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新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト（学校向け）
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ン（令和３年１１月２９日 Ver.１１）
大会への参加及び大会実施におけるガイドライン（令和４年１月２１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１１月３０日 Ver.１１）
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４年１月２１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
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学校の水泳授業における感染症対策について
令和４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ついて
指導要録におけるオンラインを活用した特例の授業の記載方法につ
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に関するいじめや差別の防止について
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）
鳥取県版 放課後児童クラブ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（令和３年９月２４日改訂版）
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
体調不良の児童生徒に対する抗原簡易キット活用チェックリスト
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
子どもたちの学びを止めない！～ＩＣＴ端末等を活用したオンライン学
習～
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）

～本ガイドラインについて～
感染力の極めて強い新型コロナウイルスオミクロン株の感染急拡大により令和４年１月
から実施されていたまん延防止等重点措置は、３月２１日に全都道府県で終了し、新規感
染者数は減少傾向にはありますが、高止まりの状態が続いています。
本県においても、３月２９日現在、全県に県版新型コロナ警報の「特別警報」が発令さ
れており、学校においても関係者の感染確認が続いています。
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、新年度を迎えるにあたり、引き続き管理職のリーダーシッ
プの下、学校における感染防止に向けた意識の再啓発を図り、教職員・生徒の体調管理（体
調不良の際は出勤・登校しないこと）、正しいマスクの着用（不織布マスクの推奨）、定期
的かつ効果的な換気、行事等での距離の確保、こまめな手洗い、消毒など、継続して緊張
感を持ち、感染症対策の徹底に努めていくことを、全教職員で確認することが肝要です。
家庭内での感染など、誰もがいつでもどこでも感染する可能性があります。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、これまで以上の緊張感
をもって、より一層の感染予防対策の徹底を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４年３月２９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。
○このたびの「令和４年３月２９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４年度：Ｒ４）を添付している。
○令和４年度に新たに追加する参考資料については、目次【参考資料（令和４年度追加
分）】及びガイドライン内に「Ｒ４-２２」以降の数字表記で記載し、添付していく。
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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
【密閉】

③近距離での会話や発声

密閉空間であり

また、特定の地域におけるクラスター

換気が悪い

（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。

【密接】
近距離での
会話や発声

※３つの「密」とは・・・

【密集】
手の届く距離に
多くの人がいる

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。
今後も、学校においては、管理職のリーダーシップの下、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
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令和３年１１月８日の国の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言で示された新しい
レベル分類を踏まえて改訂された文部科学省作成の「新しい生活様式「学校における新型
コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の新しい生活様式』～
（2020.5.22Ver.1）」の中の「『新しい生活様式』を踏まえた学校の行動基準」（令和３年
１１月２２日時点更新）によると、令和４年３月２９日現在、本県は「地域の感染レベル
２」に該当するが、感染力の強いオミクロン株に対しては、必要に応じて一部行動基準レ
ベルを引き上げた感染防止対策を行っていく場合がある。
※新型コロナウイルス感染症対策分科会提言で示された新しいレベル分類が「レベル０
からレベル４」であるため、「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準の「レベ
ル１から３」の表記を「地域の感染レベル１から３」と表記する。（Ｐ４参照）
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。

3

地域の感染

地域の感染

地域の感染

〔令和３年１１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』～（2021.11.22Ver.7）」から抜粋〕

4

5

＜鳥取県新型コロナウイルス感染症対策行動計画（抜粋）＞
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＜「感染警戒地域の見直し」（２０２１年１１月２５日）＞

＜「感染警戒地域」等（２０２２年３月２９日更新）＞
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５０.０人以上に該当する地域
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、

感染流行厳重警戒地域（Ⅳ）

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、

〔レベル４相当〕

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、
長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 （４６都道府県）

感染流行警戒地域（Ⅲ）
〔レベル３相当〕
感染注意地域（Ⅱ）
〔レベル２相当〕
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が人口１０万人当たり３０.０～５０.０人に該当する
地域

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１０.０～３０.０人に該当する
地域

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人未満に該当する地域

〔レベル０～１〕

〔参考〕感染状況を踏まえた本県の区分：感染散発地域（Ⅳ）
○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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令和４年３月２９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］
（１）感染症の予防にあたっては、学校においては、必要な場面での正しいマスクの着用、
手洗いや咳エチケット、換気といった基本的な感染防止対策に加え、感染拡大リスク
が高い「密閉」「密集」「密接」をそれぞれ徹底的に避ける、身体的距離を確保すると
いった感染防止対策の漏れがないかを確認の上、徹底すること。
また、児童生徒玄関及び各教室等へ手指消毒用アルコール（アルコール濃度７０％
以上が望ましい）を設置すること。
なお、既にワクチンを接種した教職員や児童生徒においても、上記の基本的な感染
防止対策が必要であること。［参考資料Ｒ４－１］
（２）
「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。
（３）手洗いの実践指導を行うとともに、咳エチケット（ティッシュ・ハンカチや袖で口
や鼻を覆う）、正しいマスクの着用などの励行について指導すること。
【手洗いの実践指導について】
① 手洗いについては、３０秒程度かけて行うことが望ましく、固形石けんを液体石
けんに変えたり、児童生徒間の距離を確保したりするなどの工夫を行い、感染防止
対策のさらなる徹底を図ること。また、洗い終えたら、清潔なハンカチ等で手を拭
くとともに、ハンカチの共用は避けること。
② 消毒用アルコール（アルコール濃度７０％以上が望ましい）で手指を消毒する際
は、１回あたり約３ｍｌ（ポンプを下まで 押し切った量）必要であり、しっかり
手に擦り込むこと。ただし、石けんや消毒用アルコールに過敏に反応したり、手荒
れの心配があったりするような場合は、流水でしっかり洗うなど配慮すること。
【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 熱中症対策等として、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１ｍ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。
③ 素材による飛沫の捕集効果は不織布マスクが最も効果が高いとされている（不織
布マスクの推奨）が、様々な理由により不織布マスクが使用できない場合は、手作
りマスク等を使用する等工夫をすること。
◆専門家の調査で、不織布マスク着用の有効性が示されていること。
マスクについては、感染防止対策上、着用することを推奨しているが、実際に着
用するかどうかについては、児童生徒の特性を含めて、本人及び保護者の判断によ
るものである。よって、マスクの着用の有無について同調圧力により相手を責めた
り、苦しめたりすることがないよう配慮すること。
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※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.htm
【正しいマスクの着用方法について】

【発熱・帰国者・接触者相談センター連絡先】
名称
電話番号
０８５７－２２－５６２５（平日８:３０∼１７:１５）
東部地区
０８５７－２２－８１１１（上記以外）
０８５８－２３－３１３５（２４時間対応）
中部地区
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。
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〔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
９:００～１７:１５
※土日祝日含む
※年末年始
（１２/２９～１/３）を除く
上記以外の時間

連絡先
（電話）０１２０－５６７－４９２
コロナ・至急に
（ファクシミリ）
０８５７－５０－１０３３
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。

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〕

（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〕
電話
地区
（平日８:３０∼１７:１５）
東部（鳥取市保健所内） ０８５７－２２－５６２５
中部（倉吉保健所内）
０８５８－２３－３１３５
西部（米子保健所内）
０８５９－３１－００２９
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本県の感染レベル（政府分科会提言レベル）がレベル２以上になった場合等は、一部行
動基準を引き上げた感染防止対策を徹底しながら活動を実施すること。［参考資料Ｒ４－１］
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。
・教室内での正しいマスクの着用、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。
・最前列の児童生徒の席と教員の距離を２ｍ程度（もしくは可能な限り）確保する
ことが望ましいこと。
・換気は、可能な限り２方向（廊下側と窓側を対角に）のドアや窓を１０cm から
２０cm 程度を目安に開け、空気の出口は入口より広くするなど、室内の空気が
一方向に流れるように工夫すること。
・机間指導等を行う際、可能な限り「距離をとり、小さい声で、正面からの会話を
避ける」の対応を意識すること。
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、正し
い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Ｒ４－
２］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。
【地域の感染レベル１】
・適切な感染症対策を徹底した上で実施すること。
【地域の感染レベル２】
・感染拡大局面の場合は、感染リスクの高い活動を停止すること。
・感染収束局面の場合は、感染リスクの低い活動から徐々に実施すること。また、
部活動においても、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）
〔留意点〕
・更衣の際、マスクを外さない・話をしないことを徹底すること。
・笛の使用を避け、電子ホイッスル等を使用すること。
【地域の感染レベル１】
・適切な感染症対策を徹底した上で実施すること。
【地域の感染レベル２】
・感染拡大局面の場合は、体育の授業における身体接触を伴う活動（他の児童生徒と
組み合ったり、身体へ接触〔タッチや手つなぎ等〕をしたりする準備運動、かけ声
や号令をかけての準備運動等）は行わないようにすること。
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（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）
・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５版）」〔令和３年１１月２２日〕［参考資料
Ｒ４－３］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
・その他
・営業担当者、添乗員向けの対策
学校作成の保護者からの参加同意書
・児童・生徒、教職員、その他の同行
旅行時持参物の内容の配慮について
関係者向けの対策
班別、グループ活動中の注意事項
・旅行行程、運営業務上の対策
旅行実施中の発症者発生時の対応に
・集合場所について
ついて
・輸送機関利用上の対策
民泊体験活動のガイドライン・ルール等
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・宿泊施設利用上の対策
旅行終了後の健康観察
・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
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。
（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の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、児童生
徒と教員は対面とならないようにする、十分な間隔を空けて座る、黙食する、食後
に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と同時に、うがいの飛沫が蛇口に付着する可能性がある
ので、蛇口の部分も洗い流すように徹底すること。なお、感染拡大局面においては
歯みがきの中止も検討すること。
（５）休憩時間
① 教室等のこまめな換気を実施する（可能であれば対角２方向のドアや窓を同時に
開け、空気の出口は入口より広くするなど、室内の空気が一方向に流れるように工
夫する）こと。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。
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（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１１月２９日 Ver.１１）」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４年１月２１日版）」を参考にして実施すること。［参考資料Ｒ４－４①②］
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１１月３０日 Ver.１１）」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４年１月２１日版）」を参考にして実施すること。
［参考資料Ｒ４－５①②］
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Ｒ４－４③・参考資料Ｒ４―５③］
④感染レベルを考慮し、部活動を行うこと。
＜参考：県立学校＞
【レベル０・１】
・すべての活動について、感染防止対策を徹底して実施 （県の定める感染警戒地
域Ⅱ～Ⅳとの往来は極力控える）。
【レベル２（１）】
・部活動ガイドラインに基づき活動時間等を厳守の上で実施（その際、活動記録を
残すこと）。
・県外校との練習試合は感染対策をより一層徹底して実施。
【レベル２（２）】
・活動時間の短縮。
・宿泊を伴う合宿、県外校との練習試合等の禁止。
【レベル３】
・活動日の制限又は中止。
・部活動の対外試合禁止。
【レベル４】
・すべての活動について、中止又は延期。ただし、リモート形式は実施可能。
※政府分科会が示す新たな指標の【暫定運用】本県のレベル移行判断目安及び本県レ
ベル移行に沿った対応方針を踏まえた「【別紙】新型コロナウイルス感染症に係る
対応について（県教育長通知）」を参考にすること。［参考資料Ｒ４－６］
（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とともに、帰宅後（または学校到着後）には速やかに手を洗う、
顔をできるだけ触らないようにするなど指導すること。
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 臨時休業時に、不要不急の外出を行わないよう指導すること。
・多くの人が集まる場所及び「密閉」「密集」「密接」が重なる場所、屋内の運動施
設・文化施設等への出入りはしないこと。
〔やむを得ず、外出する際の留意点〕
・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）
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。
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（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、必
ず石けん等を使用して手洗いを行うこと。
また、感染拡大局面の場合は、目、鼻、口が床のウイルスに近づき、感染リスクが
高まることから、雑巾がけは控えること。
【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。
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（アルコール濃度７０％以上が望ましい）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。
（９）職員室での対応
飛沫等による感染リスクを軽減させるため、職員室の執務スペースを最大限、有効
活用して、可能な範囲で職員の執務机の配置を工夫したり、執務机の間にパーティシ
ョンを設置したりするとともに、会話の際はできる限り真正面を避けること。
【普段の行動・環境等のポイントについて】
① 飲食などマスクを外す際は、黙食を徹底すること。
② コップ等は流し等の共有場所に置かず、個人管理とすること。
③ パーティションは、頭くらいの高さがあるものが望ましいこと。
④ 電話機はマスクを着用して使用し、使用後に必ず消毒をすること（アルコール濃
度７０％以上が望ましい）。
３

学習指導に関すること
地域の感染レベルを考慮し、学習指導を行うこと。
（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」（★）
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＜参考＞
【地域の感染レベル１】
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、地
域の感染レベル２における留意事項も、可能な範囲で参照すること。
【地域の感染レベル２】
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。
・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２
１日〕）［参考資料Ｒ４－７］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Ｒ４－８］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。
【地域の感染レベル３】
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。
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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１１月２
６日付第２０２１００２１０４０５号「令和４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Ｒ４－９］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
（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」の欄ではなく、
「出席停
止・忌引等の日数」の欄に記入すること。
（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」の欄ではなく、
「出席停止・忌引等の日数」の欄に
記入すること。
※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）児童生徒に発熱等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」の欄ではなく、「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入すること。）
特に、地域の感染レベル（本ガイドラインＰ４参照）が３及び２の地域では、同
居の家族に同様の症状が見られる場合も、登校を控えるよう指導すること。（３月
２９日現在、鳥取県は「地域の感染レベル２」）
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
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」の欄に記入することとして欠席とし
ないなどの柔軟な取扱いをすることも可能であること。
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（５）副反応が出た場合の児童生徒の出欠の取扱い
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。
（６）感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指
導に係る指導要録上の取扱い
① 非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒
については、従前から指導要録上の出欠の扱いにおいて、登校できなかった日数は
「欠席日数」としては記録しないこととされているため留意すること。
② 指導要録は各市町村（学校組合）教育委員会が適切に判断し、作成するものであ
るが、非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童
生徒について、オンラインを活用した特例の授業を実施したと校長が認める場合は、
令和３年４月１日以降、指導要録の指導に関する記録の別記を必ず作成し、記録する
こと。
③ オンラインを活用した特例の授業の記録については、学年全体の児童生徒の別記
を作成する必要はなく、やむを得ず学校に登校できない児童生徒のみ、別記を作成
すればよいこと。
④ 別記に記載したオンラインを活用した特例の授業の参加日数を指導要録の「出欠
の記録」の「備考」に転記すること。
※令和３年２月１９日付２文科初第１７３３号「感染症や災害の発生等の非常時にや
むを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について」（初等中等教育局長通
知）で通知された別記の記入例（学校における業務負担を軽減するため、令和３年
１０月１日付事務連絡で簡略化）や、参加日数の転記例を参考にすること。
［参考資
料Ｒ４－１０］
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（回復者を含む）、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
感染者（回復者を含む）、濃厚接触者とその家族、この感染者の対象や治療にあたる医
療従事者とその家族、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。
（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Ｒ４－１１①②］
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
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に接種を強制したり、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。
（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。
（３）健康状態など、やむを得ない理由により、マスク等の着用が困難な状態にある方が
おられることから、これらの方への誤解や心ない批判が生じないようにすること。
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＞（鳥取県版新型コロナ警報の表記は旧指標のままである。）
１ 教職員の県外出張等の取扱い
【緊急事態宣言解除中】
（１）県外出張の制限は解除するが、県内出張を含め、以下の点に留意すること。
・「感染流行警戒地域(Ⅳ)」、「感染流行厳重警戒地域（Ⅴ）」への出張は
必要性を十分検討し、不急の出張は控えること。
・リモートで代替できるものは原則リモートで対応すること。
・用務先との往復にとどめるなど万全の感染防止対策をとること。
（２）関係者等の招聘についても、上記の取り扱いと同様に必要性を十分検討
し、不急の招聘は控えるとともに、リモートで代替できるものはリモートで
対応すること。
（３）私的な場面においても、感染予防対策を呼びかけている教職員の立場を自覚
し、不要不急の感染流行地域への往来、同居家族など普段一緒にいる人以外と
の会食は自粛すること。
【緊急事態宣言中】
・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とりやめ
又は制限することとするが、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。
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２ 出勤者の削減について
長期休業中に限り、教職員に対して在宅勤務を命じることができるものとす
る。ただし、児童生徒の学びや学校教育活動の維持に影響が生じない範囲で取り
組むものとする。
（１）在宅勤務について
ア 対象職員
臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む全ての教職員とする。
イ 勤務時間等
勤務時間及び休憩時間は、原則として、勤務公署の勤務の時と同じものと
する。
ウ 業務内容
職務に関連する業務とする。
・電話等による打ち合わせ（個人情報の取扱いには十分に注意すること。）
・職務に関連する書籍等による教材研究、研修 等
エ その他
（ア）在宅勤務は「勤務」であるため、勤務時間中は、県民に疑念を抱かれな
いよう私事を慎む必要があること（職務専念義務）。
（イ）在宅勤務は「勤務」であるため、給与の減額は行なわず、年次有給休暇
等の取得も不要であること（会計年度任用職員等についても同様）。ただ
し、事情により、勤務に従事しない時間が生じる場合は、予め年次有給休
暇等の承認を得ること。
（ウ）在宅勤務を行う教職員は、電話または電子メール等により、在宅勤務の
開始時には始業することの報告を、終了時には終業すること及び在宅勤
務で行った業務の報告を校長に行うこと。
なお、在宅勤務の対象者が多い場合は、学校運営体制の状況等を考慮
し、報告については、極力、公用携帯電話等の電子メール又は学校代表の
メールアドレスを指定して対応すること。
（エ）各所属の給与・勤怠管理システムの承認者（代理権限が付与された者等
を含む。）は、在宅勤務を行う教職員について、システムの承認者用メニ
ューの「勤務実績承認（期間承認用）」の「詳細」における報告欄に、在
宅勤務を行なったことが分かるよう入力すること。
※入力の例：在宅勤務（新型コロナ）終日
（オ）在宅勤務に係る教育人材開発課への状況報告は不要とする。
※３～６を省略
※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
Ｒ４－１２］
９

放課後児童クラブについて
令和３年８月２日付第２０２１００１１５３８９号「鳥取県版新型コロナ警報『特別
警報』の発令を踏まえた放課後児童クラブの対応について」（小中学校課長通知）で通
知した、以下の内容を承知すると同時に、必要に応じて、放課後児童クラブと相談の
上、感染拡大防止に向けた学校施設の活用等の検討及び協力をすること。
（１）各市町村においては、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域指定の解除
に伴う放課後児童クラブの対応について（通知）（令和２年５月１５日付第２０２０
０００４３２６８号子育て王国課長通知）」及び「緊急事態宣言が発出された地域に
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おける保育所等の対応について（周知）」（令和３年４月２３日付厚生労働省事務連
絡）を参考に、引き続き、手指や多数の者が触れる部分（机、ドアノブ等）の消毒や
定期的な換気を行うなど、感染防止対策を徹底するとともに、いわゆる「３密」の状
態とならないよう、学校と連携した学校施設（教室、体育館、校庭等）等の活用も含
めた開所を検討すること。
（２）管内の放課後児童クラブへ感染拡大の防止、指導員・保護者の正しい情報に基づい
た冷静な行動、子どもたちへの他の人への思いやりの行動について、再度、周知をお
願いすること。
（３）放課後児童クラブ内において、児童や職員の感染又は感染が疑われる事象が発生し
た場合には、令和２年３月４日付第２０１９００３１２８８０号子育て王国課長通知
による「新型コロナウイルス感染症の県内発生期における放課後児童クラブの対応基
準」に沿って対応すること。
※放課後児童クラブの新型コロナウイルス感染拡大予防については、「鳥取県版 放課
後児童クラブにおける新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン（令和３年
９月２４日改訂版）」を、市町村・各放課後児童クラブの実情等に合わせて、取組
の目安として参考にすること。［参考資料Ｒ４－１３］
10 転入児童生徒への対応［更新］
（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［更新］
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、最大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最大１４日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 学校施設等について
≪施設開放について≫
（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。
≪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、
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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。
（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。
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。

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［新規及び更新］
≪感染者が確認された場合≫［更新］
（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、その実施の範囲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(感染状況を見極めた上で、学年単位等での臨時休業も可能である)。
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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Ｒ４－１４］
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
① 当該児童生徒の感染が確認された場
② 地域の医療機関に連絡（電話、ファク
合、出席停止とすること
シミリなど）。相談先に迷う場合は受診相 ② 新型コロナウイルス感染症を疑う場合
談センター（Ｐ９に記載）に連絡
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
① 検査結果を含めた情報提供を依頼する
（医療機関で受診後、即検査、即結果判
とともに、受検することを市町村（学校
明の場合あり。その場合は検査後の
組合）教育委員会へ報告
連絡でも可。休日を含め連絡体制の ② 学校職員も含め学校全体の健康状態を
周知を徹底すること）
確認し、ＰＣＲ検査等の結果が判明する
② 検査結果等について、保健所より連絡
までの間、外部も含め交流等を控えるよ
のあった内容を随時学校へ連絡
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

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［更新］
保護者（同居する家族）
校長
① 検査前に学校へ連絡
① 検査結果を含めた情報提供を依頼する
（医療機関で受診後、即検査、即結果判
とともに、受検することを市町村（学校
明の場合あり。その場合は検査後の
組合）教育委員会へ報告
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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

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
※結果が陰性の場合は、その後の児童生徒
の登校は可能とする。ただし、保健所か
ら行動制限等の指示がある場合はそれに
従うこと。

（２）教職員の場合［更新］
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Ｒ４－１５］」を参考に風邪症状等が発現した日（発症日）の３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
① 当該教職員に対して、休暇（特別休暇
② 症状が発現したら直ちに休暇（特別休
又は有給休暇）を取得するよう指示
暇又は有給休暇）
② 休暇（特別休暇又は有給休暇）を取得
③ 地域の医療機関に連絡（電話、ファク
した当該教職員の情報を市町村（学校組
シミリなど）。相談先に迷う場合は受診相
合）教育委員会に報告する
談センター（Ｐ９に記載）に連絡
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。
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○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
① 行動確認シートの作成を当該教職員へ
（医療機関で受診後、即検査、即結果判
指示するとともに、受検することを市町
明の場合あり。その場合は検査後の
村（学校組合）教育委員会に報告するこ
連絡でも可。休日を含め連絡体制を
と。
徹底すること）
② 教職員全員の健康状態を確認するとと
② 行動確認シートの作成を開始
もに、当該教職員のＰＣＲ検査等結果が
③ 検査結果等について、保健所より連絡
判明するまでの間、教職員全員に対して
のあった内容を随時、校長に報告
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等が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
① 教職員と同居する家族等が濃厚接触者
（医療機関で受診後、即検査、即結果判
としてＰＣＲ検査等を受検する際には、
明の場合あり。その場合は検査後の
その検査結果が判明するまでの間、原則
連絡でも可。休日を含め連絡体制を
として当該教職員に在宅勤務を命ずるな
徹底すること）
ど、万が一に備えた対策をとること。ま
② 行動確認シートの作成を開始
た、行動確認シートの作成を指示すると
③ 検査結果等について、保健所より連絡
ともに、受検することを市町村（学校組
のあった内容を随時、校長に報告
合）教育委員会に報告すること。
（保健所等からの指示ではなく、自主的に
ＰＣＲ検査等を受ける場合は、状況に応
じて在宅勤務を命じるなど、万が一に備
えた対策をとること。）
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。
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≪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）≫［新規及び更新］
（１）児童生徒の場合［更新］
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７日間、当該児
童生徒を出席停止とすること。
ただし、児童生徒本人に無症状の状況が継続しており、４、５日目の抗原定性検
査（又は５日目のＰＣＲ検査）で陰性が確認された場合においては、５日目から登
校可能とすること。
なお、待機期間終了後も７日間を経過するまでは、健康観察及び徹底した感染対
策を継続すること。
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。
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［更新］
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７日間、当該教職員を休ませること。〔特別休暇〕
ただし、教職員本人に無症状の状況が継続しており、４、５日目の抗原定性検査
（又は５日目のＰＣＲ検査）で陰性が確認された場合においては、５日目から出勤
可能とすること。
なお、待機期間終了後も７日間を経過するまでは、健康観察及び徹底した感染対
策を継続すること。
以降の対応については、「（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。
また、保健所の指示の下、教職員と同居する家族等が濃厚接触者と認定されて、外
出自粛要請の上でＰＣＲ検査等を受検する際には、校長は、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じるなど、万が一の対策をとるもの
とする。ただし、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
を徹底した上で、可能な限り別室で勤務するなど、他の教職員との接触を極力控え
るものとする。なお、保健所から「行動制限不要」等の個別の指示がある場合は、
その指示に従って差し支えないこと。
＜参考：県立学校＞［新規］
１ 教職員本人がＰＣＲ検査等を受検する場合の対応について、以下のとおりとす
る。
（１）保健所による指示の下、教職員本人が濃厚接触者と認定され、外出自粛の要
請がなされた上で、ＰＣＲ検査等を受検する場合は、職員の勤務時間、休暇等
に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第１５号）第１６条の表第１８
号に定める特別休暇を７日間取得するものとする。
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ただし、教職員本人に無症状の状況が継続しており、４日目及び５日目にそ
れぞれ抗原定性検査を受検して陰性が確認された場合は、直ちに職務に復帰す
ることとする。
（２）保健所による指示の下、教職員本人が陽性者等との濃厚接触の疑いがあるも
のとして、ＰＣＲ検査等を受検する場合は、検査結果が判明するまでの間、在
宅勤務を命じるものとする。
２ 教職員と同居する家族等がＰＣＲ検査等を受検する場合の対応について、以下
のとおりとする。
（１）保健所による指示の下、教職員と同居する家族等が濃厚接触者と認定されて
ＰＣＲ検査等を受検した場合、その検査結果が判明するまでの間、当該教職員
に在宅勤務を命じるものとする。
同居する家族等の検査結果が陽性の場合、上記１（１）に準じた対応とし、
陰性の場合であっても、原則として、教職員へ１週間の在宅勤務を命じるもの
とする。
ただし、当該濃厚接触者である家族等のＰＣＲ検査結果が陰性の場合であっ
て、当該家族及び教職員本人に無症状の状態が継続しており、４日目及び５日
目にそれぞれ抗原定性検査を受検して陰性が確認された場合は、直ちに職務に
復帰することとする。
なお、同居家族と教職員本人との間で徹底した感染防止対策が取れないな
ど、家庭内での接触を回避することができない場合は、保健所が指示する当該
濃厚接触者の健康観察期間が終了するまでの間、該当教職員に在宅勤務を
命じるものとする。
（２）上記（１）以外で、教職員と同居する家族等が感染の疑いがあるものとして
ＰＣＲ検査等を受検する場合、検査結果が判明するまでの間、原則として、在
宅勤務を命じるものとする。
３ 国の取り扱い変更を踏まえ、令和２年２月２５日付第２０１９００３００６２
５号教育長通知２で定めた、職務命令による在宅勤務期間を次の（２）のとおり
短縮する。
（１）対象教職員
ア 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
イ 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
ウ 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
エ 風邪の症状や３７．５℃以上の発熱が４日以上（妊婦や基礎疾患を有する
者は２日以上）続いたり、強いだるさや息苦しさがあったりする教職員のう
ち、接触者相談センターから帰国者・接触者外来への受診を案内された教職
員
（２）在宅勤務期間
７日以内で医師が必要と認めた期間
※令和４年２月１日付第２０２１００２７０６４０号「 オミクロン株に対応した国
の濃厚接触者待機期間の短縮措置に伴う教職員の服務の取扱い」（県教育長通知）
で県立学校に示されたものを参考にすること。
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≪体調不良の児童生徒に対する抗原検査キット活用について≫
児童生徒に発熱や咳等の風邪症状が現れた場合、速やかに保護者に連絡し医療機関を
受診させることが原則とする。抗原簡易キット（以下「簡易キット」という）の活用につ
いては、直ちに保護者に連絡し医療機関を受診させることが困難であり、且つ、学校内
での感染拡大防止のため、当該児童生徒への検査が必要と学校長が判断した場合に保護
者の同意を得て行うなど限定的に考えること。
（簡易キットの活用に関する留意事項等に
ついては、令和３年９月６日付第２０２１００１３８６７８号及び同日付第２０２１０
０１３８７００号「県が備蓄している抗原簡易キットの配布について（通知）」を参照の
こと）［参考資料Ｒ４－１６］
≪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≫
（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Ｒ４－１７］を参考とすること。
（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としている。
≪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。
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（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、２
４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
一部の
次亜塩素酸
エタノール
界面活性剤
ナトリウム消毒液
・消毒液を 【住宅・家具用洗剤】 ・０．０５％の消毒液を浸し
浸した布 ・ 製 品 に 記 載 さ
た布巾やペーパータオルで
巾やペー
れた使用方法
拭いた後は、必ず清潔な布
パータオ
どおりに使用
等で水拭きし、乾燥させる
ルで拭い 【台所用洗剤】
（材質によっては変色や腐
た後、そ ・ 布 巾 や ペ ー パ
食を起こす場
のまま乾
ータオルに、洗
合があるため）
使
燥させる
剤 を う す め た ・感染者が発生した場合のト
用
溶液をしみこ
イレでは０．１％の消毒液
方
ませ、
液が垂れ
を使用
法
な い よ う に 絞 ・ 作 り方 は 、パ ンフ レッ ト
って使う。拭い
「０．０５％以上の次亜塩
た後は、清潔な
素酸ナトリウム液の作り
布等で水拭き
方」参照（別添資料１０）
し、最後に乾拭
きする

次亜塩素酸水

【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２
００ppm 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
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 ・ パ ン フ レ ッ ト ・必ず手袋を使用（ラテック ・パンフレット「「次亜塩素
あるので
「ご家庭にあ
スアレルギーに注意）
酸水」を使ってモノのウイ
電気スイ
る 洗 剤 を 使 っ ・色落ちしやすいもの、腐食
ルス対策をする場合の注意
ッチ等へ
て
身
近
な
も
の
の恐れのある金属には使用
事項」参照（別添資料１１）
主
の噴霧は
を
消
毒
し
ま
し
不可
な
避ける
ょう」参照
・希釈した次亜塩素酸ナトリ
留
意 ・換気を充 （別添資料８）
ウムは使い切りとし、長時
点
分に行う
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
※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。
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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Ｒ４－１８］
（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。
・学校課業中に、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Ｒ４－１９］
① 遠隔授業の実施方法（例）［参考資料Ｒ４－２０］
・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。
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＜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。
（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、校長等〕
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Ｒ４－２１］
（１）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。
（鳥取県版新型コロナ警報の表記は旧指標のままである。）
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〕
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
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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
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」～（2021.11.22 Ver.7）」や、令和４年
１月２６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。
（４）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。
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～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！
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

みんなで協力してつくる「新しい学校生活様式」

約２ｍ

◎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。
約１ｍ
できるだけ２ｍ空けよう！
二十世紀梨 10 個分

◎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。
自分で予防策を考えて
昼食時には、対面とならないよう工夫しましょう。
書き加えてみよう！

一人ひとりが工夫できること
家に帰ったらまず手洗い！

◎部活動

◎家庭生活

・活動前に健康観察
・活動中のこまめな手洗い、消毒
・マイボトルで水分補給
・部室や更衣室の利用は短時間
・活動時間を守って、きまりよく
・円陣、大声は控える
・

・読書の時間をつくる
・今自分ができることを考える
・保護者と未来を語る
・買い物はなるべく人混みを避け短時間
・大規模なイベントへの参加は避ける
・３密になる場所には行かない
・

どんな工夫が
できるのか、
書き加えてみ
よう！

【参考資料R4-1】
新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト（学校向け）
（令和４年１月）
≪マニュアル・連絡網について≫
□ 県教育委員会作成の「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」
を確認している。
□ 校内職員等の役割分担を把握している。
□ 校内の緊急時の連絡体制を確認している。
□ いざという時に備え、県教育委員会や保健所への報告書類を整備している。
□ 保健所等の相談窓口について、電話番号を掲示するなどして確認している。
≪備品・消毒について≫
□ 感染症に備えてマスクの備蓄の確認をしている。
□ 感染症に備えて消毒液の備蓄を確認している。
□ 児童生徒等がよく手で触れる場所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）や共用物品の消毒を定期的に実
施している。
□ 定期的に消毒液の減り方を点検し、補充を行っている。
≪健康観察について≫
□ 健康観察の実施を徹底し、欠席・早退した児童生徒の健康情報を取りまとめ、校内職員等で情報共有し
ている。
□ 保健室の利用状況を集約し、校内職員等で情報共有している。
□ 児童生徒の欠席連絡を家庭から受ける際に、聞き取る情報項目をまとめている。
□ 学校等欠席者・感染症情報システムに欠席情報を毎日入力している。
□ 感染児童生徒の兄弟姉妹等の情報を該当所属校で共有できる体制ができている。
□ 日頃から、保健だより等を通じて、家庭へ健康観察の必要性を伝えている。
≪日常の指導について≫
□ 手洗い、咳エチケット等の重要性を日常的に指導している。
□ 体調が良くない時は、早めに申し出ることなどを日常的に指導している。
□ 日頃から、十分に休養をとり、体力や体の抵抗力を高め、バランスのよい食事をとるよう指導している。
≪その他≫
□ 感染症の最新情報（流行地域や感染経路等）を入手することを心がけている。
□ 感染拡大時には、行事の実施を見直すなど、柔軟な対応を心がけている。
□ 日頃から、学校医と連絡を取り合うなど、相談体制が構築できている。
□ 感染拡大し、校内職員が多数欠席した場合の、校内運営の想定ができている。
□ 日頃から校内職員及び児童生徒の人権意識を高め、感染症を理由とした偏見や差別が生じないよう配
慮した対応を学校全体で心がけている。
≪オミクロン株への特別な対応≫
□ 不織布マスク、正しいマスクの着用方法について呼びかけている。
□ 空気の流れを踏まえた換気を行っている。
□ 飛沫が多く飛ぶ活動や接触を伴う活動については、十分配慮している。
□ 更衣等の際も、マスクを外さない、話をしないことを徹底している。
□ 掃除時間、食事時間の活動についての指導を行っている。

令和２年５月 小中学校課

【参考資料R4-2】

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
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。

育成することを目指す３つの柱

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。

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？
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！
「対話的な学び」とは
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
※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」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。

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。

【教師が発言をつなぐ対話】

【黒板を使った対話】

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。

【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】

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。

【ハンドサインや色カード
を使った対話】

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。

【参考資料R4-3】

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５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11月22日

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、新型コロナウ
イルス感染症対策の基本的対処方針、同分科会等の提言、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。

※マイクロ飛沫(エアゾル)感染リスクについては、旅行中の施設利用・各場面における換気や大声を出
す場面がどこにあるかなどを評価
（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
・デルタ株等の変異株の拡大を踏まえ、正しいマスク着用(品質の確かな、できれば不織布を着用)と咳エチケ
ットを周知・掲示徹底します。マスクの着用法について、例えば厚生労働省ＨＰ「国民の皆さまへ（新型コ
ロナウイルス感染症）」参照。
・団体行動中は、可能な限り人と人の距離を取り、特に、飲食時や入浴時、就寝時、屋外でのマスクを外す
必要がある体験活動(アクティビティ等)の場面においては、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、手洗いや手指消毒の頻度を定期的・計画的に増やします。
・消毒については、アルコール消毒液（濃度70％以上90％以下のエタノール）等の使用します。
・食事、入浴、就寝の時間以外は、常にマスクの着用を励行して頂きます。

（身体活動の内容や気候状況等により、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。）
・業界ガイドラインに従った輸送機関、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。
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。
・少しでも体調が悪い添乗員が見出された場合等は、厚生労働省事務連絡（「職場における積極的な検査等
の実施手順（第２版）について」や「職場における積極的な検査の促進について」）を参考に参照しつつ、
抗原検査キットの活用も検討します。
・営業活動における行動管理のためにCOCOAやその他QRコード読取システム等を含む地域通知サービスの利用
が推奨される。
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・手指消毒や咳エチケット、乗り物乗
車中や食事中、大浴場利用中の会話を控える、大声を控える等）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。※大音量のBGMは大声での会話を誘発する可能性があるので、BGMの音
量を上げすぎないよう留意してください。
・児童・生徒様、並びに同居のご家族も含め、の出発前の健康観察を徹底して頂くようお願い致します。また
児童・生徒様が、発熱・体調不良の場合、参加は取り止めて頂けるようお願い致します。
・新型コロナウイルスの濃厚接触者と保健所に認定され、指示があった場合は、旅行の参加をお断りさせて頂きます。
・新型コロナウイルスの濃厚接触の疑いがある場合には、保健所や医療機関の指示に従って、学校と協議の
上で参加の可否を判断させて頂きます。
・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、保健所や医師の判断に従い、旅行参加を取り止めていただくことをお願い致します。
・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保健所や医師の判断を仰
いで頂くことをお願い致します。
・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。
※トイレの際の手洗いを徹底いただきます。
※タオルやハンカチは、出来るだけ新しい物を常に利用できるように複数枚ご準備頂き、施設等に備え付けの
ペーパータオルがある場合は優先的にご利用頂きます。
・児童・生徒様につきましては、従来から事前調査をお願いしている食事アレルギー、既往歴、基礎疾患に関

する情報を入手し、基礎疾患がある場合には主治医の旅行参加の許可を確認するようお願いします。
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、業界ガ
イドラインに従った消毒設備の設置、空調設備の換気機能や安全を最優先にしたうえでの窓やドア等の開放
等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、従業員の感染防止対策を確実に実行するよう、指導と管理の徹底
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・手指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。
※第４版まで記載していた「うがい」は、多くの人数が集まって、うがいをする際の飛沫やエアロゾルの飛散に
に伴い、感染リスクが高まるため、削除致しました。
・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、という条件が発生し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。旅行行程中におきま
しては、これらの状況が発生しないように、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、空間的に開放され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・生徒様へ事前に案内し、各交
通機関利用の際の感染リスク・感染対策をご理解頂きます。※但し、飛沫やエアロゾルによる感染を防止す
るため、会話の抑制等も行うことで、より感染対策を徹底致します。
・新幹線や航空機においては、マスク着用し、車内や機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ます。混雑していない場合でも、周囲に
配慮し、可能な限り児童・生徒同士が間隔確保や密接して会話などを避けるための協力を要請します。
・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、安全を最優先にしたうえでの窓の開放も併用
し、マスク着用と会話の抑制を遵守する事による感染リスクの低減を図りさらに安心いただける対応として座
席の間隔を空ける、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。
・脱水症・熱中症対策としての水分摂取以外のバス内での飲食は禁止といたします。

※やむを得ない場合には、弁当等で食事を取る際は会話をしない黙食を条件とし、可とする。
・乗車時には、出来るだけ必要最低限度以外の会話を抑制する等、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、海外からの帰国後、政府の指示で隔離中ある
いは健康監視中となった場合、並びに濃厚接触者に認定された場合や体調不良者の業務を停止させ、輸
送事業者に対して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、添乗員同行の場合は注意を促すことを徹底致します。
・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輸送
事業者に依頼致します。
・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。
【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）

１０.宿泊施設利用上の対策
・業界の感染症対策に関するガイドラインに従った対策が実行できていることを事前に確認し、確実な実施・対応を
要請致します。
（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）
※感染症対策の認証制度のある都道府県においては、認証取得の確認も行うことを推奨します。
・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、感染リスクの
低減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、手洗いや手指消毒、咳エチケットの励行等、感染防止に対する啓発・指導等
の徹底を依頼し添乗員同行の場合は注意を促すことを徹底致します。
・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、保健所や医師の診断を仰いで感染の有無、
濃厚接触者の認定、施設の消毒方法等の指示に従い、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、飛沫をできるだけ浴びないような席の配置や、テーブルでの相対着席や距離の確保が避け
られない場合は、パーティションを設置し、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、児童・生徒様をはじめとする全参加者への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「密集」を避け、感染リスクを低減する工夫を徹底
して頂きます。（会場スペースや設備の状況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、速やかに宿泊施設からお客様へ情報共有して頂き、感染が疑われ
るお客様と対面接触した従業員をまず隔離し、速やかな消毒実施と保健所の指導に従った感染の有無の判断
や濃厚接触者の従業員への対応等を実施頂きます。
・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
・各業界の感染症対策に関するガイドラインに従った対策が実行できて
いることを事前に確認し、確実な実施・対応を要請致します。
（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）
※感染症対策の認証制度のある都道府県においては、認証取得の確認も行います。
・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、テーブルでの相対着席や距離の確保が避けられ
ない場合は、パーティションを設置し、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、児童生徒様をはじめとする全参加者への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「密集」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。
・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、保健所や医師の診断を仰いで感染の
有無、濃厚接触者の認定、施設の消毒方法等の指示に従い、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・従業員が発生した場合は、食事施設から利用予定学校へ速やかに報告して頂き
ます。併せて該当のお客様と対面接触した従業員をまず隔離し、速やかな消毒実施と保健所の指導に従っ
た対応等を実施頂きます。
・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（飲食施設・宿泊施設の項目も参照）
・各業界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「密集」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（飲食施設・宿泊施設の項目も参照）
・各業界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 枚以上、品質の確かな、できれば不織布マスク）
・体温計 ・ハンカチ（1 日 複数枚:手洗い後に個人で使用）・タオル ・ティッシュ
※ハンカチやタオルは出来るだけ新しい物を常に利用できるように、複数枚ご準備頂きます。
・マスクを置く際の清潔なビニール袋、利用済みのマスクやハンカチ、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。利用済みのマスクやハンカチ、ティッシュ等を入れたビニー
ル袋は密閉し、自宅まで持ち帰ったうえで洗濯、または捨てる等の処理をして頂きます。
・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、できる限り「密閉・密集・密接な状況を避ける行動」に留意して頂き、
各所の設備を利用した手洗い・手指消毒等を定期的に実施して頂くことを事前にご指導頂き、励行して
頂きます。また、屋外においてもマスクを着用し、高温等で体調不良が予測される場合は、マスクを外すと
同時に会話を抑制することを徹底して頂きます。
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

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、飛沫をできるだけ浴びないような席の配置や、テーブルでの相対着席や距離の確保が
避けられない場合は、パーティションを設置し、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。
・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」
・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
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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１１月２９日

Ver.１１）

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

上記以外の時間

電話

０１２０－５６７－４９２

FAX

０８５７－５０－１０３３

地区
電話

東部

中部

西部

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
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
版新型コロナ警報の警戒情報が発令されていない場合又は医師の診断により
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、生徒にマスクを正しく着用させ、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）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。
・国の「緊急事態宣言・まん延防止等重点措置対象地域」及び県が設定する「感
染流行厳重警戒地域（Ⅳ）」
「感染流行警戒地域（Ⅲ）」
「感染注意地域（Ⅱ）」
の居住者が、部活動の練習への参加や生徒に対して指導を行う場合は、来県・
帰県後２週間経過していることを確認し記録する。ただし、ワクチン・検査
パッケージ制度の適用者は、この限りではない。
・県が設定する「感染散発地域（Ⅰ）」の居住者が、部活動の練習への参加や
生徒に対して指導を行う場合は、来県・帰県前２週間の検温を含む体調管理
を実施していることを確認し記録する。
・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行わないこととし、県が設定する「感染流
行厳重警戒地域（Ⅳ）」
「感染流行警戒地域（Ⅲ）」
「感染注意地域（Ⅱ）」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
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。なお、部屋の定員の５０％以下の配宿が困難な場合は、部屋内にお
いて特段の感染防止対策を徹底する。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。

【参考資料R4-4②】

大会への参加及び大会実施におけるガイドライン
（令和４年１月２１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（Ⅳ）」「感染流行警戒地域（Ⅲ）」「感染注意地域（Ⅱ）」
で開催される大会への参加は極力控え、
「感染散発地域（Ⅰ）」で開催される大会への参
加は、生徒及び保護者に対して事前に参加の意向を確認し、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とともに、
無料のＰＣＲ検査等の活用を検討する。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１０日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警報の警戒情報が発令されていない場合又は医
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。

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。なお、
部屋の定員の５０％以下の配宿が困難な場合は、部屋内において特段の感染防止対策
を徹底する。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。
○食事は黙食し、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、全員がマスクを正
しく着用して行う。

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、上限人数５，０００人
又は収容定員の５０％のいずれか大きい方かつ収容率は、５０％を上限とする。
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
テン等で遮蔽する。ただし、観客の受付及び対応については、生徒に行わせない。
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、状況に応じてマスク着用について柔軟に対応する。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、県内の新型コロナウイルス感染症の感染状況、会場
の広さ、役員数等を総合的に勘案し入場できる観客の範囲を定め、事前に周知する。入
場できる者は、事前申請された者を原則とするが、当日、受付にて検温の実施及び連絡
先等（氏名、住所、電話番号、健康チェック）の確認が可能な場合は、当日受け付けも
可とする。ただし、観客名簿（氏名、住所、電話番号が記載）を必ず作成し連絡先等を
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、許可証等入場を許可したことが分かるもの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、周囲との間隔を１ｍ以上空けるとともに、発声による応
援、楽器を使っての応援（学校のブラスバンドは除く）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、マスクの着用は、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。
〇大会主催者は、学校関係者以外の観客の入場を認める場合、入場エリアのゾーニング
及び動線を別で確保することにより学校関係者と学校関係者以外が混在しないように
する。また、出入口、トイレ等についても学校関係者と別とする。
〇大会主催者は、ブラスバンド及びチアリーダー等（応援団含む）による応援を許可する
場合、入場エリアをゾーニングする。また、ブラスバンド及びチアリーダー等（応援団
含む）による応援に関するガイドラインを策定する。

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。
〇鳥取県版新型コロナ警報の特別警報が発令された場合は、大会の中止又は延期を検討
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、県に以下のものを提出する。
・５，０００人を超える大会は、感染防止安全計画を作成し事前に提出し、終了後１か
月以内に結果報告書を提出。
・１，０００人を超える大会は、感染防止対策チェックリストを事前に提出。
・上記以外のすべての大会は、感染防止対策チェックリストを自らホームページで公
表する。
※各様式は、くらしの安心推進課ホームページに掲載
ＨＰ：https://www.pref.tottori.lg.jp/292741.htm
【提出（相談）先】
東部地区開催：＜くらしの安心推進課＞ 電話：0857-26-7284
中部地区開催：＜中部総合事務所環境建築局＞ 電話：0858-23-3982
西部地区開催：＜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

【参考資料R3-３③】
【参考資料R4-４③】
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）
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。
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 。
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
（４）
ンに則って活動する 。
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
（５）
間発熱などの風邪の症状等がない場合のみ可能とする 。
（３）

（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
（１）

チェック

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
（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。
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。
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） 、
（４） 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。
（３）

（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 。

チェック

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。）
部活動名：

部

＜顧問が対応すべきこと＞

チェック

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
（６） 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。

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
（９）
・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

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
（１） 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）
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
（２）
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。
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
（３） 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
（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。

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
（４） 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。

チェック

【参考資料R4-5①】

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１１月３０日

Ver.１１）

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

上記以外の時間

電話

０１２０－５６７－４９２

FAX

０８５７－５０－１０３３

地区
電話

東部

中部

西部

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

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警報の警戒情報
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、生徒にマスクを正しく着用させ、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）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。
・国の「緊急事態宣言・まん延防止等重点措置対象地域」及び県が設定する「感
染流行厳重警戒地域（Ⅳ）」
「感染流行警戒地域（Ⅲ）」
「感染注意地域（Ⅱ）」
の居住者が、部活動の練習への参加や生徒に対して指導を行う場合は、来県・
帰県後２週間経過していることを確認し記録する。ただし、ワクチン・検査
パッケージ制度の適用者は、この限りではない。
・県が設定する「感染散発地域（Ⅰ）」の居住者が、部活動の練習への参加や生
徒に対して指導を行う場合は、来県・帰県前２週間の検温を含む体調管理を
実施していること確認し記録する。
・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、行わないこととし、県が設定する「感染流行厳重警戒地域（Ⅳ）」
「感染流行警戒地域（Ⅲ）」「感染注意地域（Ⅱ）」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。なお、部屋の定員の５０％以下の配宿が困難な場合は、部屋内にお
いて特段の感染防止対策を徹底する。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。

【参考資料R4-5②】

大会（定期演奏会等の発表会を含む）への参加及び大会実施におけるガイドライン

（令和４年１月２１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（Ⅳ）」「感染流行警戒地域（Ⅲ）」「感染注意地域（Ⅱ）」
で開催される大会への参加は極力控え、
「感染散発地域（Ⅰ）」で開催される大会への参
加は、生徒及び保護者に参加について意向を確認し、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とともに、無料の
ＰＣＲ検査の活用を検討する。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１０日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
取県版新型コロナ警報の警報情報が発令されていない場合又は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。

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。なお、
部屋の定員の５０％以下の配宿が困難な場合は、部屋内において特段の感染防止対策
を徹底する。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。
○食事は黙食し、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、全員がマスクを正
しく着用して行う。

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、
上限人数５，０００人又は収容定員の５０％のいずれか大きい方かつ収容率は、５０％
を上限とする。
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。ただし、観客の受付及び対応については、生徒に行わせない。
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、県内の新型コロナウイルス感染症の感染状況、会場
の広さ、役員数等を総合的に勘案し入場できる観客の範囲を定め、事前に周知する。入
場できる者は、事前申請された者を原則とするが、当日、受付にて検温の実施及び連絡
先等（氏名、住所、電話番号、健康チェック）の確認が可能な場合は、当日受け付けも
可とする。ただし、観客名簿（氏名、住所、電話番号が記載）を必ず作成し連絡先等を
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
実施するとともに、許可証等入場を許可したことが分かるもの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、周囲との間隔を１ｍ以上空けるとともに、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、マスクの着用は、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。
〇大会主催者は、学校関係者以外の観客の入場を認める場合、入場エリアのゾーニング
及び動線を別で確保することにより学校関係者と学校関係者以外が混在しないように
する。また、出入口、トイレ等についても学校関係者と別とする。
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。
〇鳥取県版新型コロナ警報の特別警報が発令された場合は、大会の中止又は延期を検討
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、県に以下のものを提出する。
・５，０００人を超える大会は、感染防止安全計画を作成し事前に提出し、終了後 1 か
月以内に結果報告書を提出。
・１，０００人を超える大会は、感染防止対策防止チェックリストを事前に提出。
・上記以外のすべての大会は、感染防止対策チェックリストを自らホームページで公
表する。
※各様式は、くらしの安心推進課ホームページに掲載
ＨＰ：https://www.pref.tottori.lg.jp/292741.htm
【提出（相談）先】
東部地区開催：＜くらしの安心推進課＞ 電話：0857-26-7284
中部地区開催：＜中部総合事務所環境建築局＞ 電話：0858-23-3982
西部地区開催：＜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

【参考資料R4-５③】
【参考資料R3-４③】
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）
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。
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。
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
（４）
インに則って活動する 。
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
（５）
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 。
（３）

（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
（１）

チェック

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
（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。
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。
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）
（４） 、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。
（３）

（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 。

チェック

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。）
部活動名：

部

＜顧問が対応すべきこと＞

チェック

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
（６） 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。

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
（９）
・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

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
（１） 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）
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
（２）
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。
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
（３） 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
（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。

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
（４） 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。

チェック

【参考資料R4-6】
【別紙】令和３年１１月２６日付第２０２１００２１７２７０号教育長通知
学校行事等の対応方針【暫定運用】
本県レベル
登下校

レベル
０，１
通常登校

レベル２（１）

レベル２（２）

レベル３

レベル４

通常登校

分散登校の準備

臨時休業又は
分散登校等

臨時休業

感染リスクの高
い教科活動の制
限及びオンライ
ン授業等の準備

オンライン授
業等の実施

オンライ
ン授業等
の実施

中止又は延期

中止又は延期

オンラインで実
施等密回避

オンラインで
実施等密回避

感染拡大地域
（県の定める感
染警戒地域Ⅱ～
Ⅳ）からはリモ
ート形式で実施
又は延期

リモート形式又
は延期

リモート形式
又は延期

感染防止対策を
より一層徹底し
て実施

感染防止対策を
徹底して実施
（無観客）

授業
感染防止対策を
より一層徹底し
て実施

県内の宿泊
を伴う活動・
行事
学年集会、始
業式

県外からの
講師招聘

学校祭
球技大会
修学旅行
遠足
中学生向け
体験入学

部活動の活
動時間等
県内の学校
との練習試
合・合同練習
県内での合
宿

すべての
活動につ
いて、感
染防止対
策を徹底
して実施
（県の定
める感染
警戒地域
Ⅱ～Ⅳと
の往来は
極力控え
る）

感染防止対策を
より一層徹底し
て実施（県外不
可）
感染防止対策を
より一層徹底し
て実施
部活動ガイドラ
インに基づき活
動時間等を厳守
の上で実施（そ
の際、活動記録
を残すこと）
感染防止対策を
より一層徹底し
て実施

中止又は延期
感染防止対策を
より一層徹底し
て実施（県外不
可）

中止又は延期

ただし、
リモート
形式は実
施可能

中止又は延期

活動時間の短縮

すべての
活動につ
いて、中
止又は延
期

活動日の制限
又は中止

感染防止対策を
より一層徹底し
て実施

中止
感染防止対策を
より一層徹底し 中止
て実施（県の定
める感染警戒地
域Ⅱ～Ⅳは極力
控える）
※令和４年１月１７日現在、鳥取県は分科会提言レベル２相当
※令和４年１月１７日現在、県版感染警戒地域：「Ⅳ」３０都府県、「Ⅲ」８道県、「Ⅱ」７県、「Ⅰ」１県
鳥取県は「Ⅲ」
※基本は「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）」、「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」、「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」に基づいた対応の徹底をお願いします。
県外の学校
との練習試
合・県外での
合宿

【参考資料R4-7】
【参考資料R3-5】

資料２

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。

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。

【参考資料R4-8】

【参考資料R3-６】

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
御中
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

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）
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各県立高等学校長

第２０２１００２１０４０５号
令和３年１１月２６日

様

高等学校課長
（公印省略）

令和４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ついて（通知）

このことについて、別紙のとおり決定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４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
別紙２ 令和４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）
別紙３ 令和４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

【担 当】
指導担当
電

奥田

信行

話 ０８５７－２６－７９１７

別紙１
令和４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３年１１月
高等学校課
１

２

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。
検査機会の確保
○推薦入学者選抜検査日 ・・・・・・
○一般入学者選抜検査日 ・・・・・・
○一般入学者選抜追検査日 ・・・・・
○再募集入学者選抜検査日 ・・・・・
○特別措置による検査日
・・・・・

令和４年２月８日（火）
令和４年３月８日（火）～９日（水）
令和４年３月１４日（月）
令和４年３月２５日（金）
令和４年３月２５日（金）

【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４年２月１０日（木）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４年３月４日（金）から７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及び受検者には、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。

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

前日までに退院、又は
行動制限が解除され
ていれば受検可

受検者が
感染者

退院していない、又は
行動制限が解除され
ていなければ受検不
可

退院、又は行動制限が
解除されていれば受
検可
退院していない、又は
行動制限が解除され
ていなければ受検不
可

検査実施

ＰＣＲ検査等の結果
が陰性で、当日無症状
であれば受検可

受検者が
濃厚接触者
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

別紙２
令和４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３年 11 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 新型コロナウイルス感染症に係る連絡経路について
○連絡経路は、
「保護者（本人）→ 中学校長 → 高等学校課 → 志願先高等学校長」とする。
＜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。
・受検欠席届等は不要とする。
＜受検者が濃厚接触者又は接触者となった場合＞
・濃厚接触者等の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及び接触者について
○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）
○終日、別室で受検する。
○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。
○他の別室受検者とは別室とする。
○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
○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。
○検査当日の受検者の発熱等の風邪症状の確認については、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。
○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。
○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 マスクの着用について
○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。
○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。
○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。
５ 消毒について
○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。
○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
○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 学力（作文）検査室について
○検査室では、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。
○座席は、机の右端と左端の間隔を１ｍ程度空けて配置する。
○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。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、検査問題等の配付及び解答用紙の
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廊下に待機
させるなどの方法も考えられる。
８ 解答用紙の回収について
○受検者を着座させたまま、解答用紙を回収する。
９ 防寒着等の着用等について
○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。
○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。
○面接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。
10 面接室について
○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。
○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。
11 実技検査について
○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。
○実技検査会場は学力検査室と同様に換気を十分に行い、受検者及び職員のフィジカルディスタンス
を確保する。
○実技検査中、マスクを外す場合には、受検者同士の距離を２メートル程度確保する。
12 トイレについて
○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。
13 検査終了後について
○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。
○検査会場内にマスクを捨てないこと、すみやかに帰宅すること及び、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 中学校関係者控室について
○控室を設置する場合については、検査会場と同様の感染対策を行う。
15 合格発表について
○各校において、複数の場所を設けるなど、生徒が密集しないよう工夫した上で実施する。
○ホームページによる合格発表は行わない。
16 その他
○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。
○県立高等学校においては、令和４年３月４日（金）から７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。
○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４年３月８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。
○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。
○会計年度任用職員の運用については、教育人材開発課の通知に従うものとする。

別紙３
令和４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
令和３年 11 月
高等学校課
１

２

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４年２月１０日（木）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。
一般入学者選抜について
ケース

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

※１
※２

受検者が
感染者

受検者が
濃厚接触者

受検者が
接触者

受検者が
発熱等の風
邪症状があ
る

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

当日の状況等

当日受検

前日までに退院、又は行動制限が解除
されている

可

発熱等の風邪症状があれば、追
検査の日程で受検

退院していない、又は行動制限が解除
されていない

不可

追検査又は特別措置による検
査で受検

前日までに陰性が確認され、当日も無
症状である

可

前日までに陰性が確認されたが、当日
発熱等の風邪症状がある

不可

追検査（条件(※１)あり）又は
特別措置による検査で受検

前日までに陰性が確認されていない

不可

追検査（条件（※１）あり）又
は特別措置による検査で実施

備

考

条件（※１）あり

前日までに陰性が確認され、当日も無
症状である

可

前日までに陰性が確認されているが、
当日発熱等の風邪症状がある

不可

追検査の日程で受検

前日までに陰性が確認されていない

不可

追検査の日程で受検

不可

追検査の日程で受検

原則、別室受検

発熱等の風邪症状があるが、インフル
エンザと診断されていない
インフルエンザと診断されている
運営に必要な要員が校内で確保でき
る

運営に必要な要員が校内で確保でき
ない

可

状況によ
り判断

条件（※２）あり
条件（※２）あり
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

①PCR 検査で陰性を確認
②受検当日も無症状
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
濃厚接触者となった職員は出勤しないこと。

④終日、別室受検

受検者の皆さん、保護者の皆さまへ
鳥取県教育委員会
全国で新型コロナウイルスの新しい変異株への感染が報告されるなど、今後も新型コロナウイル
スへの感染防止に向けた取組が重要となっています。受検者の皆さんは、それぞれの夢や目標実現
のために高校入試に向けて日々、努力されていることと思いますが、入試について以下のとおり配
慮しながら実施しますので、皆さんの力が最大限発揮できるよう期待しています。

令和４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に伴う対応について
県立高校入試における感染防止対応
・発熱等の風邪症状がある場合、まずは自宅から中学校に連絡してください。
入試全般
・昼食時を除き、マスクを着用してください。
・休憩時間や昼食時等での友達との接触、会話を極力控えてください。
・教室を換気するため、防寒着やマフラーの着用、ひざ掛け・毛布の使用を認め
ます。ただし、面接は短時間のため、防寒着やマフラー等の着用は認めません。
・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
推薦入試
きない者は、令和４年２月１０日（木）までに別日程で受検できます。
２／８（火）
・その他の対応については、一般入試と同様です。
・新型コロナウイルス感染者で、入試の前日までに退院した者（行動制限が解
一般入試
除）及び新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者は、別紙の条件を満たせ
学力検査
ば、別室で受検できます。
３／８（火）
・ＰＣＲ検査で陰性となった新型コロナウイルス感染者の接触者は、原則、別室
面接等
で受検します。
３／９（水）
・インフルエンザ罹患者及び発熱等の風邪症状がある者は、感染拡大防止の
観点から追検査で受検します。
・検査当日は検査会場での検温は行いませんので、必ず自宅で検温、体調確
認をしてください。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します。
・検査開始前に体調不良等の申し出のあった受検者は、追検査で受検するこ
ととします。また、検査開始後に申し出のあった受検者は、別室で受検するこ
ととします。
・学力検査会場では、教室を換気するため、１教科終了ごとに少なくとも１０分
程度換気を行います。
・追検査当日のインフルエンザ罹患者及び発熱等の風邪症状がある者は、別
追検査
室受検とします。
３／１４（月）
・その他の対応については、一般入試と同様です。
・当日の正午に、各高等学校で生徒が密集しないよう工夫した上で発表しま
合格発表
す。
３／１７（木）
再募集入試 ・追検査と同様の対応とします。
３／２５（金）

特別措置
による検査
３／２５（金）

・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、一般入試及
び追検査を欠席した受検者を対象に、特別措置による検査を実施します。
・検査会場は、志願先高等学校です。
・検査内容は、志願先高等学校で決定して、受検者に通知します。

○日 頃 からマスクの着 用 、こまめな手 洗 い、検 温 等 を行 い、
体 調 を十 分 に整 えて受 検 に臨 みましょう。
○わからないことがあれば、まず、中学校の先生に聞きましょう。
※詳しくは、鳥取県教育委員会事務局高等学校課のホームページで
確認してください。 https://www.pref.tottori.lg.jp/koukou/
問い合わせ先

鳥取県教育委員会事務局高等学校課

指導担当

電話

鳥取県マスコット「トリピー」

０８５７―２６－７９１７

【参考資料R4-10】
指導要録におけるオンラインを活用した特例の授業の記載方法について例をお示し
しますので周知します。
事
務
連
絡
令和３年 10 月１日
各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課
構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課

御中

文部科学省

初等中等教育局

教育課程課

指導要録におけるオンラインを活用した特例の授業の記載
方法について（周知）
非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、一定の方法によるオンラ
インを活用した学習の指導（オンラインを活用した特例の授業）を実施したと校長が認
める場合、指導要録の「指導に関する記録」の別記（以下「別記」という。）として、非
常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録について学年ごとに作成す
ることを、「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒
の学習指導について（通知）」
（令和３年２月 19 日付け２文科初第 1733 号初等中等教育
局長通知）においてお示ししたところです。
学校教育は教師と児童生徒との関わり合いや児童生徒同士の関わり合い等を通じて
行われるものであり、これまでの出欠の取扱いを変更するものではありませんが、今般、
「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における指導要録の「出欠の記録」に
おける記載事項の取扱いについて（通知）」
（令和３年 10 月１日付け３文科初第 1152 号
初等中等教育局長通知）により、指導要録上、オンラインを活用した特例の授業を実施
したことを「出欠の記録」において明確にするため、別記に記載されたオンラインを活
用した特例の授業の参加日数を指導要録の「出欠の記録」の「備考」に転記することと
しました。その際、学校における事務負担を軽減するため、これまでお示ししていた別
記の記入例を別添１のとおり簡素化する（簡素化の前後をお示ししたものが、別添２と
なります。）とともに、別記に記載されたオンラインを活用した特例の授業の参加日数
の転記例を別添３のとおりお示しします。
本件につきまして、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市
区町村教育委員会に対し、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対し、
各都道府県私立学校主管部課及び構造改革特別区域法第12条第１項の認定を受けた各
地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の学校に対し、附属学校を置
く各国公立大学法人附属学校事務主管課におかれては、所管の附属学校に対し、周知
くださいますようお願いします。

【本件連絡先】
初等中等教育局教育課程課教育課程企画室
TEL：03-5253-4111（内線：2369）
e-mail：kyokyo@mext.go.jp

小学校児童指導要録（参考様式）様式２（指導に関する記録）別記
児

童

氏

（別添１）

名

記 入 例

※オンラインを活用した特例の授業又はその他の学
習等に記載すべき事柄がない場合には記載不要。

非

常

時

に

オ

ン

ラ

イ

ン

児童が登校
できない
事由
第
オンライン 実施日数 参加日数
1
を活用した
学
特例の授業
年
その他の
学習等
児童が登校
できない コロナ臨時休業
事由
第
オンライン 実施日数 参加日数
2
を活用した
学
24
19
同時双方向
特例の授業
年
その他の
ケーブルテレビ
学習等

を

活

用

し

て

実

施

し

た

特

例

の

授

業

等

の

記

録

実施方法等

当該児童生徒が感染症又は災害の発生等により
登校できなかった場合、その事由を記入する。

実施方法等

当該児童生徒に対してオンラインを活用した特
例の授業を実施した場合に記入する。
必要がある場合に、その他の学習その他の特記
事項等を記入する。特段必要がない場合

には記載不要。

児童が登校
できない コロナ出席停止、大雪臨時休業
事由
第
オンライン 実施日数 参加日数
実施方法等
3
を活用した
学
15
12
同時双方向、インターネット上での課題の配信・提出、チャットによる質疑応答・意見交換
特例の授業
年
その他の
個別面談（電話）
学習等
児童が登校
できない
事由
第
オンライン 実施日数 参加日数
4
を活用した
学
特例の授業
年
その他の
学習等
児童が登校
できない
事由
第
オンライン 実施日数 参加日数
5
を活用した
学
特例の授業
年
その他の
学習等
児童が登校
できない
事由
第
オンライン 実施日数 参加日数
6
を活用した
学
特例の授業
年
その他の
学習等

実施方法等

実施方法等

実施方法等

【簡素化後】

（別添２）

小学校児童指導要録（参考様式）様式２（指導に関する記録）別記
児

童

氏

名
※オンラインを活用した特例の授業又はその他の学
習等に記載すべき事柄がない場合には記載不要。

非

常

時

に

オ

ン

ラ

イ

ン

を

活

用

し

て

実

施

し

た

特

例

の

授

業

等

の

記

録

（略）
児童が登校
できない コロナ臨時休業
事由
第
オンライン 実施日数 参加日数
2
を活用した
学
24
19
同時双方向
特例の授業
年
その他の
ケーブルテレビ
学習等

当該児童生徒が感染症又は災害の発生等により
登校できなかった場合、その事由を記入する。

実施方法等

当該児童生徒に対してオンラインを活用した特
例の授業を実施した場合に記入する。
必要がある場合に、その他の学習その他の特記
事項等を記入する。特段必要がない場合

には記載不要。
児童が登校
できない コロナ出席停止、大雪臨時休業
事由
第
オンライン 実施日数 参加日数
実施方法等
3
を活用した
学
15
12
同時双方向、インターネット上での課題の配信・提出、チャットによる質疑応答・意見交換
特例の授業
年
その他の
個別指導（電話）
学習等
（略）

【簡素化前】
非

常

時

に

オ

ン

ラ

イ

ン

を

活

用

し

て

実

施

し

た

特

（略）
児童が登校
できない 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う臨時休業
事由
第
オンライン 実施日数 参加日数
実施方法等
2
を活用した
学
24
19
同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
特例の授業
年
その他の
ケーブルテレビを活用した学習も併用した。
学習等

例

の

授

業

等

の

記

録

当該児童生徒が感染症又は災害の発生等により
登校できなかった場合、その事由を記入する。
当該児童生徒に対してオンラインを活用した特
例の授業を実施した場合に記入する。
必要がある場合に、その他の学習その他の特記
事項等を記入する。（特段必要がない場合には
記載不要。）

児童が登校
できない 新型コロナウイルス感染症に関する出席停止、大雪に伴う臨時休業
事由
第
実施方法等
3 オンライン 実施日数 参加日数
同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
学 を活用した
15
12
インターネットを通じた課題の配信・提出とチャットを使った質疑応答・意見交換による学習指導
年 特例の授業
その他の
電話による個別面談も行った。
学習等

小学校児童指導要録（参考様式）様式２（指導に関する記録）
児 童 氏 名

（別添３）

転 記 例
（略）
区分 授業日数
学年

出席停止・

出席しなければ

出
欠席日数 出席日数

欠

の

記

録
備

考

忌引等の日数 ならない日数

（略）
2

176

0

176

5

171

オンラインを活用した特例の授業19

3

195

10

185

7

178

オンラインを活用した特例の授業12
（略）

小学校児童指導要録（参考様式）様式２（指導に関する記録）別記
児

童

氏

名
※オンラインを活用した特例の授業又はその他の学習
等に記載すべき事柄がない場合には記載不要。

別記の「参加日数」を転記

非

常

時

に

オ

ン

ラ

イ

ン

を

活

用

し

て

実

施

し

た

特

例

の

授

業

等

の

記

録

（略）
児童が登校
できない コロナ臨時休業
事由
第
オンライン 実施日数 参加日数
2
を活用した
学
24
19
同時双方向
特例の授業
年
その他の
ケーブルテレビ
学習等

当該児童生徒が感染症又は災害の発生等により
登校できなかった場合、その事由を記入する。

実施方法等

当該児童生徒に対してオンラインを活用した特
例の授業を実施した場合に記入する。
必要がある場合に、その他の学習その他の特記
事項等を記入する。特段必要がない場合

には記載不要。

児童が登校
できない コロナ出席停止、大雪臨時休業
事由
第
オンライン 実施日数 参加日数
実施方法等
3
を活用した
学
15
12
同時双方向、インターネット上での課題の配信・提出、チャットによる質疑応答・意見交換
特例の授業
年
その他の
個別指導（電話）
学習等
（略）

【参考資料R4-11①】

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

（小学校下学年・特別支援学校）
ひと

いまこそ、じぶんもほかの人もたいせつにしよう！
ひと

～しんがたコロナウイルスかんせんしょうと人のたいせつさ～
ただ

これまで、正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、
がっこう

ひと

学校やちいきなどで人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
ひと

ば、びょうきにかかった人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
ひと

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
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。
ひと

みなさんはこれまで、じぶんもほかの人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】

びょうき

③

①

わるくち
いじめ

ふあん

②
※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

どうすればいいの？
み

①はじめて見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
ただ

す。正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。
き

き

ひと

②ふあんな気もちから、ウイルスをとおざけたい気もちがうまれ、ある人たちをせめた
せんせい

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。

（小学校上学年・特別支援学校）
いま

じ ぶ ん

ほか

ひと

たいせつ

今こそ、自分も他の人も大切にしよう！
しんがた

かんせんしょう

じんけん

～新型コロナウイルス感染症と人権～
ただ

ちしき

りかい

た

がっこう

しょくば

ちいき

これまで、正しい知識や理解が足りないことから、学校、職場、地域など、いろい
ばめん

ひと

たいせつ

かえ

たと

ろな場面で人が大切にされないできごとがくり返されてきました。例えば、ハンセン
びょう

びょうき

ひと

ひがしにほんだいしんさい

げんしりょくはつでんしょ じ

こ

ひなん

病 などの病気にかかわる人、東日本大震災による原子力発電所事故により避難した
こ

たい

さべつてき

げんどう

もんだい

子どもに対する差別的な言動やいじめなどの問題です。
ざんねん

しんがた

かんせんしょう

たい

おも

みかた

残念ながら、新型コロナウイルス感 染 症 に対しても、思いこみやかたよった見方
さべつてき

げんどう

かな

はなし

ほうどう

による差別的な言動やいじめなど悲しい 話 が報道されています。どんなときでも、
ひと

きず

げんどう

ぜったい

人を傷つけるような言動やいじめは、絶対にあってはならないことです。
じぶん

ほか

ひと

たいせつ

がくしゅう

とお

さべつ

みなさんはこれまで、自分も他の人も大切にする 学 習 を通して、差別やいじいめ
たが

たいせつ

い

たいせつ

まな

をゆるさず、お互いを大切にし、いっしょに生きることの大切さについて学んできま
した。
しんがた

かんせんしょう

もんだい

お

いま

まな

こうどう

新型コロナウイルス感 染 症 の問題が起こっている今こそ、学んだことを行動であ
じぶん

ほか

ひと

たいせつ

らわすときです。自分のことも他の人のことも大切にするためにどんなことができる
かんが

こうどう

か 考 え、行動しましょう。
さ べつ

かんせんしょう か くだ い

し

く

【差別やいじめによる感染症拡大の仕組み】
さべつ

う

あたら

差別やいじめを受けるのが
こわ

しょうじょう

おお

病気

怖くて 症 状 があっても
じゅしん

受診をせず、それをかくす

じょう

じょうほう

ット 上 の 情 報 などにより、

かくさん

ふあん

おお

さらに不安が大きくなる。

さべつ

ふあん

差別
いじめ
も

も

ばなし

病気の拡散につながる。

き

き

なる。うわさ 話 やインターネ

けっか

ふあん

ふあん

ことが多く、不安な気持ちに

ようになり、結果として、
びょうき

わ

新 しいウイルスで分からない

びょうき

不安

こわ

き

も

かんが

ちから

ただ

はんだん

不安な気持ちや怖いという気持ちは、 考 える 力 や正しく判断
ちから

よわ

ひと

ひと

つた

する 力 を弱くし、人から人へ伝わっていく。そして、ウイル
とお

き

も

せ

な か ま はず

とくてい

ひと

きけん

スを遠ざけたい気持ちから、特定の人たちを「危険」とみなし
あんしん

て、責めたり仲間外ししたりすることで安心しようとする。
※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

（中学校・高校・特別支援学校）
いま

たが

じんけん

たいせつ

今こそ、お互いの人権を大切にしよう！
しんがた

かんせんしょう

じんけん

～新型コロナウイルス感染症と人権～
びょう

かんせんしょう

へんけん

さべつ

ふくしまだいいち

これまで、ハンセン 病 やＨＩＶ感 染 症・エイズへの偏見や差別、さらには福島第一
げんしりょくはつでんしょ じ

こ

ひなん

じどうせいと

たい

さべつてき

げんどう

ただ

原子力発電所事故により避難した児童生徒に対する差別的な言動やいじめなど、正し
ちしき

りかい

ふそく

がっこう

しょくば

ちいき

いりょう げ ん ば とう

にちじょうせいかつ

しゃかい

さまざま

い知識や理解の不足から、学校、職場、地域、医療現場等、日 常 生活や社会の様々な
ばめん

じんけん

しんがい

で き ご と

く

かえ

場面で人権が侵害されてしまう出来事が繰り返されてきました。
ざんねん

しんがた

かんせんしょう

かんれん

ごかい

へんけん

もと

さべつてき

残念ながら、新型コロナウイルス感 染 症 に関連して、誤解や偏見に基づく差別的な

げんどう

とりあつか

かな

じれい

ほうどう

ひと

きず

言動や 取 扱 いなど悲しい事例が報道されています。どんなときでも、人を傷つける
げんどう

ぜったい

ような言動やいじめは、絶対にあってはならないことです。
じんけんきょういく

とお

さべつ

ふ ご う り

き

たが

そんちょう

みなさんはこれまで、人権 教 育 を通して、差別の不合理さに気づき、互いを 尊 重
とも

い

たいせつ

まな

し、共に生きることの大切さについて学んできました。
しんがた

かんせんしょう

もんだい

ちょくめん

いま

がくしゅう

せいか

こうどう

新型コロナウイルス感 染 症 の問題に 直 面 している今こそ、 学 習 の成果を行動で
しめ

じぶん

じんけん

ほか

ひと

じんけん

たいせつ

こうどう

ひとり

示すときです。自分の人権も他の人の人権も大切にする行動について一人ひとりが
かんが

じっせん

考 え、実践しましょう。
へんけん

さ べつ

かんせんしょう か くだ い

し

く

【偏見や差別による感染症拡大の仕組み】
さべつ

う

こわ

差別を受けるのが怖くて
しょうじょう

かく

せず、それを隠しておき

わ

おお

ふ あ ん

ないことが多く、不安な
き

も

気持ちになる。うわさ

びょうき

ばなし

たい。結果として、病気
かくさん

ち

未知のウイルスで分から

病気

じゅしん

症 状 があっても受診を
けっか

み

びょうき

じょう

話 やインターネット 上

まね

じょうほう と う

の拡散を招く。

の情 報 等により、さらに
ふ あ ん

おお

不安が大きくなる。

へんけん

偏見

ふあん

不安

さべつ

差別
ふあん

おそ

かんが

ちから

ただ

はんだん

ちから

よわ

不安や恐れは、 考 える 力 や正しく判断する 力 を弱
ひと

ひと

でんせん

とお

め、人から人へ伝染していく。そして、ウイルスを遠ざ
き

も

とくてい

ひと

きけん

けたい気持ちから、特定の人たちを「危険」とみなし
せ

はいじょ

あんしん

て、責めたり排除したりすることで安心しようとする。
※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

（共通）

「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 ○チラシの上部の文章を読み、これまでの学習を振り返る。
症に関して起こっている問 ○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
題について知る。
とを発表させる。
２ 偏見や差別の問題が起き ○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
る原因や問題が引き起こす
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
感染拡大について理解す
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
る。
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 ○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。
環を断ち切ることができる
①「病気」が引き起こす「不安」を断ち切る
かを考える。
・
「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
①
③
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
②
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。
※「偏見・差別」については、
・不安を感じている人を見かけたら優しい声掛けをする。
「小学校下学年・特別支援
③「偏見・差別」が引き起こす「病気」
（拡大）を断ち切る
学校」は「わるくち・いじ
め」、
「小学校上学年・特別支
・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
援学校」は「差別・いじめ」
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 ○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
行動しようとする意欲を高
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
める。
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。

×

×

×
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しんがた

かんせんしょう

かん

さ べ つ

ぼ う し

新型コロナウイルス感染症に関するいじめや差別の防止について
しんがた

せっしゅ

ひと

はいりょ

～新型コロナワクチン接種をしない人への配慮～
かんじゃ

か ぞ く

いりょうじゅうじしゃなど

しんがた

せっしゅ

ひと

患者やその家族、医療従事者等はもちろん、新型コロナワクチン接種をしていない人に
たい

さ べ つ

ぜったい

ゆる

対するいじめや差別などを行うことは絶対に許されません。
せっしゅ

●ワクチン接種について●
せっしゅ

きょうせい

ワクチン接種は強制ではありません。
しんたいてき

り ゆ う

り ゆ う

さまざま

せっしゅ

ひと

せっしゅ

のぞ

・身体的な理由や様々な理由によってワクチンを接種することができない人や接種を望
ひと

ひと

はんだん

そんちょう

まない人もおられるので、その人の判断を尊重しましょう。
まわ

ひと

せっしゅ

きょう せ い

・周りの人にワクチン接種の 強 制はしないようにしましょう。
だれ

あんしん

がっこう

かよ

ひ と り

い

し

じじょう

誰もが安心して学校に通うことができるように、どんなときも、一人ひとりの意思や事情
そんちょう

を尊重しましょう。
おも

ば め ん

●こんな場面、どう思いますか？●
よ ぼ う せっしゅ

りゆう

ひと

予防接種してない人

しないけど

あそ

とは遊ばないよ

あ い て

予防接種

言いづらいな

きず

理由は

よ ぼ う せっしゅ

い

なん

よ ぼ う せっしゅ

何で予防接種

い

言いたくないな

するでしょ

しないの？

こ と ば

さ べ つ

こうどう

あ い て

きず

こ と ば

こうどう

相手を傷つけたり、差別したりするつもりはなくても、その言葉や行動で相手が傷つい
ふ あ ん

あ い て

き

も

おも

たり、不安になったりしているかもしれません。相手の気持ちを思いやった言葉や行動を
こころ

心 がけましょう。
じんけん

はいりょ

ぼ う し

たいおう

じ ど う せ い と む

人権への配慮といじめ防止への対応（児童生徒向け）
じ か ん うけつけまどぐち

そうだんまどぐち

【24時間受付窓口】

【相談窓口】
じんけんきょういくか

・人権教育課

でんわ

でんわ

・いじめ 110番

FAX：0857-26-8176

・24時間子供SOS ダイヤル

📧：jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp

ほ ご し ゃ

ばん

電話：0857-26-7535

かた

電話：0857-28-8718

じかんこども

でんわ

電話：0120-0-78310

そうだんせんよう

・いじめ相談専用メール 📧 : ijime@kyoiku-c.torikyo.ed.jp

ねが

●保護者の方へのお願い●
かんせんしゃなど

たい

さ べ つ

へんけん

ひ ぼ う ちゅうしょう な ど

ゆる

感染者等に対する差別や偏見、誹謗 中 傷 等を許してはいけません。
しんがた

かんせんしょう

ただ

ち し き

さ い し ん じょうほう

さ べ つ

へん

・新型コロナウイルス感染症についての正しい知識と最新情報をもとに、差別や偏
けん

ひ ぼ う ちゅうしょう

こ

はな

あ

見、誹謗 中 傷 につながらないよう子どもと話し合いましょう。
こ

ふ あ ん

へ ん か

かんけい き か ん など

そうだん

み の が

き

じ ぶ ん

なや

がっこう

・子どもの不安・変化を見逃さず、気になることがあれば、自分だけで悩まず学校
や関係機関等に相談してください。
と っ と り け ん きょういく い い ん か い

鳥取県教育委員会
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(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）
令和４年２月１日版
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

1

新型コロナウイルスに感染した教職員

2

○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
教職員又はその親族に発熱等の風邪症状がみられる を取得すること。
こと等から療養する必要があり、勤務しないことがやむ ○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。
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。）
※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

所属長がそ
の都度必要
と認める期
間

特別休暇
（１８号）

日、時
間、分単
位

4

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。

○特別休暇（１８号）として取り扱うこと。

○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。

R2.4.24付
教育長通知、
R2.5.15付教
育長通知、
○孫や甥・姪は、「子」には含まれない。
R3.5.28付教
○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。
育長通知及
○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 びR4.2.1付教
学校の臨時休業その他の事情により子の世話を行う
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。
育長通知
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
※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 〇無症状の状況が継続しており、４日目及び５日目に抗原定性検査を受
とがやむを得ないと認められる教職員（教職員本人は 検してそれぞれ陰性が確認された場合は、直ちに職務に復帰する。
濃厚接触者と認定され、外出自粛の指示を受けてい
る。）

8

9

7日間

特別休暇
（１６号）

所属長がその
都度必要と認
める期間

特別休暇
（２１号）

本人の申請を承
認。カンパニーで
申請できない非
必要な期間 常勤講師等は、 新型コロナウイルスのワクチン接種
紙の承認簿によ
る（勤務が割り振
られている場合）

分単位
（困難な場合
は、時間・日
単位）

最大
7日間

※
11
※
12

所属長と本
人との協議
により必要と
認めた期間

※
14

R3.5.28付
教育長通知

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 ○風邪等の症状がある場合は特別休暇（１８号）を取得
能性が高い教職員

R2.2.25付
教育長通知、
R2.4.17付教
育長通知及
びR4.2.1付教
育長通知

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

緊急事態宣言発令により学校が臨時休業する間、児
○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
童生徒等の学習の保障の見地から、必要な業務継続
宅勤務を推奨。
本人は、始業時 の体制をとった上で、在宅勤務。
勤務時間
と終業時に校長
である
へ報告
必要に応じ
長期休業中に限り、執務室の職員密度を下げる見地
て
から、在宅勤務が可能な教職員。
学校が臨時
休業の間

在宅勤務

※
17

R2.2.5付
教育長通知

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

※
16

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

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
（教職員本人は、濃厚接触が疑われる者）

※
10

※
15

通知

R2.4.17付
教育長通知

R3.7.12付
教育長通知

〇やむを得ず、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、他の教職員との接触を控えるものとする。
〇なお、保健所からの個別の指示がある場合は、その指示に従って差し
支えない。

検査結果が
判明するま
での間

同居家族等がPCR検査等を受検する教職員
（教職員本人は、濃厚接触者ではない）

１週間又は
健康観察期
間終了まで

R4.2.1付
〇やむを得ず、出勤する必要がある場合は、基本的な感染予防対策を
教育長通知
し徹底した上で、可能な限り、別室で勤務するなど、他の教職員との接
保健所の指示の下、同居家族等が濃厚接触者等とし 触を極力控えるものとする。
て認定され、外出自粛の指示があり、PCR検査等を受 〇なお、保健所からの個別の指示がある場合は、その指示に従って差し
検する教職員（教職員本人は、濃厚接触者ではない） 支えない。
〇無症状の状況が継続しており、４日目及び５日目に抗原定性検査を受
検してそれぞれ陰性が確認された場合は、直ちに職務に復帰する。

※市町村（学校組合）教育委員会へ県の状況を参考送付

【参考資料R4-13】

令和３年９月２４日改訂版

鳥取県版

放課後児童クラブにおける
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
鳥取県子育て・人財局子育て王国課
全国各地で過去最高の感染者数を記録するなど、感染力の強いデルタ株の感染が全国で急拡大して
おり、本県の放課後児童クラブでもクラスターが発生するなど、今まで以上に感染拡大予防を徹底す
ることが重要となってきています。
このような状況を踏まえ、このたび、新型コロナウイルスの感染予防に努めながら放課後児童クラ
ブを継続的に開所できるよう、感染予防の取組を整理しました。
市町村・各放課後児童クラブの実情等に合わせて、新型コロナウイルス感染拡大防止の取組の参考
として御活用ください。
なお、当該ガイドラインは、あくまで目安として御活用いただくもので、感染拡大の状況に合わせ
た市町村・各放課後児童クラブにおける対応や判断を妨げるものではありません。
※この対策例は令和３年９月１４日時点の厚生労働省等の資料を基に作成したものであり、最新の
情報に基づき適宜更新していきます。
１ 基本的な感染症対策
新型コロナウイルス感染症の感染経路は、主に飛沫感染と接触感染です。そのため、飛沫感染と接
触感染の防止を中心に、現在各施設において実施している各種感染対策に加え、各施設の状況に応じ
て、持続して実施可能な感染対策方法について、本ガイドラインを参考に検討していただき、放課後
児童クラブ全体の感染対策を向上させていきましょう。
また、発熱や咳、咽頭痛のなどの風邪症状や体調不良（以下、
「体調不良等」という。
）の場合は、
利用児童・放課後児童支援員及び補助員（以下、
「支援員等」という。
）とも登所・出勤しないことを
徹底し、施設内に新型コロナウイルスを持ち込まないことが最も重要であることに留意しましょう。
なお、支援員等が主に出入りする専用区画、休憩室、トイレなどでも、換気、マスク着用、手洗い・
手指消毒、共有物の消毒、フィジカルディスタンスを意識して３密を回避し、支援員等同士の感染対
策を徹底しましょう。
区分
感染拡大予防の基本
最重要事項
体調不良等の場合は、利用児童・支援員等とも登所・出勤しない
飛沫感染対策
支援員等や利用児童のマスク等の着用
適切な換気（常時換気が望ましい）
可能な限り距離をとった活動
接触感染対策
正しい手洗い・手指消毒
共用する物品・場所の消毒
２ 開所の方法
３密の状態とならないよう、実施主体又は委託者である各市町村と連携して、学校施設（教室、体
育館、校庭等）等の活用を行うなど、感染リスクの低い開所方法を検討しましょう。
また、体調不良児の発生を想定して、体調不良児が休養できる部屋、スペース及び物品（使い捨て
できるシーツや使い捨て手袋、フェイスシールド、ガウン等）をあらかじめ準備しておきましょう。
班分けについては、万が一の感染拡大に備え、影響が最小限になるよう同学年同士とするなど検討
し、対応してください。
３ 換気の方法
換気は、エアコン使用時や寒い環境においても可能な限り常時行うことが望ましく、換気設備があ
る場合は、常時運転させてください。換気設備がない場合は、２方向の窓を同時に開けて空気の流れ
1

を作って吸込口（入口）と吸出口（出口）を意識して空気を入れ替えましょう。大きく窓を開けられ
ない場合でも、こぶし程度開き、空気の出入口を作っていただくようお願いします。
また、扇風機等を活用して、高所から気にならない程度の風を流したり、低所から外向きに風を逃
すなども効果的です。常時換気が難しい場合でも、３０分に１回以上、５分程度の換気をしましょう。
ＣＯ２モニターを設置して換気状況を確認することも検討しましょう。一般的には 1000ppm 以下が望
ましいとされています。
冬は換気により室温が低い状態（冬の室温の目安：２０～２３℃）となることも考えられることか
ら、利用児童の保護者に対して、温かい服装を心掛けていただくよう依頼するなど、柔軟に対応しま
しょう。また、室温が下がりすぎないよう、空き部屋等の人のいない部屋の窓を開け、廊下を経由し
て、少し温まった状態の新鮮な空気を専用区画に入れるなど、２段階換気も気温変化を抑えるのに有
効です。
冬季の換気のポイントや２段階換気の方法などは、以下のＮＨＫの動画を参考にしてください。
（参考）ＮＨＫ おはよう日本
冬の換気のポイント（動画５４秒）https://www.nhk.or.jp/ohayou/videos/20201120_2/
寒い季節の新型コロナ対策（動画１分７秒）https://www.nhk.or.jp/ohayou/videos/20201109/
４ 正しい手洗い等
新型コロナウイルス感染症対策には、石けんと流水による手洗いが推奨されています。手洗いは
３０秒以上かけて丁寧に洗いましょう。
（１）正しい手の洗い方

（２）手洗いのタイミング
利用児童・支援員等ともに、以下の６つのタイミングにしっかりと手洗いを実施しましょう。
帰宅の際にも手洗いを実施し、家庭への感染予防にも努めましょう。
また、６つのタイミング以外にもトイレスリッパなどの飛沫物が付きやすいものを触った後に
は、手洗いをする習慣を身に付けましょう。

※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 (2021.4.28 Ver.6)」より
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（３）タオルについて
手洗い後の接触感染を避けるため、タオルの共有は避けましょう。手洗い時には、ペーパータ
オルを使用することが理想的です。常用が難しい場合でも、感染症流行期にはペーパータオルを
使用することが望ましいです。
ペーパータオル等を捨てるゴミ箱は、足踏み式等で密閉ができるふた付きのゴミ箱を用意する
ことが望ましいです。
また、ゴミの回収に当たっては、手袋及びフェイスシールドを着用し、集めたゴミが入った袋
は密封してください。また、作業後は、必ず手洗いを実施してください。
（４）石けんの種類
厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン（2018 年改訂版）
（以下、厚生労働省
ガイドライン）
」において、固形石けんは、１回ずつ個別に使用できる液体石けんと比較して、保
管時に不潔になりやすい点が指摘されていることから、固形石けんを使用している放課後児童ク
ラブは、液体石けんなどへの転換を検討してください。
５ 利用児童の衛生習慣等について
新型コロナ感染症対策を日々の活動で徹底しましょう。利用児童のマスクの着用は、１００％の着
用を目指しましょう。咳エチケットや手洗い、マスク着用等を通じて、利用児童に衛生習慣が身に付
くことは、子どもが自ら健康で安全な生活を作り出す力にも繋がります。利用児童にも正しく感染対
策がとれるよう参考資料（１４頁参照）のイラスト等を活用し、わかりやすい感染対策の呼びかけを
お願いします。なお、気候の状況等により、熱中症などの健康被害等が発生する恐れがあると判断し
た場合は、マスクを外すようにしてください。
また、目の粘膜組織である「結膜」からも感染することがあるので、不用意に目を触らないよう利
用児童に周知してください。
利用児童は、まず石けん流水による手洗いをしっかり行い、体温測定、手指消毒を経てから専用区
画に入室することが望ましいです。
その他、飲食の際は黙食を心掛け、斜めの位置に座るなど最低でも１ｍ以上、利用児童間の距離を
確保することとし、距離が確保できない場合は、次のとおり密にならないように工夫をしましょう。
・食事時間を交代制にするなど分散しましょう。
・利用児童が向かい合わないよう教室形式で同じ方向を向いて座りましょう。
・飛沫防止用のパーテーション・アクリル板を活用しましょう。
（パーティションの設置例）

･･･パーティション
･･･児童
（例１）
（例２）
感染流行期においては、実施主体又は委託者である各市町村と連携して学校施設（教室、体育館、
校庭等）
等の活用を行うなどし、
利用児童間のソーシャルディスタンスを最低１ｍは確保しましょう。
６ 消毒
多くの利用児童が触れる物品、場所の消毒は日常の衛生管理として、これまでと同様に消毒を行い
ましょう。消毒方法や消毒液の管理方法などは、実施主体又は委託者である各市町村等に相談しなが
ら適切に実施しましょう。
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（１）多くの利用児童で共有する物品・多くの利用児童が触る場所の検討
日頃の活動内容から、遊具、図書、児童の所持品を収納するロッカーなどの物品や場所を、子
どもたちがどのように、どれくらい共有しているか、また、触っているか確認しましょう。
物品や場所などの確認結果を基に、どのように消毒を行うか検討しましょう。頻繁に消毒でき
ない共有の物品等は、使用後３日程度は使用せず、ローテーションして使用することや個人用の
物品に変更することも併せて検討してみましょう。
（２）消毒方法
消毒は、基本的に汚れを落としてから、消毒液でしっかり濡らした状態で実施する必要があり
ますので留意しましょう。厚生労働省ガイドラインでは、消毒する物品・場所に対応した消毒薬
の種類等が記載されていますので参考にしてください。
次亜塩素酸ナトリウム等の消毒作業では、スプレータイプで散布することはウイルスを舞い上
げる恐れがあり、吸引したり、目に入ることで感染リスクとなりますので、消毒液をペーパータ
オルなどに浸してから拭くなどの対応をお願いします。
（県教育委員会の「学校空間の消毒方法に
ついて」の動画が参考になりますので、そちらをご参照ください）
９頁以降に、参考として、次亜塩素酸ナトリウムやアルコール（消毒用エタノール）を基本と
した物品・場所等への消毒方法、消毒薬の種類と用途を記載しています。なお、次亜塩素酸ナト
リウムの希釈液は、時間が経つにつれ有効濃度が減少することから、使用時に希釈することとし、
毎日交換しましょう。
（３）消毒のタイミング
消毒はこまめに実施することが望ましいですが、特に食事や歯磨き等の飛沫が発生し易い活動
の後には必ず実施しましょう。
・トイレも含めたドアノブなど、支援員等及び利用児童が頻繁に触る箇所については、時間を決
めて消毒を実施しましょう。
・床等については、１日に１回以上、閉所前のタイミング等に消毒をしてください。飛沫が発生
し易い活動の前に新聞紙やビニールシート等を敷いて活動後に廃棄又は消毒する等の対応も
有効です。
・遊具、図書など、消毒が困難なものについては、支援員等や利用児童が使用する前後に手指消
毒を徹底することも有効です。
７ 県内のクラスター発生等を受けて放課後児童クラブの支援員等の皆様に御留意いただきたい事項
各放課後児童クラブにおいては、支援員等から利用児童へ感染させることのないよう格段の配慮を
していただいていると思います。引き続き、支援員等同士の感染対策も重視していただき、施設内の
感染対策のレベルを全体的に上げていきましょう。
次のとおり支援員等の皆様に御留意いただきたい事項をお示しします。
（１）支援員等はマスク等を着用し飛沫感染対策をしましょう
飛沫が手に付着しただけでは感染しません。マスクを着用することで着用者の飛沫物を大きく
減少させ、着用者の口に手指を媒介した接触感染のリスクも下げられます。感染経路を遮断する
ために、感染予防策として推奨されている不織布マスクを着用しましょう。
また、目から飛沫物が入らないよう飛沫感染防止用のメガネ・ゴーグルやフェイスシールドを
着用することも有効です。特に、トイレや手洗い場といった水を使用して掃除を行う場面におい
て、そのような飛沫感染防止用の感染防護具を活用しましょう。
飲食を伴う場面では、マスクを外すのは飲食物を口に入れる時のみとし、マスクを外す時間を
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最小限にしましょう。また、休憩室等に同時に入る人数も減らすなど、支援員等同士の距離を保
ち感染リスクを下げましょう。
（２）手洗い・手指消毒をしましょう
手洗いのタイミングについては、６つのタイミング（２頁参照）に加え、食事（食器の片付け
を含む）や休憩に入る前後にも実施しましょう。手袋を使用していた場合においても、外した後
は必ず手洗いを行いましょう。
手洗いができない場合には手指消毒を行いましょう。なお。手が濡れているとアルコール等の
濃度が下がり、効果が十分に期待できないため、手が乾いた状態で使用しましょう。
（３）支援員等が共有する物品の消毒をしましょう
マスク着用や手洗い・手指消毒が徹底されていることが前提となりますが、
受話器やパソコン、
冷蔵庫など、支援員等で共有する物品について、アルコール等による消毒の徹底をお願いします。
使用の頻度、感染の危険性に応じてアルコール等により消毒を実施してください。
※アルコールタイプのウェットティッシュは、時間の経過によりアルコール濃度が希薄になるため、
アルコール系消毒液をその都度ペーパータオルなどに付けて拭き取ることが望ましいです。

（参考）共有物の使用頻度及び危険性による消毒頻度の目安

（４）放課後児童クラブの運営主体の責任者等（以下、
「責任者等」という。
）は、次のとおり支援員
等の健康状況の把握・管理を徹底しましょう
・出勤前の検温を徹底させ、体調不良等がないか確認しましょう。
・体調不良等の場合は、自宅待機、かかりつけ医又は受診相談センターへ相談させましょう。
・自宅待機後の支援員等の出勤については、一時的に体調が落ち着く場合もありますが、解熱し
症状軽快後２４時間以上経過するなど必ず体調がよくなったのを確認した上で出勤させまし
ょう。
・支援員等が、やむを得ず、県境をまたぐ移動や人が密集する場所に行ったり、家族親しい人以
外との会食など感染リスクが高い行動を行う場合に備えて、あらかじめルールを定めておきま
しょう。
（例えば、帰ってきた日の翌日から起算して２週間の自宅待機期間を設けるなど）
・感染拡大防止の観点からも、支援員等同士がフォローし合える関係性を作り、支援員等の体調
管理ができる環境を整えておきましょう。
（５）支援員等は、次のとおり体調管理を徹底しましょう
・県境をまたぐ移動や人が密集する場所に行ったり、家族親しい人以外との会食をしたりなど、
感染リスクが高い行動を控えましょう。
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・体調不良等の場合には、かかりつけ医又は受診相談センターへ相談しましょう。
・体調不良等の場合には、責任者等に対して症状を伝え、出勤を控えましょう。
（６）その他注意すべき事項
・体調が悪くなった児童を休養させる場合は、別室で行うこととし、体調不良児の対応中である
ことが分かるよう表示するなど、入室する職員を最小限にしましょう。また、対応する支援員
等はフェイスシールドやガウン、体調不良児には使い捨てのシーツ等を使用しましょう。
・トイレの床は重要な汚染源です。トイレ用のスリッパは、下駄箱等に置く形式ではなく、床置
きにするなど、手で触れる機会を減らすように注意しましょう。
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８ 鳥取県版 新型コロナ警報及び放課後児童クラブにおける感染予防等の取組例
令和２年６月１日から鳥取県版新型コロナ警報の運用が始まりました。県内での新規陽性患者数等
によって、注意報、警報、特別警報が発令されます。
放課後児童クラブにおいては原則開所となりますが、鳥取県版新型コロナ警報の発令状況に合わせ
た放課後児童クラブにおける取組の目安を下表に記載しておりますので各地域の発令段階における感
染予防の取組の参考にしてください。
活動例

換気
手洗い

注意報

警報

特別警報

〇常時換気を推奨（換気設備は常時運転、換気設備がない場合は対角２方向の窓等を開ける）
※常時換気が難しい場合でも３０分に１回以上換気

〇手洗いは流水30秒を励行（手指消毒は必要な場面で実施）
〇マスクの着用は100％を目指しましょう

マスク

受入れ・
お迎え
送迎
バス

プール

活動

食事

歯磨き

※気候の状況等により、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を除く
※マスクは清潔なものであること
〇施設内への立ち入り人数の最少化
〇施設外もしくは玄関口での受入れとお迎えを推奨
〇保護者の送迎時等のマスクの着用や手 （玄関口等で密集とならないよう配慮）
指消毒の協力依頼
〇可能な限り距離をあけることが重要
（例：1席空けて座るなど）
〇対角線の窓をあけるなどの換気
〇運行前後に消毒
〇遊離残留塩素濃度を適切に管理し実施
〇子どもが密集しないよう工夫する
〇タオル、備品の共有はしない

〇会話は可能な限り控える

〇屋外活動の推奨
〇感染防止に配慮した屋内活動

〇感染防止に配慮した屋内活動

〇感染防止に配慮した屋内活動

・子ども同士の距離を保てる活動の工夫

・子ども同士の間隔は1m 以上をあける
・1 日を同じ人たちで過ごす

〇原則、実施を控える
〇実施を控える
〇必要なプール活動については、密集の
回避などの感染対策を徹底した上で最少
回数を実施。

・調理活動を実施しない

〇１ｍ以上距離をあけることが重要
○１ｍ確保できない場合は次のとおり
・食事時間を交代制
・教室形式
・パーティション等を設置
○食事前後の消毒

〇会話は可能な限り控える
〇可能であれば支援員等は子どもとは別に食事をとる方が望ましい。
（子どもと一緒に食べる場合でもマスクを外す時間を最小限にしましょう）

○１ｍ以上距離をあけることが重要（例：蛇口一つ分空けて歯磨きすることや時間帯を分けるなど）
〇歯磨き後の手洗い場等の清掃・消毒（歯磨き中に水を流し続けることも効果的）
〇隣の子どもとの口元を1m以上離す

午睡

〇可能な限り距離をあけることが重要
〇咳が出る等の症状がある場合は他児から1m 以上離す
〇布団干しは裏表両方
〇枕は飛沫物が付着しやすいので要留意

遊具

〇布製遊具は控える
〇布製遊具は控える
〇消毒できないものは３日程度間隔をあけ 〇その他の遊具はこまめに洗浄もしくは消 〇利用児童が少ない場合には出来る限り
て使用
毒
個別でおもちゃを使用

環境衛生 高頻度接触部位※は１日１回以上消毒を行う
※高頻度接触部位とは、人がよく触れるドアノブや電気のスイッチ、ロッカーやペン、子どもが使用している机や椅子、階段
の手すり、トイレの水洗レバー、エレベーターのボタンなどが含まれます。
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９ 家庭への働きかけ
（１）放課後児童クラブでの取組を伝える
子どもの新型コロナ感染症への感染は、大人から感染するケースがほとんどです。適切な手洗
い等の感染症対策を大人と子どもが同じ方法で身につけていくことが大切です。各放課後児童ク
ラブでの取組を保護者にも伝えてください。
（２）体調不良等の場合の自宅監護の要請等
利用児童に体調不良等がある場合は、当該児童の命を守るため、また感染を拡げないために、
自宅での監護を要請し、かかりつけ医又は受診相談センターへ相談するよう促してください。
また、保護者の理解が得られるよう事前に各家庭へ協力をお願いするなど、丁寧な対応をお願
いします。
（３）人権配慮の呼びかけ
新型コロナウイルス感染症は誰でも感染がおこりうる可能性がある病気です。各放課後児童ク
ラブにおかれましては、保護者の皆様に県のウェブページなどから正確な情報を確認し、不確か
な情報等に惑わされることなく、感染者の人権に配慮した冷静な行動をとっていただくよう呼び
かけに御協力をお願いします。

作
成 令和３年８月５日
第一次改訂 令和３年８月１６日
第二次改訂 令和３年９月２４日
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◇物品・場所等への消毒方法
物品・場所等
普段の洗浄等の方法

消毒する場合の方法

糞便や嘔吐物が付着し
た床、衣類等の浸け置き

－

・次亜塩素酸ナトリウム（濃度 0.1％）で消毒

食器等の浸け置き、
トイレの便座、ドアノ
ブ、手すり、床等

－

・次亜塩素酸ナトリウム（濃度 0.02～0.05％）
で消毒

布類

定期的に洗濯。
陽に干す（週 1 回程度）
。

・汚れを落とし、次亜塩素酸ナトリウム液（濃
度 0.02～0.05％）に十分浸し、水洗いする。
・色物や柄物には消毒用エタノールを使用す
る。

図書

－
※洗浄できないため、３日程度開け
てローテーションで使用する。
（消毒可能な場合は２日程度）

・表面がコーティング等されており消毒可能な
場合は、消毒用エタノールで表面を拭く。

絨毯、カーペット、畳

－

・次亜塩素酸ナトリウム（濃度 0.1％）で消毒
※しっとり湿る程度吹き付ける。また、吸引し
ないよう留意すること。

洗えるもの

定期的に流水で洗い、陽に干す。

・汚れを落とし、次亜塩素酸ナトリウム液（濃
度 0.02～0.1％）に浸し、陽に干す。
・色物や柄物には消毒用エタノールを使用す
る。

洗えないもの

定期的に湯拭き又は陽に干す。

・汚れを落とし、次亜塩素酸ナトリウム液（濃
度 0.05～0.1％）で拭き取り、陽に干す。

※次亜塩素酸ナトリウムを濃度 0.02%で作成する場合は、時間とともに濃度が下がるためすぐに使用してください。
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参 考 資 料

10

参 考
◆保育所における感染症対策ガイドライン（2018 年改訂版）厚生労働省

11

参 考
◆新型コロナウイルスに対して効果が確認された界面活性剤を含む洗剤を使った消毒について

12

（経済産業省：https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013.html）

※次亜塩素酸水を使用してモノの消毒される場合においては、国で示されているとおり、濃度、方法、
使用期限、保管方法等に注意して適切に実施してください。

13

参 考
◆2021 年 9 月 14 日 特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第 104 回)資料

14

参 考
◆鳥取県版 新型コロナ警報及び活動制限・医療強化等（令和３年８月１３日改訂）

＜引用・参考文献＞
・
「保育所における感染症対策ガイドライン（2018 年改訂版）
」厚生労働省
（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.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～「学校の新しい生活様式」～
(2021.4.28 Ver.6)」文部科学省
（https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html）
・
「保育現場のための新型コロナウイルス感染症対応ガイドブック第２版(2020.10.10)」
全国保育園保健師看護師連絡会 学術委員会
（https://www.hoiku-kango.jp/index.php/2020/10/10/2210/）
・
「新型コロナウイルス感染症について（第三報）～現在の状況から～」国立感染症研究所
・
「国民の皆さまへ （新型コロナウイルス感染症）
」厚生労働省ホームページ
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html）
・独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）ホームページ
（https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html）
・
「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」経済産業省及び NITE 作成
（https://www.nite.go.jp/data/000109484.pdf）
・
「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理（2020 年 10 月 2 日改訂）」国立感染症研究所
（https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/9310-2019-ncov-l.html）
・鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第 104 回）等会議資料（令和 3 年 9 月 14 日）
（https://www.pref.tottori.lg.jp/289708.htm）
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【参考資料 R3-10】

令和２年８月段階での問い合わせ FAQ

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。

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。
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【濃厚接触者調査】新型コロナウイルス感染者（疑い）発生時 行動・接触者確認シート
※発症日14日前以降の、勤務時間中の感染（疑い）職員の行動、接触者を記入してください。可能な限り勤務時間外の状況についても記載してください。
※本シートを作成するために、日頃から、所属の行事予定表等に会った人と場所を入力してください。

職員氏名
学校名
連絡先

【行動・接触者】
PCR検査日：
発症日：
日付

勤務

時間

本人
マスク

勤務時間中
行動・接触者
内容

接触者＜マスク着用の有無＞

場所

状況・人との距離
（〇メートル離れたていたか）等

勤務時間外
本人の症状

場所等

移動手段

備考

記入例

【濃厚接触者調査】新型コロナウイルス感染者（疑い）発生時 行動・接触者確認シート
※発症日14日前以降の、勤務時間中の感染（疑い）職員の行動、接触者を記入してください。可能な限り勤務時間外の状況についても記載してください。
※本シートを作成するために、日頃から、所属の行事予定表等に会った人と場所を入力してください。

職員氏名
学校名
連絡先

【行動・接触者】
PCR検査日： 7月11日(土)
発症日： 7月9日(木)
日付

勤務

時間

本人
マスク

勤務時間中
行動・接触者
内容

接触者＜マスク着用の有無＞

場所

記入例

本人の症状

場所等

前日と同じ症状に加え、
味覚が感じられなくなる。
朝38.5度の熱、頭痛、
鼻水。咳が止まらない。
朝38.0度の熱に加え、
○○医院
頭痛、鼻水、咳がある。

7月11日(土) 週休日
7月10日(金) 特別休暇

7月9日(木) 特別休暇
7月8日(水) 校内

状況・人との距離
（〇メートル離れたていたか）等

勤務時間外

8：00-17：00

常に着用 授業

1年1組生徒（全員マスク着用）

1年1組

窓、入り口は全開。1ｍ以上離れて会
時々、咳が出る程度
話。

常に着用 授業準備

近隣の職員数人（全員マスク着
用）
1年1組学級委員と打ち合わせ

職員室

窓、入り口を開けて換気あり。近隣の
時々、咳が出る程度
職員と少し会話。

7月8日(水) 校内

8：00-17：00

7月7日(火) 外出

18：30-20：30 常に着用

7月7日(火) 外出

15：30-17：30 常に着用

7月7日(火) 校内

8：00-15：00

常に着用 授業

1年1組生徒（全員マスク着用）

7月7日(火) 校内

8：00-15：00

常に着用 授業準備

近隣の職員数人（全員マスク着用）職員室

特になし
○○の打ち合 ○○の関係者10名程度（数名、
わせ
マスク未着用の者がいた。）

○○公民館
1年1組

窓、入り口は全開。1ｍ以上離れてや
特になし
りとりを行った。
窓、入り口は全開。1ｍ以上離れて会
特になし
話。
窓、入り口を開けて換気あり。近隣の
特になし
職員と少し会話。

○○レストラン

移動手段

備考

PCR検査受検

自動車

医療関係者以外の接触は家
族のみ（お互いマスク着用）

自動車

知人と食事。食事中以外はお
互いにマスク着用有。

接
触
者
は
詳
細
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

が濃
あ厚
る接
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必
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別紙１

体調不良の児童生徒に対する抗原簡易キット活用チェックリスト
鳥取県教育委員会
【抗原簡易キット活用目的】
学校教育活動の中で、児童生徒に発熱等の風邪症状が現れた場合、速やかに医療機関を受診させることが
原則であるが、すぐに帰宅することが困難な場合や地域の実情により、直ちに医療機関を受診することがで
きず、学校内での療養を継続する必要が生じた場合に、抗原簡易キット（以下、簡易キットという。
）を活
用することで、学校内での療養継続の是非を判断するもの。
（あくまでも限定的な活用を想定する。
）

【準備物】
・抗原簡易キット
・手袋

・フェイスシールド

・ゴミ袋（複数枚）

実施前

・ガウン（感染防止用）

・ティッシュ（鼻汁拭き取り用） ・手指用アルコール消毒液

・次亜塩素酸ナトリウム（0.05％）

Ⅰ

・サージカルマスク

・その他必要と考えられるもの

検査実施決定者（責任者） 【
検査会場
【

】
】

検査に立ち会う教職員【

】

□ 検査実施の必要性について総合的に判断し、検査を実施することが必要であると決定した。
□ 検査に立ち会う教職員（以下、教職員という。）は、事前に別紙２「医療従事者の不在時における
新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」の内容を理解した上で、別紙３「理解度確認テ
スト」を受検し、全問正答した。
□ 自校が使用する抗原簡易キットの使用方法について確認し、十分に理解している。
□ 学校医または近隣の医療機関（以下、学校医等という。
）に簡易キットによる検査実施及び検査結
果が陽性だった場合の受け入れ体制等について、一報を入れている。
□ 検査会場の換気が適切になされている。
□ 検査会場内において教職員と児童生徒との距離が２メートル以上確保され、２者の間にパーテーシ
ョン等の隔たりがある。
□ 検査会場はプライバシーが確保されている。

Ⅱ

検査実施
□ 児童生徒及び保護者が検査の内容を理解し、実施することに同意している。
※どちらか一方でも同意が得られない場合は決して検査をしないこと。
□ 教職員は、フェイスシールド及びサージカルマスク、ガウン、手袋を装着している。
□ 検査の実施方法について説明し、児童生徒が理解している。
※児童生徒本人による検査実施が困難な場合（理解が不十分な場合を含む）は、検査を行わないこ
と。決して教職員が検体の採取を行ったり、無理に採取させたりしない。
（体調不良時は医療機関
を受診することが基本である。
）
□ 別紙４「鼻腔ぬぐい液検体の採取法」に即し、児童生徒本人が検査を実施する。
□ 教職員が検査結果の読み取りを行う。（結果別の対応は次頁のとおり）

〔検査結果が陽性の場合〕
・結果を保護者に伝えるとともに、学校医等へ連絡し受診の調整を行う。
・陽性となった児童生徒は学校医等の診察・診断を受ける。
※学校医等の診断により、新型コロナ陽性又は疑いが強いと判断された場合は、診断した学校医等から保健所へ報告さ
れるので、保健所等の指示に従うこと。また、新型コロナの疑いなしと診断された場合は、一般的な風邪症状の患者
として自宅療養を行うよう、保護者に連絡すること。

・保健所に状況を報告するとともに、保健所提出用の児童生徒の行動歴（接触者リスト等）を作成する。
〔検査結果が陰性の場合〕
・結果を保護者に伝え、陰性であっても、帰宅後は医療機関を受診するよう勧める。
・その後も症状が回復しない場合は、引き続き、自宅療養するよう伝える。
（出席停止扱い）
〔判定が困難な場合〕
・陽性であった場合と同様の対応を行う。

Ⅲ

実施後
□ 検査後の簡易キット、検体及びガウン等を教職員がビニール袋に２重にして密封し、袋の上からア
ルコール消毒を吹きかける。
□ 保健所に簡易キット等の廃棄物の持ち込みについて事前に電話連絡を行い、保健所に廃棄物を持参
し、処分を依頼する。
（処分の依頼は保健所の負担軽減のため、できるだけまとめて行うこと。
）
□ 検査会場（机、ドアノブ等）を次亜塩素酸ナトリウム（0.05％）で消毒する。
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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
各

取

大
県

学

附

立

属

学

学

校

校

長

様

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

電話

０８５７－２６－７５２７

前田

別紙２
〔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）

３

鳥取大学附属学校（別紙様式４） →

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）

→

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
所轄保健所及び体育保健課

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
県教育委員会体育保健課
〃
東部教育局
〃
中部教育局
〃
西部教育局
鳥取市保健所
倉吉保健所
米子保健所

ファクシミリ番号
０８５７－２６－７５４２
０８５７－２０－３６７３
０８５８－２３－５２０３
０８５９－３５－２０９６
０８５７－２２－５６６９
０８５８－２３－４８０３
０８５９－３４－１３９２

（別紙様式１）
番
年

月

号
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
年

所轄保健所長

月

号
日

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
年

市町村（学校組合）教育委員会教育長

月

号
日

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
年

月

号
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
年

所

轄

保

健

所

月

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

２

年

月

日（

）から

令和

年

月

日（

）

臨時休業学校数（患者発生校を含む）
校

学校数
（校）

種

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。

号
日

（別紙様式６）
番
年

教

育

長

号
日

月

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

２

新型コロナウイルス感染症の感染状況
学年

令和

在籍者数

年

月

日（

）

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
年

市町村（学校組合）教育委員会教育長

月

号
日

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

２

月

日から令和

年

月

日まで

出席停止を指示した年月日
令和

３

年

年

月

日

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（
（２）その他（現在の体調等）

人）・

無（

人）

（別紙様式８）
番
年

月

号
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

２

月

日から令和

年

月

日まで

出席停止を指示した年月日
令和

３

年

年

月

日

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（
（２）その他（現在の体調等）

人）・

無（

人）

【参考資料R4-18】
【参考資料 R3-13】

臨時休業中の「学びの保障」について
小中学校課

【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

【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。

【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

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。

（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。

【参考資料R4-19】
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」

◆７月１４日 日吉津村教育委員会

◆７月１０日 三朝町教育委員会
三朝小学校

赤碕小学校６年「算数」

日吉津小学校 小学５年生

小学６年生

4

【参考資料R4-20】
鳥取県教育委員会事務局
東 部 教 育 局
〒680-0061
鳥取市立川町六丁目 176 番地
東教発 Ｒ４.１.２４

号外

https://www.pref.tottori.lg.jp/t-kyoiku/

子どもたちの学びを止めない！～ICT 端末等を活用したオンライン学習～
全国的に新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が急速に増加しており、今後、感染者の増加に
伴う臨時休業等により、やむを得ず学校に登校できない児童生徒が増加することが懸念されます。こ
うした状況の中、子どもたちの学びを止めない取組のひとつとして、ICT 端末等を活用したオンラ
イン学習の準備や実証実験が進んでいます。先進的な取組を紹介します。

オンライン学習実施に向けた取組
鳥取市立倉田小学校では、臨時休校した場合に備え、
情報教育主任を中心にオンライン学習実施に向けて準
備を進めています。その中で、通常の学習時間割とは
別にオンライン学習時間割を作成しています。詳しく
【職員研修の様子】
は、Classroom 鳥取県情報担当者ネット
ワーク（1/19）の「第９回 GIGA チャン
①「職員研修」
（1/19 実施）
の配信について」をご覧ください。
（こち
オンライン学習を想定して、学級を６グ
らの QR コードからもご覧いただけます。
）
ループに分け、６つの特別教室を使って校
内でオンライン学習を行う。
②「全校一斉オンライン学習」（2/2 実施予定）
全校が給食終了後に下校し、５校時に学
校と家庭を接続してオンライン学習を実施
予定。
１単位時間を基本４０分とし、前半
２０分はオンライン学習、後半２０分
は適用題などのドリル学習として設定
しています。
【第９回とっとり GIGA スクール構想推進チャンネル資料 令和４年１月】

ハイブリッド授業
他県では、学校での通常授業と ICT 端末等を
活用した自宅でのオンライン授業を同時に行う
ハイブリッド授業が行われています。
「
「 わかりま
したか。
』等の確認を多めに行うこと」
「ジェスチ
「
ャーを多めに使うこと」「オンラインの児童生徒
と目を合わせる時間を確保すること」等、よりよ
い授業となるよう、校内で情報共有しています。

【GIGA「StuDX メールマガジン第１４号 令和４年１月】

寺子屋方式でオンライン授業
三朝町立三朝小学校では、地域の公民館５館
と学校を接続する「寺子屋方式」と称する方法
で、ウェブ会議システムを活用した遠隔授業に
取り組んでいます。

【教育だより「とっとり夢ひろば！」第９９号 令和２年８月】

オンライン学習は子どもたちに学びを保障する有効な手段ですが、保護者の理解等の課
題も見られます。各学校の実態に合わせて、準備を進めていただけたらと思います。東部
教育局としましても、新しい情報を収集し、随時発信に努めていきます。

鳥取県教育委員会事務局
東 部 教 育 局
〒680-0061
鳥取市立川町六丁目 176 番地
東教発 Ｒ４.１.２６

号外
その２

https://www.pref.tottori.lg.jp/t-kyoiku/

子どもたちの学びを止めない！～明日始まるかもしれない臨時休業に備えて～
鳥取県においても新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が急速に増加し、１月２４日には県
内全域を対象に特別警報が発令されました。各学校では、臨時休業等に備え早急に準備を進められ
ていることと思います。今回は、子どもたちの学びを止めないオンライン学習実施に向けた取組、
学校や家庭で使える学習プリントについて紹介します。

オンライン学習実施に向けた取組（中学校）
岩美町立岩美中学校では、非常時
に備え、全学年全学級ごとのオンラ
イン学習時間割を作成しています。
学習内容や時間配分については、各
教科担当が工夫して実施します。保
健体育は保健領域の学習をする、美
術は Jamboard を使って作品づくり
をする等、具体的な学習のイメージ
をもって準備を進めています。教科
によっては、NHK for school 等の
デジタル教材、タブレットドリル等
の e ラーニング教材を活用し、学習
の充実を図っています。
１単位時間を基本５０分とし、前半３０
分はオンライン学習、後半２０分は問題を
解く時間として設定しています。

【オンライン授業時間割

令和４年１月】

復習シート、コバトン問題集の活用
鳥取県教育委員会は、埼玉県教
育委員会と協定を結び、学力・学
習状況調査を実施し、調査問題の
相互利用等を行っています。本調
査で使用した問題や類似問題を基
に作成された「復習シート」が、
埼玉県教育委員会ホームページに
掲載されています。児童生徒の学
力をさらに伸ばすために、学校や
家庭でご活用ください。また、
「全国学力・学習状況調査」の問
題を学年、領域や内容ごとに並び
替えて作成された「コバトン問題
集」も併せてご活用ください。

「復習シート」
は小学校４年～６
年の国語、算数、
中学校１年～３年
の国語、数学、英
語があります。
「コバトン問題
集」は、小学校３
年～６年の国語、
算数、理科、中学
校１年～２年の国
語、数学、英語、
理科があります。
【復習シート 令和３年９月】【コバトン問題集 令和２年９月】

臨時休業中に役立つ ICT 活用リンク集について
県教育センターホームページに、新型コロナウイルス感染症における臨時休業中に役
立つ ICT 活用例について掲載されていますので、ご活用ください。
（こちらの QR コードからもご覧いただけます。
）

【参考資料R4-21】

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）
。

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
電

有岡

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

【別添】

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〕

保健所

学 校

～学校の所在地を所管する保健所～

＜陽性者発生に備えた体制整備の確認＞

事
前
確
認

【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。

○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

当
日
～
検
査
終
了

首長部局対応

○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

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。

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。
○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

○保護者に通知（マチコミなど）
○本人の行動歴の聞取り
・臨時休業の期間及び規模
○濃厚接触者の特定
・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
○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） （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
○校舎内及び陽性者関係施設等の消毒
○消毒命令を発出
・規模等によっては首長部局の課にも
・職員（濃厚接触者等を除く）で消毒作 ○消毒方法等の助言
支援依頼
業
＜保健所との連携＞
○濃厚接触者・接触者（児童生徒及び教職 ○接触者の特定への協力
員）の検査結果の把握
○接触者の検査結果の報告
○結果の周知の仕方について確認
○臨時校長会の開催

（
濃
厚
）
接
触
者
の
検
査
実
施
後

・現在診断のための検査は、
PCR
検査と抗原検査がある。

○感染の疑いのある児童生徒への検査実
施

新型コロナウイルス感染症陽性者の発生
○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

※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

・保健所を介さず、医療機関が
直接検査を行う場合もある。

新型コロナウイルス感染症疑いの児童生徒の発生

◇
◇

備 考

＜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

※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。

※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。
※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、
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。
地教委のかかわりや動きを
こと。
確認しておくこと。
首長部局対応
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。
※（濃厚）接触者の受検結果を
どのような形で公表を行う
（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。
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】
○結果の連絡方法はその都度相談
※受検者の中に陽性者がいた
○保護者からの連絡を待って対応すること
○陽性者の行動歴の聞取り、濃厚接触者の
場合は、本フロー図の「新型
検 一
査 部
○保健所の積極的疫学調査への協力
特定（積極的疫学調査実施）
コロナウイルス感染症陽性
し が
た
【受検者全員が陰性の場合】
者の発生」へ戻り、対応する
○保護者より結果の報告を受理
場
○校長より陰性の連絡を受理
＜保護者との連携＞
こと。
合
・今後の動き等を保護者に周知
○学校の対応への支援及び指示
○検査結果は学校に報告するように依頼 ※検査の結果は、必ず学校に報
告するよう保護者に依頼し
【受検者の中に陽性者が１名でもいた場合】
ておくとともに、公表前には
○保護者に通知は行わないこと（判明段階） ○保護者より結果の報告を受理
検 全
査 員
保護者に連絡をすること。
○保健所の積極的疫学調査への協力
○保護者に通知（マチコミ等）
し が
た
【受検者全員が陰性の場合】
・受検結果 ・学校再開日時
場
○校長より陰性の連絡を受理
合
・臨時休業中の過ごし方 等
○学校の対応への支援及び指示
○学年ごと等の小規模の集会を実施
※該当児童生徒への配慮を意
学 ○該当学校への支援
（校長講話等）
識すること。
校
再
※健康観察の徹底を継続する
開
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。

