラシの下部の図をもとに、インターネット上の情報等により
不安な気持ちが大きくなること、安心感を得るために特定の人
を責めたり排除したりしてしまうこと、偏見や差別が人権を侵
害するだけでなく、感染を隠したり、症状があっても受診を避
けたりするようになり、結果として感染拡大につながることを
説明する。 

３ どうすれば連鎖的な悪循
環を断ち切ることができる
かを考える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
※「偏見・差別」については、

「小学校下学年・特別支援
学校」は「わるくち・いじ
め」、「小学校上学年・特別支
援学校」は「差別・いじめ」 

 
 

○それぞれの連鎖を断ち切るために自分にできることを考えさ
せる。 

 ①「病気」が引き起こす「不安」を断ち切る 
・「新しい生活様式」を実践し、感染症対策を徹底する。（手

洗い・咳エチケット・三つの密を避ける） 
・根拠のないうわさ話やインターネット上の情報等に振り

回されないように、公的機関が発信する確かな情報を収集
し、正しい判断と行動をする。 

 ②「不安」が引き起こす「偏見・差別」を断ち切る 
・不安な気持ちから特定の人たちを責めたり排除したりせ

ず、正しい情報に基づいて冷静に行動する。 
・信頼できる大人や相談機関に相談する。 
・不安を感じている人を見かけたら優しい声掛けをする。 

 ③「偏見・差別」が引き起こす「病気」（拡大）を断ち切る 
・インターネット上には不確かな情報が数多くあることを

認識し、そのような情報やうわさ話を信じて周りの人に言
いふらしたり、ＳＮＳで発信・拡散したりしない。 

  ・情報を発信する自分の行為に責任をもつ。 
  ・この事態に対応しているすべての人たちへ感謝し、応援す

る気持ちをもつ。 
４ この問題に対して正しく

行動しようとする意欲を高
める。 

○どんなに注意していても感染することはあり、感染者等への偏
見や差別は不合理であること、自他の人権を守る行動が感染症
拡大防止につながることをおさえる。 

※新聞記事等に掲載されている医療関係者等の状況や思いを紹
介してもよい。 

※まとめとして日本赤十字社作成の動画「ウイルスの次にやって
くるもの」（3m17s）を見せてもよい。 
（ https://www.youtube.com/watch?v=rbNuikVDrN4 ） 

☞「日本赤十字社『新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るために～』」
も参考にする。 （ http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200326_006124.html ） 

※「新型コロナウイルス感染症対策」「新しい生活様式」「相談機関」等については、鳥取県ホームペー
ジや教育委員会が作成した資料やガイドラインを参考にする。 

② 

① ③ 
×

×

×

（共通） 
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教育人材開発課

服務の扱い
取得
単位

取得
期間

手続き 状態 備考 通知

1 新型コロナウイルスに感染した教職員 ○特別休暇（１８号）として取り扱うこと。

2

教職員又はその親族に発熱等の風邪症状がみられる
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教職員（新型コロナワクチン接種
による副反応かどうかにかかわらないこと。）

○医師の診断書は不要。
○この特別休暇を取得した後、新型コロナウイルス以外の疾病であること
が明らかになった場合は、その時点から年次有給休暇又は病気休暇を取
得すること。
○子の看護休暇の要件に該当する場合は、当該休暇の取得も可能。

※やむを得ないと認める場合の具体例
　…配偶者に風邪の症状があり、自宅で安静・療養させることで感染
　　拡大の防止を図る目的があり、教職員本人しか看病できる者が
　　いない場合など

3

○息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等
の強い症状のいずれかがある
○基礎疾患（糖尿病、心疾患、呼吸器疾患など）のある
教職員で、発熱や咳等の比較的軽い風邪の症状があ
る
〇上記以外で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状
が続く

○医師の診断書は不要。
○この特別休暇を取得した後、新型コロナウイルス以外の疾病であること
が明らかになった場合は、その時点から年次有給休暇又は病気休暇を取
得すること。

4
学校の臨時休業その他の事情により子の世話を行うた
め、勤務しないことがやむを得ないと認められる教職員

○孫や甥・姪は、「子」には含まれない。
○その他の事情には、保育所・幼稚園等の臨時休園等が該当する。
○保育園・幼稚園や放課後児童クラブ等（以下「園」という。）の園内感染
防止のための登園等自粛の協力要請に応える場合も該当。

※やむを得ないと認める場合の具体例
　　…子の預け先を見つけることが難しく、当該教職員以外の者で
　　　自宅において子の面倒を見る者がいない場合など

5
検疫法に規定する停留（これに準ずるものを含む。）の
対象となった教職員

6

検疫法の規定に基づき、本人又は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教職員（これに準ずるものを含
む。）で、勤務しないことがやむを得ないと認められる教
職員

7

感染症法の規定に基づき、本人又は親族が外出しない
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教職員で、勤務しないことが
やむを得ないと認められる教職員

8
特別休暇
（１６号）

感染症の予防法に基づく健康診断、就業制限、入院の
措置の対象となった教職員

Ｒ２．２．５付
教育長通知

9
特別休暇
（２１号）

分単位
（困難な場合
は、時間・日
単位）

必要な期間

本人の申請を承
認。カンパニーで
申請できない非常
勤講師等は、紙の
承認簿による（勤
務が割り振られて
いる場合）。

新型コロナウイルスのワクチン接種
Ｒ３．５．２８付
教育長通知

※
10

適切な感染防護なしに新型コロナウイルス感染者と同
居あるいは長時間の接触があった教職員

※
11

適切な感染防護なしに新型コロナウイルス感染者の気
道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能
性が高い教職員

※
12

適切な感染防護なしに新型コロナウイルス感染症が疑
われる患者を診察、看護若しくは介護していた教職員

※
13

所属長と本
人との協議
により必要と
認めた期間

基礎疾患（糖尿病、心疾患、呼吸器疾患など）のある職
員、透析を受けている教職員、免疫抑制剤や抗がん剤
を用いている職員等、所属長が重症化リスクが高いと
認めた教職員及び妊娠している教職員

※
14

学校が臨時
休業の間

緊急事態宣言発令により学校が臨時休業する間、児童
生徒等の学習の保障の見地から、必要な業務継続の
体制をとった上で、在宅勤務。

○特に、県外からの通勤、公共交通機関による通勤、遠距離通勤は在宅
勤務を推奨。

R２．４．１７付
教育長通知

※
15

必要に応じ
て

鳥取県版コロナ警報が発令されている間、長期休業中
の執務室の職員密度を下げる見地から、在宅勤務が可
能な教職員。

R２．７．３１付
教育長通知

※
16

検査結果が
判明するま
での間

同居家族等が濃厚接触者等としてPCR検査等を受検す
る教職員

やむを得ず、出勤する必要がある場合は、基本的な感染予防対策をし徹
底した上で、可能な限り、他の教職員との接触を控えるものとする。
なお、保健所からの指示がある場合は、その指示に従って差し支えない。

R２．８．５付
教育長通知

※市町村（学校組合）教育委員会へ県の状況を参考送付

(別紙)　　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等に係る教職員の服務の取扱いについて（市町村立学校）

Ｒ２．２．２５付
教育長通知
及び

R２．４．１７付
教育長通知

特別休暇
（１８号） 日、時

間、分単
位

所属長がそ
の都度必要
と認める期

間

本人の申請に基
づき、休暇を承

認。
カンパニーで申
請できない非常
勤講師等は、紙
の休暇承認簿に

よる。

R２．４．２４付
教育長通知、
R２．５．１５付
教育長通知
及び

R３．５．２８付
教育長通知

在宅勤務
勤務時間
である

最大２週間

本人は、始業時
と終業時に校長
へ報告。

○風邪等の症状がある場合は特別休暇（１８号）を取得

【参考資料R3-９】



 

教職員・児童生徒に新型コロナウイルス感染症陽性者が判明した際の問い合わせ FAQ 

鳥取市教育委員会 学校教育課 

 

Ｑ１．我が子は、濃厚接触者ではないか？ 

  

Ａ．濃厚接触者の判断は、鳥取市保健所が行い、ご本人（保護者）へ連絡があります。

連絡がない場合は、該当しないということです。濃厚接触者となった場合は、決め

られた期間（感染者と最後に接触した日の翌日から起算して１４日間）は出席停止

となります。 

※教職員は在宅勤務又は特休（１８号）となります。 

 

Ｑ２．子どもに風邪症状があるのだが、どうしたらいいか？ 

 

 Ａ．健康の心配は、まずはかかりつけ医に相談し受診するなどしてください。感染者

との接触等の心配を感じる場合は、「東部地区発熱・帰国者・接触者センター」（０

８５７－２２－５６２５）に相談してください。 

 

Ｑ３．学校が臨時休業になると、部活動や大会（中体連・中文連）なども参加できない

のか？ 

 

 Ａ．一先ず１４日間は、学校の教育活動をすべて中止しますので、臨時休業中は参加

できません。 

  ※クラブチーム、スポーツ少年団の問い合わせについては、「学校で判断はできな

いので、チーム代表者に問い合わせてください。」と答えてください。 

 

Ｑ４．臨時休業中は、家から出てはいけないのか？ 

 

 Ａ．一歩も出ていけないわけではありませんが、感染拡大防止の観点や健康面での変

化がないかを見るためには、この期間はできるかぎり不要不急の外出はさけてほし

いということです。また、月～金曜日の日中は、通常であれば授業を受けている時

間帯ですので、学校から出されているスケジュールなどにそって、課題やインター

ネット上で学習できる「すらら」などを活用しての学習や、家の近くで体を動かす

などをして過ごしてください。 

 

Ｑ５．塾や習い事があるが、出てはいけないのか？ 

 

 Ａ．保護者の方の判断になりますが、保健所から濃厚接触者であることの連絡がなけ

れば、特に妨げることはありません。 

【参考資料 R3-10】   令和２年８月段階での問い合わせ FAQ 



Ｑ６．子どもの感染が心配だが、親は仕事に出てもよいのか？ 

 

 Ａ．保健所からは、現時点でご家族の行動制限はないと聞いています。学校は判断で

きませんので、くわしくは「東部地区発熱・帰国者・接触者センター」（０８５７

－２２－５６２５）に相談してください。 

  ※「会社から出勤しないように言われた」「医療従事者のために出勤できないが、

いつになったら出勤できるのか」等の問い合わせがあります。学校では判断できな

い旨を伝えてください。 

 

（全員検査を実施するにあたって） 

Ｑ７．いつ、どこで、どんな検査をするのか？ 

 

 Ａ．保護者連絡メールを通じて、お知らせしますので確認してください。 

  ※このたびは、マチコミで、検査日程、クラスごとの実施時間、場所、検査方法（今

回は唾液採取）、持ち物等を通知されました。あわせて、市教委文書（検査の趣

旨、教育長メッセージ）及び保健所文書（検査の注意事項）、学校文書（人権へ

の配慮等）も順次配信しました。 

 

Ｑ８．検査結果はいつわかるのか？ 

 

 Ａ．検査を受ける際に、ご本人に説明されます。 

 ※このたびは、保健所より受検者に、検査結果の通知方法や時期等について紙が渡さ

れました。この中には、陽性になった場合入院することや感染拡大防止のために居

住地、年代、性別、行動歴等が公表されることへの了解等も記載されています。上

記Ｑ７の保健所文書にもこのことが記載されています。（今回は、検査結果が 1 日

早く判明し、且つ全員陰性であったため、マチコミで結果を通知しました。） 

  

※多くの問い合わせが、学校に寄せられることが想定されますので、マチコミ等で事

前に問い合わせ先を示しておくと混乱が避けられます。 

 ①体調不良や発熱等の健康に関する問い合わせ先 

   →「東部地区発熱・帰国者・接触者センター」（０８５７－２２－５６２５） 

 ②学校教育に関する問い合わせ先 

   →「鳥取市教育委員会 学校教育課」（０８５７－３０－８４１２） 

 ③各学校の学校行事等に関する問い合わせ先 

   →「各学校」（電話番号） 

※学校規模や発生人数によっても、対応が異なってきます。 

「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」～（2020.6.16 ver.2）」や市教委通知（その１～その１４ R2.8.6

現在）で対応の確認をお願いします。 







第２０２１０００５６１２６号 
令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 

 

 

各 市 町 村 （ 学 校 組 合 ） 教 育 委 員 会 事 務 局 学 校 保 健 担 当 課 長  
鳥 取 大 学 附 属 学 校 長     様 
各 県 立 学 校 長 
 

                     

 
              鳥 取 県 教 育 委 員 会 事 務 局体育保健課長 

                       （ 公 印 省 略 ） 
 
 

新型コロナウイルス感染症発生時の報告様式等の更新について（通知） 

 

 このことについて、令和２年８月２４日付第２０２０００１３２５４６号で通知し、適

切に対応いただいているところです。 

 ついては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、下記のとおり報告様式を変更

しましたので御確認ください。 

また、市町村（学校組合）教育委員会においては、貴管内の学校へ周知してください。 
 

記 

 

【主な変更内容】 

・別紙様式３、４の臨時休業における報告について、報告時点での陽性者数のみを報告 

することとした。 

・別紙様式６の報告は、毎日ではなく変更があった場合に報告することとした。 

・出席停止の報告様式（別紙様式７、８）を追加した。 

 

 ※学校等欠席者・感染症情報収集システムに入力することで出席停止の報告としていま

すが、入力を希望されない場合は書面での報告をお願いします。 

 

 

 

 

 
 

担当 学校安全・健康教育担当 前田 

電話 ０８５７－２６－７５２７ 
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〔令和３年６月１改訂〕 

新型コロナウイルス感染症発生時の報告ルート及び様式等 
 

（注）様式は、新型コロナウイルス感染症発生時の場合のものであり、他の新感染症発生時の場合は、こ 
れに準じて作成すること。 

 

 
学校保健安全法第２０条の規定により、学校の全部又は一部の休業を行った場合 

 

１ 市町村（学校組合）立幼稚園・小・中・義務教育学校 

       ↓（別紙様式３） 
     市町村（学校組合）教育委員会 

       ↓（別紙様式２、３）    ↓（別紙様式１、３） 

     所轄保健所    各教育局 → 小中学校課・体育保健課 
 

２ 県立学校（別紙様式４） → 所轄保健所及び高等学校課（特別支援教育課） 
※臨時休業中に変更があれば（別紙様式６）で報告     ↓ 

体育保健課 

 
３ 鳥取大学附属学校（別紙様式４） → 所轄保健所及び体育保健課 

 
４ 地域一斉臨時休業の場合は、 

市町村（学校組合）教育委員会が一括して報告する。（別紙様式５） 

 

 
学校保健安全法第１９条の規定により、出席停止の措置をとった場合 

 

１ 市町村（学校組合）立幼稚園・小・中・義務教育学校 

↓（別紙様式７） 

市町村（学校組合）教育委員会 

↓（別紙様式２、７）  ↓（別紙様式１、７） 

所轄保健所    各教育局 → 小中学校課・体育保健課 
 

２ 県立学校 

    ↓（別紙様式８） 
所轄保健所及び体育保健課 

 
３ 鳥取大学附属学校 

    ↓（別紙様式８） 
所轄保健所及び体育保健課 

 

※出席停止の措置を行う際は、学校等欠席者・感染症システムへの入力を原則とし、 

入力をしない場合は書面によって報告する。 

 
【報告時期】措置決定後、速やかに報告すること。 
【報告方法】様式による報告は、第一報を速やかにファクシミリ送信後、文書で報告すること。 
      なお、保健所への報告は、ファクシミリのみで可とする。 
 

報  告  先 ファクシミリ番号 
 県教育委員会体育保健課 ０８５７－２６－７５４２ 

      〃     東部教育局 ０８５７－２０－３６７３ 
      〃     中部教育局 ０８５８－２３－５２０３ 
      〃     西部教育局 ０８５９－３５－２０９６ 

 鳥取市保健所 ０８５７－２２－５６６９ 
  倉吉保健所 ０８５８－２３－４８０３ 
  米子保健所 ０８５９－３４－１３９２ 

別紙２ 



（別紙様式１） 

番       号  
年   月   日  

 

 
 

 鳥取県教育委員会教育長 様 

 
 

 
 市町村（学校組合）教育委員会教育長 

 
 

出席停止 

新型コロナウイルス感染症（陽性者の濃厚接触者）の発生による         について（報告） 
臨時休業 

 
 

出席停止 

このことについて、別添写しのとおり          の措置をとったので報告します。 
臨時休業 

 
 

 
 

 ＊（別紙様式３）または（別紙様式７）を添付すること。 



（別紙様式２） 

番       号  
年   月   日  

 

 
 

所轄保健所長  様 
 
 
 

 市町村（学校組合）教育委員会教育長 
 
 
 

 
出席停止 

新型コロナウイルス感染症（陽性者の濃厚接触者）の発生による         について（報告） 
臨時休業 

 

 
出席停止 

このことについて、別添写しのとおり          の措置をとったので報告します。 
臨時休業 

 
 

 
 ＊（別紙様式３）または（別紙様式７）を添付すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙様式３）  
番       号  
年   月   日  

 
 
 

市町村（学校組合）教育委員会教育長  様  
 
 
 

市町村（学校組合）立学校長 
 
 
   新型コロナウイルス感染症の発生による臨時休業について（報告） 
 
 このことについて、下記のとおり臨時休業の措置をとったので報告します。  
 
 

記 
 
１ 学校名及び校長名 
 
２ 所在地 
 
３ 臨時休業の措置をとった理由 
 
４ 臨時休業の範囲（学校、学年、学級） 
 

休業の範囲 
学年、学級 

 
在籍者数 

 

新型コロナウイルス感染症  
陽性者数 

 
臨時休業の期間 

 

臨時休業日

前日の措置 

     

     

     

     

     

     

全校総数 
学級数（ ）     

＊ 全校総数の欄には、臨時休業を行っていない学級等も含めてそれぞれの全校総数を記入する。 
＊ 学校を単位とした臨時休業のときは、学年別人数を記入する。 
＊ 臨時休業は日を単位として休業にした日を記入する。（午後早退は臨時休業日としない） 
＊ 臨時休校日前日に早退させた場合は、「臨時休業日前日の措置」の欄に記入すること。 

 
５ その他参考となる事項（主な症状など） 
 
 
 
 



（別紙様式４）  
番       号  
年   月   日  

 
 
 所轄保健所長 
                    様 
 教  育  長 
 
 
                                                          学 校 長 
 
 
   新型コロナウイルス感染症の発生による臨時休業について（報告） 
 
 このことについて、下記のとおり臨時休業の措置をとったので報告します。  
 

 
記 

 
１ 学校名及び校長名 
 
２ 所在地 
 
３ 臨時休業の措置をとった理由 
 
４ 臨時休業の範囲（学校、学年、学級） 
 

休業の範囲 
学年、学級 

 
在籍者数 

 

新型コロナウイルス感染症  
陽性者数 

 
臨時休業の期間 

 

臨時休業日

前日の措置 

     

     

     

     

     

     

全校総数 
学級数（ ）     

＊ 全校総数の欄には、臨時休業を行っていない学級等も含めてそれぞれの全校総数を記入する。 
＊ 学校を単位とした臨時休業のときは、学年別人数を記入する。 
＊ 臨時休業は日を単位として休業にした日を記入する。（午後早退は臨時休業日としない） 
＊ 臨時休校日前日に早退させた場合は、「臨時休業日前日の措置」の欄に記入すること。 

 
５ その他参考となる事項（主な症状など） 
 
 
 



（別紙様式５） 
番       号  
年   月   日  

 
 
 
 所 轄 保 健 所 長 
                               様 
  鳥取県教育委員会教育長 
 
 
                   市町村（学校組合）教育委員会教育長 
 
 
   新型コロナウイルス感染症の発生による地域一斉臨時休業について（報告） 
 
 このことについて、下記のとおり地域一斉臨時休業の措置をとったので報告します。 
 
 

記 
 
 
１ 一斉臨時休業予定年月日 
 
    令和  年  月  日（  ）から 令和  年  月  日（  ） 
 
 
２ 臨時休業学校数（患者発生校を含む） 
 

校 種 学校数 

（校） 
総児童生徒数 

（人） 
休校措置学校数 

（校） 
休校措置をとった学校

の総児童生徒数（人） 

幼稚園  
 

 
 

 
 

 
 

小学校  
 

 
 

 
 

 
 

中学校   
 

  

義務教育学校  
 

 
 

 
 

 
 

合 計  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
３ 臨時休業の措置をとった学校名（一覧添付可） 
 
 
 
４ 新型コロナウイルス感染症発生校における臨時休業予定期間 
 
  令和  年  月  日（  ）から 令和  年  月  日（  ） 
 
 
 
※新型コロナウイルス感染症患者発生校については、（別紙様式１～３）も報告してください。 
※一斉臨時休校を行った日の午前中に提出してください。 
 
 



（別紙様式６） 
番       号  
年   月   日  

 
 
 
 教 育 長  様 
 
 
 
                                                        学 校 長 
 
 
 
   新型コロナウイルス感染症の発生による臨時休業の期間における児童生徒数の 

感染状況について（報告） 
 
 
 このことについて、下記のとおり児童生徒の新型コロナウイルス感染症の感染状況について

報告します。 
 

記 
 
 
１ 報告日  令和  年  月  日（  ） 
 
 
２ 新型コロナウイルス感染症の感染状況 
 

学年 在籍者数 新型コロナウイルス感染症様症状

児童生徒数 
新型コロナウイルス感染症  

陽性者数 備 考 

     

     

     

     

     

     

合計     

※新型コロナウイルス感染症様症状児童生徒とは、熱や呼吸器症状（咳・のどの痛み・鼻水など）がある 
児童生徒をいう。 

 ※一斉休業期間（臨時休業期間）中、変更があればその都度報告してください。（ファクシミリ送信可） 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙様式７） 
番       号  
年   月   日  

 
 
 市町村（学校組合）教育委員会教育長 様 
 
 
                    市町村（学校組合）立学校長 
 
 

新型コロナウイルス感染症 
                         の発生による出席停止について（報告） 

新型コロナウイルス感染症陽性者の濃厚接触者 
 
 
 このことについて、下記のとおり出席停止の措置をとったので報告します。 
 
 

記 
 
 
 １ 出席停止した理由及び期間 
  （理由：病名を記載） 
 
 
  （期間） 
     令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 
 
 
 ２ 出席停止を指示した年月日 
 
     令和  年  月  日 
 
 
 ３ 出席停止させた児童生徒等の学年別人員数 
    

学年、学級 人数（人） 
  

                  ※必要に応じて行を追加してください。 
 
 
 ４ その他参考となる事項 
  （１）入院の有無     有（  人）・ 無（  人） 
  （２）その他（現在の体調等） 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙様式８） 
番       号  
年   月   日  

 
 
 所轄保健所長 
                    様 
 教  育  長 
 
 
                         学 校 長 
 
 

新型コロナウイルス感染症 
                         の発生による出席停止について（報告） 

新型コロナウイルス感染症陽性者の濃厚接触者 
 
 
 このことについて、下記のとおり出席停止の措置をとったので報告します。 
 
 

記 
 
 
 １ 出席停止した理由及び期間 
  （理由：病名を記載） 
 
 
  （期間） 
     令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 
 
 
 ２ 出席停止を指示した年月日 
 
     令和  年  月  日 
 
 
 ３ 出席停止させた児童生徒等の学年別人員数 
    

学年、学級 人数（人） 
  

                  ※必要に応じて行を追加してください。 
 
 
 ４ その他参考となる事項 
  （１）入院の有無     有（  人）・ 無（  人） 
  （２）その他（現在の体調等） 



臨時休業中の「学びの保障」について 

小中学校課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ａ ネットの利用環境がある場合】 

（１）教科書を利用する。 

  ※学校稼業中に、教科書の活用方法（自宅で自ら学習を進める方法）を指導しておく。 

  ※算数、数学については「スマートレクチャー」を活用することで、教科書でわかりやすく学ぶことが

できる。 

（２-Ａ）「ＮＨＫ for School」など、ネットやテレビなどの動画や教材を利用する。 

  ※一方向であるが、解説や実験動画などがあり、個人で学習した内容の理解を促進させることができる。 

（３-Ａ）eラーニング教材（「すらら」等）を利用する。 

  ※管理画面等でリアルタイムに児童生徒の学習の状況を把握することができる。また、児童生徒の理解

度に応じて最適化された問題を解かせ、定着を図ることができる。 

 

【Ｂ ネットの利用環境がない場合】 

（１）教科書を利用する。 

（２-Ｂ）「ＮＨＫ Ｅテレ」など、テレビの番組や教材を利用する。 

※時間の指定や動画本数の少なさなどの課題はあるが、児童生徒が学習に関連する番組を見て学習を進

めることができる。 

（３-Ｂ）学習プリントを利用する。 

※児童生徒が各自で学校から配布されたワークシートやドリルに取り組み、解答を見て自己採点する。 

 

 

【基本的な考え方】 

今後予想される新型コロナウイルス感染症拡大による臨時休業や分散登校を想定し、児童生徒が「家庭で

未習の学習内容を５割程度補完する」ことをめざす 

※本来４時間をかけて学習する内容を、学校再開後に２時間程度の補充学習をすることでカバーできるようにする 
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【Ｃ 学校と児童生徒を遠隔授業でつなぐことをめざす】 

（１）遠隔授業が必要となる背景 

第２波、第３波による学校休業を想定したとき、家庭学習として復習の内容だけではなく、未習の内

容についても学習を進めることが必要となる。また、児童生徒は家庭内で長時間過ごすことになり、精

神的に不安定になることも予想される。 

そのため、ウェブ会議システムを活用することにより、先生や友達、友達と友達を双方向でつなげる

手段を準備しておくことが必要である。 

（２）遠隔授業の実施方法例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ネット環境がない家庭への対応 

・タブレット端末やモバイルルーター等を家庭へ貸し出す。 

・感染防止に十分な配慮をしたうえで、ネット環境が整備されている学校や地域の公民館等に児童生徒

を集めて指導する。 

・電話連絡、家庭訪問（感染防止に十分な配慮をしたうえで）等により、学習状況を確認する。 

※学校におけるネット環境や ICT 機器の整備、ネット環境がない家庭への個別対応など、解決しなけ

ればならない課題は多いが、「双方向の遠隔授業」を実現できる準備を進めておく必要がある。 

遠隔授業専用の教室を設

置し、時間割に従って、担当

する教員が授業を配信する。 

児童生徒は、時間割に合わ

せて、家庭にあるＰＣ端末か

らウェブ会議システムに接

続し、遠隔授業に参加する。 



4 

 

 

遠隔授業実証実験について 

小中学校課 
 

１ 目的 

ＩＣＴを活用した教育を推進するとともに、新型コロナウイルス感染症による長期の学校休業

に備えるため、学校休業中の児童生徒の状況把握や学力保障を目指し、市町村教育委員会と連携

しながらウェブ会議システムを活用した遠隔授業実証実験を行う。 

 

２ 遠隔授業が必要となる背景 

コロナ禍による第２波、第３波による学校休業を想定したとき、家庭学習として復習の内容だ

けではなく、未習の内容についても学習を進めることが必要となる。また、児童生徒は家庭内で長

時間過ごすことになり、精神的に不安定になることも予想される。 

そのため、ウェブ会議システムを活用することにより、先生や友達と双方向でつなげる手段を

準備しておくことが必要であると考える。そこで、学びの改革推進室では、実際に「遠隔授業」の

実証実験を行い、その知見を広く県内の学校へ発信していく予定。 

 

３ 遠隔授業実証実験の状況 

◆４月２８日（火）岩美町教育委員会        ◆５月１５日（金）琴浦町教育委員会 

 岩美中学校３年「朝の会（健康観察）」「数学」「理科」  赤碕小学校６年「算数」 

◆７月１０日 三朝町教育委員会 

三朝小学校 小学６年生 

 

  

 

◆７月１４日 日吉津村教育委員会 

日吉津小学校 小学５年生 
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○写  

第２０２１０００７８８０１号 

令和３年６月２４日 

 

  各県立学校長 様 

 

                            教育長 

                           （公印省略） 

 

令和３年度における教育実習の受け入れ時の留意事項について（通知） 

 

 このことについては、令和３年４月８日付第 202100011834 号で通知したところですが、令和

３年６月 20 日をもって緊急事態宣言が一部解除されたことなどを鑑み、通知の内容を下記のと

おり変更しますので、各大学等と調整を行っていただくとともに、学生へ必要な指示を行ってい

ただきますようお願いします。 

なお、各学校において実習生を受け入れる場合は、下記３の文部科学省通知及び下記４など最

新のガイドライン・マニュアル等も含めて改めて御確認いただき、各校で実施中の感染症対策も

踏まえ、大学等と密に連携を図りながら、実習生の健康状況の確認の徹底など、感染症対策に万

全を尽くしていただきますようお願いします。 

本通知の施行に伴い、「令和３年度における教育実習の受け入れ時の留意事項について（令和

３年４月８日付第 202100011834 号教育長通知）」は廃止します。 

 

記 

 

１ 前回通知（４月８日付）からの変更点 

 （１） 県外在住の学生に係る県内での２週間の事前居住要件の対象者を、国が定める「緊急事態

宣言地域」及び「まん延防止等重点措置対象地域」並びに鳥取県が定める感染警戒地域（「感

染流行厳重警戒地域(Ⅴ)」及び「感染流行警戒地域(Ⅳ)」から来県する学生のみに限定した

こと（下記２）。 

 （２） マニュアル、ガイドラインの表記を最新版に改めたこと（下記４）。 

 （３） 教育実習の単位の特例措置が正式決定したことに伴い表記を修正したこと（下記５）。 

 

２ 県外在住の学生の受け入れの要件について 

県外在住の学生のうち、次のアからエに掲げる地域（兵庫県香美町及び新温泉町など鳥取県内と 

 生活圏が一体である地域を除く。）から来県する学生については、当分の間、原則として実習開始 

前の２週間（帰鳥日を起算日とする。）鳥取県内に居住していただき、健康状況が良好であること

を確認した上で実習を開始すること。 

ア 緊急事態宣言地域 

イ 「まん延防止等重点措置」対象地域 

ウ 感染流行厳重警戒地域(Ⅴ)※ 

エ 感染流行警戒地域(Ⅳ)※ 

※警戒地域については鳥取県ホームページで確認してください（原則毎日更新）。 

 

【参考資料R3-15】



３ 学生への事前指導について（令和２年４月３日付文部科学省通知抜粋） 

（１） 教育実習の実施の２週間程度前から、毎朝の検温及び風邪症状の確認を行うことや、感染リ 

   スクの高い場所に行く機会を減らすことなどを学生に徹底していただくこと。実習中は、これ 

に加えて、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底し、マスクは常時装着する 

ことなど一層の感染症対策を行うことを学生に徹底していただくこと。 

（２） 教育実習に参加予定の学生の家族等の感染が確認されるなど学生が濃厚接触者に特定された 

場合、感染者と最後に濃厚接触した日から起算して２週間は教育実習への参加を見送るよう指

導していただくこと。  

※現在は、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して２週間となります。 

（３） 略 

（４） 実習中は受入先である各小学校等における感染症対策の指示に従うことや、発熱等の風邪症 

状やその他体調不良がみられる場合には、小学校等と相談の上、児童生徒等との接触は絶対に 

避け、自宅で休養することを学生に徹底していただくこと。 

 

４ 学校における衛生管理体制等について 

  文部科学省が作成した「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

～「学校における新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）」や、令和２年４月 15 日に鳥取県教育

委員会が作成した「鳥取県立学校版感染症予防ガイドライン（新型コロナウイルス感染症）（令和

３年５月 21 日第十二次改訂）」の内容も踏まえて感染症対策を行うとともに、教育実習生に対して

も十分に理解させた上で参加させること。 

 

５ 教育実習の単位の特例措置の継続について 

  令和３年４月 16 日付第 202100018790 号で通知したとおり、令和２年度に引き続き、令和３年度

においても特例措置（やむを得ず教育実習が実施できない場合、教育実習以外の科目の単位での振

替を可とする。）が継続されたこと。 

 

                        （担当） 

                         小中学校課就学助成担当 有岡 

                         電 話：０８５７－２６－７５１０ 

                         教育人材開発課高等学校人事担当 

電 話：０８５７－２６－７５３９ 

                         教育人材開発課特別支援学校人事担当 

電 話：０８５７－２６－７５１４ 



学校における新型コロナウイルス感染症陽性者発生時の対応について（児童生徒の場合） 
令和２年９月１１日  
鳥取県教育委員会  

 市町村（学校組合）教育委員会〔地教委〕 学 校 
保健所 

～学校の所在地を所管する保健所～ 
備 考 

事
前
確
認 

＜陽性者発生に備えた体制整備の確認＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
※緊急時の連絡体制の確認 
※緊急対応物品（マスク・手袋・
消毒液等）の確認 

※報告様式等の確認 
 □国や県への報告様式 
 □学校等欠席者・感染症 

情報システムの登録 
 
・現在診断のための検査は、PCR
検査と抗原検査がある。 

当
日
～
検
査
終
了 

 
 

・保健所を介さず、医療機関が
直接検査を行う場合もある。 

 
○校長よりPCR検査受診の連絡を受理 

○保護者よりPCR検査受診の連絡を受理 
○地教委に連絡 

○感染の疑いのある児童生徒への検査実
施 

 
 

※必要な報告書類の準備をす
ること。 

※該当児童生徒及び保護者へ
最大限の配慮を図ること。 

 
 
※職員の体調面及び心情面に
配慮した作業計画を立てる
こと。 

 
○校長より陽性の報告を受理 
○県教委（所管教育局）に報告 
○学校における感染予防及び学校運営等
に関する助言 
・消毒に関すること 
・保護者等への通知 等 

○臨時休業に関する期間や規模の決定 
や助言 

 

○保護者より陽性の連絡を受理 
○地教委に報告 
○学校医との相談 
＜保健所との連携＞ 
○保健所の積極的疫学調査への協力 
・接触者リストの作成・提出等 
・陽性者の行動 

○臨時職員会議の開催 
〔協議内容例〕 
 ・保護者へ臨時休業の連絡 
・状況把握及び消毒作業分担等 

  （守秘：陽性者の情報共有） 
 ・保護者への通知内容の整理 

○本人の行動歴の聞取り 
○保護者に学校へ連絡するよう指導 
○濃厚接触者の特定 
 （積極的疫学調査の実施） 
 

保護者が学校に連絡した後、保護 
者同意のもと、学校への調査協力 
依頼 

 ※首長部局対応であるため、
地教委のかかわりや動きを
確認しておくこと。 

・会議の開催の有無、開催の
タイミング等は臨機応変に
変更になる可能性がある。 

○情報の一元化及び伝達経路の確認 
・マスコミ対応は地教委 

 ・各部署の担当者の明確化 
 
 
 
○事務局職員待機 
 
 
 
○関係各所へ必要に応じて連絡 
（放課後児童クラブ・給食センター等） 

 
○職員を派遣し、消毒支援 
 ・規模等によっては首長部局の課にも

支援依頼 
 
 
 
○濃厚接触者・接触者（児童生徒及び教職
員）の検査結果の把握 

○結果の周知の仕方について確認 
○臨時校長会の開催 

○保護者に通知（マチコミなど） 
 ・臨時休業の期間及び規模 
・臨時休業中の過ごし方（学習・部活動等） 
・濃厚接触者の児童生徒やその同居家 
族の行動制限の有無 

・内容に応じた問合せ先 等 
○管理職待機 
 ・校長、教頭の役割分担の確認 
 ・職員の役割及び対応について確認 
 
○関係各所へ必要に応じて連絡 
（放課後児童クラブ・給食センター等） 

 
○校舎内及び陽性者関係施設等の消毒 
 ・職員（濃厚接触者等を除く）で消毒作

業 
 
 
＜保健所との連携＞ 
○接触者の特定への協力 
○接触者の検査結果の報告 
 

○本人の行動歴の聞取り 
○濃厚接触者の特定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○消毒命令を発出 
○消毒方法等の助言 
 
 
 
＜学校との連携＞ 
○濃厚接触者の特定（学校関係） 
○接触者への検査実施 
 

※SNS 等で情報が錯綜するた
め、正しい情報や人権に配慮
すること等を学校が保護者
に通知すること。 

※陽性者の保護者は濃厚接触
者として行動制限がかかる
が、児童生徒が濃厚接触者と
して受検した時点ではその
保護者（同居者）に行動制限
はかからないことを周知す
ること。 

※学校にある物品等での消毒
を実施すること。 

（防護服までは不要） 
※陽性者が使用した社会教育
施設（体育館・図書館）等も
消毒対象とすること。 

 
※小学校低学年等の行動履歴
の追えない児童生徒への対
応についても検討しておく
こと。 

※臨時校長会で情報提供を行
うこと。 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

※首長部局対応であるため、
地教委のかかわりや動きを
確認しておくこと。 

※（濃厚）接触者の受検結果を
どのような形で公表を行う
か、確認しておくこと。 

【受検者の中に陽性者が１名でもいた場合】 
○保護者からの連絡を待って対応すること 
○保健所の積極的疫学調査への協力 

【受検者全員が陰性の場合】 
  ○校長より陰性の連絡を受理 

○学校の対応への支援及び指示 

○結果の連絡方法はその都度相談 
○陽性者の行動歴の聞取り、濃厚接触者の 
特定（積極的疫学調査実施） 

 
＜保護者との連携＞ 
○検査結果は学校に報告するように依頼 

※受検者の中に陽性者がいた
場合は、本フロー図の「新型
コロナウイルス感染症陽性
者の発生」へ戻り、対応する
こと。 

※検査の結果は、必ず学校に報
告するよう保護者に依頼し
ておくとともに、公表前には
保護者に連絡をすること。 

【受検者の中に陽性者が１名でもいた場合】 
○保護者に通知は行わないこと（判明段階） 

○保健所の積極的疫学調査への協力 
【受検者全員が陰性の場合】 
○校長より陰性の連絡を受理 
○学校の対応への支援及び指示 

学
校
再
開 

○該当学校への支援 
 

○学年ごと等の小規模の集会を実施 
（校長講話等） 

 ※該当児童生徒への配慮を意
識すること。 

※健康観察の徹底を継続する
こと。 

（注）日数については、検査規模等により変動することも想定される。また、教職員に陽性者が出た場合はこの対応に準ずる。 

【留意事項】 

◇個人情報保護に配慮しながら、少しでも早く情報を得る仕組みづくりをしておくこと。 

（児童生徒が検査を受ける場合や受けた結果を、学校へ速やかに報告するよう保護者に依頼しておくこと。） 

◇情報の一元化及び情報伝達経路を確認しておくこと。（例：「保護者⇔担任⇔教頭⇔校長⇔地教委〔担当者〕） 

◇情報提供の在り方の確認をしておくこと。（個人情報等の情報管理についても整理しておくこと。） 

（マチコミ：保護者にどの段階で、どのような内容を通知するのか）（マスコミ対応：地教委等）（SNS対応も意識すること） 
◇どこまでの情報（学校名等）を公表するか等を、首長部局と確認し、事前に各所と調整し、保護者等に通知しておくこと。 
◇陽性者が発生したら、すぐに臨時休業等の措置が取れるよう、緊急時の対応や連絡体制、必要物品を確認しておくこと。 
◇陽性者が発生したことが判明した際の、学校等への問合せに対するFAQを作成しておくこと。 

 

◇ 

◇ 

（濃厚）接触者の中に陽性者が判明した場合は、保健所と相談しながら対応を行う。 

検査結果報告等（県・市町村合同対策本部会議）⇒会議は開催されない場合もある。 
 

 

県・市町村合同対策本部会議（記者会見：陽性者の発生）⇒会議は開催されない場合もある。 
 

 

保健所の疫学調査結果等を専門家と相談した上で、臨時休業の期間や規模を再検討する。 

こと。 

首長部局対応 

首長部局対応 

新型コロナウイルス感染症疑いの児童生徒の発生 

新型コロナウイルス感染症陽性者の発生 
 

接触者に対して、全員が検査するかどうかは保健所と相談しながら対応を行う。 

全
員
が 

検
査
し
た
場
合 

一
部
が 

検
査
し
た
場
合 

○保護者より結果の報告を受理 
 ・今後の動き等を保護者に周知 

○保護者より結果の報告を受理 
○保護者に通知（マチコミ等） 
 ・受検結果 ・学校再開日時  

・臨時休業中の過ごし方 等 

（
濃
厚
）
接
触
者
の
検
査
実
施
後 

【別添】 


