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【鳥取型「新しい学校生活様式」】
～新型コロナウイルス感染症予防のため～
鳥取型「新しい学校生活様式」を実践！（令和２年５月２７日版）
【参考資料】
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参考資料Ｒ３-３②
参考資料Ｒ３⋯３③
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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
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（第４版）
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３年５月２１日 Ver.９）
大会への参加及び大会実施におけるガイドライン（令和３年５
月２４日版）
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
ドラインに基づいたチェックリスト
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３年５月２１日 Ver.９）
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（令和３年５月２４日版）
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
ドラインに基づいたチェックリスト
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

参考資料Ｒ３-１１

学校の水泳授業における感染症対策について
令和３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おける追加事項について
新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮および学習
教材の活用について
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等に係る教職員の服務
の取扱いについて（市町村立学校）
教職員・児童生徒に新型コロナウイルス感染症陽性者が判明し
た際の問い合わせ FAQ（鳥取市教育委員会）
行動・接触者確認シート

参考資料Ｒ３-１２
参考資料Ｒ３-１３
参考資料Ｒ３-１４
参考資料Ｒ３-１５

新型コロナウイルス感染症発生時の報告様式の変更について
臨時休業中の「学びの保障」について
遠隔授業実証実験について
令和３年度における教育実習の受け入れ時の留意事項について

参考資料Ｒ３-８
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【別添】〔フロー図〕学校における新型コロナウイルス感染症陽性者発生時の対応につい
て（児童生徒の場合）

～本ガイドラインについて～

全国において、感染経路が特定できない症例が多数確認され、医療提供体制もひっ迫し
てきていることなどから、現在、１０都道府県に緊急事態宣言が出され、８県に「まん延
防止等重点措置」が適用されているところです。
本県でも、昨年度末から新型コロナウイルス感染症のクラスター事案が相次いで発生し、
県立高校の運動部活動においてもクラスターが発生しました。連日県内各地で感染者が確
認され、
「鳥取県版新型コロナ警報」の発令地域も拡大し、感染力の高い変異株が広がって
いることから、全県に対して「新型コロナ警戒事態宣言」が発出されています。
新型コロナウイルス感染症対策については、これまでも各学校において適切に対応して
いただいているところですが、これまで以上の緊張感を持って、感染症対策の徹底に努め
ていくことが肝要です。
ついては、本ガイドラインを改訂しましたので、引き続き、児童生徒の生命や健康を保
護し、安全性を確保した上で教育活動を行うことができるよう、本ガイドラインを参考に、
適切な対応を徹底していただきますようお願いします。
なお、本ガイドラインの内容は、今後の感染状況等を踏まえながら、必要に応じて改訂・
追加する場合があることを御承知ください。
令和３年５月２６日

＜本ガイドラインの見方＞
今回の改訂にあたり、次のことに留意しています。
○令和２年５月１２日に本ガイドラインを作成以降、状況に応じ随時加筆修正の上、改
訂版としていたものを恒久的な記載に修正し直した「令和３年度当初（３月１９日ガ
イドライン）」から、変更のあった部分について、今後［新規］
［新規及び更新］
［更新］
と赤字で表記していく。
○恒久的な記載に修正し直していることから、このたびのガイドラインから、今までの
ように「〔例〕新型コロナ警報事態宣言（５月２６日ガイドライン）」とせず、
「令和３
年５月２６日ガイドライン」と日付表記のみのガイドラインとする。
○このたびの「令和３年５月２６日ガイドライン」も変更のあった部分について、
［新規］
［新規及び更新］［更新］と赤字で表記している。
○参考資料についても再度番号を打ち直したもの（令和３年度：Ｒ３）を添付している。
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感染症対策に関する考え方
学校において、以下４つの対策を講じることが重要である。
・手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策の徹底
・学校医や学校薬剤師等と連携した校内保健管理体制の整備
・日頃の連絡体制の確認
・集団感染のリスクが高い、以下の３つの条件（密閉、密集、密接）
〔３つの「密」〕が同
時に重なることを徹底的に回避
①密閉空間であり、換気が悪い
②手の届く距離に多くの人がいる
【密閉】

③近距離での会話や発声

密閉空間であり

また、特定の地域におけるクラスター

換気が悪い

（患者集団）の発生状況や県内の患者の
発生状況等によっては、一部又は全ての
学校において休業措置を行う場合がある。

【密接】
近距離での
会話や発声

※３つの「密」とは・・・

【密集】
手の届く距離に
多くの人がいる

密閉空間（換気の悪い密閉空間等）、
密集場所（多くの人が手の届く密集等）、
密接場面（近距離での会話や発声等）のこと。
「３密」と表現する場合もあります。
これまでは、３つの「密」(密閉空間、密集場所、密接場面)が同時に重なるほど、クラ
スター（集団)発生のリスクが高くなると言われてきました。しかし、今、感染の広がって
いる変異株では、
「密閉」
「密集」
「密接」のどれか一つの状況でも、感染が拡大した例もあ
り、「密閉」「密集」「密接」をそれぞれ徹底的に回避する必要があります。
今後、学校においては、緊張感をもって、「密閉」「密集」「密接」それぞれを徹底的に
回避するなどの基本的な感染症対策を継続しながら、鳥取型「新しい学校生活様式」に基
づいた通常の教育活動（一斉登校、一斉授業等）を実施することが重要である。
鳥取型「新しい学校生活様式」について
○「新しい学校生活様式」とは、衛生管理の徹底が日常となること。
・登校前の検温等、体調管理
・児童生徒、教職員ともにマスク着用
・手洗いや、ドアノブなど生徒が手を触れる箇所やボールなど共用物品の消毒
・こまめな換気、近距離での会話及び「密閉」「密集」「密接」それぞれの徹底的回
避
2

文部科学省から「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）」が示され、その中の「『新しい生活様
式』を踏まえた学校の行動基準」（令和２年１２月３日時点更新）によると、令和３年５
月２６日現在、本県における感染レベルは「レベル２」に該当する。
この行動基準を参考としつつ、学校教育活動を継続しながら「新しい学校生活様式」へ
の円滑な移行と児童生徒及び教職員の行動変容の徹底を図っていくことが必要である。
なお、放課後児童クラブでの外部指導者に起因する児童等の検査事案も複数あることか
ら、外部関係者への感染防止対策を特に強化していく必要がある。

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準
地域の
感染レベル

身体的距離の確保

レベル３

できるだけ２ｍ
程度（最低１ｍ）

レベル２

１ｍを目安に
学級内で最大限の
間隔を取ること

レベル１

１ｍを目安に
学級内で最大限の
間隔を取ること

感染リスクの高い
教科活動

部活動
（自由意思の活動）
個人や少人数での
リスクの低い活動
行わない
で短時間での活動
に限定
感染リス 感染リスクの低い
収 感染リスク 拡
活動から徐々に実
束 の低い活動 大 クの高い 施し、教師等が活
局 から徐々に 局 活動を停
動状況の確認を徹
面 実施
面 止
底
適切な感染対策を行っ
た上で実施

十分な感染対策を
行った上で実施

〔令和 2 年 12 月 3 日付文部科学省「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～『学校の新しい生活様式』～
（2020.12.3Ver.5）」から抜粋〕
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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
レベル２：生活圏内の状況が、
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
レベル１：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）
〔令和 2 年 5 月 22 日付文部科学省「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～『学校の新しい生活様式』～
（2020.5.22Ver.1）」から抜粋〕
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＜鳥取県新型コロナウイルス感染症対策行動計画（抜粋）＞

＜鳥取県版「新型コロナ警報の見直し」（運用：２０２０年１０月１３日）＞
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＜「感染警戒地域の見直し」（２０２１年３月２１日）＞

＜「感染警戒地域」等（２０２１年５月２５日：更新）＞
１５.０人は政府の感染症対策分科会提言において、ステージⅢの判断目安とされているレベ
ル

感染流行厳重警戒地域（Ⅴ）

北海道、青森県、山形県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、岐阜県、
愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、高知県、
福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県 （２６都道府県）
※緊急事態措置実施区域（北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島
県、福岡県、沖縄県）
※まん延防止等重点措置実施区域（群馬県、埼玉県、神奈川県、石川県、岐阜県、熊本県）
各都道府県の直近１週間の新規感染者数が人口１０万人当たり１０.０人以上に該当する地域

感染流行警戒地域（Ⅳ）
感染注意地域（Ⅲ）
感染留意地域（Ⅱ）
感染散発地域（Ⅰ）

福島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県、静岡県、三重県、香川県、宮崎県
※まん延防止等重点措置実施区域（千葉県、三重県）

（９県）

各都道府県の直近１週間の新規感染者数が人口１０万人当たり５.０人以上に該当する地域
岩手県、宮城県、秋田県、新潟県、山梨県、和歌山県、島根県、徳島県、長崎県 （９県）
各都道府県の直近１週間の新規感染者数が人口１０万人当たり２.０人以上に該当する地域
福井県、愛媛県（２県）
各都道府県の直近１週間の新規感染者数を、鳥取県版新型コロナ警報の基準に当てはめ、警報
レベル（人口１０万人当たり２.０人未満）に該当する地域
－

〔参考〕感染状況を踏まえた本県の区分：感染留意地域（Ⅱ）
○各都道府県の感染者数を基に、原則、毎日感染を警戒する地域の見直しが行われているため、
最新の情報は「鳥取県新型コロナウイルス感染症（COVID－19）特設サイト」を確認すること。
（地域に変更がない場合は、更新は行われない。）
鳥取県

新型コロナウイルス感染症（COVID－19）特設サイト

6

令和３年５月２６日ガイドライン
１

基本的な感染症対策の実施［新規及び更新］

（１）
「毎朝自宅で検温し、熱がある場合や体調不良時は登校させないこと」を徹底すること。また、
登校後にも健康観察に努め、体調不良の児童生徒がいる場合には、別室で休養させるなど、状況
に応じた対応を行うこと。このことは、教職員も同様であること。
（２）手洗いの実践指導を行うとともに、咳エチケットとしてマスクの着用を指導すること。
【マスクの着用について】
① 児童生徒の特性による感覚過敏等によりマスクの着用が難しい場合や、気温・湿度等により、
熱中症などの健康被害を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
軟に対応すること。その際は、より一層の換気や児童生徒間等の十分な距離を保つなどの配慮
を行うこと。
② 熱中症対策として、児童生徒の座る位置の工夫や間隔の確保に留意し、マスクは人との間隔
が１メートル取れない場合には着用することを原則とするが、学校の実態に応じて、適宜着脱
のタイミングを規定すること。
※正しい手洗いの方法（こまめな手洗い：厚生労働省）
https://www.kantei.go.jp/jp/content/000059529.pdf
※感染予防は正しい手洗いから！～正しい手の洗い方～（鳥取県）
https://www.youtube.com/watch?v=v-OAk3WsscI&feature=youtu.be
※マスクの着用・咳エチケット（厚生労働省）
https://www.kantei.go.jp/jp/content/000059528.pdf
※手作りマスクの作成方法（子どもの学び応援サイト等、文部科学省）
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html
※布製マスクの洗い方動画（経済産業省、厚生労働省）
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319009/20200319009.html
（３）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ようにすること。
・エアコン使用時においても、適切に換気を行うこと。
・換気扇や空調等を有効活用すること。
・３０分に１回程度、部屋の対角にある窓を同時に開けて行うようにすること。
（４）多くの児童生徒が手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチ等やボールなど共有物品）は
１日１回、消毒液を使用して清掃を行うなどし、環境衛生を保つこと。なお、児童生徒の手洗い
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できる。
［更新］
（５）児童生徒の間隔を１ｍを目安に、学級内で最大限の間隔をとるように座席配置を取ること。
（６）近距離での会話や大声での発声をできるだけ控えるよう指導すること。（長時間、近距離で対
面形式となる学習活動については、可能な限り感染症対策を行った上で実施すること。）
（７）児童生徒が更衣室等の狭い部屋を利用する場合は、児童生徒の間隔を１ｍを目安に、利用人数
を制限し、定期的（３０分に１回以上、数分間程度）な換気及び会話をする場合のマスクの着用
を徹底すること。［新規］
（８）集団感染のリスクが高い、
「密閉」
「密集」
「密接」が同時に重なることを徹底的に回避するよう
指導すること。
［更新］
（９）免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事を心がけるよう指導す
るとともに、校内掲示等により児童生徒に対する感染防止対策への注意喚起を行うこと。
［更新］
（１０）感染の不安がある場合は、
「発熱・帰国者・接触者相談センター（各保健所）」へ相談させるこ
と。
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【発熱・帰国者・接触者相談センター連絡先】
名称
電話番号
０８５７－２２－５６２５（平日８:３０∼１７:１５）
東部地区
０８５７－２２－８１１１（上記以外）
０８５８－２３－３１３５（２４時間対応）
中部地区
０８５８－２３－３１３６（
〃
）
西部地区
０８５９－３１－００２９（２４時間対応）
【相談窓口について】
（１）学校は、児童生徒等に発熱等の症状が出たときは、地域の医療機関に連絡（電話、ファクシミ
リなど）させ、相談先に迷う場合は「受診相談センター」へ相談させること。
【地域の医療機関で受診する際の注意事項】
・受診の際は、事前に受診方法等を確認すること。
・マスクを着用し、できるだけ公共交通機関の利用を避けること。
【受診相談センター連絡先】
受付時間
９:００～１７:１５
※土日祝日含む
※年末年始
（１２/２９～１/３）を除く
上記以外の時間

連絡先
（電話）０１２０－５６７－４９２
コロナ・至急に
（ファクシミリ）
０８５７－５０－１０３３
東部地区（電話) ０８５７－２２－８１１１
中部地区（電話） ０８５８－２３－３１３５
西部地区（電話） ０８５９－３１－００２９

【診療・検査医療機関】
・発熱等の症状のある方の診療を行う医療機関を「診療・検査医療機関」として指定し、発熱
患者の外来診療・検査体制が確保されていることを理解しておくこと。
・
「診療・検査医療機関」指定一覧は県ホームページに公開されているため、参考にすること。
・診療の内容（検査実施の有無等）
、対象者、対応時間等については、医療機関により異なって
いるため、事前に電話で確認すること。
・一覧以外にも、多くの医療機関が発熱等の症状のある児童生徒の診察を行っているが、まず
は、地域の医療機関等に連絡すること。

鳥取県 新型コロナウイルス感染症（COVID－19）特設サイト

〔相談センター、LINE 等〕

（２）陽性者と接触歴がある児童生徒や接触した可能性があるなど心配な場合は、各地区の保健所（接
触者等相談センター）に相談すること。
【保健所（接触者等相談センター）連絡先】
電話
地区
（平日８:３０∼１７:１５）
東部（鳥取市保健所内）
０８５７－２２－５６２５
中部（倉吉保健所内）
０８５８－２３－３１３５
西部（米子保健所内）
０８５９－３１－００２９
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ファクシミリ
（平日８:３０∼１７:１５）
０８５７－２０－３９６２
０８５８－２３－４８０３
０８５９－３４－１３９２

令和３年５月２６日ガイドライン
２ 教育課程に関すること［更新］
（１）感染症対策に留意した各教科等の指導［更新］
① 児童生徒の間隔を１ｍを目安に学級内で最大限の間隔を確保した上で、一斉授業を行ってよ
いこと。
・教室内での「密閉」
「密集」
「密接」それぞれを回避すること。［更新］
・教室内でのマスク着用、定期的な換気等を徹底し、可能な限り感染症対策を行った上で実
施すること。
② 学習指導要領において示されている主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善等
に係る「児童生徒が対面形式となるグループワーク等」については、マスクの着用の徹底な
ど、可能な限り感染症対策を行った上で時間や身体的距離にも配慮を行い実施すること。
（授業改善については、「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」［参考資料Ｒ３－１］を参照すること。）
③「衛生管理マニュアル」に示された「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」（音楽科の歌唱指導、家庭科の調理実習、図画工作科の制作活動等）についての対応は
以下のとおりとすること。
【レベル１】適切な感染症対策を徹底した上で実施すること。
【レベル２】拡大局面の場合は、感染リスクの高い活動を停止すること。
収束局面の場合は、感染リスクの低い活動から徐々に実施すること。
④ 体育の授業及び水泳の授業については、令和２年５月２１日付け及び令和３年４月９日付
けスポーツ庁政策課学校体育室事務連絡を参考に実施すること。（③④についての詳細は、
「３ 学習指導に関すること」に記載）
［更新］
（２）児童会・生徒会活動［更新］
① 委員会活動は、児童生徒同士の間隔の確保や定期的な換気等、感染症対策を徹底した上で
実施すること。
② 集会等は、「密閉」
「密集」
「密接」それぞれを回避し、児童生徒同士の間隔の確保や定
期的な換気等感染症対策を徹底した上で実施すること。特に体育館等の出入の際の密の回避
に対する対策を行うこと。［更新］
（３）学校行事［更新］
学校行事については、「密閉」
「密集」「密接」それぞれを回避する対応をとった上で実施
すること。
① 入学式、卒業式、始業式、終業式、修了式、開校記念に関する儀式、着任式、離任式等を
実施する際には、こまめな換気を実施する等の感染拡大防止のための措置をとったり、参加
人数を抑えたり、式典全体の時間を短縮したりする等の開催方式の工夫を講じて実施するこ
と。
＜感染拡大防止の措置＞
・風邪のような症状のある方には参加をしないよう徹底。
・参加者への手洗いや咳エチケットの推奨、可能な範囲でアルコール消毒薬の設置。
・こまめな換気の実施。
＜開催方式の工夫の例＞
・参加人数を抑えること。
（在校生の参加の取りやめ、保護者の参加人数を最小限とする、保護
者を別会場とする等。
）
・会場の椅子の間隔を空けて、参加者間のスペースを確保すること。
・式典の内容を精選し、式典全体の時間を短縮すること。
（祝辞の割愛、式辞等の文書での配付
など）
・放送やオンラインで開催すること。
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② 学校行事は、子どもたちの学校生活に潤いや、秩序と変化を与えたりするものであり、それ
ぞれの地域の行事の意義や必要性を確認しつつ、年間を見通して実施する学校行事を検討する
こと。
③ 実施に当たっては、開催する時期、場所や時間、開催方法等について十分配慮すること。
④ 宿泊を伴う活動は、全国の感染状況や今後の国、県の対応をもとに判断し実施すること。
（修学旅行の扱いに準拠すること）
⑤ 運動会、文化祭等は、例年と同様の活動はできないことに留意して、実施内容、規模、期
間を縮小するなど、感染防止対策を徹底した上で、実施できることとすること。
⑥ 修学旅行については、「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（第４版）」〔令和３年１月２９日〕［参考資料Ｒ３－２］を踏ま
え、総合的に判断して、実施内容や方法等を決定すること。
〔手引き：記載事項〕
・具体的な感染防止対策

・その他

・営業担当者、添乗員向けの対策

学校作成の保護者からの参加同意書

・児童・生徒、教職員、その他の同行

旅行時持参物の内容の配慮について

関係者向けの対策

班別、グループ活動中の注意事項

・旅行行程、運営業務上の対策

旅行実施中の発症者発生時の対応について

・集合場所について

民泊体験活動のガイドライン・ルール等

・輸送機関利用上の対策

旅行終了後の健康観察

・宿泊施設利用上の対策
・食事施設利用上の対策
・入場観覧施設利用上の対策
・体験学習プログラム等運営上の対策
・修学旅行以外の学校行事について
⑦ 児童生徒の定期の健康診断は、毎学年、６月３０日までに実施することとされているが、
新型コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わない等、やむを得ない事由によって
当該期日までに健康診断を実施することができない場合は、当該学年度末日までの間に、可
能な限りすみやかに実施すること。
⑧ 県内講師による講演会については、密を回避した上で、実施すること。
⑨ 県外から講師等を招聘した研修会等は、総合的に判断して、実施方法等を決定すること。
〔留意点〕
・オンライン会議（ウェブ会議システム等）で代替できないかなど、改めて招聘の是非を適
切に判断すること。
・来県前に、招聘する者の体調等を必ず確認するとともに、風邪症状等がある場合は延期、
中止等を適切に判断すること。
・来県後も、招聘した者の健康状態を把握するよう努めるとともに、少しでも体調に異変を
感じた場合は、発熱・帰国者・接触者相談センターに相談するように促すこと。
・招聘した際には、「密閉」
「密集」
「密接」それぞれを回避し、マスク着用、手指消毒など
感染防止対策を徹底すること。［更新］
※学校行事全般を通して、
「新しい生活様式」に基づく行動となる。実施にあたっては、保護者及
び来校者の手指消毒やマスクの着用、発熱等の症状がある保護者及び来校者には入校を断るな
ど、基本的な感染症対策の徹底を行うこと。
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（４）学校給食及び昼食［更新］
① 給食の配食を行う児童生徒及び教職員は、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状の有無、衛生的
な服装や手洗いの確認等、適切な状況で当番活動を行うこと。
② 児童生徒全員の食事前後の手洗いを徹底すること。
③ 会食にあたっては、飛沫を飛ばさないよう、机を向かい合わせにしない。十分な間隔を空け
て座る、または会話をする場合はマスクを着用させる等の対応をすること。［更新］
④ 児童生徒の食後の歯みがきの際は、マスクを着用していないことを考慮し、並ぶ際には間隔
を空けて換気の良い環境で行わせる、会話は控えさせるなど、飛沫を飛ばさないための工夫を
行うこと。
［更新］
（５）休憩時間
① 教室等のこまめな換気を実施すること。
（２方向のドアや窓を同時に開ける。
）その際、衣服
等による温度調節にも配慮すること。
② 児童生徒本人に感染症対策の考え方を十分に理解させるとともに、地域の感染状況及び学校
の状況に応じて、休み時間中の行動についての必要となるルールを設定することなども含め
て、指導の工夫を行うこと。
③ 会話をする際にも、一定程度距離を保つこと、お互いの体が接触するような遊びは行わな
いよう指導すること。
（６）部活動［新規及び更新］
①「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３年５月２１
日 Ver.９）」及び「大会への参加及び大会実施におけるガイドライン（令和３年５月２４日
版）」を参考にして実施すること。［参考資料Ｒ３－３①②］
②「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３年５月２１
日 Ver.９）」及び「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（令和３年５月２４日版）」を参考にして実施すること。［参考資料Ｒ３－４①②］
③運動部・文化部活動それぞれの新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づいたチェッ
クリストを参考にすること。［参考資料Ｒ３－３③・参考資料Ｒ３―４③］ ［新規］
（７）生徒指導等［新規及び更新］
① 密閉空間で換気が悪く、手の届く距離に多くの人がいて、近距離での会話や発声があるよう
な場所やイベント等には参加しないよう指導すること。
② 登下校の際には、マスクを着用し、スクールバスや公共交通機関を利用する場合は、可能な
限り車内で密集しないように乗車し、車内での会話を控えるなど、飛沫感染の防止に努めるこ
と。
③ 下校の際は、速やかに自宅等に帰り、不要不急の外出を行わないよう指導すること。
④ やむを得ず、外出する際には次の点に留意すること。
・飛沫感染を最小限に抑えるためマスクを着用し、こまめに手洗いすること。
・人との距離を十分とること。（少なくとも２ｍ以上）
・多くの人が集まる場所や、「密閉」「密集」
「密接」が重なる場となるカラオケボックス等
への出入りはしないこと。［更新］
⑤ 以上について、時機を捉えて繰り返し指導し、強く感染予防対策を徹底すること。［新規］
（８）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すること。掃除が終わった後は、必ず石
けん等を使用して手洗いを行うこと。
【普段の清掃・消毒のポイントについて】
① 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こ
と。
② 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こと。
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③ 机、椅子についても、特別な消毒作業は必要ないが、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ことも考えられること。
④ 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、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こと。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こと。
⑤ 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
必要はないこと。
⑥ 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こと。
３ 学習指導に関すること［更新］
（１）具体的な活動場面ごとの感染症予防対策について［更新］
○各教科等について
各教科における「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」として、以下
のような活動が挙げられる（「★」はこの中でも特にリスクの高いもの）。
・各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワ
ーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」（★）
・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」
・音楽における「室内で児童生徒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」（★）
・図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士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、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」（★）
・体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」（★）や「近距離で組み合ったり接
触したりする運動」（★）
＜参考＞
【レベル１地域】
上記の「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」については、可能な限り
感染症対策を行った上で実施することを検討すること。その際には、レベル２地域における留
意事項も、可能な範囲で参照すること。
【レベル２地域】
上記の活動は、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
ことを検討すること。すなわち、これらの活動における、児童生徒の「接触」「密集」「近距
離での活動」「向かい合っての発声」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、また回数や時間を絞るなどして実施すること。この場合にも、（★）を
付した活動については特にリスクが高いことから、実施について慎重に検討すること。その際
には、以下の点にも留意すること。
・できるだけ個人の教材教具を使用し、児童生徒同士の貸し借りはしないこと。
・器具や用具を共用で使用する場合は、使用前後の適切な消毒や手洗いを行わせること。
・体育の授業に関し、医療的ケア児及び基礎疾患児の場合や、保護者から感染の不安により
授業への参加を控えたい旨の相談があった場合等は、授業への参加を強制せずに、児童生
徒や保護者の意向を尊重すること。また、体育の授業は、感染者が発生していない学校で
あっても、児童生徒や教職員の生活圏（通学圏や、発達段階に応じた日常的な行動範囲
等）におけるまん延状況を踏まえて、授業の中止を判断すること。
・体育の授業は、当面の間、地域の感染状況にもよるが、可能な限り屋外で実施すること。
ただし気温が高い日などは、熱中症に注意すること。体育館など屋内で実施する必要があ
る場合は、特に呼気が激しくなるような運動は避けること。
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・体育の授業におけるマスクの着用については必要ないが、体育の授業における感染リスク
を避けるためには、児童生徒の間隔を十分確保するなど事務連絡（「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」〔令和２年５月２１日〕）［参考資料Ｒ３－５］を
踏まえた取扱いをすること。
・水泳については、事務連絡（「学校の水泳授業における感染症対策について」〔令和３年４
月９日〕）［参考資料Ｒ３－６］を参考にすること。［更新］
・教育委員会は、地域の感染状況を踏まえつつ、上記の「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」についての各学校における実施状況を把握し、仮に感染症対策が
十分でないと判断する場合には、必要な指導・助言を行うとともに、地域内の他の学校に
も注意喚起を行うこと。
【レベル３地域】
上記の活動は、「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い」ことから、行わないよう
にすること。
（２）学校において合唱等のリスクの高い活動を行う場合
① マスクは飛沫拡散防止の効果があるため、原則、着用すること。
② 合唱している児童生徒同士の間隔や、指導者・伴奏者と児童生徒との間隔、発表者と聴いて
いる児童生徒等との間隔は、マスクを着用している場合であっても、前後方向及び左右方向と
もにできるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けること。
③ 立っている児童生徒の飛沫が座っている児童生徒の顔へ付着する飛沫感染のリスクを避け
るため、立っている児童生徒と座っている児童生徒が混在しないようにすること。
④ 連続した練習時間はできる限り短くすること。常時換気を原則とし、窓等を対角方向に開け、
十分に換気を行うこと。飛沫感染に留意し、近距離での大声を徹底的に避けること。
（３）高等学校入学者選抜等の実施における感染症対策
高等学校入学者選抜等の実施における感染症対策については、令和３年１月１９日付第２
０２０００２５６５３５号「令和３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おける追加事項について」
（高等学校課長通知）
［参考
資料Ｒ３－７］において、コロナ禍において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方針を示しているため、確認の上、留意すること。
４

出席停止について

（１）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について
地域の感染状況を踏まえ、主治医や学校医に相談の上、登校の判断をすること。これらによ
り、登校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、「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のできない事由で欠
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」として扱ってよいこと。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」として記録すること。
（２）感染症の予防上、保護者が児童生徒を出席させなかった場合について
「感染症への不安により外出を控えたい」という理由等により欠席する児童生徒（バス通学等
公共交通機関を使って登校する児童生徒や、保護者が感染予防のため登校させたくないという
児童生徒を含む）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の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」として扱ってよいこと。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」として記録すること。
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※本県のこれまでの感染状況等を鑑み、今後、感染症予防として保護者が児童生徒を出席させ
たくないとした場合、保護者から欠席させたい事情をよく聴取し、学校で講じる感染症対策
について十分説明するとともに、これまで以上に、学校運営の方針についてご理解を得るよ
う引き続き努めていただきながら、状況に応じて、出欠の扱いを「出席停止等の扱いとしな
いこと」とすることができること。
（３）児童生徒に発熱がある場合の出欠について
症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指導すること。（指導要録上は、「欠席日数」
とせずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録すること。）
ただし、病院を受診し、医師から風邪など新型コロナウイルス感染症以外の診断をされた
場合、診断日の翌日以降は、病欠扱いとする。

５

心のケア
自分や家族も感染するのではないかと不安や恐れを抱くなど、依然として心理的なストレスを抱え

ている児童生徒も存在すると考えられることから、学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健
康観察等から、児童生徒の状況を的確に把握し、教育相談や健康相談の実施やスクールカウンセラー
による支援を行う等、チームとしての対応策を講じながら、児童生徒の心の健康問題に適切に対応す
ること。
６

感染者、濃厚接触者等に対する偏見、差別及びいじめへの対処と個人情報の保護について［更新］

（１）鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（令和２年９
月１日施行）
、鳥取県人権尊重の社会づくり条例の改正（令和３年４月１日施行）の趣旨を踏まえ
た上で、新型コロナウイル感染症を理由とした感染者、濃厚接触者とその家族等に対しての偏見
や差別、プライバシーの侵害、いじめの防止に努めること。
［参考資料Ｒ３－８］
［更新］
① ウイルス感染について、ふざけて冗談や悪口を言ったり、特定の人・地域・職業などに対し
て心ない言動をとったりしないこと。
② 正しい情報に基づき冷静な判断や行動を心がけること。
③ 感染者、濃厚接触者とその家族の人権やプライバシーを尊重した対応をとること。［更新］
（２）児童生徒・保護者等から発熱など初期症状についての相談・連絡があった場合、個人情報の管
理を徹底するとともに、罹患した場合にあっても、いたずらに感染者が特定されることがないよ
う、十分に配慮すること。
７

電子メディア機器の利用に関する注意事項
テレビ・ゲーム・動画視聴・ＳＮＳ等の利用について、利用時間、利用場所、利用内容などのルー

ルを家族で話し合って決めておき、長時間の利用により生活習慣が乱れたり、犯罪やトラブルに巻き
込まれたりすることがないように十分気をつけるよう指導すること。
８

教職員の勤務・服務・県外出張等の取扱いに関すること［新規及び更新］

（１）教職員の感染時や発熱等の風邪症状により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
は、特別休暇を取得させること等を徹底すること。
（２）鳥取型「新しい学校生活様式」に基づき、
「密閉」
「密集」「密接」それぞれを回避する方策を
講じるとともに、教職員が感染者又は濃厚接触者となった場合を想定した学校運営体制の構築
について、検討をしておくこと。［更新］
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＜参考：県立学校＞
１ 教職員の県外出張等の取扱い
・緊急事態宣言対象地域への出張は禁止。
・
「まん延防止等重点措置」対象地域への出張は原則、禁止とすること。
・感染流行地域（
「感染流行警戒地域(Ⅳ)」「感染流行厳重警戒地域(Ⅴ)」）については、必要
性を十分検討し、不急の出張を控えること。
・県外出張する際には、出張先の感染拡大状況をよく確認し、普段会わない者との会食を含め、
感染リスクの高い場所には絶対に立ち入らないこと。
・出張のオンライン形式での代替については、引き続き検討し、適切に対応すること。
・県外からの関係者等の招聘については、基本的にオンライン形式で代替すること。
・私的な旅行についても上記に留意すること。
・私的な場面においても、感染予防対策を呼び掛けている県の立場を自覚し、不要不急の外出
や県外への往来、県外の方との飲食は自粛すること。
２ 懇親会の取扱いについて（再掲）
この度の新型コロナウイルス感染症の感染急拡大を踏まえ、教職員においては、緊急事態宣言
が解除されるまでの間、職場等での懇親会を見送ること。
なお、私的な会食等を行う際においても、以下の会食の際の留意事項を再度徹底すること。
・会話をする時は必ずマスクを着用する。
・
「密閉」
「密集」
「密接」それぞれを避ける、手指消毒等の基本的な感染対策を徹底する。
・同居家族など普段から一緒にいる人と少人数で。
・新型コロナ対策認証事業所をはじめ、ガイドラインを遵守している（感染対策が取られてい
る）飲食店を利用する。
・体調が悪い人は参加しない。
・席の配置は斜め向かいに (正面や真横はなるべく避ける) 。
・短時間で、深酒やはしご酒などは控え、適度な酒量で。
・お猪口やコップは使い回さず、一人ひとりで。
・２週間以内に感染が拡大している地域との往来がある人は参加しない。
３ 個々の教職員に対する注意事項（再掲）
（１）県教職員として自覚をもった行動
・感染予防対策を呼びかけている県の職員の一員として、自覚をもった行動を心がける。
・感染予防対策をおろそかにしたことにより感染が発生してしまった場合など、児童生徒や
保護者など県民の皆様からの信用を失墜することになるだけでなく、県の感染予防対策に
も支障が生じることとなることを心に刻む。
（２）基本的な感染予防対策の実践の再徹底
・マスク着用（会話する時には必ず着用）
・「密閉」
「密集」
「密接」それぞれを徹底的に避ける。
・会議中や協議中には、可能限り人と人との感染防止距離(概ね２メートル)を取る。
・こまめな「手洗い」や「手指消毒」（※石鹸による正しい手洗いは消毒液よりも効果的と
言われています。）
（３）毎日の行動歴の記録等
・日々の行動歴等を適切に記録する。
※教職員は、ＰＣＲ検査陽性判明後、発症前２週間の行動歴の把握が必要になることに留
意。
・私用、公用を問わず、感染流行地域（「感染流行厳重警戒地域（Ⅴ）」、「感染流行警戒
地域(Ⅳ)」）を往来する場合は校長とその行動計画及び行動歴の情報共有を行うととも
に、当該地域での会食は控えること。
４ 学校における基本的な感染対策の徹底（再掲）
学校においても、「密閉」
「密集」
「密接」それぞれを避ける、人と人との感染防止距
離（概ね２メートル）を取る、マスクの着用、こまめな手洗い、手指消毒、こまめな換気な
どの感染対策を引き続き徹底すること。
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【学校における感染対策】
・教職員の執務机の配置の見直しや間仕切りを設置する。
・コピー機・電話機等の教職員が共用する物品を定期的に消毒等する。また、消毒を実施す
る時間や実施者を予め定めておく。
・基本的な感染対策（マスクの着用、こまめな手洗い、手指消毒、こまめな換気）をより実
践するとともに、「鳥取県立学校版感染予防ガイドライン」を適切に運用する。
５

県外で実施される大会等に教職員が役員等の立場で参加する場合の取扱いについて（生徒引率
をしない場合）
［新規］
（１）
「緊急事態宣言対象地域」及び「まん延防止措置等重点措置対象地域」で開催される大会へ
の参加は、真に必要な場合（当該者が参加しないと大会が成立しない場合等）を除き、自粛す
ること。
（２）県が定める「感染流行厳重警戒地域（Ⅴ）」及び「感染流行警戒地域（Ⅳ）
」で開催される大
会への参加は、極力控えること。
（３）県が定める「感染注意地域（Ⅲ）
」、「感染留意地域（Ⅱ）」、「感染散発地域（Ⅰ）」で開催さ
れる大会への参加は、より特段の感染防止対策を徹底して参加すること。
（４）上記（１）から（３）までのすべてについて、大会等に参加する者は、その２週間前から体
調管理表に記録するなど体調管理に努め、大会参加後も体調管理をしっかり行うとともに、
日々の行動歴等を適切に記録すること。
（５）私用、公用を問わず、上記１及び２の地域を往来する場合は校長と行動歴等の情報共有を行
うこと。
（６）マスク等の着用や当該地域での会食は控えるなど、基本的な感染防止対策を徹底すること。
（７）令和３年４月２６日付第２０２１０００３０２９６号「緊急事態宣言発令に伴う教職員の対
応について（通知）
」を参考とすること。
※服務の取扱については、
「
【別紙】新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等に係る教職員の
服務の取扱いについて（市町村立学校）」を参考にすること。［参考資料Ｒ３－９］
９ 放課後児童クラブについて
（１）学校の臨時休業を行う場合には、保護者が休暇を取得するなどの協力が必要となるが、子ど
もの居場所確保に向けた取組を行うかどうかについては、当該学校を臨時休業した趣旨を踏ま
え、児童生徒の間での感染リスクを考慮し、慎重に判断すること。
（２）学校の一部を休業する場合においても、分散登校等に伴い、登校する児童生徒の兄弟姉妹で
ある低学年の児童が自宅で一人になる場合も生じることも考えられるところであり、担当部局
と相談し、地域全体として子どもの居場所づくりに配慮すること。
（３）子どもの居場所確保に向けた人的体制の確保や学校の教室等の活用等を実施する場合には、
一斉休業期間中の対応として示した「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等に臨時
休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について（依頼）」
（令和２年３月２日付け文部科学省初等中等教育局長ほか連名通知）の例を参照した対応を行
うこと。
【通知の例を参照した対応の際の留意事項】
① 学校の教室等の活用
学校の臨時休業に伴い、放課後児童クラブ、放課後等デイサービスにおいて通常より利用
児童のニーズが高まることが考えられるため、密集性を回避し感染を防止すること等から、
一定のスペースを確保すること。
② 給食提供機能の活用
子どもの居場所を確保するに当たり、児童に対して学校給食の調理場や調理員を活用して
昼食を提供することの工夫の一つと考えられ、地域の実情やニーズに応じて対応を判断する
こと。
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10

転入児童生徒への対応

（１）県外からの転入等の児童生徒について
学校は、県外から転入等の児童生徒に対して以下の点を確認の上、問題がなければ通常の教育
活動を実施すること。
① 当該児童生徒に咳や発熱等の症状がないなど、健康観察をしっかりと実施していること。
② 家族に感染者との濃厚接触者がいないこと。
③ 来鳥（帰鳥）までの行動履歴や健康状態を把握、確認していること。
（２）海外から帰国・再入国する児童生徒への対応について
① 海外から帰国・再入国するすべての方は、出国前７２時間以内に実施された新型コロナウイ
ルス感染症に関する検査を受け、
「陰性」であることの検査証明を入国時に検疫官に提出する
必要性があること。
② 海外から帰国・再入国した児童生徒を学校に登校させるにあたっては、政府の要請に基づく
入国後１４日間の自宅等での待機を経た上で児童生徒の健康状態に問題がないことを確認す
ること。
③ 海外から帰国・再入国した児童生徒へのいじめや偏見が生じないようにするなど、児童生徒
の人権に十分配慮すること。
④ 水際対策については今後変更があり得るので最新の状況に注意すること。
⑤ 海外から帰国した児童生徒が２週間の自宅等での待機を要請した場合は、この期間は出席停
止として取り扱うこと。
11 学校施設について［更新］
（１）学校施設開放については、一般への利用の許可を可能とすること。
（２）許可に当たっては、代表者の氏名、連絡先を記録し、代表者へ利用者全員の氏名等の記録（３
週間保管）
、利用者の事前の検温について把握してもらうとともに、利用中の「密閉」
「密集」
「密
接」それぞれ徹底的な回避、使用後の施設等の消毒等の感染防止対策の徹底を図ること。
12

家庭での過ごし方に関する保護者への啓発について
学校の臨時休業中においても子どもの感染事例は一定数生じており、その多くは家庭内での感染と
言われている。学校内での感染症拡大を防ぐためには、何よりも外からウイルスを持ち込まないこと
が重要であり、各家庭の協力が不可欠である。学校内での感染拡大防止のためには、学校と家庭の連
携が必要であること。

13 感染者及び濃厚接触者が確認された場合の対応について［新規及び更新］
≪ 感染者が確認された場合≫
（１）児童生徒の場合
① 校長は、当該児童生徒について、治癒するまでの間、出席停止とすること。
② 校長は、速やかに市町村（学校組合）教育委員会等に報告するとともに、学校等欠席者・感
染症情報システムに登録すること。
③ 市町村（学校組合）教育委員会は、学校保健安全法第２０条及び行動計画に基づき、感染者
が発生した学校を、ひとまず７日間、臨時休業とすることを基本とすること。ただし、その実
施の規模及び期間については、所轄の保健所の疫学調査を踏まえ、専門家と相談の上、当該児
童生徒の学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路
の明否を総合的に判断して、最終的に決定すること。
④ 保健所は、当該児童生徒の通う学校に対する積極的疫学調査により、濃厚接触者を特定し、
その者に対して健康観察を行うこと。
⑤ 学校は保健所の指示に従い、当該児童生徒の行動範囲等を考慮して、校内の消毒を行うこと。
⑥ 学校は、プライバシーに十分配慮した上で、保護者に対して説明文書を配布すること。
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※保護者から学校への問合せの対応については、鳥取市教育委員会学校教育課作成資料を参
考にすること。
［参考資料Ｒ３－１０］
〇児童生徒の発熱等の症状が発現した際の手順
保護者（児童生徒）
校長
① 学校に連絡
① 当該児童生徒の感染が確認された場合、出
② 地域の医療機関に連絡（電話、ファクシミ
席停止とすること
リなど）
。相談先に迷う場合は受診相談センタ ② 新型コロナウイルス感染症を疑う場合は
ー（Ｐ８に記載）に連絡
当該情報を市町村（学校組合）教育委員会に
報告
③ 児童生徒又は保護者に対し、地域の医療機
関、相談先に迷う場合は受診相談センター
（Ｐ８に記載）に連絡するように指示
④ ＰＣＲ検査、抗原定量検査又は抗原定性検
査（以下「ＰＣＲ検査等」という）陽性判定
の場合に備え、予め臨時休業時の連絡体制等
を確認しておく

〇児童生徒がＰＣＲ検査等を受検する際の手順
保護者（児童生徒）
校長
① 検査前に学校へ連絡
① 検査結果を含めた情報提供を依頼すると
（医療機関で受診後、即検査、即結果判明
ともに、受検することを市町村（学校組合）
の場合あり。その場合は検査後の連絡で
教育委員会へ報告
も可。休日を含め連絡体制の周知を徹底 ② 学校職員も含め学校全体の健康状態を確
すること）
認し、ＰＣＲ検査等の結果が判明するまでの
② 検査結果等について、保健所より連絡のあ
間、外部も含め交流等を控えるよう指示
った内容を随時学校へ連絡
③ 関係者の行動状況等の情報収集
④ 結果については、市町村（学校組合）教育
委員会に至急報告

〇児童生徒の同居する家族がＰＣＲ検査等を受検する際の手順［新規］
保護者（同居する家族）
校長
① 検査前に学校へ連絡
① 検査結果を含めた情報提供を依頼すると
（医療機関で受診後、即検査、即結果判明
ともに、受検することを市町村（学校組合）
の場合あり。その場合は検査後の連絡で
教育委員会へ報告
も可。休日を含め連絡体制の周知を徹底 ② 学校職員も含め学校全体の健康状態を確
すること）
認し、ＰＣＲ検査等の結果が判明するまでの
② 検査結果等について、保健所より連絡のあ
間、外部も含め交流等を控えるよう指示
った内容を随時学校へ連絡
③ 関係者の行動状況等の情報収集
④ 結果については、市町村（学校組合）教育
委員会に至急報告
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（２）教職員の場合
校長は当該教職員については、治癒するまでの間、休ませること。
なお、以降の対応については、
「１（１）児童生徒の場合」の②から⑥までと同様の取扱いと
すること（教職員においても、感染者と判明した場合、原則として、感染者が発生した学校を、
ひとまず７日間の臨時休業とすることに留意すること）
。
また、感染が疑われる場合には、保健所による疫学調査を待たず、直ちに感染の疑いのある
教職員へ在宅勤務命令等を行うとともに、ＰＣＲ検査等で陽性となった場合は、速やかに「行
動・接触者確認シート（以下「行動確認シート」という。
）
［参考資料Ｒ３－１１］」を参考に風
邪症状等が発現した日（発症日）の１４日前からの行動歴を記録しておくこと。
○教職員の発熱等の症状が発現した際の手順
教職員本人
校長
① 校長に報告
① 当該教職員に対して、休暇（特別休暇又は
② 症状が発現したら直ちに休暇（特別休暇又
有給休暇）を取得するよう指示
は有給休暇）
② 休暇（特別休暇又は有給休暇）を取得した
③ 地域の医療機関に連絡（電話、ファクシミ
当該教職員の情報を市町村（学校組合）教育
リなど）
。相談先に迷う場合は受診相談センタ
委員会に報告する
ー（Ｐ８に記載）に連絡
③ 教職員に地域の医療機関に連絡（電話、フ
ァクシミリなど）するように指示。相談先に
迷う場合は受診相談センター（Ｐ８に記載）
に連絡するように指示
④ ＰＣＲ検査等陽性判定の場合に備え、予め
行動確認シートの作成・提出手段（電子メー
ル、ファクシミリ等）を当該教職員と確認
※感染リスクがあるため、紙での提出は不可。
パソコン等がない場合、作成した行動確認シ
ートをスマートフォン等で写真撮影し、電子
メール等で送信することも可。

○教職員がＰＣＲ検査等を受検する際の手順
教職員本人
校長
① 検査前に校長に報告
① 行動確認シートの作成を当該教職員へ指
（医療機関で受診後、即検査、即結果判明
示するとともに、受検することを市町村（学
の場合あり。その場合は検査後の連絡で
校組合）教育委員会に報告すること。
も可。休日を含め連絡体制を徹底するこ ② 教職員全員の健康状態を確認するととも
と）
に、当該教職員のＰＣＲ検査等結果が判明す
② 行動確認シートの作成を開始
るまでの間、教職員全員に対して外部等への
③ 検査結果等について、保健所より連絡のあ
接触を控えることを指示する等、十分に配慮
った内容を随時、校長に報告
すること。
③ 当該教職員からの報告内容等を市町村（学
校組合）教育委員会に至急報告
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○教職員の同居する家族がＰＣＲ検査等を受検する際の手順［新規］
教職員本人
校長
① 検査前に校長に報告
① 教職員と同居する家族等が濃厚接触者と
（医療機関で受診後、即検査、即結果判明
してＰＣＲ検査等を受検する際には、その検
の場合あり。その場合は検査後の連絡でも
査結果が判明するまでの間、原則として当該
可。休日を含め連絡体制を徹底すること）
教職員に在宅勤務を命ずるなど、万が一に備
② 行動確認シートの作成を開始
えた対策をとること。また、行動確認シート
③ 検査結果等について、保健所より連絡のあ
の作成を指示するとともに、受検することを
った内容を随時、校長に報告
市町村（学校組合）教育委員会に報告するこ
と。
② 当該教職員からの報告内容等を市町村（学
校組合）教育委員会に至急報告

なお、罹患教職員が発生した学校における業務継続については、以下のとおりとすること。
＜罹患教職員の発生～疫学調査終了（１～２日間）＞
当該校に勤務する教職員は、保健所の疫学調査に協力するとともに、保健所の指導のもと、積
極的にＰＣＲ検査等を受検すること。また、１～２日間は執務室等の消毒期間と位置づけて、業
務を制限すること。
＜疫学調査終了～（７日間程度）＞
濃厚接触者と認定されなかった教職員は、職場復帰するとともに、業務を継続すること。
（３）その他
学校保健安全法第２０条により臨時休業となった場合に備え、児童生徒が自宅で学習できる
課題（教材）を準備しておくとともに、ＩＣＴを活用した学習支援についても引き続き検討を行
うこと。
臨時休業中においても、分散登校を実施することが可能となる場合があるので、学校の状況に
応じた分散登校の方法について検討を行うこと。
≪濃厚接触者を把握した場合（同居家族が感染した場合など）≫
（１）児童生徒の場合
① 校長は、児童生徒の同居の家族の中に感染した者がいるなど、当該児童生徒が濃厚接触者で
ある旨を把握した場合には、速やかに学校に知らせるよう、事前に保護者に依頼しておくこと。
② 校長は、保護者や児童生徒から児童生徒が濃厚接触者である旨の情報を得た場合は、当該児
童生徒の居住地域を所管する保健所に、濃厚接触者に対する今後の対応を確認した上で、感染
者と最後に接触をした日の翌日から起算して１４日間、当該児童生徒を出席停止とすること。
③ 校長は、速やかに市町村（学校組合）教育委員会等に報告すること。
④ この場合、市町村（学校組合）教育委員会は、校長からの報告を受けた際、原則として臨時
休業は実施しないが、必要に応じて、保健所の助言等を参考に、実施を検討する場合があるこ
と。
⑤ 学校は、必要に応じて、保健所の指示に従い、他の児童生徒の健康観察を行うこと。
⑥ 学校は、プライバシーに十分配慮し、説明が必要な場合は、保護者に対して文書を配布等、
適切な対応を行うこと。
（２）教職員の場合
校長は、教職員が同居する家族の中に感染した者がいるなど、当該教職員が濃厚接触者である
旨を把握した場合には、当該教職員の居住地域を所管する保健所に、濃厚接触者に対する今後
の対応を確認した上で、感染者と最後に接触をした日の翌日から起算して１４日間、当該教職
員を休ませること。なお、以降の対応については、
「２（１）児童生徒の場合」③から⑥までと
同様の取扱いとすること。
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≪感染者が確認された場合の保健所の来校対応について≫
（１）各保健所の動きに関する基本型（マニュアル）については、保健所から提供される資料はない
ため、
『
【別添】
〔フロー図〕学校における新型コロナウイルス感染症陽性者発生時の対応につい
て』を参考にすること。
（２）保健所の職員の来校までに、以下のものを準備しておくこと
・児童生徒及び教職員の名簿（濃厚接触者の特定のため）
・校舎の見取図（児童生徒、教職員の動線の確認のため）
・消毒物品（消毒液、使い捨て手袋等）
・その他（陽性判明時に修学旅行や宿泊行事等が該当すれば、行事の日程表等）
（３）その場で保健所から学校へ指示され、やるべきこと
・濃厚接触者の特定への協力
・校内消毒への協力
※濃厚接触者の特定のため、必要な児童生徒、教職員から行動歴を聞き取ることになるが、そ
の行動記録は保健所がまとめるため、学校がまとめることまでは想定していない。
≪報告について≫
（１）児童生徒の感染が確認された場合の報告ルート及び様式については、令和２年８月２４日付第
２０２００１３２５４６号「新型コロナウイルス感染症発生時の報告様式等の更新について（通
知）
」
［参考資料Ｒ３－１２］を参考とすること。
（２）学校の学校等欠席者・感染症情報システムの登録などの適切な対応について検討すること。
※学校保健安全法上、出席停止の状況を確認するために、校長から学校の設置者へ書面による報
告等が必要である。
＜参考：県立学校＞
【臨時休業期間の対応方針】
県立学校においては、学校での感染拡大をできるだけ阻止するため、児童生徒及び教職員に感染
が判明した場合、その者が最後に登校又は勤務していた日の翌日から起算して７日間の臨時休業と
することを検討の基本としつつ、所管の保健所の疫学調査を踏まえ専門家等と相談の上、最終的に
臨時休業の期間を決定することしていること。
≪消毒の方法等について≫
（１）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を使用すること。また、学校薬剤師等と連携することも重要であること。
（２）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 奨されていないことを確認しておくこと。
（３）消毒作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにすること。
（４）換気を十分に行うこと。
≪感染者が発生した場合の消毒について≫
（１）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または
０．０５％の次亜塩素酸ナトリウム消毒液により消毒するようにすること。
（２）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とされていること。
（３）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こと。
（４）消毒は、
「
（参考）消毒の方法及び主な留意事項について」を参考に行うこと。なお、トイレに
ついては、消毒用エタノールまたは０．１％の次亜塩素酸ナトリウム消毒液を使用して消毒する
こと。
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（参考）消毒の方法及び主な留意事項について
消毒用
次亜塩素酸
一部の界面活性剤
エタノール
ナトリウム消毒液
・消毒液を 【住宅・家具用洗剤】 ・０．０５％の消毒液を浸した布巾
浸した布 ・製品に記載された
やペーパータオルで拭いた後
巾やペー
使用方法どおりに
は、必ず清潔な布等で水拭きし、
パータオ
使用
乾燥させる（材質によっては変
ルで拭い 【台所用洗剤】
色や腐食を起こす場
た後、そ ・布巾やペーパータ
合があるため）
のまま乾
オルに、洗剤をう ・感染者が発生した場合のトイレ
燥させる
すめた溶液をしみ
では０．１％の消毒液を使用
使用
こませ、液が垂れ ・作り方は、パンフレット「０．０
方法
ないように絞って
５％以上の次亜塩素酸ナトリウ
使う。拭いた後は、
ム液の作り方」参照（別添資料１
清潔な布等で水拭
０）
きし、最後に乾拭
きする

主な
留意点

・引火性が
あるので
電気スイ
ッチ等へ
の噴霧は
避ける
・換気を充
分に行う

次亜塩素酸水

【拭き掃除】
・製品に、使用方法、有効成分
（ 有 効 塩 素 濃 度 ）、 酸 性 度
（pH）、使用期限の表示があ
ることを確認
・有効塩素濃度８０ppm 以上の
ものを使用
・汚れをあらかじめ落としてお
く（元の汚れがひどい場合な
どは、有効塩素濃度２００
ppm 以上のものを使うことが
望ましい）
・十分な量の次亜塩素酸水で表
面をヒタヒタに濡らす
・少し時間をおき（２０秒以
上）
、きれいな布やペーパ
ーで拭き取る
清掃作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにする
・パンフレット「ご ・必ず手袋を使用（ラテックスア
・パンフレット「「次亜塩素酸
家庭にある洗剤を
レルギーに注意）
水」を使ってモノのウイルス
使って身近なもの ・色落ちしやすいもの、腐食の恐
対策をする場合の注意事項」
を消毒しましょ
れのある金属には使用不可
参照（別添資料１１）
う」参照
・希釈した次亜塩素酸ナトリウム
（別添資料８）
は使い切りとし、長時間にわた
る作り置きはしない
・換気を十分に行う
・噴霧は絶対にしない
・児童生徒等には扱わせない

※表中の別添資料（８、１０、１１）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」～
（2020.12．3 Ver.5）に添付されている資料を指している。

≪ワクチン接種会場に教育委員会等の所管する施設等を活用することについて≫
ワクチンの接種会場として、体育館等の学校の施設や社会体育施設、社会教育施設、文化施設等
の教育委員会が所管する施設を使用したいという要望が示された場合には、積極的に協力すると同
時に、児童生徒の教育活動に支障のないよう配慮すること。
（１）教育委員会は、ワクチン接種の準備段階から実施後の活動再開まで円滑に行われるよう、ワ
クチン接種の実施計画を確認するなど、ワクチン接種の担当部署と連携すること。
（２）いずれの施設においても年間の活動を計画的に実施していることから、教育委員会は、ワク
チン接種の会場となった施設の本来の目的とする活動が可能な限り円滑に実施されるよう、ワ
クチン接種の実施計画で示された情報を早期に当該施設の管理者に連絡すること。
※当該施設を首長部局が所管する場合には、当該施設の所管部局においても同様に留意される
ものであること。
（３）学校の施設を利用する場合の工夫例
① 日程等の調整に係る事項
・休日は学校、平日はその他の公共施設という分担を行うことや、授業実施期間は休日に
体育館を使用し、休業期間は授業をしていない教室等を利用することも考えられるこ
と。
・特定の学校に長期間、会場校を固定せず、複数の学校を持ち回るかたちで実施するこ
と。等
② 学校施設の使用に係る事項
・近隣の学校や施設と連携することによって、当初、予定していた教育活動を実施するこ
と。
③ 感染症対策等に係る事項
・多数の者が会場校に来校することを踏まえ、感染症対策や防犯対策の観点から、適切な動
線の設定や使用区域の明確化等を行うこと。
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臨時休業や分散登校時における「学びの保障」について
新型コロナウイルス感染症拡大による臨時休業や分散登校で、授業時間が予定時数よりも少なくな
ることを想定し、
「子どもの学びを止めない」という視点に立った取組が必要である。以下に示すよう
な取組によって、主に「知識・技能」に係る内容について家庭で予習し、家庭で個別に学習すること
が難しい「思考・判断・表現」に係る内容を学校再開後に補完することをめざすことを基本的な考え
方とする。
≪臨時休業や分散登校時における「学びの保障」について（概要）≫［参考資料Ｒ３－１３］
（１）家庭にインターネットの利用環境がある場合
① 教科書を利用すること。
・学校稼業中に、教科書の活用方法（自宅で自ら学習を進める方法）を指導しておくこと。
② 「ＮＨＫ for School」など、ネットやテレビなどの動画や教材を利用すること。
③ e ラーニング教材（
「すらら」等）を利用すること。
（２）家庭にインターネットの利用環境がない場合
① 教科書を利用すること。
②「ＮＨＫ Ｅテレ」など、テレビの番組や教材を利用すること。
③ 学習プリントを利用すること。
・児童生徒が各自で学校から配布されたワークシートやドリルに取り組み、解答を見て自己
採点すること。
（３）学校と家庭にいる児童生徒を遠隔授業でつなぐことをめざす場合［参考資料Ｒ３－１４］
① 遠隔授業の実施方法（例）
・遠隔授業専用の教室を設置し、時間割に従って、担当する教員が授業を配信すること。
・児童生徒は、時間割に合わせて、家庭にあるＰＣ端末からウェブ会議システムに接続し、
遠隔授業に参加すること。
② インターネット環境がない家庭への対応（例）
・タブレット端末やモバイルルーター等を家庭へ貸し出すこと。
・感染防止に十分な配慮をしたうえで、ネット環境が整備されている学校や地域の公民館等
に児童生徒を集めて指導すること。
・電話連絡、家庭訪問（感染防止に十分な配慮をしたうえで）等により、学習状況を確認す
ること。
③「双方向の遠隔授業」を実現できる準備を進めておくこと。

15 臨時休業後の学校再開に向けた学校の取組について
（１）新しい学校生活様式について再検討を行うこと
学校の全面再開に向けて「新しい学校生活様式」を作成するため、全職員で再検討し、共通理
解を図る。
①登校時
②登校後
③生活時程
④手洗い
⑤トイレ
⑥授業中及び教室環境
⑦休み時間
⑧給食
⑨そうじ
⑩下校時
⑪校舎内整備
⑫保健室利用
⑬図書室
等
（２）教室環境の整備
学校の全面再開に向けて、消毒が行われた後に全職員で協力して環境整備を行うこと。
① 授業時における児童生徒の間隔は学級内で最大限の間隔をとるように、机の配置を工夫する
こと。
（市松模様に配置 放射線状に配置など）
② 教室内の換気をよくしたり、衛生面に配慮したりするため、換気扇や扇風機等の羽やガード、
エアコン等のフィルターを水洗いすること。
＜参考（他県の例から）＞
（１）市町村教育委員会と連携して職員研修の実施
① 児童生徒の「学びの保障」について
② 児童生徒の「心のケア」について
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③「新型コロナウイルス感染症に関わる偏見や差別、いじめにつながる行為を防止するため
の指導法」等について
※全職員で共通理解を図る職員研修を実施すること。
（２）学校医等（小児科医・内科医）と連携し職員研修の実施
① 新型コロナウイルス感染症に関する正しい情報を知ること等について
② 学校再開にあたって教職員が疑問に思っていることや悩んでいることの情報共有・情報交
換をすること等について
※全職員で学校再開に向けての不安等の解消を図る職員研修を実施すること。
（３）学校再開に向けて意見交換会の実施
① 市町村（学校組合）教育委員会及び校長による学校再開に向けた取組の説明を行うこと。
② 参加者による協議を行うこと。 〔参加者（例）
：市町村教育委員会、ＰＴＡ協議会会長、
ＰＴＡ会長、学校医、校長〕
③ 学校再開の方向性に向けての合意形成を図ること。
（コミュニティ・スクールを導入済みの学校にあっては、学校運営協議会を開催し、協議
することが望ましい。
）
④ 学校再開に向けた動きを、保護者に通知すること。
〔学校だより・学校ＨＰ等〕

16 教育実習の実習に当たっての留意事項について［参考資料Ｒ３－１５］
［変更］
（１）県外在住の学生の受け入れの要件について
当分の間、原則として実習開始前の２週間（帰鳥日を起算日とする。
）鳥取県内に居住していた
だき、健康状況が良好であることを確認した上で実習を開始すること。
（２）学生への事前指導について〔令和２年４月３日付文部科学省通知概要〕
① 教育実習の実施の２週間程度前から、毎朝の検温及び風邪症状の確認を行うことや、感染リ
スクの高い場所に行く機会を減らすことなどを学生に徹底していただくこと。実習中は、これ
に加えて、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底し、マスクは常時装着する
ことなど一層の感染症対策を行うことを学生に徹底していただくこと。
② 教育実習に参加予定の学生の家族等の感染が確認されるなど学生が濃厚接触者に特定され
た場合、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して２週間は教育実習への参加を見送
るよう指導していただくこと。
③ 略 〔
「
（３）学校における衛生管理体制等について」を参照すること〕
④ 実習中は受入先である各小学校等における感染症対策の指示に従うことや、発熱等の風邪症
状やその他体調不良がみられる場合には、小学校等と相談の上、児童生徒等との接触は絶対に
避け、自宅で休養することを学生に徹底していただくこと。
（３）学校における衛生管理体制等について
文部科学省が作成した「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
～「学校における新しい生活様式」～（2020.12.3Ver.5）
」や、令和２年５月１２日に鳥取県教
育委員会が作成した「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（随時改訂）
」の内容も踏まえて感染症対策を行うとともに、教育実習生に対しても十分に
理解させた上で参加させること。
（４）教育実習の単位の特例措置の継続について
令和２年度における特例措置（やむを得ず教育実習が実施できない場合、教育実習以外の科目
の単位での振替を可とする。
）については、令和２年８月２０日付第２０２０００１２７４５０
号で通知したところであるが、本件について文部科学省令改正に係るパブリックコメントが行わ
れたところであり、令和３年度以降も継続される見込みであること。
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