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くす星翔中学校「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

１１月２９日改訂版

１．本校の感染レベル

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

生活圏内の状況が、

レベル２
①「感染拡大注意都道府県」に相当する感染状況である地域

②「感染観察都道府県」に相当する感染状況である地域のうち、感染経路が不明な感

染者が過去に一定程度存在していたことなどにより当面の間注意を要する地域

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

レベル１
２にあたらないもの（新規感染者が一定程度確認されるものの、感染拡大注意都道府

県の基準には達していない。引き続き感染状況をモニタリングしながら、「新しい生

活様式」を徹底する地域

本校の感染レベルの変化やその他の状況により、下記の取組は随時見直していきます。

２．基本方針

○日常において、３つの条件「密閉」 （換気の悪い密閉空間）、「密集」（多くの人があつまる）

「密接」（近距離での会話や発声）が同時に重なることを回避するための対策をすすめます。

○手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策及び学校医や学校薬剤師等と連携した保健管

理体制の整備などを行います。

○学校において生徒又は教職員の感染が判明した場合には，当該学校の臨時休業の必要性につい

て，教育委員会と十分に相談の上，検討していきます。

３．基本的な感染対策

（１）感染源を絶つための取組

①発熱等の風邪の症状がある場合等には登校しないことの徹底

レベル３ 本人に加え、同居の家族に風邪症状が見られる場合も登校しない。

レベル２ 本人に加え、同居の家族に風邪症状が見られる場合も登校しない。

レベル１ 本人に発熱等の風邪の症状がある場合は登校せず、自宅での休養を徹底する。

②登校時の健康状態の把握 …「検温カード」ならびに「健康観察票」

レベル３ 登校時、校舎に入る前に健康状態の確認を行う。

レベル２ 登校時、校舎に入る前に健康状態の確認を行う。

レベル１ 朝、学級で担任が検温カードを確認。健康観察を行う。

・各家庭は、毎朝の検温及び風邪症状の確認を行います。

・発熱ならびに咳などの風邪症状のある場合は、学校に登校させません。また、その場合、

欠席扱いとせず、出停扱いとします。

・毎朝担任は、生徒の検温実施の有無および熱・風邪症状のある生徒の確認を行います。

・検温できていない生徒は、学校で測定します。

・熱のある生徒がいた場合は、家庭と連絡を取り対応します。
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（２）感染経路を絶つための取組

・手洗いを徹底します。(各教室には手指消毒を準備しています)

①外から教室に入るとき ②せきやくしゃみ、鼻をかんだ時 ③給食（昼食）の前後

④掃除の後 ⑤トイレの後 ⑥共有のものを触ったとき

・咳エチケットを徹底します。

【清掃・消毒について】

・校舎内で特に多くの生徒が手を触れる箇所（ドアノブ，手すり，スイッチなど）を、毎日

掃除時間に清掃し、週に２回は業者による消毒を行います。

・部活動道具の消毒は、毎日練習終了後行います。

（３）抵抗力を高めるための取組

・免疫力を高めるため，十分な睡眠，適度な運動やバランスの取れた食事を心がけるよう生

徒に指導します。また、保護者にも強く要請します。

４．集団感染リスクへの対応 ～ 「密閉」「密集」「密接」を避ける ～

（１）換気の徹底(密閉の回避)

・ローカ側の教室の窓は開けたままにします。→冬季は休み時間毎に開け、換気を行います

・テラス側の窓は、休み時間ごとに開け、換気を行います。

※熱中症対策のため、両側を開けたままにしません。

※教室は２４時間換気のスイッチを入れたままにしておきます。

※教室の四方は、少し窓(ドア)を開けた状態にします。

※各教室は、保湿スプレーなどを利用し、適切な湿度を保ちます。

（２）近距離での会話や発声等の際のマスクの使用等(密接の回避）

・教室では、生徒が隣前後ができるだけ離れるようにして、机を配置します。

・教室内でグループトークをする際など、飛沫感染を防ぐために十分な距離は保てない場

合は、マスクの着用を義務づけます。 マスクを着用させ、 机と机の距離を開けたまま

行います。

地域の感染レベル 身体的距離の確保 感染リスクの高い教科指導

レベル３ できるだけ２ｍ程度（最低1ｍ） 行わない

レベル２ できるだけ２ｍ程度（最低1ｍ） リスクの低い活動から 徐々に実施

１ｍを目安に学級内で最大限の間隔をとる。 適切な感染対策を行った上で

１ｍの距離を確保できない場合は、 実施

レベル１ ①できるだけ距離を離す。

②換気を十分に行う。

③マスクを着用する。
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【マスクの着用を必要としない場合】

①十分な身体的距離が確保できる場合 → 常時着用するものとする

②熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断される場合。

（できるだけ身体距離を保つ。近距離での会話を控える）

③体育の授業。※体育祭の練習は体育の授業に準ずるが、距離を保てない中で指導せざる

を得ない場合（係活動・密着させて説明など）は、着用させる。

④登下校時（十分な距離を確保している場合） → 常時着用するものとする

（３）体育館集合時配置(密集の回避)

・体育館に全校を集める場合は、体育館全体を使って座り、隣前後が十分な距離を保てる

ようにします。→ 基本的には、全校生徒の集まる場をなくし、リモートを活用します。

・学年集会をする際は、体育館、ホール、テラスなど十分な距離が保てる場所を利用します。

地域の感染レベル 身体的距離の確保 感染リスクの高い教科指導

レベル３ できるだけ２ｍ程度（最低1ｍ） 行わない

レベル２ できるだけ２ｍ程度（最低1ｍ） リスクの低い活動から 徐々に実施

１ｍを目安に学級内で最大限の間隔をとる。 適切な感染対策を行った上で

１ｍの距離を確保できない場合は、 実施

レベル１ ①できるだけ距離を離す。

②換気を十分に行う。

③マスクを着用する。

５．具体的な活動場面ごとの感染症予防策

（１）各教科等について

教 科 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（★は特に高リスク）

各教科共通 ★生徒が長時間、近距離で対話形式となるグループワーク

★近距離で一斉に大きな声で話す活動

理 科 生徒が近距離で活動する実験や観察

音 楽 ★室内で児童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

美 術 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 ★近距離で活動する調理実習

体 育 ★生徒が密集する運動

★近距離で組み合ったり接触したりする運動
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地域の感染レベル 身体的距離の確保

上表の活動は、感染症対策を講じ

レベル３ てもなお感染のリスクが高いため

行わない。

レベル２
感染対策を行った上で、リスク

の低い活動から徐々に実施

生徒の「接触」「密集」「近距離

での活動」「向かい合っての発声」

レベル１
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、回数や時間を絞るなどし

て実施。

（２）部活動

地域の感染レベル 取り組み方

可能な限り感染及びその拡大のリスクを低減させながら、なるべく個人での活動

レベル３
とし、少人数で実施する場合は十分な距離を空けて活動する。

密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合

って発声したりする活動は行わないようにする。

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

レベル２ を検討する。密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い活

動、向かい合って発声したりする活動の実施は慎重に判断する。

レベル１ 可能な限り感染症対策を行った上で通常の活動を行う。

・教師や部活動指導員等が活動状況を確認する

・活動時間や休養日については、部活動ガイドラインに準拠する

・体育館など屋内で実施する必要がある場合は、こまめな換気や、手洗い、消毒液の使用（消

毒液の設置、生徒が手を触れる箇所の消毒）を徹底すること。また、長時間の利用を避け、

十分な身体的距離を確保できる少人数による利用とすること。

・用具等については、生徒間で不必要に使い回しをしない

・部室等の利用については、短時間の利用とし一斉に利用することは避ける

（３）給食

地域の感染レベル 取り組み方

通常の提供方法による学校給食の実施は原則として困難

レベル３ 適切な栄養摂取ができるよう、配膳の過程を省略できる品数の少ない献立を提供

する

給食調理場において弁当容器等に盛り付けて提供する。

レベル２ 通常の学校給食の提供方法に徐々に戻していく。

レベル１ 衛生管理を徹底した上で、通常の学校給食の提供方法を開始

・給食は、一方の方向を向き、静かに食べるようにします。
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（４）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します。

・掃除が終わった後は、必ず石けんを使用して手洗いを行うようにします。

（５）休み時間

地域の感染レベル 取り組み方

レベル３ トイレ休憩については混雑しないよう動線を示して実施

レベル２ 廊下で滞留しないよう、私語を慎む

上記のレベル２以上の地域の取組を踏まえ、徐々に制限を緩和する

レベル１ 会話をする際にも、一定程度距離を保つ

お互いの体が接触するような遊びは行わない

６．登下校（スクールバス）

・夏期の気温・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

くなるおそれがあるため、気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い時には、屋外で人と十分な

距離を確保できる場合には、マスクを外す。冬季は基本的にマスクを常時着用する。

・スクールバスを利用するに当たっては、定期的に窓を開け換気を行う。また、乗車時手指消

毒を行うとともに、常時マスクを着用し、会話は控える。座席も離れて座るようにする。

・乗車前に、家庭において検温し、発熱が認められる者は乗車を見合わせる。

・可能な範囲で運行方法の工夫等により、過密乗車を避ける。

・利用者の座席を離し、それが難しい場合は、会話を控えることやマスクの着用について徹底する。

５．感染が広がった場合における対応
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生徒又は教職員のコロナウイルス感染の判明およびその疑いがある場合の対応の流れ

【１】疑いのある生徒および保護者がいた場合

●生徒もしくは同居家族が、 4日以上の発熱、倦怠感、呼吸器症状などの体調不良がある場合

●生徒もしくは同居家族が、陽性患者の濃厚接触者として保健所から連絡を受けた場合

●生徒もしくは同居家族がPCR検査を受けることとなった場合

→ 家庭 → 担任(学年部) → 管理職 → 教育委員会 →（町長部局＆日田教育事務所）

( 時間をおかずに即対応 )

【２】感染が判明した場合(例：平日の授業中に判明した場合）

◆事前に準備しておくこと

□感染者判明後の校内感染症対策会議に必要な資料、及び全保護者への連絡文書

□保護者に以下のことを知らせておく。

○次の場合は、学校へ連絡すること。

・本人もしくは同居家族が、 4日以上の発熱、倦怠感、呼吸器症状などの体調不良がある場合

・本人もしくは同居家族が、陽性患者の濃厚接触者として保健所から連絡を受けた場合

・本人もしくは同居家族がPCR検査を受けることとなった場合

○学校において感染者が発生した場合は、急遽の下校や一旦の臨時休業を行う場合がある。

○保健所の調査の結果、濃厚接触者に特定された場合やPCR検査の対象者となった場合には、保

護者の了承を得て、保健所へ生徒名や性別、学年組、電話番号について情報提供すること。

□教職員も感染が判明した場合、PCR検査を実施した場合、同居者に感染が判明した場合、同

居家族が濃厚接触者と特定された場合は管理職へ報告する。

□生徒及び全教職員の健康状態を管理職が確実に把握する。

□感染者が発生した場合の教職員及び保護者への連絡体制を確認する。

□全教職員が自宅待機となった場合の連絡体制を確認する。

□感染者、濃厚接触者等に対する差別が生じないよう、発達段階に応じ指導を実施する。

□終了した「健康観察カード」は回収し、1月分を保管しておく。

◆生徒及び教職員の感染が判明した場合の臨時休業までの対応の流れ

【保護者等からの感染者に関する情報収集(聞き取り)】

□当該生徒の保護者や教職員本人から感染判明の報告あり。

□保護者等から以下のことを情報収集する。

・発症から現在までの症状(体温や具体的にどのような状態か)

・症状出現日

・2週間の行動歴(本人や同居家族などの県外の移動の有無や塾、社会体育の状況等)

・入院の有無 ・同居家族の健康状況 ・保健所(医療機関)の指示

・受診した医療機関名

□連絡を受けた教職員は、速やかに校長に報告する。(個人情報の取り扱いに注意)
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【教育委員会への報告】

□校長は玖珠町教育委員会に電話連絡により第１報を入れ、以下の内容を報告する。

(休日や時間外の場合は、佐藤企画官携帯に報告。)

・学年、組(担当) ・登下校又は出勤の交通手段 ・名前、性別等

・同居する家族の状況 ・受診した医療機関名 ・保健所(医療機関)の指示

・症状と経過状況 ・本日の当該学級の健康観察結果

・行動歴 ・本日の全校の健康観察結果のまとめ(可能な限り）

・教職員の健康観察の結果等

※「新型コロナウイルス感染症等発生報告書」の内容に沿って報告。

【第1回校内感染症対策会議】

□感染者の活動状況の把握(日課表、クラス座席表、交友関係、部活動宇活動状況、通学方法等現

段階でわかる範囲) 【学年主任】

□当日の全校生徒の健康状況の把握(健康観察のまとめ等より) 【養護教諭】

□臨時休業対応の教職員の役割分担の決定

□学習支援の準備、相談体制の確認

□「臨時休業中の健康観察の流れ」の確認

【全保護者への連絡】

□全保護者へ、感染者が判明したため生徒を下校させる旨を連絡する。(メール、電話)

□保護者あて文書を作成し、生徒を通じて配付する。(全家庭宛)【教頭】教育委員会に案あり

□全保護者に休業中に家族も含め発熱等のかぜの症状が発現した場合は、担任等に連絡するよ

う知らせる。

□プライバシーの侵害や風評被害が生じないよう配慮のお願いする。

【生徒への対応(原則3日間の臨時休業)】

□下校前に生徒の現在の健康状況を確実に把握する。【担任、養護教諭】

□全生徒の当日朝の健康状態を「健康観察カード」により確実に把握しておく。

□臨時休業中は、健康観察カードに体調の状況を記入させる。

□臨時休業中の生活について指導する。【生徒指導】

□可能な限り家庭学習の指示(準備)をする。【担任、学年部】

【給食対応]

□午前中に判明した場合は、給食の停止を行う。【教頭】

□給食発注のキャンセルを行う。【教頭】

【教職員への対応]

□現在の教職員の健康状態を確認する。

□感染者との接触状況を確認する。

□教職員の役割分担を検討する。

※ 感染者との接触状況から、役割分担を検討する。

□全教職員が在宅勤務となった場合の連絡及び勤務体制の確認をする。

【学校医へ連絡】

□校長より学校医へ状況等の報告を行う。
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◆生徒下校後の流れ

【第2回校内感染症対策会議】

□濃厚接触者特定等のため、接触状況や感染者の活動の範囲を確認する。

・感染者の行動歴(症状発症前2日間前からの接触状況を把握する。)

・クラス名簿(健康観察一覧表でも可)、座席表、1週間の日課表等

□消毒の範囲の検討をする。

□下校前の全校生徒の健康状況を確認する。

□当該学級の2週間分の健康状況を確認する。(健康観察結果一覧等)

□可能な限り、全校生徒の1～2週間分の健康状態を確認する。(健康観察結果一覧)

□当該学級の生徒の連絡先を把握する。

□教職員の健康状況及び接触状況の確認

□教職員の連絡体制を確認する。

□生徒への心のケア、差別や偏見への対応を行う。

【教育委員会への報告】

□校長は以下のことを教育委員会へメールおよび電話などで報告する。

・感染者の学校での行動歴(症状発症前2日間前から)

・当該学級名簿(健康観察一覧表でも可)、座席表、1週間の日課表等

・発症2日前からの感染者との接触状況(可能な限り)

・感染者の発症2日前からの行動範囲及び校舎見取り図

・当該学級の当日の朝及び下校前の健康観察結果

・下校前の全校生徒の健康状況のまとめ(学級別有症状者の人数)

・当該学級の2週間分の健康観察結果一覧

・教職員の健康状態のまとめ(1～2週間程度)

・全校生徒の健康観察のまとめ(1~2週間程度) ※必要に応じて提出

◆一旦の臨時休業の実施(原則3日)

【消毒の実施】※教育委員会が保健所と協議し、感染者の活動状況から消毒の範囲を決定する。

□施設内の消毒の実施。(管理職立ち合い)

【濃厚接触者特定への協力】

□保健所の濃厚接触者特定に協力する。(提出資料をもとに聞き取り実施)

□濃厚接触者と特定された家庭及びPCR検査対象者へ連絡する。(保健所と情報の共有)

□各家庭へ連絡し、保健所に連絡先等を提供してよいか確認する。

→ 保健所が各家庭に連絡、又は家庭から保健所に連絡をし、保健所が保護者とPCR検査実

施の日程を調整する。

□濃厚接触者と特定された家庭及びPCR検査対象者の氏名や電話番号等の情報提供を行う。

【生徒及び教職員の健康状況の把握】

□担任等が保護者より健康状況の報告を受ける。又は、電話による確認をする。

□担任等は濃厚接触者と特定された生徒等の健康状況を毎日確認し、管理職へ報告する。

□管理職は、生徒及び教職員の健康状況を玖珠町教育委員会へ報告する。

□その他の生徒は、発熱等の症状が出現したと家庭から連絡があった場合に報告。
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◆臨時休業の期間、範囲の決定後の対応

○教育委員会にて、一旦の臨時休業後の対応を決定する。

①感染者・濃厚接触者のみの出席停止(教職員は特別休暇等)

②学校の全部の臨時休業

③当該学級(又は学年)の臨時休業

□保護者へ臨時休業期間又は学校再開について連絡する。

□定期的に生徒の心身の健康状態の把握する。

□再開後の生徒の健康状態を玖珠町教育委員会へ報告する。

□生徒の心のケア、偏見や差別への対応を行う。
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