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みどり市立学校

新型コロナウイルス感染症対策
＜教育活動を維持・継続するために＞

みどり市教育委員会学校教育課

学校と家庭が力を合わせて！
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１ はじめに

新型コロナウイルス感染症については、未だ感染の終息には至

っておらず、新規感染者の発生を抑制するため、社会全体が新し

い生活様式の基で行動を変容していくことが求められています。

学校においては、感染者の発生や拡大に対して最大限に配慮す

るという認識に立ちながら、その上で、子供の健やかな学びを保

障するため、地域等の感染状況を評価しながら教育活動の維持・

継続に向けた取組を進めていくことが重要です。

本ガイドラインは、文部科学省の学校における新型コロナウイ

ルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様

式」～を基に、県のガイドラインやみどり市の状況を踏まえてま

とめたものです。具体的な内容としては、「家庭へのお願い」、「学

校の対応」、「感染した場合や感染が疑われる場合」、の３つで構成

されています。

各学校では、この「みどり市立学校の新型コロナウイルス感染

症対策〈教育活動を維持・継続するために〉」を基に感染症対策を

講じて、児童生徒の心身の健全な育成と豊かな学びに向けた教育

活動を推進していきます。なお、本感染症対策は、６月末日時点

における感染の状況を踏まえて作成したものであり、感染状況に

よっては再度見直すことを予定しています。
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■本ガイドラインで想定している国及び県の基準

本ガイドラインは、みどり市の７月１日現在の状況を、国の基

準「レベル１」に相当すると判断して作成しています。

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準

地域の 身体的距離 感染リスク 部活動 県の警戒度

感染レベル の確保 の高い教科活動

レベル３ できるだけ2m程 行わない 個人や少人数でのリ

度（最低１m） スクの低い活動で短

時間の活動に限定

レベル２ できるだけ2m程 リスクの低い活動 リスクの低い活動か 警戒度２

度（最低１m） から徐々に実施 ら徐々に実施し、教

師等が活動状況の確

認を徹底

レベル１ １mを目安に学 十分な感染対策を 十分な感染対策を行 警戒度１★

級内で最大の間 行った上で実施 った上で実施 警戒度１

隔を取ること

※国の基準の「レベル１」とは「新規感染者が一定程度確認されるものの、感

染拡大注意都道府県の基準には達していない。引き続き感染状況をモニタリ

ングしながら、『新しい生活様式』を徹底する地域」としています。

※群馬県の「社会経済活動再開に向けたガイドライン」の警戒度は、６月１３

日に「警戒度１」になりました。
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２ 家庭へのお願い

（１）登校時

□体温、咳、風邪症状などを「検温カード」に記入し捺印する。

□体温が３７．０℃以上または平熱＋０．５℃、咳が出る、風邪症状等

が一つでもある場合は、登校をひかえる。同居の家族にも検温

や体調確認を行い、何か変わったことがあれば学校に伝える。

□体温が３７．０℃未満であっても、平熱より高い場合（平熱＋０．５℃）

は登校をひかえる。

※平熱が高い場合は学校に相談する。

※風邪症状等で出席をひかえる場合は、欠席扱いにはなりません。

□ハンカチやタオルを共有させないように必ず持たせる。

□登下校時は、周囲との間隔を１ｍ以上空けて、交通安全に気を

付けながら登校させる。適切な距離がとれれば、マスクの着用

はしなくてもよい。

□こまめな水分補給のため、水筒等で飲み物を持たせる。

※毎日の持ち物（水筒、清潔なハンカチ・ティッシュ、マスク

を外した際に入れるビニール袋や紙袋、布等）

（２）日常生活の中で

□正しい手の洗い方や咳エチケットの習慣を身に付ける。

□適度な運動、適切な睡眠時間、バランスのよい食事で抵抗力を

高める。

□換気の悪い密閉空間、多くの人が密集する場所、近距離での会

話や発声がある場所を避ける。

□アレルギーや基礎疾患がある場合は、主治医等に相談した上で、

対応について学校と確認する。

□帰宅した後はすぐに石けんによる手洗いをするなど、 家庭でも
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「新しい生活様式」に基づいた生活を実践する。

（３）その他

□感染が心配なため、登校をひかえる場合は学校に相談する。

□マスクがない場合は、洗って繰り返し使用できる布製マスクや

手作りマスクを積極的に利用する。
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３ 学校の対応

（１）登下校時

□登校した際に、マスクの着用を確認するとともに、石けんでの手洗い

または手指消毒を実施する。

□登校後、教室等で「検温カード」の確認を行い、発熱の状況を含め、

児童生徒一人一人の健康観察をする。

※発熱の目安は、３７．０℃以上または平熱＋０．５℃とする。

□「検温カード」を忘れた場合は、検温とともに健康観察を実施する。

体温が３７．０℃以上または平熱＋０．５℃程度、咳が出る、風邪症

状等がある児童生徒は、家庭に連絡し、自宅待機（出席停止扱い）を

お願いする。

※平熱が高い場合は学校に相談する。

□下校時に玄関等に児童生徒が集中しないよう、学年・学級で下

校時刻を少しずらすなどの工夫をする。

（２）学校生活で

□手洗いは、「手洗いの６つのタイミング」を踏まえ、外から教室に

入る時、咳やくしゃみ、鼻をかんだとき、給食の前後、掃除の後、

トイレの後、共有のものを触った後には実施する。

※手洗い場の混雑を避けるため、休み時間の取り方などを工夫する。

□マスクは常時着用を基本とするが、 熱中症などの健康被害が発生

する可能性が高い場面や息苦しさが見られる場面、運動時には一時

的にマスクを外すこともある。その際は、感染リスクの高まりに十分

留意した対応をとる。
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□こまめな水分補給を促す。

□手すりやドアノブ、スイッチ等、児童生徒が多く使用する場所は、１日

に１回以上消毒をする。

□共用を避けるのが難しい物品の使用後には、手洗いを実施する。

□清掃活動は、学校内の衛生を保つ上で重要である一方で、共同作業

を行うことが多く、また共用の用具を用いるため、換気のよい状況で

行う。清掃後のゴミ処理については、児童生徒が直接、他の児童生

徒が捨てたゴミに触れないよう配慮する。

□密接を避けるため、児童生徒間の距離を１メートルを目安にで

きるだけ離れるよう指示するとともに、大声を出すことはひか

えるよう促す。

□校内に、咳エチケットのポスターを掲示し、児童生徒への指導

を徹底する。

□洋式トイレについては、蓋を閉めて流す。

（３）授業中には

□教室では、人の密集、近距離での会話を避けるよう指導するととも

に、常時換気を基本とし、最低でも３０分に１回以上の２方向換気を

行う。（空調使用時においても同様とする）

□人数の多い学級においては、必要に応じて広い教室等も使用するな

どの工夫を行う。

□教師はマスク等を着用し、飛沫防止対策をした上で授業を行う。

□以下のような活動は十分な感染対策を行った上で実施する。

・児童生徒が密集して長時間活動するグループ学習や一斉に声を

合わせて発声する活動。

・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

・音楽科における狭い空間や密閉状態での歌唱指導や管楽器の演
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奏、身体の接触を伴う活動

・図画工作科、美術科における児童生徒が近距離で活動する共同

制作等の表現や鑑賞の活動

・家庭科における調理などの実習

・体育科・保健体育科における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

※体育科の授業においては、運動中のマスクの着用は要しない

が、児童生徒の間隔を十分確保するなどの感染症防止対策を行

う。

（４）給食時には

□配膳台と机を常に清潔にし、必要に応じてナプキン等を敷いて食べ

るようにする。

□給食の前後には全員の手洗いを徹底する。配膳係は手指消毒も実

施する。

□給食の配膳を行う児童生徒及び教職員については、下痢、発熱、

腹痛、嘔吐等の症状の有無、衛生的な服装をしているか、手指

は確実に洗浄したか等、給食当番が可能であるかを点検する。

□食べる際には対面になることをさけて、座席の間隔をできるだけ空

けて前を向いたままで食べるようにし、会話をひかえるよう促す。

(５)学校行事等は

□延期した修学旅行や高原学校、宿泊学習などの泊を伴う行事の

実施については、今後の感染状況や受け入れ先の状況を踏まえ

て実施方法を検討する。その他、バスを利用する校外学習も同

様とする。

□運動会や文化祭、学習発表会など、児童生徒が密集して長時間

活動する学校行事は、今後の状況を見て実施方法を検討する。
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□今年度の家庭訪問は実施せず、個別の教育相談やカウンセリン

グを適宜実施する。

□身体測定や各種検診は、学校医、学校歯科医と相談し、実施の

時期や実施方法を確認した上で年度末までに実施する。特に、

検診場所に一度に多くの児童生徒を入れない、検診器具の消毒

を徹底するなどの対応をする。

（6）保健室では

□３密の状態が発生しないよう留意する。

□児童生徒が体調不良を訴えて保健室に来室した場合は、可能な限り

児童生徒との距離を保つとともに、対応後はしっかり手洗いを行う。

□複数の児童生徒が保健室を利用する場合、他の児童生徒と接するこ

とがないよう、児童生徒間の距離を１～２メートル空けたり、カーテン

やついたてを利用したりするなどの工夫をする。

□学校で児童生徒の発熱を確認した場合は、安全に帰宅させ、症状が

なくなるまでは休養するよう指導するとともに、かかりつけ医や必要

に応じて「帰国者・接触者相談センター」に電話などで相談するよう

家庭に依頼する。

□体調不良の児童生徒を帰宅させる場合で、保護者の迎えを待つ等

で学校にとどまらせる必要がある場合は、他の者との接触を可能な

限り避けられるよう、学校の実態に応じて別室で待機させるなどの

配慮をする。ただし、その際は体調の悪い児童生徒を１人にしない。

□体調不良の児童生徒が滞在した部屋は、しっかり換気を行い、接触

した物は、消毒をする。
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（７）その他

□児童生徒が一斉に集まるような場面や集会等は、内容を変更して実

施するなど感染防止の工夫をした上で実施する。

□感染が心配で登校をひかえる児童生徒がいた場合の学習につい

ては、必要に応じて課題を用意したり、個別指導を行ったりす

るなどの配慮をする。

□外来者には、手指消毒の実施を求めるとともに、検温を行う。

□感染者、濃厚接触者、医療従事者、その家族等に対する偏見や

差別につながるような行為は、断じて許されないものであり、

新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識をもとに発達段

階に応じた指導を行うことなどを通じ、このような偏見や差別

が生じないようにする。

（８）部活動では（小学校クラブ活動もこれに準ずる）

部活動等については、可能な限り感染症対策を講じ、以下の点

に十分留意して実施する。

□健康・安全の確保のため、教師や部活動指導員等がついて指導

するなど、活動状況を確認する。

□活動時間については、部活動方針に定める時間の範囲内で、状

況によっては短時間にするなど段階的に開始する。また、怪我の

防止や熱中症予防に十分留意する。

□発熱やだるさなどの風邪の症状が見られる生徒は、部活動への

参加を見合わせ、自宅で休養させる。

□部活動ごとに、活動日・活動時間を設定し、同一箇所で活動し

ないようにする。

□部室等の利用に当たっては、短期間の利用とすることや、一斉

に利用させないことで、密集を防ぐようにする。

□対外試合等や土日の活動については、別途通知する。
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（９）健康・安全指導

新型コロナウイルス感染症防止も重要であるが、より命の危険に

直結する健康・安全指導を優先するという意識をもって対応する。

□マスクを着用している状態では、熱中症のリスクが高まるため、

特に以下の点に留意する。

・児童生徒の様子を十分に観察し、熱中症の恐れがある場合には

あらかじめマスクを外させる。

・マスクをとって活動する際は、換気の実施や児童生徒間の距離

の確保、咳エチケットを徹底させる。

・エアコンの適切な使用について留意する。

・授業中を含め、こまめな水分補給を促す。

・児童生徒本人が暑さで息苦しいと感じた時などには、マスクを

外したり、一時的に片耳だけかけて呼吸したりするなど、自身

の判断でも適切に対応できるような指導を行う。

□年度当初に避難訓練等を行うことができないため、学校再開後

の早い段階で、地震や火災が起きたときの行動等について、発

達の段階に応じた指導を行う。特に避難の際は、「密」を避ける

ことよりも、命を守る避難行動が重要であることを理解させる。
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４ 感染した場合や感染が疑われる場合

（１）児童生徒の感染

□新型コロナウイルスの検査を受けることになった場合や、濃厚

接触者となった場合は、学校に連絡する。プライバシーには十

分配慮する。

□児童生徒に感染者が出た場合には、学校全体を臨時休業とする

などの対応を行う。また、学校は教育委員会及び桐生保健福祉

事務所、学校医に報告する。その際の出席停止の期間の基準は

「治癒するまで」とする。

※保健福祉事務所と連携し、感染者が活動した範囲の物品を消

毒する。

□児童生徒が濃厚接触者となった場合には、出席停止とする。そ

の上で、児童生徒の所属する学級及び部活動について、学級閉

鎖及び活動停止などの対応を検討する。その際の出席停止の期

間の基準は、感染者と濃厚接触した日から起算して２週間とす

る。

※濃厚接触者とは、手で触れることのできる距離（目安として1メートル）で、必要な感染

予防なしで、感染者と15分以上の接触があった場合とする。保健所が必要な調査を行い

決定する。

□以上を基本としながら、症状の重さや学校内における活動の広

さ、接触者の多さ、市内における感染の拡がりを考慮して学校

と教育委員会が相談し、近隣の学校の対応を含めて協議する。
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（２）教職員の感染

□教職員が感染した場合や濃厚接触者になった場合には、市の対

策本部や関係機関と相談し、自宅待機や医療機関の受診を速や

かに指示し早急な対応を行う。併せて児童生徒と同様に学級閉

鎖や学校閉鎖等の感染拡大防止の措置をとる。


