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１

新型コロナウイルス感染症についての一般知識

（１）新型コロナウイルス感染症の概要
2019 年 12 月に中国武漢で確認されたウイルス疾患であり、殆どの人間は免疫がな
いため、全世界で流行を引き起こしている。現在までの感染者数は 2 億 7,400 万人、
死者は 534 万人に達している。国内でも 173 万人以上が感染し、18,000 人以上が死亡
している（2021 年 12 月 17 日時点。
）感染者１人が 2.5 人に感染させる能力があり、
致死率は 2～3％程度であると考えられている。
発熱、咳、筋肉痛、全身倦怠感など一般のウイルス感染と区別をつけるのは困難で
ある。これらの症状がない、もしくは軽度であるからといって本疾患を否定すること
は危険である。味覚障害・嗅覚障害を訴える例が少なからず報告されている。
（２）感染様式
感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出される、ウイルスを含む
飛沫又はエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感
染者の目や鼻、口に直接的に接触することにより感染する。一般的には１メートル以
内の近接した環境において感染するが、エアロゾルは１メートルを超えて空気中にと
どまりうることから、長時間滞在しがちな、換気が不十分であったり、混雑した室内
では、感染が拡大するリスクがあることが知られている。
また、ウイルスが付いたものに触った後、手を洗わずに、目や鼻、口を触ることに
より感染することもある。WHO は、新型コロナウイルスは、プラスチックの表面では
最大 72 時間、ボール紙では最大 24 時間生存するなどとしている。
（３）無症状期（潜伏期）と非感染期
無症状期（潜伏期）は約 5 日で最長 14 日程度であると考えられている。無症状期の
うち他者へ感染させ得る感染期は約 1.5 日程度あると考えられている。すなわち、症
状が発現する前の誰も気付かない時期に他者へ感染させ得るため、感染制御が極めて
困難である。
（４）児童生徒等への感染に関する特徴
新型コロナウイルス感染症の小児は無症状者、軽症者が多いとされている。デルタ
株については従来株よりも感染性が高いことが示唆されているが、デルタ株が子ども
に感染した場合も従来株より重症化する可能性を示す証拠は無く、多くが無症状から
軽症で経過している。
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（５）対応の指針
このマニュアルの基礎となる資料は以下のとおりである。随時更新されるため、学
校においても確認を行うこと。
・北九州市 新型コロナウイルス感染症対策ページ
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/18901196.html
・厚生労働省 新型コロナウイルスに関する Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_
fever_qa_00001.html
・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
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html
・文部科学省 小学校、中学校及び高等学校等にかかる感染事例等を踏まえて今後求め
られる対策等について（通知）
https://www.mext.go.jp/content/20200806-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf
・文科省 新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライ
ン及び新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」総合対策パッ
ケージについて（通知）
https://www.mext.go.jp/content/20210219-mxt_syoto01-000007775.pdf

お問合せ先

(R4.1.5 現在)

■自身の症状に不安がある場合など、一般的なお問い合わせ
〇 厚生労働省相談窓口
電話：0120-565653（フリーダイヤル）
時間：9 時～21 時（土曜日・日曜日・祝日も実施）
聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方は、FAX で
ご相談ください。（FAX：03-3595-2756）
〇 北九州市新型コロナウイルス相談ナビダイヤル
電話：0570-093-567（0570-北九州-コロナ）
聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方は、FAX でご相談
ください。
（FAX：093-522-8775）
一つの専用電話番号で複数の部署への道案内をするサービス。5 つの大分類
から、個別の相談へ導くワンストップ相談窓口です。
（体調異変・感染疑いに関
する内容、企業・個人事業者向けの相談、小中学生に関すること、保育に関す
ること、その他の相談）
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２

学校・園における感染症対策

■学校及び園の再開に当たっての体制
【概要】
○ 誰もがウイルスを保有している可能性があり、学校・園内への侵入をゼロにする
ことは科学的に不可能である。
○ 各学校・園の安全体制を構築するため、感染症に関係する学会等が出しているガ
イドライン等を参考に以下の５事項を実施できるよう体制構築を図る。

【体制】

家庭・地域

①

各学校・園

①
②
③

① ヒトがウイルスを校・園内に持ち込まない工夫
ア 家庭での感染予防対策の依頼
・自宅での毎朝の健康観察の徹底
・発熱・咳・のどの痛み等の風邪症状がみられる
場合は、自宅での休養を要請
・家庭でもこまめな手洗いや十分な睡眠・バランス
の取れた食事を心掛けるよう指導
・「健康チェックリスト表」の保護者による記入
イ 学校・園における登校時の「健康チェックリスト
表」の確認
②
ア
イ
ウ
エ

教育委員会

保健所等

④
⑤

知らないうちに持ち込まれたウイルスが校・園内
で増幅しない工夫
学校医等の専門家と連携し、学校・園の環境整備
について適宜助言を受ける
基本的な感染症対策の徹底（手洗い・マスク着用・
ソーシャルディスタンス
（身体的距離の確保）
・換気）
清掃・消毒の実施
教職員の健康管理や職員室内の環境管理の徹底

③

校・園内のヒトからヒト感染の可能性を早期に
把握する工夫
ア 朝の健康観察の結果を管理職が集約し、校・園内
での感染を早期に把握
イ 発熱者（感染の疑い者）への別室対応

④ 校・園内のヒトからヒト感染を早期に抑制する対策
ア 「クラスター対策事前調査チーム」が発生した段
階から濃厚接触者を早期に特定し、保健所等での
PCR 検査実施につなげる
イ 学校・園関係者に感染者が出た場合は、速やかに
学校・園の消毒・学校閉鎖等を実施
ウ 感染者又は疑い者等の出席停止の取扱いを実施
⑤ 困ったときに相談できる体制の整備
イ 教育委員会に感染症対策の相談部署や専門家チーム
を置き、保健所等の専門機関と連携
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【学校・園における新型コロナウイルス感染症対策に係る役割分担】
管 理 職・・・学校・園における新型コロナウイルス感染症対策の指示、実施の確認
及び指導・助言、保護者・地域・関係機関への協力依頼
教 職 員・・・新型コロナウイルス感染症の予防に係る幼児児童生徒への指導、
保護者への感染予防策の依頼、幼児児童生徒の健康観察、体調不良者へ
の対応、消毒液の作成と教室等の消毒の実施
養護教諭：児童生徒の健康管理、体調不良者への対応、消毒液の作成と消毒の
実施、学校医・学校薬剤師への連絡・相談、感染予防について 管理職・
教職員への情報提供と共通理解、保健だより等による啓発
栄養教諭・学校栄養職員：新型コロナウイルス感染症予防のための給食指導の
提案・助言、給食室における衛生管理及び責任者への指導、消毒液
の作成と消毒の実施

①ヒトがウイルスを校・園内に持ち込まない工夫
ア 家庭での感染予防対策の依頼
①自宅での毎朝の健康観察の徹底を呼び掛ける。
学校・園から配布した「自宅で行う健康チェックリスト表」
（以下、
「健康チェ
ックリスト表」という。）を活用し、家庭での健康観察を習慣とするよう保護者に
周知する。
また、同居の家族にも検温や体調確認に取り組んでいただき、何か変わったこ
とがあれば学校・園にも伝えるよう保護者に周知する。
※保護者に対し「同居家族が濃厚接触者になった」「同居家族が新型コロナ
ウイルスの検査を受けることになった」との連絡を学校へ申し出るよう周
知する。
⇒別添１－①
「健康チェックリスト表」を参照

家庭での健康観察のポイント
□ 発熱
□ 息苦しさがある、体がだるい
□ のどの痛みがある
□ 咳がでる
□ 痰がからむ、痰が出る
□ 鼻水がでる、鼻づまりがある
□ 嗅覚・味覚の異常がないか
□ 下痢・嘔吐
□ 頭痛

左記に該当する場合には、無理して
登校・登園せず、自宅で休養する。

②自宅での健康観察の状況を把握するため、朝起きてから家を出発するまでの間
に「健康チェックリスト表」の項目に沿って体調を確認して記入し、学校・園に
持参するよう保護者へ周知する。
（
「健康チェックリスト表」の学校・園での活用については、Ｐ５「学校・園に
おける「健康チェックリスト表」の確認等を参照のこと。
）
※「健康チェックリスト表」の持参は、例えば水泳授業時のプールカードと同様
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に、学校活動上、命を守るものとして重要なものである。家庭での健康観察を
習慣化することが感染予防に繋がることから、持参していない幼児児童生徒（以
下、児童生徒等）の保護者へは持参を依頼する。
③発熱、咳、喉の痛み等の風邪の症状が見られる場合は、自宅で休養し、登校・
登園を控えるよう保護者に周知する。（風邪の症状により登校しなかった場合で
も、学校・園を「欠席」したという扱いにはならない。
）
※「出席停止等」の取扱いについては、Ｐ14「ウ 出席停止等の取扱い（児童
生徒等の出席停止・教職員の服務・臨時休業の考え方）
」を参照のこと。
※ただし、アレルギー等による日常的な鼻水や、寒さによる鼻水等、いつもの
体調と変わらないと判断できるものは、健康チェックリスト表に記入する必
要はないものとする。
④児童生徒等に対して、家庭においても、こまめな手洗い、咳やくしゃみが出る
場合には咳エチケットを心掛けること、抵抗力を高めるため、十分な睡眠、適度
な運動、バランスのとれた食事を心がけるよう指導する。
※咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをす
る際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻を
おさえること。
⑤集団感染の共通点は、特に、
「換気が悪い密閉空間」、
「人が密集している」
、
「近
距離での会話や発声が行われる」であるため、児童生徒等に対して、日頃から学
校・園外においてもこうした状況がある集団感染が発生しやすい場所や場面を避
けるよう指導する。
※学校生活においては、休み時間や登下校など教職員の目が届かない所で
の児童生徒等の行動が大きな感染リスクとなる。
※具体例としては、休日に友人宅（屋内）で集団で遊ぶこと等が挙げられる。
⑥教職員においても同様に、毎朝自宅で検温するなどして、健康観察して体調管
理に努める。また、上記④及び⑤については、教職員においても留意すること。
なお、発熱等風邪症状がある場合には、出勤を控えさせる。
イ 学校・園における登校時の「健康チェックリスト表」の確認等
・体調不良者の早期発見のため、登校・登園して来た際の健康観察が非常に重要
である。このことから、登校・登園時の健康観察について、別紙のフローチャ
ートを参考にして徹底して行う。
⇒別添１－②
健康観察による感染予防と早期対応
⇒別添１－③
風邪症状の判断

※「健康観察チェックリスト」の確認は、本市教育委員会内に設置している専
門家チームからの提言も踏まえて、マスクの着用や教室の換気等、
「学校の
新しい生活様式」が定着していることを確認した上で、校舎内（教室を含
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む）で行うことは差し支えないものとする。ただし、地域の感染者が拡大傾
向にある状況等で、校舎に入る前に実施する場合は、教育委員会から通知
する。
・「健康チェックリスト表」を持参していない場合には、検温や口頭での健康観
察を行うなどして対応する。
・家庭で検温を実施していない場合には、担任等、教職員がすぐに検温を行う。
（使用した体温計（非接触型を除く）は教職員が１回使用するごとにアルコー
ル消毒液で消毒する。）

②知らないうちに持ち込まれたウイルスが校・園内で増幅しない工夫
ア

学校医、学校歯科医や学校薬剤師との連絡体制

・学校医、学校歯科医や学校薬剤師へ、学校・園に在籍する者及びその家族の感
染状況について連絡・相談するなど、学校・園内での感染拡大時に備えて、連
絡体制を整えること。
・児童生徒等及び教職員の感染情報（感染者となったとき、濃厚接触者となった
とき等）について、学校・園内での感染拡大等に備える趣旨から、学校医と情
報共有すること。
イ

基本的な感染症対策

手洗い
・
「接触感染」は感染者から排出された体液に触れ、それを口にすることでウイル
スが体内に侵入するものであり、手に付いたウイルスを洗い流すために手を洗
うことが有効となる。そのため、液体（泡）石けん・流水によるこまめな手洗
いを励行する。手洗いは３０秒程度かけて、水と液体（泡）石けんで丁寧に行
う。
・登校したら、まず手洗いを行うよう指導する。また、特に家に帰ってからの手
洗いを徹底するように家庭に伝える。
○ 手洗いのタイミングの例：
①登校・登園時、②給食前後、③外から教室等に入る時、④トイレの後、
⑤清掃後、⑥咳やくしゃみ、鼻をかんだとき、⑦共有のものを触ったと
き、⑧下校後等
・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指導する。
・児童生徒等に対して、正しい手洗いの方法を知り、実践できるように指導する。
※手洗いに関する教材
きたきゅう手洗いうた（北九州市 HP）
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_1018_00001.html
首相官邸「新型コロナウイルス感染症に備えて ～一人ひとりができる対策
を知っておこう～」
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
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⇒別添２
「手洗い」ちらし 参照

・１日１回、液体（泡）石けんやアルコール
消毒液、備蓄マスク等の衛生物品の状況を確認し、適宜補充する。
・液体（泡）石けんや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
するような場合には、流水でしっかり洗うなどして配慮を行う。
・ポンプ式の液体（泡）石けんや消毒用のアルコールのポンプ部分は、手のひら
や指の腹よりも手の甲で押すことが望ましい。
（ポンプ部分が汚染されている可
能性があり、無意識に口や顔に触れることが少ない手の甲を使うことが望まし
い。
）
・これらの取組は、児童生徒等のみならず、教職員や、学校に出入りする関係者
の間でも徹底されるようにする。
・相当数の学校が密を防ぐために蛇口を間引いていることから、十分な手洗いが
出来ない際の補助的な手指消毒を徹底することを目的に、全普通教室に手指用
のアルコール消毒液を設置する。
◇給食後の歯みがきについて
歯みがきで口腔内の細菌数を減らすことは、むし歯や歯周病を予防するだけ
でなく、ウイルス感染症を予防することにつながるため、歯みがきはとても重
要である。特に学校において、口腔衛生の教育の場として重要な役割がある。
給食後のはみがきは、現時点では、以下の点に留意して実施すること。また、
実施方法等、必要に応じて学校歯科医へ相談し、助言を受けること。
※給食後の歯みがきの留意点
・教室で行う場合には十分換気を行う。
・歯みがきの最中はなるべく口を結んで行う。
・歯みがき後のすすぎは、
10ml くらいの少ない水でぶくぶくうがいをする。
すすぎの回数は１~２回に留める。
・洗口場が混まないように工夫する。
・歯ブラシの管理（消毒）に注意する。
・特別支援学校等、歯みがき介助を行う場合には、マスクを着用し、介助前
後の手指消毒を徹底すること。また、介助中に介助者の口・鼻・目に触れ
ないよう注意する。
※【参考】日本学校歯科医会ホームページ
https://www.nichigakushi.or.jp/news/corona2_qa.html
※【参考】日本歯科医師会ホームページ
https://www.jda.or.jp/corona/pdf/brush-teeth-20210308.pdf

マスク
・児童生徒等に対して、登校時、必ずマスクを持参するよう指導する。また、風
邪等の症状がない場合も、近距離での会話や発声等の際にはマスクを着用する
よう指導する。
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◇マスクの素材について
マスクの素材等によってマスクの
効果には違いが生まれる。一般的な
マスクでは、不織布マスクが最も高
い効果を持ち、次に布マスク、その
次にウレタンマスクの順に効果があ
るとされている。

⇒別添３
「不織布マスク」啓発ちらし

参照

・登下校時には、人と十分な距離を確保できる場合には、マスクを外すようにす
る。公共交通機関をやむを得ず利用する場合には、マスクを着用する、降
車後（または学校到着後）は速やかに手を洗う、顔をできるだけ触らない、
触った場合は顔を洗うなどして、接触感染対策などの基本的対策を行う。
・マスクを着けていないときは、自分の手を用いるのではなく、ハンカチやタオ
ルなど、口を塞ぐことができるものを代用することでも飛沫（くしゃみなどの
飛び散り）を防ぐ効果がある（厚生労働省 Q&A より）
。
・マスクを着用することにより、通常よりも顔周辺に暑さを感じやすい場合もあ
ることから、熱中症に特に留意する。気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い日
や熱中症が発生する可能性が高いと判断した場合には、換気や児童生徒等の間
にできるだけ十分な距離を保つなどの配慮を行った上で、一定時間マスクを外
し、水分補給を行う。
（暑さ指数（WBGT）は環境省ウェブサイト https://www.wbgt.env.go.で提供）
※教室における空調機器（冷房）運転中の室温の目安について、P10を参照
のこと。
※夏期の気温・湿度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。マスクを外す場合には、できるだけ身体的距離を
保つ、近距離での会話を控えるようにするなどの配慮をしつつ、熱中症
の危険性を踏まえて、臨機応変な対応を行う。
（例：体育の授業直後や登校直後に、教室内に冷房が効き始めてクール
ダウンするまでの間、会話を控え、身体的距離を保ちながらマスク
を外す、等）
※マスクの取り外しについては、活動の態様や児童生徒等の様子なども
踏まえ、現場で臨機応変に対応することが重要である。
※児童生徒等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
に対応できるように指導する。
※小学生など、自分でマスクを外してよいかどうか判断が難しい年齢の子
供へは、気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い日に屋外でマスクを外す
よう、積極的に声をかけるなどの指導を行う。その際、人と十分な距離
を確保し、会話を控えることについても指導する。
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・体育の授業におけるマスクの着用は必要ない。体育館など学習する場所への移
動の際は、間隔の確保が難しいため、マスクを着用する。学習開始の整列をし
た時点でマスクを外す。
※マスクを外す際の注意点（例）
・マスクの内側を折りたたんで、各自で名前を書いたファスナー付きプラス
チックバッグやビニル袋など入れ、各自のポケットに入れたり、個別・少
人数の置き場を設ける。
・個別に保管する場合は、学習ファイルにはさむなどの工夫が考えられる。
・少人数の置き場を設ける場合は、かごなどを用意し、回収や配布の際の密
集に留意する。
・マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外し、手指にウイルス等が付
着しないよう、なるべくマスクの表面には触れない。
※透明マスクの活用について
幼児児童生徒の発達段階や特性に応じた成長を支援する観点から、必要に
応じて、表情や口の動きが見えつつ鼻や口元が覆われる透明マスクの活用
が考えられる。
※フェイスシールド・マウスシールドについて
フェイスシールドやマウスシールドは、密閉度も不十分であり、マスクに比
べ効果が弱いことに留意する必要があるとされている。
（フェイスシールド
はもともとマスクと併用し眼からの飛沫感染防止のため、マウスシールドは
これまで一部産業界から使われてきたものであり、新型コロナウイルス感染
防止効果については、今後さらなるエビデンスの蓄積が必要とされてい
る。
）例えば、教育活動の中で、顔の表情を見せたり、発音のための口の動
きを見せたりすることが必要な場合であって、透明マスクの確保等が困難な
場合には、フェイスシールドやマウスシールドを活用することも一つの方策
と考えられるが、この場合には身体的距離をとりながら行う。
※スクールシールド（机シールド）について
スクールシールド（机シールド）の設置は、令和２年６月に学校における
３密対策の取り組みの一つとして、基本的に１クラス３５人以上のクラスを
対象に設置した。（３５人以下のクラスでも希望があれば設置）
その後、新型コロナウイルス感染症等の知見が集まり、専門家などから
は、
「各学校内においてマスクや換気、手洗い、給食時間中に会話しないこ
となど、新しい生活様式が定着している場合は、スクールシールド（机シー
ルド）は基本的に不要」との意見をいただいている。
なお、スクールシールド（机シールド）については、
・定期的な清掃（消毒）が必要
・室内の換気を遮る
・視野が狭くなる、透明部分のシールドの歪みで視力低下に繋がる
・シールドで怪我をする
などの恐れがあることが、専門家から指摘されている。
ただし、マスクを外して会話をする際の飛沫感染防止に一定の効果はある
と考えられるため、スクールシールドの設置の可否、継続については各学校
で判断をする。
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ソーシャルディスタンス（身体的距離の確保）
・
「新しい生活様式」では、人との間隔は、できるだけ２メートル（最低１メート
ル）開けることを推奨している。可能な限り身体的距離を確保することが重要
である。

換気 （３密の回避）
・集団感染の共通点は、特に、
「換気の悪い密閉空間」、
「人が密集している」
、
「近
距離での会話や発声が行われる」であるため、日頃から集団感染が発生しやす
い場所や場面を避ける。また、３つの密が重ならない場合でも、リスクを低減
するため、できる限り「ゼロ密」を目指すことが望ましい。
・休憩時間のトイレ、昼休み中の教室内でのおしゃべり、外遊び後の手洗い場で
は、密にならないよう、１～２メートルの距離を保つ。
（例）手洗い場やトイレの使用はいわゆる「１号車」
、
「２号車」といっ
た座席列ごとの入れ替わり制とし、廊下や入り口での接触を防ぐ。
・活動場所について、児童生徒等の間隔が十分確保できるよう、体育館、図書館
等では複数の学級が重ならないように配慮する。
・移動時には、可能な範囲で動線が重ならないように配慮する。
・給食については、
「学校における新型コロナウイルス感染症対応学校給食関係マ
ニュアル（第二版）」（令和２年８月２４日）に沿って対応する。
・換気の悪い密閉空間にしないため、屋内の換気に努めることとし、気候上可能
な限り常時、困難な場合はこまめに（１時間に２回以上、数分間、窓を全開す
る）
、対角に２方向の窓を同時に開けて行う。授業中は必ずしも窓を全開する必
要はないが、気候、天候や教室の配置などにより異なることから、必要に応じ
て換気方法について学校薬剤師と相談する。教室や職員室など、児童生徒等や
教職員が長時間滞在する空間は特にこまめな換気を行う。
○ １時間に２回以上、数分間、対角に２方向の窓を全開する。
○ 短時間で換気を行う場合（３０分に１回などの換気を想定）には、扉や
窓を広く開けることが短時間での換気に有効（各窓左右２０㎝開放か
つ廊下側欄間全開（または前後扉４０㎝開放）で、１００秒程度で室内
空気の入れ替えができる。
）
○ 気候上可能な限り、常時換気に努め、扉や窓を狭く開けたとしても、廊
下側と窓側を対角に開ける方法をとることにより、効率よく換気がで
きる（廊下側・窓側とも２０㎝程度の開放で、法令等で求められる一般
的なオフィスの換気レベルを満たすことができる）
。
⇒別添４
「学校の教室における窓開け換気効率の
評価」を参照
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※教室における空調機器（冷房）運転中の室温の目安
令和３年５月２０日付北九教学保第１５２号「学校・幼稚園における空調
機器（冷房）の適切な使用について（通知）」を参考のこと。

・窓のない部屋は十分に換気をすることが難しいため、常時、入り口を開けてお
いたり、換気扇を用いたりするなどして十分に換気に努める。
・体育館のような広く天井の高い部屋においても、換気に努める。
・座席の工夫として、当面の間、児童生徒等の席の間に可能な限り距離を確保し
（おおむね１～２メートル）、対面とならないような形とすることが望ましい。
また、座席の間隔に一律にこだわるのではなく、頻繁な換気などを組み合わせ
ることなどにより、現場の状況に応じて柔軟に対応する。
※咳エチケットを行っていない場合、くしゃみや咳のしぶきや約２メートルの
距離まで届くため、咳エチケットを行った上で、児童生徒等同士の距離を１
～２メートル以上保つように座席を配置する。
・児童生徒等の水筒について、給水時に密にならないよう工夫する。（給水時に
は水筒の注ぎ口付近等を手で触れないよう注意を促す。）
例：水筒を自分の机の横に掛ける（紐に引っかかって転倒することのないよ
う十分留意する）。
・十分な換気ができているかを把握し、適切な換気を確保するために、適宜学校
薬剤師等の支援を得つつ、換気の目安として二酸化炭素濃度を計測する Co2 モ
ニターを活用する。
※学校環境衛生基準では、1,500ppm を基準としている。政府の新型コロナウイ
ルス感染症対策分科会では、マスクを伴わない飲食を前提としている飲食店
等の場合には、1,000ppm 以下が望ましいとされており、昼食時には、換気を
強化するなど、児童生徒等の活動の態様に応じた換気に努める。
・冬季における換気の留意点
冬季においては、空気が乾燥し、飛沫が飛びやすくなることや、季節性イン
フルエンザが流行する時期でもあることから、感染症対策を一層心掛ける必
要がある。引き続き、手洗いなどの基本的な感染症対策を徹底し、寒い環境
においても、可能な限り常時換気に努める。
※室温低下による健康被害の防止
換気により室温を保つことが困難な場面が生じることから、室温低下に
よる健康被害が生じないよう、児童生徒等に暖かい服装を心掛けるよう指
導し、学校内での保温・防寒目的の衣服の着用について柔軟に対応する。

ウ

消毒・清掃
消毒は、感染源であるウイルスを死滅させ、減少させる効果はあるが、学校生
活の中で消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難である。このため、
一時的な消毒の効果を期待するよりも、清掃により清潔な空間を保ち、健康的な
生活により児童生徒等の免疫力を高め、手洗いを徹底することの方が重要である。
このため、下記の「（ア）普段の清掃・消毒のポイント」を参考としつつ、通常
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の清掃活動の中にポイントを絞って消毒の効果を取り入れるようにする。
これらは、通常の清掃活動の一環として、新型コロナウイルス対策に効果があ
る家庭用洗剤等を用いて、発達段階に応じて児童生徒が行っても差し支えないと
考える。
消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難であることを踏まえ、手洗
い・咳エチケット及び免疫力の向上という基本的な感染症対策を重視し、下記の
「（ア）普段の清掃・消毒のポイント」を参考としつつ過度な消毒とならないよう、
十分な配慮が必要である。
（ア）普段の清掃・消毒のポイント
・ 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。
・ 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。
・ 机、椅子については、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。
・ 大勢が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回程度、水拭きした後、消毒液を浸した布巾やペーパータオルで拭く。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。なお、児童生徒等の手洗いが適切に
行われている場合には、これらの作業を省略することも可能である。
・ 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。
・ 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。
⇒消毒液の作り方
別添５―①
「厚生労働省感染防止対策ちらし」を参照。
⇒別添５－②
「（参考）消毒の方法及び主な留意事項につい
て」

（イ）消毒の方法等について
・ 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や亜塩素散水を使用する。そ
れぞれ、経済産業省や厚生労働省等が公表している資料等や製品の取扱説明書
等をもとに、
新型コロナウイルスに対する有効性や使用方法を確認して使用する。また、学
校薬剤師等と連携することも重要である。
・ 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。（「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」（厚生労働省・経
済産業省・消費者庁特設ページ）より引用）
・ 消毒作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにする。
・ 換気を十分に行う。
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（ウ）感染者が発生した場合の消毒について
・ 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、0.05％の次亜塩素酸ナトリウム消毒
液または遊離塩素濃度 25ppm（25mg/L）以上の亜塩素酸水消毒液により消毒す
る。
・また、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である。
・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、24 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。
・ 消毒は、別添５－④「（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。なお、トイレについては、消毒用エタノール、0.1％の次亜塩素酸ナト
リウム消毒液または遊離塩素濃度 100ppm（100mg/L）以上の亜塩素酸水消毒液
を使用して消毒する。
エ

教職員の健康管理や職員室内の環境管理について
各教職員が日々の健康管理や職員室内の環境管理などにおいて留意すべきこと
を記載した「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するために（教職員用）
」
を参照すること。
⇒別添６
「新型コロナウイルス感染症の感染拡
大を予防するために（教職員用）
」参照

③校・園内のヒトからヒト感染の可能性を早期に把握する工夫
ア 朝の健康観察の結果の集約
・欠席者及び遅刻者を把握し、その理由を確認する（保護者からの欠席連絡等。
）
朝の健康観察の結果を管理職が集約し、校・園内での感染を早期に把握する。
イ 発熱者（感染の疑い者）への別室対応
・活動中、発熱等の風邪症状が見られる場合には、検温を行うとともに、必ずカ
ウンセリング室等の別室で休養させながら、早退措置を検討する。
※早退する際には教室にあるランドセルやカバン等の荷物は教職員等により
取りに行き、早退者本人は取りに行かない。また、児童生徒に持って来させ
ない。荷物を取りに行った教職員は、早退者本人に荷物を引き渡した後、手
指を消毒する。
※早退となった児童生徒等が休養のために使用した椅子や枕、布団類について
は、椅子については消毒を行い、枕や布団類については、洗濯可能なものは
洗濯を行い清潔に保つ。
※体調不良の児童生徒等へ対応する際には、マスク等を使用し、２次感染に留
意する。
⇒別添７－①、７－②
「学校・園における体調不良の児童生徒
への対応について」
「具体的な対応内容」 参照
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④校・園内のヒトからヒト感染を早期に抑制する対策
ア

児童生徒等の一斉 PCR 検査（幅広検査）

・本市の市立学校（園）では、児童生徒・教職員が罹患者（陽性反応）となり、感
染可能期間に登校・出勤していた場合は、感染拡大防止の観点から、学級等の一
斉 PCR 検査を実施する。令和３年９月３日付北九教学保第４９０号「児童生徒等
の一斉 PCR 検査の実施方法の見直しについて（通知）
」を参照のこと。
《主な流れ》
①学校から保護者へメール送信（学級閉鎖・ＰＣＲ検査について）
②学校は教育委員会で検査キット等を受取り、学校で検査キット等配布物の準備
③保護者に、検査キット等配布物を学校に取りに来てもらい配布。
④保護者は、家庭にて対象児童生徒の唾液を採取し、指定日時に学校へ提出。
⑤教育委員会が、学校で検体を回収し、保健所へ持ち込む。
⑥検査結果判明は、保健所の状況により異なるが、概ね、
保健所に１０時までに検体を持ち込めば、当日の夕方
保健所に１０時以降に検体を持ち込めば、翌日の午前中

イ

学校・園関係者に感染者が出た場合の学校・園の消毒及び学校閉鎖等

・学校関係者に感染者が出た場合の学校・園の消毒及び学校閉鎖等については、消
毒の必要性の有無、消毒範囲、消毒時期・学校閉鎖の必要性等について保健所の
意見を聞きながら、教育委員会において検討する。

ウ

出席停止の取扱い（児童生徒等の出席停止・教職員の服務・臨時休業の考え方）

① 出席停止の取扱い
・児童生徒等の感染が判明した場合又は児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定
された場合には、各学校・園において、当該児童生徒等に対し、学校保健安全法
第 19 条に基づく出席停止の措置を取ること。なお、後者の場合において、出席
停止の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした日の翌日から起算して２週
間を目安とするが、保健所の指示に基づくものとする。
※感染が判明した場合、治癒するまでの期間を出席停止とするが、
「治癒」に
ついては、当面の間、保護者へ口頭で確認するものとし、学校・園へ診断
書の提出は必要ないこととして取り扱う。
（診断書の提出を理由に外出する
ことで感染拡大リスクがあるため。
）
・児童生徒等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、学校保健安全法第 19 条による出席停止の措置を取り、
児童生徒等の指導要録上は「欠席日数」とせずに、「出席停止・忌引等の日数」
として記録する。
・保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等について、例え
ば、生活圏において感染経路が不明な患者が急激に増えている地域で、同居家
族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場
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合など、合理的な理由があると校長が判断する場合には、「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理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、指導要録 「出席停止・忌引等の日数」
として記録し、欠席とはしないことも可能である（幼稚園等については、備考欄
等にその旨を記載）。その判断に当たっては、特に小中学生は就学義務も踏ま
え、児童生徒の学びが保障されるよう配慮する。
⇒別添８
「児童生徒等（幼児児童生徒）の登校判
断」参照
⇒別添９
「出席停止にかかる校務支援への入力
について」

・上記の出席停止の取扱いについて、
「保健だより」等を活用して保護者へ周知し、風邪症状がみられる場合には無
理して登校・登園させず、自宅で休養させるよう依頼する。
〇

新型コロナワクチンの接種に伴う出欠等の取扱い

・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
「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」として記録することで欠席としない。
・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。
②医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等について
〇

登校の判断

・医療的ケアを必要とする児童生徒等（以下、
「医療的ケア児」という。）の状
態は様々であるが、医療的ケア児の中には、呼吸の障害を持ち、気管切開や
人工呼吸器を使用する者も多く、重症化リスクが高いことから、医療的ケア
児が在籍する学校においては、主治医の見解を保護者に確認の上、個別に登
校の判断をする。その際、医療的ケア児が在籍する学校においては、学校で
の受け入れ体制も含め、学校医にも相談する。
・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等（以下「基
礎疾患児」という。）についても、主治医の見解を保護者に確認の上、登校・
登園の判断をする。
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（注）重症化のリスクが高い方について
糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患がある方、透析を受
けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方では、新型コロナウイ
ルス感染症が重症化しやすいとされています。
（出典：厚生労働省「新型コロナウイルスに関する Q&A（医療機関・検査機
関向け）（令和３年１月１２日時点版）
」 の、「問 19 基礎疾患のある患者に
ついて、診療を行う上での留意点はありますか？」
）の回答から抜粋）
・これらにより、登校・登園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、
「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。指導要録上も「欠席日数」とはせずに、
「出席停止・忌引等の日
数」として記録を行う。
・このほか、特別支援学校等における障害のある児童生徒等については、指導
の際に接触が避けられなかったり、多くの児童生徒等がスクールバス等で一
斉に登校したりすることもあることから、こうした事情や、児童生徒等の障
害の種類や程度等を踏まえ、適切に対応する。こうした学校等の対応に際し
ては、必要に応じ、学校医等の助言を得ること、児童生徒等の安全確保など
の観点から指導や介助等において必要となる接触などについて保護者に対し
事前に説明することが重要である。
〇

学校・園における教育活動における感染対策

医療的ケア児や基礎疾患児と接する機会がある教職員においては、当分の間、
自身の発熱等の風邪症状の確認を徹底し、感染リスクの高い場所に行く機会を減
らすなど、一層の感染対策を行うことが求められること。また、校外活動等に際
しては、医療的ケア児や基礎疾患児の感染リスクを下げるため、共有の物品があ
る場所や不特定多数の人がいる場所の利用を避けるなど、注意すること。
③海外から帰国した児童生徒等への対応について
帰国した日の過去 14 日以内に「検疫強化対象地域（※）
」に当該地域が検疫 強
化対象国として追加された日以降の滞在歴がある児童生徒等又は帰国した日の過
去 14 日以内に「入管法に基づく入国制限対象地域（※）
」に滞在歴のある児童生徒
等は、政府の要請に基づく２週間の自宅等での待機を経ていることを確認した上で、
健康状態に問題がなければ登校・登園させて構わない。なお、検疫強化対象地域等
は今後変更があり得るので最新の情報に注意すること。
（※）
「検疫強化対象地域」及び「入管法に基づく入国制限対象地域」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa
_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
④教職員の服務について
感染拡大防止に係る服務取扱い、特別休暇取得については、令和２年２月６日付
け北九教総総第６３９号教育長通知「新型コロナウイルス感染症発生にかかる教育
委員会職員の服務取扱い等について（最終改正 令和３年９月２９日）
」及び令和２
年３月４日付け北九教総総第６８２号教育長通知「新型コロナウイルス感染症拡大
防止のための学校等の臨時休業に伴う教育委員会職員の服務取扱い等について（最
終改正 令和２年５月１５日）を参照すること。
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⑤臨時休業について
学校・園において新型コロナウイルス感染疑い又は感染者が発生した場合には、
令和２年４月２０日付北九教学保第７６号「教育委員会新型コロナウイルス感染症
対策本部の設置及び新型コロナウイルス感染症が発症した場合等の業務フローに
ついて（通知）」に沿って、学校・園の設置者である教育委員会において臨時休業
の必要性や臨時休業の期間等を検討する。
また、臨時休業を行うこととなった場合には、早急な対応が必要となるため、情
報収集や保護者への周知など、教育委員会と連携を取ること。
⇒別添 10
R3.10 現在 新型コロナウイルス感染症が
発症した場合等の業務フロー

⑤

困ったときに相談できる体制の整備

ア 児童生徒等・教職員の心のケア
・児童生徒等の心のケアが必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカー等を活用し支援を行う。
・教職員の心のケアが必要な場合は、教職員給与課を窓口として行っているた
め、活用すること。

イ 教育委員会内に感染症対策の相談部署や小児科医等で構成する専門家チーム
を設置し、さらに保健所等の専門機関と連携しながら、学校・園における感染
防止対策を実施する。
連絡先
【保健マニュアル等に関すること】 教育委員会学校保健課 ５８２－２３８１
【教職員の心のケアに関すること】 教育委員会教職員課
５８２－２７１５
【専門家チームに関すること】
教育委員会新型コロナウイルス感染症
対策本部事務局
５８２－３０８５
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