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

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

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

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

鳥取県教育委員会 

 

 

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

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

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

   
 

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

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

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

   □ 昼食時には、対面とならないよう工夫しましょう。 
   □  

 
 

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

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

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

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

 鳥取型「新しい学校生活様式」を実践！ 

みんなで協力してつくる「新しい学校生活様式」 

一人ひとりが工夫できること 

自分で予防策を考えて 

書き加えてみよう！ 

どんな工夫が

できるのか、

書き加えてみ

よう！ 

約１ｍ 

二十世紀梨 10個分 

 

 

約２ｍ 

できるだけ２ｍ空けよう！ 

家に帰ったらまず手洗い！ 



新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。 
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第２０２２０００３５１５７号  

令和４年５月１０日  
 
 

 

各市町村（学校組合）教育委員会事務局 

学 校 安 全 担 当 課 長    様 

各 県 立 学 校 長  

 
 
 
                  鳥取県教育委員会事務局体育保健課長 
                                      （  公 印 省 略  ） 

 
 
   熱中症事故の防止について（通知） 
 
 このことについて、別添写しのとおり文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習
・安全課長等から依頼がありました。 

 ついては、今年度も新型コロナウイルス感染症対策としてマスクを着用し、熱中症のリスク
が高まることから、別添写し及び下記を参考に、熱中症事故の防止に万全を期していただくよ
うお願いします。特に、学校管理下における熱中症事故は、ほとんどが体育・スポーツ活動に
よるものですが、運動部活動以外の部活動や、屋内での授業中、登下校中においても発生して

おり、また、暑くなり始めや急に暑くなる日等の体がまだ暑さに慣れていない時期は、それほ
ど高くない気温でも湿度等その他の条件により発生していることを踏まえ、各学校において
は、環境省が熱中症予防情報サイトで情報提供している暑さ指数（WBGT）等に基づき、熱中
症事故の防止を一層徹底していただくようお願いします。 
なお、市町村（学校組合）教育委員会においては、このことを貴管内の学校に周知していた

だくようお願いします。 

 

記 
 

１ 「新しい学校生活様式」における熱中症事故の防止のポイントについて 

（１）従来からの熱中症予防行動を徹底させる。 

ア 暑さを避ける 

・空調（冷房）設備を適切に活用（※１）する。 

・天気予報、熱中症予防情報サイト等の情報を参考にしたり、気温・湿度を適宜計測し

たりするなどして、気温や湿度が高い条件下での活動や運動は、屋内外を問わず、中

止したり、時間を短縮したり計画を変更するなど配慮（※２及び別紙）する。 

※１「県立学校における冷暖房設備・機器の使用基準等」 

１ 適正な室温管理 

（１）冷房使用期間中 ２８℃以下 

   ただし、多湿季等著しく不快と判断される場合（暑さ指数（WBGT）２７℃

程度）は、上記基準に拘らず冷房を実施すること。 

（２）暖房使用期間中 １８℃ 

「令和元年６月７日付第２０１９０００６６４６５号『県立学校における冷暖房設備・機器の使用基準等の一部改正について』」より  
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※２「熱中症予防運動指針」 

ＷＢＧＴ 湿球温度 乾球温度 熱中症予防運動指針 

31℃以上 27℃以上 35℃以上 運動は原則中止 

28～31℃ 24～27℃ 31～35℃ 厳重警戒（激しい運動は中止） 

25～28℃ 21～24℃ 28～31℃ 警戒（積極的に休息） 

21～25℃ 18～21℃ 24～28℃ 注意（積極的に水分補給） 

21℃未満 18℃未満 24℃未満 ほぼ安全（適宜水分補給） 

・環境条件の評価にはＷＢＧＴの使用が望ましい。 

・乾球温度を用いる場合には湿度に注意する。湿度が高ければ、１ランク厳しい

環境条件の運動指針を適用する。 

・熱中症の発生のリスクは個人差が大きく、運動強度も大きく関係する。運動指

針は平均的な目安である。 

「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック 第５版」（R1日本スポーツ協会）一部抜粋より  

イ こまめな水分補給 

・活動前、活動中、終了後に適切な水分を補給させるとともに、必要に応じて塩分を補

給させる。 

・のどが渇く前に水分を補給させる。 

ウ 暑さに備えた体づくり 

・暑くなり始めの時期から、「やや暑い環境」において「ややきつい」と感じる強度の

運動を行わせ、汗をかく習慣を身につけさせ、暑さに慣れさせる。 

（２）気温や湿度等により、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、

マスクの着用については柔軟に対応する。その際は、より一層の換気や児童生徒等の間

に十分な距離を保つなどの配慮をする。 

（３）マスクを着用している場合には、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給を心がけさ

せる。 

（４）日頃の検温、健康チェックは、新型コロナウイルス感染症対策だけでなく、熱中症を予

防する上でも有効なことから、体調が悪いと感じた時は、無理せずに自宅で休養させる。 

（５）万一の場合に備えて、熱中症の救急処置や対応について、学校内で共通理解を図ってお

く。 

 
２ 「熱中症予防強化キャンペーン」「熱中症警戒アラート」等について 

   政府においては、熱中症予防行動を促す取組として「熱中症予防強化キャンペーン（毎
年４/１～９/３０）」を実施しています。また熱中症の危険性が極めて高い気象条件（暑
さ指数３３℃以上）が予測された場合に熱中症予防行動を促す「熱中症警戒アラート」を
発表しています。 
本県においては、５月～９月を｢鳥取県熱中症注意月間」としていますので、この期間に

おいて熱中症予防の取組を行っていただくようお願いします。 
   なお、「熱中症警戒週間」の発表、「熱中症警報」「熱中症特別警報」の発令は下記の

とおりです。発表等された場合、適切に注意喚起を行っていただくようお願いします。 
 

「熱中症警戒週間」 

・気象庁の週間予報において、向こう１週間の予想最高気温３０℃以上の日が５日以上
予測された場合に発表される。１週間単位（発令日を含む）の発令で、自動的に解除
される。 

「熱中症警報」 

・鳥取地方気象台が午前１１時に発表する翌日の県内予想最高気温が３０℃を超える場
合に発令される。 



「熱中症特別警報」 

・鳥取地方気象台が午前１１時に発表する翌日の県内予想最高気温が３５℃を超える場
合に発令される。 

＊「熱中症警戒週間」「熱中症警報」「熱中症特別警報」が発表等された場合は、鳥取県教

育委員会体育保健課から各県立学校及び各市町村教育委員会に、また鳥取県福祉保健部か

ら各市町村健康福祉担当課に連絡があるので、関係職員、管内の学校等教育機関に周知し

ていただくようお願いします。 
 
３ 夏季における休業日等の取り扱いについて 

関連規定、関係資料、学校及び地域の実態等を踏まえ、以下の点について対応を検討して

いただくようお願いします。 
特に、本年度も新型コロナウイルス感染症拡大に伴う臨時休業の影響により、夏季休業期

間を短縮することなども考えられますが、気象状況等や学校施設における空調（冷房）設備

の活用に合わせた活動内容の設定等にも留意し、児童生徒等の健康確保に十分配慮するよう

お願いします。 
（１）児童生徒等の健康を最優先に考慮した上で、夏季における休業日の延長又は臨時休業日

の設定等柔軟な対応を検討する。 
（２）気象予報等の情報に注意し、夏季休業期間中の登校日等の延期又は中止等柔軟な対応を

検討する。 
 
４ その他 

以下ホームページ等を参考資料として御活用ください。 

・文部科学省「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」の作成について 
アドレス：https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1401870_00001.htm  

・鳥取県健康政策課ホームページ ｢熱中症を防ぎましょう」 
アドレス：http://www.pref.tottori.lg.jp/68680.htm 

 ・環境省 熱中症予防情報サイト 
アドレス：http://www.wbgt.env.go.jp/ 

・その他文部科学省依頼文に掲載の【参考】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担 当  学校安全・健康教育担当 西 垣 

電 話  ０８５７－２６－７９２３ 

ファクシミリ   ０８５７－２６－７５４２ 

電子メール  taiikuhoken@pref.tottori.lg.jp 
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表 5-1 暑さ指数（WBGT）に応じた対応判断及び教職員役割分担の例 

 

 

 

出典：神奈川県教育委員会、神奈川県立学校熱中症予防ガイドライン、2019 
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Administrator
スタンプ

Administrator
スタンプ
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表 5-2 浜松市教育委員会の熱中症事故防止重点項目 

 

 

出典：浜松市教育委員会、浜松市学校(園)防災対策基準、2019 

  

Administrator
スタンプ
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表 5-3 運動会・体育祭での熱中症対策の例 

 

 

 

出典：四日市市教育委員会、学校における熱中症予防対策マニュアル、2020 

 

  

Administrator
スタンプ



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

令和２年５月 小中学校課

今こそ求められる「主体的・対話的で深い学び 」

変化が激しく予測困難な時代を踏まえ、子どもたちが変化に積極的に
向き合い、他者と協働して課題を解決していくことや、情報を見極めて
再構成し、新たな価値につなげていくことができるようにすることなど
が求められます。
これからの時代に求められる資質・能力を身に付けるためには、学習

の質を一層高める授業改善の取組が求められます。その授業改善の視点
となるのが、「主体的・対話的で深い学び」です。

育成することを目指す３つの柱

※グループ学習、ペアト－ク等の話合い活動だけではありません！

「対話的な学び」とは

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

【付箋を使った対話】 【ICTを活用した対話】 【過去の自分との対話】

まず「対話的な学び」について正しく理解することが大切です！

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

子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考える

こと等を通じ、自己の考えを広げ深めること

３密を避けながら「対話的な学び」をどのように行っていけばいいですか？

【参考資料R4-3】
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【参考資料R4-4】



 

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。 



 

【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） 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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４年６月７日 Ver.１４） 

 

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。 

・活動中は、マスクの着用は不要であるが、運動時以外で、身体的距離が確保で

きない場合、会話をする場合は、マスクを正しく着用する。 

・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、周囲との身体的距離を保つ。 

 

２ 活動計画について 

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

報告を作成して管理職へ提出する。 

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

ライン及び「学校の運動部活動に係る活動方針」に則って作成する。 

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

ない場合や、感染防止対策が不十分な部については指導を行い、改善が見られ

ない場合は活動を許可しない。 

 

３ 活動実施について 

＜顧問が対応すべきこと＞ 

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

わない。 

（２）活動前後及び活動中に生徒の体調確認を行う。 

（３）生徒が活動中に発熱等の新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場

合は、かかりつけ医に相談させる。かかりつけ医がいないなど相談先に迷う場

合は、受診相談センターに相談させる。受診相談センターについては下記の表

を参照。 

受付時間 区分 連絡先 

９時～１７時１５分 

※土日祝日含む 

※年末年始 

（１２月２９日～１月３日）を除く 

電話 ０１２０－５６７－４９２ 

FAX ０８５７－５０－１０３３ 

上記以外の時間 
地区 東部 中部 西部 

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

（４）競技ごとの活動については、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。 

参考資料【R4-5①】



（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）の対人活動については、１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、医師の診断により活動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するよう指導し、

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。 

・県外の居住者が、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、

ＰＣＲ検査等（ＰＣＲ検査又は抗原定性検査をいう。以下同じ。）の受検を

勧め、受検した場合は、受検結果を確認する。受検しない場合は、来県・帰

県前１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１週間以内の流行地（緊急事態宣言対象地域及びまん延防止等重点措置

対象地域という。以下同じ。）の訪問歴がないこと及び過去１週間以内に流

行地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。 

・マスクを正しく着用するよう指導する。 

・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するよう指

導する。 

・水分補給のための飲料や汗を拭くためのタオルは、個人で準備するよう指導

する。 

（10）活動場所に感染防止に係る注意点について掲示を行う。 

（11）活動場所が屋内の場合は、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。なお、送風機の首振りは空気を滞留させること

になるので行わない。 

 

＜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（水分補給前、汗を拭く前（タオルを触る前）、

休憩前後、練習内容が切り替わる時）も適宜手洗い又は手指等の消毒を行う。

手指消毒は、十分な量の消毒液を手のひらに出して、しっかりすり込むように

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）ハイタッチやハグ等は行わない。 

（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、速やかに帰宅する。 

 

４ マスクの取扱いについて 

（１）基本的にマスクの着用は不要であるが、運動時以外で、周囲との身体的距離が

取れない場合、会話をする場合は、正しく着用する。ただし、他の生徒とコン

タクトを伴う活動においてはこの限りではない。なお、準備・片づけ、休憩中

は、マスクを正しく着用する。 

（２）顧問は、マスクを正しく着用する。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だけ２ｍ（最低１ｍ）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。なお、送風機の首振りは空気を滞留させることになるので行わない。 

（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、大声での会話及びマスクを外しての会話はしない。 

（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、必要

に応じてゴミにアルコールを拭きかけてから行う。手袋を外した後は手洗い及

び手指消毒を徹底する。 

（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（大会参加、合同練習、合宿、練習試合）及び県内へ県外校の受

入れ（合同練習、合宿、練習試合）については、遠征先及び来県する学校の地



域の感染状況を確認し慎重に判断する。実施する場合は、実施計画（会場への

移動手段を含む）及び感染防止対策を作成し、管理職の許可を得た上で特段の

感染防止対策を徹底して実施する。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。なお、流行地への遠

征及び流行地からの県内への受入れについては行わない。 

（２）県外への遠征（大会参加、合同練習、合宿、練習試合）にあたり不安がある場

合は、事前に無料のＰＣＲ検査等を活用する。また、帰県後１週間は、検温を

含む体調管理をしっかりと行うとともに、不安がある場合は、無料のＰＣＲ検

査等を活用する。 

（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

型自動車を含む。以下同じ。）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、マスクを正しく着用する。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、食事中及び入浴時以外マスクを正しく着用する。 

（２）宿泊をする部屋は、個室が望ましいが、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、部屋内において他人と物の共用を行わない

ようにするほか、マスクの正しい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するなど、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）宿舎での食事は一人盛りでの提供が望ましいが、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。 

（４）食事は黙食し、会話の際はマスクを正しく着用する。 

（５）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。また、食事後の片付けについても

個人で行う。 

（６）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。 

（７）脱衣室及び浴室の利用にあたっては、換気扇を稼動する等で換気を徹底する。

なお、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、大声での会話をしない。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。 

（８）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正しく

着用して行う。 

（９）手洗い場で歯みがきを行う際には、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。 



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７月２６日版） 

大会参加について 

○県外で開催される大会への参加は可とする。大会への参加にあたって不安がある場合

は、事前に無料のＰＣＲ検査等（ＰＣＲ検査又は抗原定性検査をいう。以下同じ。）を

活用する。また、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、大会参加後１週間は、検温を含め体調管理をしっ

かり行うとともに、不安がある場合は、無料のＰＣＲ検査等を活用すること。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。 

○「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。 

○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。 

○学校関係者に新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合、生徒等の大会参加

の基準は次のとおりとする。 

・陽性者及び保健所から濃厚接触者と認定された生徒等は、保健所から指示された行

動制限（自粛）期間中は大会に参加することができない。ただし、濃厚接触者につ

いては、感染者と最後に接触した日の翌日から起算して、２日目及び３日目の抗原

定性検査（※）又は３日目のＰＣＲ検査で陰性が確認された場合は、３日目から大

会に参加することができる。この場合における解除の判断を個別に保健所に確認す

ることは要しない。また、７日間が経過するまでは、検温など自身による健康確認

を継続し、マスク着用等の感染対策を徹底する。なお、検査については自費検査と

し、各自又は学校等で手配すること。 

※ 抗原定性検査キットは研究用と表示されたものは用いず、薬事承認を受けた

ものを必ず用いること。なお、無症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性

検査キットの使用は推奨されていないため、抗原定性検査キットを用いる場

合は鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いること（自己採取する場合は鼻腔検体を

推奨） 

・保健所からの指示により、接触者（濃厚接触者は除く。以下同じ。）としてＰＣＲ検

査等の受検を指示された生徒等は、当該検査結果で陰性が判明するまでの期間は大

会に参加することができない。 

・ＰＣＲ検査等の対象外の生徒等は大会に参加することができる。 

・その他、各競技団体が定める参加基準（ガイドライン等）がある場合は、当該基準

も併せて遵守すること。 

○同居する家族等がＰＣＲ検査等を受検する場合は、公式大会への参加に限り、「鳥取県

立学校版感染症予防ガイドライン」の基準によらず、参加を認めることとする。（ただ

し、当該生徒等に発熱等の風邪の症状がある場合や、濃厚接触者となった場合を除く） 

○同居する家族等が陽性者となり、生徒等が保健所から濃厚接触者として認定された場

合の大会参加の基準は次のとおりとする。 

【参考資料R4-5②】



・当該生徒等は、保健所から指示された行動制限（自粛）期間中は大会に参加するこ

とができない。ただし、陽性者の発症日（無症状の場合は検体採取日）又は陽性者

の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い日を０日目として、２

日目及び３日目の抗原定性検査（※）又は３日目のＰＣＲ検査で陰性が確認された

場合は、３日目から大会に参加することができる。この場合における解除の判断を

個別に保健所に確認することは要しない。また、７日間が経過するまでは、検温な

ど自身による健康確認を継続し、マスク着用等の感染対策を徹底する。なお、検査

については自費検査とし、各自又は学校等で手配すること。 

※ 抗原定性検査キットは研究用と表示されたものは用いず、薬事承認を受けた

ものを必ず用いること。なお、無症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性

検査キットの使用は推奨されていないため、抗原定性検査キットを用いる場

合は鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いること（自己採取する場合は鼻腔検体を

推奨） 

・大会へ参加している時に、保健所から濃厚接触者として認定された場合、当該生徒

等は判明後直ちに大会への参加を取りやめ、保健所からの指示に従う。 

・その他の生徒等については、大会へ参加することができる。 

○大会に参加する選手、監督、コーチ、運営スタッフ等は、競技団体のガイドライン等で

示されている基準や方針等を遵守するとともに、大会の１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。また、同居家族等（寮における同

室者含む）に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。ただし、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 

○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。以下同

じ。）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、マ

スクを正しく着用し、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。 

○借り上げバス及び自家用車等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 

○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等へ周知・徹底する。 

○宿舎内においては、食事中及び入浴時以外はマスクを正しく着用し、大きな声を出さ

ない。 

○宿泊をする部屋は、個室が望ましいが、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、部屋内において他人と物の共用を行わないようにするほか、マス

クの正しい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するな



ど、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。 

○宿舎での食事は一人盛りでの提供が望ましいが、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正しく着用する。 

○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。 

○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。 

○大浴場を利用する場合のタオルは、部屋にあるもの又は個人で準備したものを使用し、

他人と共用しない。 

○脱衣室内において会話は控える。会話をする場合は、マスクを正しく着用して行う。 

○顧問又は引率者は、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 

○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。 

○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。 

○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。 

○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。 

○大会主催者は、出入口には、手指消毒剤を設置する。 

○観客の人数は、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

収容率の上限の５０％（大声あり）又は１００％（大声なし）となるため、主催者は、

会場の広さ、座席の有無、役員数等を勘案して、観客の上限人数を決定する。 

※大声とは、「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」

これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」

となる。ただし、得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。 

○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。 

○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。 

○監督、コーチ、選手、運営スタッフのマスクの取扱いについては、屋外は、身体的距離

が２ｍ以上確保できる場合、身体的距離が２ｍ以上確保できなくても、ほとんど会話



がない場合は、必要ではない。ただし、身体的距離が２ｍ以上確保できない状況で会話

がある場合は、着用する。また、屋内は、身体的距離が２ｍ以上確保でき、ほとんど会

話を行わない場合以外は、着用する。 

○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。 

○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、参加者相互の間隔を広くとって実施する。 

○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。 

○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。 

○大会主催者は、水分補給は個人で容器を用意し、まわし飲みはしないことを事前に監

督、コーチ、選手、観客等関係者へ周知するとともに、会場内において定期的に呼びか

ける。 

○大会主催者は、タオルは個人で準備し、共用しないことを事前に監督、コーチ、選手、

観客等関係者へ周知するとともに、会場内において定期的に呼びかける。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。 

○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。 

○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。 

○試合中は監督、コーチ、選手は大きな掛け声は出さない。 

○ミーティングなどにおいて、密閉空間での滞在を避ける。 

○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。 

○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。 

○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。 

○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。 

○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。 

○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、マスクを正しく着用して

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  

○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。 

○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。 

○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。 

○大会主催者は、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、当日受付も可とする。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。 

○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。また、同居する家族に発熱等の風邪の症状がある者についても、来

場を控える。 

○屋外における観客のマスクの着用については、身体的距離が２ｍ以上確保できる場合、

身体的距離が２ｍ以上確保できなくても、ほとんど会話がない場合は、必要ではない。

ただし、身体的距離が２ｍ以上確保できない状況で会話がある場合は、着用する。 

○屋内における観客のマスクの着用については、身体的距離が２ｍ以上確保でき、ほと

んど会話を行わない場合以外は、着用する。 

○発声による応援、楽器及び鳴り物を使っての応援（学校のブラスバンドは除く）は行わ

ない。 

○上記の対応を守れない観客は退場させる。 

○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。 

○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。 

陽性者が発生した場合の対応について 

○大会主催者は、大会開催後に監督、コーチ、選手、役員、観客等に陽性者が発生した場

合には、監督、コーチ、選手、役員、観客等に連絡を取り、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 



○十分な感染防止対策をとることができない場合は、開催の中止又は延期を検討する。 

○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 

○練習試合、複数校での合同練習や記録会及び演技会等の実施にあたっても、上記の対

策を実施する。 

○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。 

○大会を主催する場合、大会の規模ごとに県内の新型コロナウイルス感染症の感染状況

により、県が公表する指標（レベル０から４）に応じ、開催２週間前までに「新型コロ

ナウイルス感染症予防に係るイベント開催申出書」（以下「申出書」という。）とともに

以下の表により「感染防止安全計画」又は「感染防止策チェックリスト」（以下「チェ

ックリスト」という。）を県へ提出する。 

指標 

(ア)5,000 人超かつ収

容率 50％超（大声

なし）のイベント 

(イ)1,000人（警報、特別警

報発令時は、100人以上

で（ア）に該当しないイ

ベント 

(ウ)ライブ演奏等を伴うイ

ベントで(イ)に該当し

ない 

左記（ア、イ、ウ）

以外の全てのイ

ベント 

レベル０ ・感染防止安全計画を

策定し、県に提出 

・イベント終了後、1か

月以内に結果報告

書を県に提出 

・チェックリストを県に提

出するとともに、自らの

ＨＰ等で公表（イベント

終了日から 1年間保管） 

・チェックリスト

を作成し、自ら

のＨＰ等で公

表（イベント終

了日から1年間

保管） 

 

レベル１ 

レベル２ ・感染防止安全計画を策定

し、県に提出 レベル３ 

レベル４ 

※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＞ 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://www.pref.tottori.lg.jp/c-toroku/ 



＜厚生労働省の「新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」＞ 

○アンドロイド版 

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

○iOS版 

https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458  
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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４年６月９日 Ver.１４） 

 

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。 

・基本的に、活動中はマスクの着用は不要であるが、身体的距離が確保でき

ない場合、会話を行う場合は、マスクを正しく着用する。 

・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、周囲との身体的距離を保つ。 

 

２ 活動計画について 

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

報告を作成して管理職へ提出する。 

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

ライン及び「学校の文化部活動に係る活動方針」に則って作成する。 

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

ない場合や、感染防止対策が不十分な部については指導を行い、改善が見られ

ない場合は活動を許可しない。 

 

３ 活動実施について 

＜顧問が対応すべきこと＞ 

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

わない。 

（２）活動前後及び活動中に生徒の体調確認を行う。 

（３）生徒が活動中に発熱等の新型コロナウイルスの感染が疑われる症状が出た場

合は、かかりつけ医に相談させる。かかりつけ医がいないなど相談先に迷う場

合は、受診相談センターに相談させる。受診相談センターについては下記の表

を参照。 

受付時間 区分 連絡先 

９時～１７時１５分 

※土日祝日含む 

※年末年始 

（１２月２９日～１月３日）を除く 

電話 ０１２０－５６７－４９２ 

FAX ０８５７－５０－１０３３ 

上記以外の時間 
地区 東部 中部 西部 

電話 0857-22-8111 0858-23-3135 0859-31-0029 
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（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、１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、医師の診断により

活動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するよう指導し、

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。 

・県外の居住者が、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、 

 ＰＣＲ検査等（ＰＣＲ検査又は抗原定性検査をいう。以下同じ。）の受検を勧

め、受検した場合は、受検結果を確認する。受検しない場合は、来県・帰県

前１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１週間以内の流行地（緊急事態宣言対象地域及びまん延防止等重点措置

対象地域という。以下同じ。）の訪問歴がないこと及び過去１週間以内に流

行地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。 

・マスクを正しく着用するよう指導する。 

・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するよう指

導する。 

・水分補給のための飲料や汗を拭くためのタオルは、個人で準備するよう指導

する。 

  （10）活動場所に感染防止に係る注意点について掲示を行う。 

（11）活動場所が屋内の場合は、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。なお、送風機の首振りは空気を滞留させること 

になるので行わない。 

 

＜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（水分補給前、汗を拭く前（タオルを触る前）、

休憩前後、練習内容が切り替わる時）も適宜手洗い又は手指等の消毒を行う。 

   手指消毒は、十分な量の消毒液を手のひらに出して、しっかりすり込むように 

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ハグ等は行わない。 

（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）基本的にマスクの着用は不要であるが、周囲との身体的距離が取れない場合、

会話をする場合は、正しく着用する。なお、準備・片づけ、休憩中は、マスク

を正しく着用する。 

（２）顧問は、マスクを正しく着用する。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だけ２ｍ（最低１ｍ）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。なお、送風機の首振りは空気を滞留させることになるので行わない。 

（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、大声での会話及びマスクを外しての会話はしない。 

（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、必要

に応じてゴミにアルコールを拭きかけてから行う。手袋を外した後は手洗い及

び手指消毒を徹底する。 

（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）につ



いては、遠征先及び来県する学校の地域の感染状況を確認し慎重に判断する。

実施する場合は、実施計画（会場への移動手段を含む）及び感染防止対策を作

成し、管理職の許可を得た上で特段の感染防止対策を徹底して実施する。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同意書の提

出を求める。なお、流行地への遠征及び流行地からの県内への受入れについて

は行わない。 

（２）県外への遠征（大会参加、合同練習、合宿）にあたり不安がある場合は、事前

に無料のＰＣＲ検査等を活用する。また、帰県後１週間は、検温を含む体調管

理をしっかりと行うとともに、不安がある場合は、無料のＰＣＲ検査等を活用

する。 

（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。以下同じ。）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、マスクを正しく着用する。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、食事中及び入浴時以外マスクを正しく着用する。 

（２）宿泊をする部屋は、個室が望ましいが、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、部屋内において他人と物の共用を行わない

ようにするほか、マスクの正しい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するなど、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）宿舎での食事は一人盛りでの提供が望ましいが、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。 

（４）食事は黙食し、会話の際はマスクを正しく着用する。 

（５）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。また、食事後の片付けについても

個人で行う。 

（６）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。 

（７）脱衣室及び浴室の利用にあたっては、換気扇を稼動する等で換気を徹底する。

なお、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、大声での会話をしない。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。 

（８）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正しく

着用して行う。 

（９）手洗い場で歯みがきを行う際には、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。 

 



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７月２７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。大会への参加にあたって不安がある場合

は、事前に無料のＰＣＲ検査等（ＰＣＲ検査又は抗原定性検査をいう。以下同じ。）を

活用する。また、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、大会参加後１週間は、検温を含め体調管理をしっ

かり行うとともに、不安がある場合は、無料のＰＣＲ検査等を活用すること。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。 

○学校関係者に新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合、生徒等の大会参加

の基準は次のとおりとする。 

・陽性者及び保健所から濃厚接触者と認定された生徒等は、保健所から指示された行

動制限（自粛）期間中は大会に参加することができない。ただし、濃厚接触者につ

いては、感染者と最後に接触した日の翌日から起算して、２日目及び３日目の抗原

定性検査（※）又は３日目のＰＣＲ検査で陰性が確認された場合は、３日目から大

会に参加することができる。この場合における解除の判断を個別に保健所に確認す

ることは要しない。また、７日間が経過するまでは、検温など自身による健康確認

を継続し、マスク着用等の感染対策を徹底する。なお、検査については自費検査と

し、各自又は学校等で手配すること。 

※ 抗原定性検査キットは研究用と表示されたものは用いず、薬事承認を受けた

ものを必ず用いること。なお、無症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性

検査キットの使用は推奨されていないため、抗原定性検査キットを用いる場

合は鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いること（自己採取する場合は鼻腔検体を

推奨） 

・保健所からの指示により、接触者（濃厚接触者は除く。以下同じ。）としてＰＣＲ検

査等の受検を指示された生徒等は、当該検査結果で陰性が判明するまでの期間は大

会に参加することができない。 

・ＰＣＲ検査等の対象外の生徒等は大会に参加することができる。 

・その他、全国組織団体等が定める参加基準（ガイドライン等）がある場合は、当該

基準も併せて遵守すること。 

○同居する家族等がＰＣＲ検査等を受検する場合は、公式大会への参加に限り、「鳥取県

立学校版感染症予防ガイドライン」の基準によらず、参加を認めることとする。（ただ

し、当該生徒等に発熱等の風邪の症状がある場合や、濃厚接触者となった場合を除く） 

○同居する家族等が陽性者となり、生徒等が保健所から濃厚接触者として認定された場

合の大会参加の基準は次のとおりとする。 

【参考資料R4-6②】



・当該生徒等は、保健所から指示された行動制限（自粛）期間中は大会に参加するこ

とができない。ただし、陽性者の発症日（無症状の場合は検体採取日）又は陽性者

の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い日を０日目として、２

日目及び３日目の抗原定性検査（※）又は３日目のＰＣＲ検査で陰性が確認された

場合は、３日目から大会に参加することができる。この場合における解除の判断を

個別に保健所に確認することは要しない。また、７日間が経過するまでは、検温な

ど自身による健康確認を継続し、マスク着用等の感染対策を徹底する。なお、検査

については自費検査とし、各自又は学校等で手配すること。 

※ 抗原定性検査キットは研究用と表示されたものは用いず、薬事承認を受けた

ものを必ず用いること。なお、無症状者に対する唾液検体を用いた抗原定性

検査キットの使用は推奨されていないため、抗原定性検査キットを用いる場

合は鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いること（自己採取する場合は鼻腔検体を

推奨） 

・大会へ参加している時に、保健所から濃厚接触者として認定された場合、当該生徒

等は判明後直ちに大会への参加を取りやめ、保健所からの指示に従う。 

・その他の生徒等については、大会へ参加することができる。 

〇大会に参加する生徒、引率者、外部指導者、運営スタッフ等は、全国組織団体等の参加

基準（ガイドライン等）で示されている基準や方針等を遵守するとともに、大会の１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。また、

同居家族等（寮における同室者含む）に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、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。以下同

じ。）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、マ

スクを正しく着用し、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等へ周知・徹底する。 

○宿舎内においては、食事中及び入浴時以外はマスクを正しく着用し、大きな声を出さ

ない。 

〇宿泊をする部屋は、個室が望ましいが、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、部屋内において他人と物の共用を行わないようにするほか、マス



クの正しい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するな

ど、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。 

〇宿舎での食事は一人盛りでの提供が望ましいが、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正しく着用する。 

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、部屋にあるもの又は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、マスクを正しく着用して行う。 

〇顧問又は引率者は、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。 

〇観客の人数は、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

収容率の上限の５０％（大声あり）又は１００％（大声なし）となるため、主催者は、

会場の広さ、座席の有無、役員数等を勘案して、観客の上限人数を決定する。 

※大声とは、「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」

これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」

となる。ただし、結果発表時等の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。 

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、開催２週



間前に県と高等学校課に、発表会等における「感染防止安全計画」又は「感染防止策チ

ェックリスト」（県の所定書式有り）を提出する。（「その他」参照） 

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、運営スタッフのマスクの取扱いについては、屋外は、

身体的距離が２ｍ以上確保できる場合、身体的距離が２ｍ以上確保できなくても、ほ

とんど会話がない場合は、必要ではない。ただし、身体的距離が２ｍ以上確保できない

状況で会話がある場合は、着用する。また、屋内は、身体的距離が２ｍ以上確保でき、

ほとんど会話を行わない場合以外は、着用する。 

〇参加生徒、引率者、外部指導者、運営スタッフは、大会中も、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、参加者相互の間隔を広くとって実施する。 

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。 

〇大会主催者は、水分補給は個人で容器を用意し、まわし飲みはしないことを事前に引

率者、外部指導者、参加生徒、運営スタッフ、観客等関係者へ周知するとともに、会場

内において定期的に呼びかける。 

〇大会主催者は、タオルは個人で準備し、共用しないことを事前に引率者、外部指導者、

参加生徒、運営スタッフ、観客等関係者へ周知するとともに、会場内において定期的に

呼びかける。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

正しく着用して、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、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。また、同居する家族に発熱等の風邪の症状がある者についても、来

場を控えてもらう。 

○屋外における観客のマスクの着用については、身体的距離が２ｍ以上確保できる場合、

身体的距離が２ｍ以上確保できなくても、ほとんど会話がない場合は、必要ではない。

ただし、身体的距離が２ｍ以上確保できない状況で会話がある場合は、着用する。 

○屋内における観客のマスクの着用については、身体的距離が２ｍ以上確保でき、ほと

んど会話を行わない場合以外は、着用する。 

○発声による応援、楽器を使っての応援は行わない。 

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。 

 

陽性者が発生した場合の対応について 

〇大会主催者は、大会開催後に参加生徒、顧問、引率者、外部指導者、観客等に陽性者が

発生した場合には、参加生徒、顧問、引率者、外部指導者、観客等に連絡を取り、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 

〇十分な感染防止対策をとることができない場合は、開催の中止又は延期を検討する。 

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。 

○大会を主催する場合、大会の規模ごとに県内の新型コロナウイルス感染症の感染状況

により、県が公表する指標（レベル０から４）に応じ、開催２週間前までに「新型コロ

ナウイルス感染症予防に係るイベント開催申出書」（以下「申出書」という。）とともに

以下の表により「感染防止安全計画」又は「感染防止策チェックリスト」（以下「チェ

ックリスト」という。）を県へ提出する。 

指標 

(ア)5,000 人超かつ収

容率 50％超（大声

なし）のイベント 

(イ)1,000人（警報、特別警

報発令時は、100 人以

上）で（ア）に該当しな

いイベント 

(ウ)ライブ演奏等を伴うイ

ベントで(イ)に該当し

ない 

左記（ア、イ、ウ）

以外の全てのイ

ベント 

レベル０ ・感染防止安全計画を

策定し、県に提出 

・イベント終了後、1か

月以内に結果報告

書を県に提出 

・チェックリストを県に提

出するとともに、自らの

ＨＰ等で公表（イベント

終了日から 1年間保管） 

・チェックリスト

を作成し、自ら

のＨＰ等で公

表（イベント終

了日から1年間

保管） 

 

レベル１ 

レベル２ ・感染防止安全計画を策定

し、県に提出 レベル３ 

レベル４ 

※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＞ 電話：0859-31-9637 

※開催地区の提出先及び高等学校課へ提出すること 



◎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://www.pref.tottori.lg.jp/c-toroku/ 

＜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  
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【別紙】変更（令和４年７月２２日版） 

学校行事等の対応方針【暫定運用（行動制限が出ていない時の対応）】 

本県レベル 
レベル
０，１ 

レベル２（１） レベル２（２） レベル３ レベル４ 

登下校 通常登校 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 

授業 

すべての
活動につ
いて、感
染防止対
策を徹底
して実施 

感染防止対策を
より一層徹底し
て実施 

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・実
施 

オンライン授
業等の実施 

オンライ
ン授業等
の実施 

県内の宿泊
を伴う活動・
行事 

感染防止対策をより一
層徹底して実施（オン
ラインを検討・実施） 

延期又は中止
の検討 

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 

学年集会、始
業式 

オンラインで
実施等密回避 

県外からの
講師招聘 

緊急事態宣言対
象地域、まん延防
止等重点措置対
象地域からはリ
モート形式で実
施又は延期 

リモート形式の検討 
緊急事態宣言対象地
域、まん延防止等重点
措置対象地域からはリ
モート形式で実施又は
延期 

リモート形式
又は延期の検
討 

学校祭 
感染防止対策を
より一層徹底し
て実施 

感染防止対策をより一
層徹底して実施（無観
客を検討） 

延期又は中止
の検討 
感染防止対策
を徹底して実
施（無観客） 

球技大会 

修学旅行 
感染防止対策を
より一層徹底し
て実施（緊急事態
宣言対象地域、ま
ん延防止等重点
措置対象地域不
可） 

延期又は中止の検討 
感染防止対策をより一
層徹底して実施（緊急
事態宣言対象地域、ま
ん延防止等重点措置対
象地域不可） 

延期又は中止
の検討 

遠足 

中学生向け
体験入学 

感染防止対策を
より一層徹底し
て実施 

リモート形式の検討 
感染防止対策をより一
層徹底して実施 

延期又は中止
の検討 

部活動の活
動時間等 

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） 

活動時間の短縮を検討 
活動日の制限
等の検討 

県内の学校
との練習試
合・合同練習 

感染防止対策を
より一層徹底し
て実施 

感染防止対策をより一
層徹底して実施（必要
最小限） 

延期又は中止
の検討 

県内での合
宿 

県外の学校
との練習試
合・県外での
合宿 

感染防止対策を
より一層徹底し
て実施（緊急事態
宣言対象地域、ま
ん延防止等重点
措置対象地域は
極力控える） 

感染防止対策をより一
層徹底して実施（真に
必要な場合に限る。緊
急事態宣言対象地域、
まん延防止等重点措置
対象地域は極力控え
る） 
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本事務連絡は、学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について周知するものです。 

事 務 連 絡 

令和２年５月２１日 

 

 各都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

 附属学校を置く各国公立大学法人担当課 

 各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課 御中 

 独立行政法人国立高等専門学校機構担当課 

 構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を  

 受けた地方公共団体の学校設置会社担当課 

 

スポーツ庁政策課学校体育室 

 

 

学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について 

 

 

学校における基本的な感染症対策として、学校教育活動の際はマスクを着用し、特に近

距離での会話や発声等が必要な場面では、飛沫を飛ばさないようにマスクの着用を徹底

することが適切です。 

一方で、運動を行う際にマスクを着用する場合、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱

中症になるリスクが指摘されております。 

このような運動時のマスク着用による身体へのリスクを考慮して、学校の体育の授業

におけるマスクの着用は必要ありませんが、体育の授業における感染リスクを避けるた

めには、地域の感染状況を踏まえ、児童生徒の間隔を十分に確保するなど、下記の事項を

十分に踏まえた対策を講じることが必要です。 

なお、体育は実技を伴う教科であるため、特に児童生徒の健康と安全を第一に考えて、

学習の内容や形態、授業の実施場所や時期等を総合的に考慮しながら、様々な感染リスク

への対策を講じることが必要となりますので、引き続き御配慮をお願いします。 

このことについて、都道府県・指定都市教育委員会の学校体育主管課におかれては、域

内の市町村教育委員会及び所管の学校に対して、都道府県の私立学校主管課におかれて

は、所轄の学校に対して、国公立大学法人の附属学校担当課におかれては、関係する附属

学校に対して、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校

設置会社担当課におかれては、所轄する学校設置会社が設置する学校に対して、周知くだ

さるようお願いします。 

 

 

資料２ 
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記 

 

１．体育の授業前にマスクを外してから授業後にマスクを着用するまでの間、児童生徒間

の距離を２ｍ以上確保するとともに、ランニングなどで同じ方向に動く場合は更に長

い距離を確保すること。また、児童生徒が教え合う場面では互いの距離を２ｍ以上確保

するとともに、児童生徒に不必要な会話や発声を行わないよう指導すること。併せて、

体育の授業の前後に手洗いをするよう指導すること。 

 

２．体育の授業において、軽度な運動を行う場合や児童生徒がマスクの着用を希望する場

合は、マスクの着用を否定するものではないこと。ただし、運動時にはＮ９５マスクな

どの医療用や産業用マスクではなく、家庭用マスクを着用するよう指導すること。ま

た、マスクの着用時には、例えば、呼気が激しくなるような運動を行うことを控えたり、

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

生徒との距離を２ｍ以上確保して休憩するよう指導すること。 

 

３．当面の間、地域の感染状況を踏まえ、体育の授業は、熱中症事故の防止に留意しつつ

可能な限り屋外で実施すること。体育館など屋内で実施する必要がある場合は、呼気が

激しくなるような運動を行うことは避けること。また、体育館等のドアを広く開け、こ

まめな換気や消毒液の使用（消毒液の設置、児童生徒が手を触れる箇所の消毒）など、

感染拡大防止のための防護措置等を実施すること。 

 

４．毎朝の検温や健康観察により学習前の児童生徒の健康状態を把握し、体調が優れない

児童生徒の体育の授業への参加は見合わせること。 

また、授業を見学する児童生徒については、マスクを着用させるとともに、児童生徒

間の距離を１～２ｍ以上確保するよう指導すること。ただし、気温が高い日などに屋外

で授業を見学する場合は、マスクを着用した児童生徒が熱中症にならないよう、日陰で

見学させたり、必要に応じてマスクを外し、他の児童生徒との距離を２ｍ以上確保する

よう指導すること。 

 

５．教師は、原則として体育の授業中もマスクを着用すること。ただし、自らの身体への

リスクがあると判断する場合や、児童生徒への指導のために自らが運動を行う場合な

どは、マスクを外すことは問題ないこと。なお、マスクを外す際は、不必要な会話や発

声を行わず、児童生徒との距離を２ｍ以上（ランニングなどで同じ方向に動く場合は更

に長い距離）を確保すること。 

 

６．児童生徒が密集する運動や児童生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が

多い運動については、地域の感染状況等を踏まえ、安全な実施が困難である場合、当面

実施せず、年間指導計画の中で指導の順序を入れ替えるなどの工夫を行うこと。 

 



本事務連絡は、学校の水泳授業（幼稚園におけるプール活動を含む。）における感染症

対策の徹底をお願いするものです。 

事 務 連 絡  

令和３年４月９日  

 

 各都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課 

 各都道府県・指定都市教育委員会幼稚園主管課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

 附属学校を置く各国公立大学法人担当 課  

 各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課 

 独立行政法人国立高等専門学校機構担当課 

 構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

 受けた地方公共団体の学校設置会社担当課 

 

ス ポ ー ツ 庁 政 策 課 学 校 体 育 室  

文部科学省初等中等教育局幼児教育課  

 

 

学校の水泳授業における感染症対策について 

 

 

体育は実技を伴う教科であるため、特に児童生徒の健康と安全を第一に考えて、学習の

内容や形態、授業の実施場所や時期等を総合的に考慮しながら、感染リスクへの対策が必

要となります。 

特に、水泳の授業においては、複数学級による合同授業の実施に伴い多くの児童生徒が

同時にプールや更衣室を使用したり、複数の児童生徒が組になる形態で安全の確認をし

ながら学習を行ったりするなど、児童生徒の密集・密接の場面が想定されるため、様々な

感染リスクへの対策を講じる必要があります。 

このため、児童生徒の健康と安全を第一に考えて、地域の感染状況を踏まえ、密集・密

接の場面を避けるなど、下記の事項を十分に踏まえた対策を講じた上で、水泳授業の実施

について検討してください。このことについては、幼稚園におけるプール活動についても

同様です。 

また、実施に当たっては、スポーツ庁が作成した「コロナ禍における体育、保健体育の

教師用指導資料」（https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/ 

jsa_00001.htm）も参考にしてください。 

このことについて、都道府県・指定都市教育委員会の学校体育主管課及び幼稚園主管課

におかれては、それぞれ域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対して、都道府県の私

立学校主管課におかれては、所轄の学校に対して、国公立大学法人の附属学校担当課にお

御中 
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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 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 奥田 信行 

電  話  ０８５７－２６－７９１７ 
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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 基本的な考え方 

  コロナ禍の中でも受検生が安心して鳥取県立高等学校入学者選抜を受検できるよう 

環境を整える。よって、２以下について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況

等により、方針を変更する場合もある。 

 

２ 検査機会の確保 

○推薦入学者選抜検査日 ・・・・・・ 令和４年２月８日（火） 

○一般入学者選抜検査日 ・・・・・・ 令和４年３月８日（火）～９日（水） 

○一般入学者選抜追検査日 ・・・・・ 令和４年３月１４日（月） 

○再募集入学者選抜検査日 ・・・・・ 令和４年３月２５日（金） 

○特別措置による検査日  ・・・・・ 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。 

 

 

 

 

 

別紙１ 



５ 無症状の濃厚接触者への対応等について 

受検生が濃厚接触者となった場合において、次の①～④全てを満たすことを条件と

し、当日の受検を認めることとする。 

① 初期スクリーニング（ＰＣＲ検査等）の結果、陰性であること  

② 受検当日も無症状であること  

③ 公共交通機関を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて検査会場に行くこと  

④ 終日、別室で受検すること 

 

★新型コロナウイルス感染者等への対応図 

 一般入学者選抜 追検査 特別措置による検査 

受検者が 

感染者 

前日までに退院、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 

 
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 

 

受検者が 

濃厚接触者 

ＰＣＲ検査等の結果

が陰性で、当日無症状

であれば受検可 

 

 

ＰＣＲ検査等の結果

は陰性だが、当日症状

があれば受検不可 

 

ＰＣＲ検査等の結果

が陰性で、当日無症状

であれば受検可 

 

 

ＰＣＲ検査等の結果

は陰性だが、当日症状

があれば受検不可 

 

 

 

 

 

検査実施 

 



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。 

別紙２ 



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。 



 

 

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 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。 

  

２ 一般入学者選抜について 

ケース 当日の状況等 当日受検 備 考 

(1) 
受検者が 

感染者 

前日までに退院、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 

(2) 
受検者が 

濃厚接触者 

前日までに陰性が確認され、当日も無

症状である 
可 条件（※１）あり 

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 

(3) 
受検者が 

接触者 

前日までに陰性が確認され、当日も無

症状である 
可 原則、別室受検 

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 

(4) 

受検者が 

発熱等の風

邪症状があ

る 

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 
不可 追検査の日程で受検 

インフルエンザと診断されている 

(5) 

会場の学校

の教職員又

は生徒が新

型コロナに

感染した場

合 

運営に必要な要員が校内で確保でき

る 
可 条件（※２）あり 

運営に必要な要員が校内で確保でき

ない 

状況によ

り判断 

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 

 

 

 

 

※１ 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 ④終日、別室受検 

※２ 濃厚接触者となった職員は出勤しないこと。 

別紙３ 



鳥取県マスコット「トリピー」 

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 

入試全般 ・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。 
・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。 
推薦入試 
２／８（火） 

・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
きない者は、令和４年２月１０日（木）までに別日程で受検できます。 

・その他の対応については、一般入試と同様です。 
一般入試 
学力検査 

３／８（火） 

面接等 

３／９（水） 

・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
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
ば、別室で受検できます。 

・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
で受検します。 

・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 
３／１４（月） 

・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
室受検とします。 

・その他の対応については、一般入試と同様です。 
合格発表 
３／１７（木） 

・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
す。 

再募集入試 
３／２５（金） 

・追検査と同様の対応とします。 

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 ０８５７―２６－７９１７ 


