
          教 保 第 １３８ 号 

令 和２年５月 27日 

 

  県立学校（園）長 様 

 

                                                    保健体育課長  

 

 

新型コロナウイルス感染症への保健管理上の対応について（通知） 

（令和２年５月 27日時点） 

 

 

このことについて、学校の再開に向け、文部科学省が５月 22日に示した「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～『学校の新しい生活様式』～

（2020.5.22Ver.1）」や専門家の意見等に基づき、別紙のとおり対応することとしました。

各学校においては、本通知を踏まえ、適切に対応願います。 

なお、本通知に伴い、令和２年３月 27日付け教保第 759号通知は廃止します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当  学校保健係 

   指導主事 松原 

電話 ０２５－２８０－５６２２ 



学校教育活動再開に向けた感染症対策について 

 

１ 学校における日常の感染症対策 

 

（１） 基本的な感染症対策の実施 

ア 感染源を絶つこと 

（ア）健康観察と児童生徒への対応 

・児童生徒に対し、毎日自宅で体温を計測し、体温記録表に記入するとともに、

発熱や気になる症状等があれば、担任等に申し出るよう指導すること。 

・教職員は、日頃から児童生徒の健康に留意し、特に朝の段階で、家庭で測定し

た体温の結果や風邪症状の有無など体調の確認を確実に行うこと。  

・児童生徒に発熱等の風邪の症状がみられるときは、自宅で休養するよう指導す

ること。この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ができない事

由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱う

ことができる。 

（イ）保護者等への対応 

別添２を配付して、児童生徒の健康観察に配意するよう依頼すること。 

（ウ）学校の対応    

・医療的ケアを必要とする児童生徒については、主治医や学校医・医療的ケア指

導医に相談の上、個別に登校の判断をすること。また、基礎疾患等がある児童

生徒等についても同様の対応とすること。 

・学校で把握した児童生徒の健康状態等をもとに「学校欠席者・感染症情報シス

テム」へ入力すること。（別添１参照） 

・教職員においても、毎朝の検温や風邪症状の確認などの健康管理に努め、風邪

症状が見られる場合は、自宅で休養するようにすること。 

イ 感染経路を絶つこと 

（ア）手洗いの徹底 

＜手洗いの主な場面＞ 

・外から学校に入るとき ・咳やくしゃみ、鼻をかんだとき ・食事の前後 

・清掃の後 ・トイレの後 ・多くの人が触れる場所や共用のものに触れた後  

＊手洗いの前は、顔はできるだけ触らず、触った場合は顔も洗うこと。 

（イ）咳エチケットの徹底 

感染症を他者に感染させないために、咳エチケットを徹底すること。 

（ウ）校内施設等の消毒 

・不特定の人が利用し、手がよく触れる場所は、清掃を含め１日１回以上、消毒

液を使用して拭き取ること。消毒液が入手できない場合は希釈した界面活性剤

を使用して布または紙で拭き取ること。 

＜例＞・教室のドア、窓、取っ手、手すり、スイッチ、水道の蛇口、洗面台、 

別紙 



＜次亜塩素酸ナトリウムを使用した消毒液を使用する場合の留意点＞ 

 ・希釈液を作る時、使用する時には、皮膚につかないよう、目に入らないよう注意

し、手袋等の保護具を使用する。 

 ・十分に換気を行う。 

 ・他の薬剤と混ぜない。 

 ・拭いた場所がさびるおそれがあるので、消毒後は水拭きする。 

 ・希釈したものは時間がたつにつれ効果が減るので、その都度薄めて使用する。 

便器の蓋、便座、トイレの水洗レバー 

        ＊トイレの床も排泄物等によるウイルスが付着している可能性がある。 

・共用の教材、教具、情報機器、清掃用具等 

・職員が共用で使用する物品（電話、パソコン、作業テーブル 等） 

・汗や唾液が飛んだ恐れのある箇所はウイルスが付着している可能性があること

から、消毒液や希釈した界面活性剤で拭き取り、水拭きできない箇所について

は、拭き取った後きちんと乾燥させるよう指導に努めること。 

（エ）作業の後は、石けんを使った手洗いを徹底すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 抵抗力を高めること 

抵抗力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心掛け

るよう指導すること。 

 

（２）集団感染のリスクへの対応 

３つの条件が同時に重なる場（「３つの密」）を避けることはもちろんのこと、でき

るだけ１つ１つの条件が発生しないように配慮すること。 

ア 密閉の回避 

教室等の換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに（30分に 1回以

上、数分間程度、窓を全開する。）、２方向の窓を同時に開けて行うこと。（エアコン

使用時においても、換気は必要であることに留意。）授業中は必ずしも窓を広く開け

る必要はないが、気候・天候や教室の配置などによりことなることから、必要に応

じて換気方法について学校薬剤師と相談すること。 

イ 密集の回避 

・児童生徒の席の間隔は、１メートルを目安に可能な限り距離を確保し、対面とな

らないような形にするよう、座席を配置すること。 

・狭い空間に多くの児童生徒、教職員が集まる学校行事等については、感染拡大防

止の観点から、実施の必要性を検討すること。また、実施する場合には、校内放

送を利用するなどし、３つの密を避けるよう留意すること。 

 

ウ 密接の場面への対応 

    近距離での会話や発声等が必要な場面も生じうることから、飛沫を飛ばさないよ

うに、児童生徒等及び教職員はマスクを着用することが望ましい。 



    ただし、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

クを外すこと。その際は、喚起や児童生徒等の間に十分な距離を保つなどの配慮を

すること。 

    また、マスクの取扱い（外し方、持ち運び方等）についても指導すること。 

エ 給食及び昼食時の対応 

   ・給食の配食時は、口からの飛沫等が食品に付着することなどを防ぐために、必ず

マスクを着用すること。 

   ・給食当番だけでなく、児童生徒等全員が食事の前の手洗いを徹底すること。 

   ・給食及び昼食時は、向かい合わせにならない、会話を控える等により、飛沫を飛

ばさないようにすること。なお、空き教室の利用なども検討すること。 

 

（３）新型コロナウイルスに関する正しい知識や予防のための実践方法の指導 

児童生徒に対して、新型コロナウイルスに関する正しい知識を身に付けるとともに、

上記の感染症対策について、児童生徒が感染のリスクを自ら判断し、これを避ける行

動をとることができるよう、発達段階に応じた指導を行うこと。 

 

（４）情報収集 

新型コロナウイルス感染症に関しては、日々状況が変化していることから、文部科

学省や関連ホームページ（「参考通知等」を参照）で最新の情報を収集し、必要に応じ

て、児童生徒等、保護者及び教職員等に周知すること。 

 

２ 感染者や濃厚接触者等が発生した場合の対応 

 

（１）児童生徒等の出席停止について 

児童生徒等の状況 出席停止の期間 

感染者となった場合 治癒するまで 

Ａ 濃厚接触者となった場合 

Ｂ 児童生徒と同居する者が感染者となった場合 

感染者と最後に濃厚接触をした日

から２週間経過するまで 

濃厚接触者ではないが、発熱等の症状によりＰＣ

Ｒ検査を受けた場合 

検査の結果、陰性と判明するまで 

風邪症状があり、自宅で休養した場合 症状が消失するまで 

（２）臨時休業等の措置について 

児童生徒等に感染者が発生した場合、県教育委員会は、関係機関と対応を協議の上、

臨時休業等の措置について学校に指示する。その際、次表を目安とする。 

児童生徒等の状況 措置の期間 

児童生徒及び教職員本人が感染者

となった場合 

・感染が判明した時点で、管轄保健所の指示のも

と、感染者の学校における活動の態様や接触者

の多寡等を考慮し、学校の全部又は一部の臨時



休業を判断する。 

(臨時休業の場合) 

・感染者の在籍する学級の休業期間は、２週間を

目途とするが、校内の感染状況等を踏まえ、延

長又は短縮について指示する。 

・その他の学級の休業期間は、学校と協議し、適

切に設定する。 

・濃厚接触者の特定や校内の消毒が終了した後、

感染の可能性が低い学年・学級から段階的に再

開する。 

Ａ 児童生徒及び教職員本人が濃

厚接触者となった場合 

Ｂ 同居者が感染者となった場合 

・地域の感染状況等を踏まえ、臨時休業等の措置

について学校と協議の上、指示する。 

 

（３）学校内の対応について 

   管轄の保健所の指示に従い、濃厚接触者の特定への協力や、消毒作業等を行う。 

 

（４）保護者への周知 

家庭での過ごし方を含めた対応について、保護者に文書を配付するなどして周知す

ること。（別添３参照） 

 

（５）近隣の県立学校（園）への対応 

近隣の県立学校の児童生徒で感染者が発生した場合、学校の所在地や通学の範囲等

を総合的に判断し、県教育委員会が衛生主管部局等と対応を協議の上、学校に指示す

る。 

 

３ 心のケアについて 

 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により、児童生徒等の状況を

的確に把握し、健康相談等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなどして、

心の健康問題に適切に取り組むこと。 

 

 

４ 感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について 

 感染者、濃厚接触者等が差別・偏見・いじめなどの対象にならないよう、十分な配慮・

注意をすること。 



 また、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を

行うことなどを通じ、偏見や差別が生じないようにすること。 

【参考通知等】 

○ 令和２年３月 24日付元文科初第 1780号別添１「Ⅰ．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 30日付教保第 779号「各学校における教育活動の再開に向けた感染症対策について」 

○ 令和２年４月８日付教保第 33号・教福第 22 号「基本的な感染症対策の徹底について(通知)」 

○ 令和２年４月 20日付教保第 61号「新型コロナウイルス感染症における報告・入力の際の留意点について」 

○ 令和２年４月 23日付教保第 70号「Ⅱ. 新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関す

るガイドライン」の変更について（通知）」 

○ 令和２年５月１日付２文科初第 222号「新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時休業に係

る学校運営上の工夫について（通知）」 

○ 令和２年５月 14日付教保第 102号「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等に関するＱ＆Ａ（令和２年５月 13 日時点）」 

○ 令和２年５月 22日付「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)」 

○ 文部科学省ホームページ 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/  

○ 厚生労働省ホームページ  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

○ 経済産業省ホームページ 新型コロナウイルス対策資料「ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう」 

https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522009/20200522009-1.pd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

○出席停止、臨時休業及び児童生徒等の健康管理に関すること 

 担当課 保健体育課学校保健係 

 電 話 ０２５－２８０－５６２２ 

○教職員の健康管理に関すること 

 ＊別途発出される福利課通知を参照すること。 

 担当課 福利課健康管理係 

 電 話 ０２５－２８０－５５９６ 

○以下については、「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』～」を参照すること。 

・「新型コロナウイルス感染症の予防」指導資料 

・正しい手の洗い方、咳エチケット 

・次亜塩素酸ナトリウム消毒液の作り方 

・教室での座席配置例 

・マスクについて 

○界面活性剤を使用した消毒については、経済産業省の新型コロナウイルス対策資料「ご

家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう」を参照すること。 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


※１ 

※２ 

 

 

新型コロナウイルスに係る学校の対応フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒・保護者からの健康状態（欠席状況）の報告 

本人が PCR 

検査の対象者 

本人が左記以

外で風邪症状

等があり欠席 

保健体育課へ電話連絡（０２５－２８０－５６２２） 

学校欠席者・感染症情報システム「出席停止登録」への入力 

本人の出席停止措置（目安） 

本人が濃厚接触者 

又は同居者が感染者 

 

本人が 

感染者 

保健所の指示

により校内消

毒作業等 

保護者への周知 

「新型コロナウ

イルス感染症」

を選択 

「新型コロナウイルス感染症疑い」を選択 

学校欠席者・感染症情報システム 

「臨時休業」への登録 

「新型コロナウ

イルス感染症」

を選択 

「新型コロナウイルス 

感染症疑い」を選択 

別添 1 

治癒するま

で 

感染者と最後に濃厚接触した

日から 2週間経過するまで 

陰性と判明する

まで 

症状が消失す

るまで 

※１ 感染者の公表に関するこ

とについては、保健体育課

と必ず協議すること。 

※２     は、臨時休業の措

置をとった場合。 

＊職員の健康状態による対応に

ついては、総務課・福利課の通

知による。 



令和２年 月  日 
 

 ○○学校保護者 様 
 

○○学校長   
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための健康観察について（お願い） 
 
 このことについて、お子様の健康状態を注意深く観察し、下記に留意され対応していた
だきますようお願いします。 

記 

 

１ 家庭での健康観察について 

 ○毎日、自宅で体温を計測し、体温記録表に記入して学校に提出してください。 
 ○家庭での健康観察で、発熱や風邪症状のある場合は、自宅で休養してください。 
 
２ 医療機関等への受診について 

○以下の症状がある場合は、「帰国者・接触者相談センター」又は「かかりつけ医療機
関」に電話などで相談してください。 

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状がある場合 

・基礎疾患のある人の場合は、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

 ※症状が４日以上続く場合や強い症状と思う場合は、必ず上記機関に相談してくださ
い。解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。 

○「帰国者・接触者相談センター」は、すべての都道府県で設置しています。詳しくは、
以下のＵＲＬからご覧いただけます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikok
usyasessyokusya.html 

○生徒だけでなく、同居されている方もご自身の健康状態に留意し、上記の症状がある
場合は、「帰国者・接触者相談センター」又は「かかりつけ医療機関」に電話などで
相談するようにしてください。 

 
３ 基本的な感染症対策の徹底について 
 ○ご家庭においてもご指導をお願いします。 
・人混みの多い場所をはじめとして、不要不急の外出は避けること。特に、持病がある

方は、より一層注意すること。 
・こまめに手洗いをすること。特に、帰宅時や食事前などには、石けんを使って、手を
洗うこと。 

・外出時は原則としてマスクを着用し、咳エチケットを守ること。 

・抵抗力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心掛けるこ
と。 

  
４ 学校への連絡について 
 ○体調不良で欠席する場合の他、以下の場合は、学校に連絡を入れてください。 
・生徒本人が感染者となった場合 
・生徒本人が濃厚接触者となった場合 

・生徒本人がＰＣＲ検査を受ける場合 
・同居されている方が感染者となった場合 

 

別添２ 【学校再開の際の保護者宛文書例】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
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令和２年 月  日 
 

 ○○学校保護者 様 
○○学校長   

 
臨時休業期間中の健康観察について（お願い） 

 
 このことについて、臨時休業期間中の日常生活では、下記に留意して過ごすとともに、
毎日、朝晩の体温を測定し記録するなど、お子様の健康状態を注意深く観察するようお願
いします。 

なお、今後の対応などについては、後日、当校の連絡メール、ホームページ等を通じて
お知らせします。  
 

記 

 

１ 学校への連絡について 
○ 体調に変化のあるときは、学校へ連絡を入れてください。 

・本人の平熱より 0.5℃以上体温が高い場合。 
・倦怠感、咳や息苦しさなどの症状がある場合 
・以上の症状が改善された場合（当日の体調不良者を把握するために必要になります） 

 ○ 生徒が濃厚接触者と特定された場合や、同居している人が感染者となった場合も、
学校へ連絡を入れてください。 

○ 連絡先等 

学級担任宛てに、午前 10時までに電話連絡してください。 

     電話番号 ０２５〇‐○○‐〇〇〇〇（〇学年直通番号） 

 
２ 日常生活でお願いしたいこと 

○ 人混みの多い場所をはじめとして、不要不急の外出は避けること。特に、持病があ
る方は、より一層注意すること。 

○ こまめに手洗いをすること。特に、帰宅時や食事前などには、石けんを使って、手
を洗うこと。 

○ 外出時は原則としてマスクを着用し、咳エチケットを守ること。 
○ 発熱や咳などの風邪の症状が見られるときは、無理をせず自宅で休養すること。 

○ 抵抗力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心掛ける
こと 

 
３ 医療機関等への受診について 

○ 以下の症状がある場合は、「帰国者・接触者相談センター」又は「かかりつけ医療
機関」に電話などで相談してください。 

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状がある場合 
・基礎疾患のある人の場合は、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

 ・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

 ※症状が４日以上続く場合や強い症状と思う場合は、必ず上記機関に相談してくださ
い。解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。 

○「帰国者・接触者相談センター」は、すべての都道府県で設置しています。詳しくは、
以下のＵＲＬからご覧いただけます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikok
usyasessyokusya.html 
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