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感染症対策ガイドライン 

～新型コロナウイルス感染症における前原中学校ガイドライン～ 

感染症対策本部 

2020.5.29 

 

１．目的 

・新型コロナウイルスの流行後の学校教育の在り方についてガイドラインを定めることで生徒の安

全、教職員の安全を確保し、学校教育が円滑に取り組めるようにする。 

・ガイドラインを保護者に周知することで、コロナ社会における学校教育の在り方を保護者と共に

考え実行していく。 

・感染の疑いのある者、感染者が出た場合に備え、速やかに対応、生徒・保護者への周知を図れるよ

うにする。 

 

２．組織 

 
３．連絡体制 

 ①一斉配信メール 

  感染者が出たときの休校処置等、その後の学習支援、行政からの連絡(臨時休業の指示) 

 ②学校ＨＰ 

  一斉配信メールの内容と学習支援に関して 

 ※緊急性の高い連絡に関しては一斉配信メールを活用する。 

 

○対策本部

校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、各指導部長、各学年主任、養護教諭、学校事務

○保健衛生チーム（主に学校保健委員会）

（校長、教頭、教務主任）◎養護教諭、体育主任、保健主事、栄養士、

美化主任、給食主任、用務員、ＰＴＡ代表、校医

○生徒支援チーム

◎生徒指導主事、教頭、各学年主任、教育相談担当、生徒指導部、介助員

○学習支援チーム

◎教務主任、研究主任、学習指導部長、特活指導部長、情報教育主任

各学年主任、各学級担任、学習指導部、特活指導部、ＡＬＴ、学校司書、

理科実験事務
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４．学校生活における保護者の方へのお願い 

 ①毎朝の検温と健康観察の実施 

  →登校前に自宅で実施。発熱や風邪症状がみられた時は、本人の体調管理と集団感染予防のた 

め自宅で休養させてください。 

（必要に応じ、帰国者・接触者相談センター又は病院受診をお願いします） 

※登校の判断に迷った時は、学校へ相談してください。 

※同居の家族も検温し、体調で変わったことがあれば学校へ連絡してください。 

 ②健康観察カードへの押印 

  →健康観察カードに必要事項を記入し、押印してください。 

 ③いつでも繋がる連絡先を用意 

  →お子様に体調不良があった際にはすぐに下校の措置をとります。必ず繋がる連絡先を用意

し、お子様に伝えてください。お子様の安全面を考慮し、可能であれば保護者の方のお迎え

をお願いします。また自宅にいらっしゃらない場合には必ずお子様が自宅に着いたことを確

認し、学校に連絡してください。 

 ④マスク、ハンカチの準備 

  →感染のリスクを抑えるため、学校生活は基本的にマスク着用で行います。マスクの準備をお

願い致します。色・柄共に指定はありません。また、忘れた時のために予備のマスクをカバ

ンの中に入れておいてください。 

 ⑤水筒の準備 

  →マスク着用中は実際よりものどの渇きを感じにくくなることが報じられています。これから

夏になり気温が上昇しますが冷房をつけても換気は徹底します。授業中にも給水を行います

ので、水筒の準備をお願い致します。 

 ⑥ゴミ袋の準備 

  →自分が使用したマスクやティッシュを持ち帰るためのゴミ袋の準備をお願い致します。 

 ⑦情報の提供 

  →同居する家族が感染したり、濃厚接触者に特定されたりした場合には速やかに学校に連絡し

てください。 
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５．生徒の出欠席の扱い 

状況 出席等の扱い 

１ 感染が判明した場合 出席停止 

２ 
濃厚接触者に特定された場合 出席停止 

（感染者が最後に濃厚接触した日から２週間） 

３ 発熱や風邪症状がみられ自宅で休養する場合 出席停止 

４ 同居する家族が濃厚接触者に特定された場合 出席停止 

５ 

日常的な医療的ケアが必要であったり、基礎疾

患等で主治医や学校医に相談の上、登校しなく

ても良いと判断された場合 

出席停止 

６ 
海外から帰国し、２週間の自宅等での待機を要

請された場合 

出席停止 

７ 
感染の危険性から生徒を休ませたい場合 出席停止（保護者の判断でお子様の登校を見合

わせる場合には、校長にご相談下さい。） 

８ 同居する家族に発熱や風邪症状がみられる場合 出席停止 

９ 登校後に風邪症状や発熱で早退させた場合 記録上の早退とはしない。 

                           6 月末までの予定（変更もあり） 

 

６．学校生活における感染対策 

前原中学校感染症対策 

①常に換気 ②マスク・手洗いの徹底 ③三密の回避 

場面 内容（主に生徒の活動） 教職員 保護者 

登校前 

・検温、健康観察 （教室や使用予定のある

フロア、特別教室を換気

する。） 

・生徒の様子を確認し、

風邪症状・発熱が見られ

る場合には学校に連絡す

る。※判断に迷った場合

にも連絡する。 

・健康観察カードに記入

し、押印する。 

・マスク、予備マスク、ハンカチ、ゴミ

袋、水筒の携帯 

 ・持ったか確認する。 
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登校後 

（授業

前） 

・検温忘れ、健康観察カード忘れの場合

は、昇降口で申告し、職員の確認を受け

る。 

・健康観察カードの提出 

・登校後の手洗いの徹底 

・給食や給水時以外のマスク着用 

 →マスクを忘れた生徒がいた場合には

昇降口で対応する。 

 

 

 

・担任は朝の会で健康観

察カードを回収し、確認

する。 

・担任は回収した健康観

察カードと健康観察表を

保健室へ持って行く。 

学校で検温した際に、発

熱が確認されたら「下

校」するため、連絡の取

れる連絡先を学校に伝え

ておく。 

授業 ・授業中は常に換気をする。 

・冷暖房の効きが悪くなることが想定さ

れるので、季節に応じて衣服を準備す

る。 

・三密をさける授業形態 

・教職員も常にマスク着用。 

・教室の対角線の窓を

30cm 程度開ける。 

 

・生徒間の机は離し、ソ

ーシャルディスタンスを

保つよう工夫する。 

・机間指導は早く、わか

りやすく行えるよう工夫

する。 

 

休み時

間 

・授業後の手洗い 

 →特別教室等から教室に帰ってくる際

には手洗いを行ってから教室に入

る。 

 

・昼休み、グラウンドから教室に戻る時

の密集をさける為に、学年ごとに時間差

で戻る。 

・次の授業担当の教職員

は早めに授業場所に待機

し、生徒の手洗いの状況

を確認し、呼びかけを行

う。 
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体調不

良の際 

・保健室を利用する際、ケガの場合には

保健室、体調不良の際にはＰＴＡ会議室

を使用する。（保健室来室カードを記入

して行く。必ず教職員に付き添ってもら

い行く。） 

・体調不良の生徒を確実

にＰＴＡ会議室に連れて

いき、待機させた後で養

護教諭に伝える。 

・PTA 会議室での対応

は管理職が行う。 

・体調不良者の保健室で

の休養は行わない。（感

染を防ぐため） 

その為、体調不良・発熱

した場合には下校となる

ので、確実に繋がる連絡

先を確保し、生徒に伝え

ておく。 

その他 ・トイレを使用し、水を流す際にはふたを閉めてから流す。 

・清掃は床の拭き掃除は行わず、清掃用具のまた貸しは行わない。 

・トイレの掃除・消毒は生徒帰宅後に教職員で実施する。 

・教室内は生徒帰宅後に消毒する。 

 

７．感染確認時のフローチャート 

 

 別紙 資料１ 「学校における新型コロナウイルス感染症対応フローチャート」 
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学校における 新型コロナウイルス感染症 対応フローチャート 

船橋市教育委員会保健体育課 R2.5.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表情・外見】 
〇顔色が明らかに悪い 
〇唇が紫色になっている 
〇いつもと違う、様子がおかしい 

【息苦しさなど】 
〇息が荒くなった（呼吸数が多くなった） 
〇急に息苦しくなった 

 〇胸の痛みがある 
〇生活をしていて少し動くと息苦しい 
〇横になれない、座らないと息ができない 
〇肩で息をしている 
〇突然(２時間以内を目安)ゼーゼーし始めた 

【意識障害など】 
〇ぼんやりしている（反応が弱い） 
〇もうろうとしている（返事がない） 
〇脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする 

 

資料１ 

児童生徒の保護者 及び 教職員から 
           

 
と、報告を受けた場合 

感染した・濃厚接触者になった 

市教委に報告   （保健体育課保健係） 
 

TEL：０４７－４３６－２８７４ 
※資料３新型コロナウイルス感染症に関する欠席連絡票 参照 

  無理な聞き取りによる報告はせず、わかった範囲での報告 

【該当児童生徒の出欠席について】 
〇出席停止 
【該当教職員の服務について】 
 〇県職…教学第 646 号参照(R2.5.27) 
〇市職…教総第 2491 号参照(R2.2.28) 
【校内体制】 
〇保健所との連絡窓口を決定 
〇保健所の疫学調査に協力する 等 
【閉鎖等の対応】 
〇原則として船橋市では、千葉県教育委 
員会と、船橋市保健所の指導内容に基づ 
き対応する。 
〇児童生徒、家族等の不利益とならない 
よう十分注意して対応すること。 

参考資料 

千葉県「新型コロナウイルス感染症 
学校における感染対策ガイドライン」 
学校の初動対応について より 
感染した場合 

「教育委員会は、感染者が発生した場合、原則として、 

学校全体について、14日間を目安に、学校保健安全 

法第 20条に基づく臨時休業を行う。ただし、県又 
は市町村の衛生主管部局と相談の上、当該感染者の 

有無、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、感染経路の明否等を 
総合的に考慮し、臨時休業の実施の有無、規模及び 

機関について、別途判断する場合がある。」 

濃厚接触者に特定された場合 
「教育委員会は、濃厚接触者が発生した場合、原則と 
して、臨時休業は実施しない。ただし、県又は市町 

村の衛生主幹部局や保健所の助言等を参考に、実施 

を検討する場合がある。 

 
 
 
 
 
【学 校】 
保健所の疫学調査に協力する。 
閉鎖の有無や機関は調査結果による。 
 
  
 

保健所の指示に従って 
市教委と相談し対応 

【 登校再開・勤務再開・学校再開 等】 
〇再開時期等は、保健所の指示に従う。 
〇保護者及び本人と十分相談してから 
再開する。 

〇本人の不利益にならないようにする。 
〇登校再開時、市教委に連絡する。 

 
登校再開等を市教委に連絡 

登校・出勤した児童生徒及び教職員に 
           

がある場合 発熱・かぜ症状・体調不良 

 
 
〇保護者に連絡し早退。 
学校で保護者を待つときは、別室等で他者 
との接触をできるだけ避ける。 

〇出席停止 症状がなく、体調がよくなるまで 
 
 

 

児童生徒 … 早退・保護者連絡 

職  員 … 退勤・家族連絡 

緊急性の高い症状は １１９通報 

次の症状は相談センターへ 
TEL 相談を勧める 

●息苦しさ（呼吸困難） 
●強いだるさ（倦怠感） 
●高熱          等の強い症状 

 ●重篤化しやすい人（高齢者、糖尿病、心不全、 
  呼吸器疾患等の基礎疾患がある人や、透析を受け

ている人、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている

人）で、発熱や咳などの比較的軽いかぜ 
症状がある時 

●上記以外で、発熱や咳など比較的軽い風邪
の症状が続く場合 

●小児は小児科医の診察が望ましい。相談 
センターやかかりつけ小児科医療機関に
電話で相談する 

 船橋市 
新型コロナウイルス感染症相談センター 
 

TEL：０４７－４０９－３１２７ 
 

 ※他市はそれぞれの相談窓口へ 

 

１ 

出席停止 

医療的ケア児 
基礎疾患児が 
主治医の見解
で休むとき 

 
 

出席停止 

保護者から相談 
を受けた場合 
校長判断で 

 
にできる 
          

感染者 

濃厚接触者 

海外から 
帰国して 
2 週間の 
自宅待機中 

自宅での 
健康観察で 
発熱等の 
風邪症状が 
あるとき 
〇発熱の目安は 

37℃以上 平熱 

を参考に判断 

〇発熱がない体調 

不良も出席停止 

の対象となる 

児童生徒は元気 
でも・・・ 

同居の家族が 
濃厚接触者 

  同居の家族が
発熱や風邪症状等 

感染予防のた 
め保護者が子 
を休ませたい 
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