
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（12 月改訂版その２） 

 2020 年 12 月 7 日  竹田市立菅生小学校 

 

 先般、本県において 11 月 28 日に感染レベルがステージⅡへと引き上げられたことを受け、本校の管

理衛生マニュアルを改めたところであるが、文部科学省による「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」の改訂（2020．12．3 Ver.5）を受け、本校の衛生管理マニュアルを再

度以下のとおり改める。 

  《 主な改正点 》 

 （１）常時換気およびその方法について 

   ・可能な限り常時、困難な場合は 30 分に 1 回以上、少なくとも休み時間ごとに窓を全開にすること。 

 

新型コロナウイルス感染症対策分科会による分類（Ⅰ～Ⅳ）を踏まえた地域の感染レベル（１～３） 

 ※ □囲みは現在の感染レベルを示している。 

地域の感染レベル 
（文科省マニュアル） 

新型コロナウイルス感染症分科会提言（※）における分類 

レベル３ 

ステージⅣ 

爆発的な感染拡大及

び深刻な医療提供体

制の機能不全を避け

るための対応が必要

な段階 

（病院間クラスター連鎖などの大規模かつ深刻なクラスター連鎖が

派生し、爆発的な感染拡大により、高齢者や高リスク者が大量に感

染し、多くの重症者及び死亡者は発生し始め、公衆衛生体制及び医

療提供体制が機能不全に陥ることを避けるための対応が必要な段

階） 

ステージⅢ 

感染者の急増及び医

療提供体制における

大きな支障を避ける

ための対応が必要な

段階 

（ステージⅡと比べてクラスターが広範囲に多発する等、感染者が

急増し、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制への負荷

が更に高まり、一般医療にも大きな支障が発生することを避ける対

応が必要な状況） 

レベル２ 

ステージⅡ 
感染者の漸増及び医

療提供体制への負荷

が蓄積する段階 

（３密環境などリスクの高い場所でのクラスターが度々発生するこ

とで、感染者が漸増し、重症者が徐々に増加してくる。このため、

保健所などの公衆衛生体制の負荷も増大するとともに、新型コロナ

ウイルス感染症に対する医療以外の一般医療も並行して実施する中

で､医療体制への負担が蓄積しつつある。） 

レベル１ ステージⅠ 

感染者の散発的発生

及び医療提供体制に

特段の支障がない段

階 

 

※「今後予想される感染状況と対応について」（令和２年８月７日新型コロナウイルス感染症分科会提言） 

「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 感染リスクの高い教科指導 部活動（自由意志の活動） 

レベル３ 
できるだけ２ｍ程度 

（最低 1ｍ） 
行わない 

個人や尐人数でのリスクの

低い活動で短時間での活動

に限定 

レベル２ １ｍを目安に学級内で最

大限の間隔を取ること 

収束局面：感染リスクの低

い活動から徐々

に実施 

拡大局面：感染リスクの高

い活動を停止 

感染リスクの低い活動から

徐々に実施し、教師等が活

動状況の確認を徹底 

レベル１ 
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

で実施 

十分な感染対策を行った上

で実施 



１．基本的な新型コロナウイルス感染症対策＝標準予防策（スタンダードプリコーション）の徹底 

 ※感染症対策の 3つのポイントを踏まえた取組を行う。 

 

「感染源を絶つ」  「感染経路を絶つ」 「抵抗力を高める」 

（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 学級担任が検温カードの確認、健康観察を行い、養護教諭に報告する。 

  （取組１） 登校前に毎朝の検温および風邪症状の確認を行う。（各家庭で検温カードに記入） 

  （取組２） 登校時、児童玄関前で検温・健康観察を行う。 

  （取組２） 登校前に確認できなかった児童については、保健室で検温・風邪症状の確認を行う。 

       （※レベル２・レベル３の場合を除く。） 

   ※発熱や熱がなくても喉の痛みや咳などの自覚症状がある場合は登校を控えさせる。 

    登校後、発熱や風邪の症状が確認された場合は、保護者に連絡し帰宅させる。 

   （教職員も同様に出勤を控える） 

   ※休む場合は「出席停止」の扱いとする。   

   ※登校後に発熱等の風邪症状が確認された場合…多目的教室で待機させる。 

（２）感染経路を絶つ取組 

 ①手洗い、アルコール消毒液による消毒を励行する。 

  （取組１）手洗いについては、30 秒程度かけて液体石けんで行わせる。 

（固形石けんによる 2 次感染防止） 

※手を拭くハンカチやタオル等は、個人もちとして、共用させない。 

※「手洗いの 6つのタイミングの指導を行う。（教室・手洗い場に掲示して日常化を図る） 

 

【手洗いの 6 つのタイミング】 

 ①外から教室に入るとき    ②せきやくしゃみ、鼻をかんだとき 

 ②給食（昼食）の前後     ④そうじの後 

 ⑤トイレの後         ⑥共有のものをさわったとき 



（取組２）児童玄関ならびに職員玄関にアルコール消毒液を置き、こまめな消毒を呼びかける。 

      ※石けんやアルコールを含んだ手指消毒薬に過敏に反応したり､手荒れの心配があったり

する場合は、流水でしっかり洗わせる。   

      ※個別の消毒液の持参については、保護者からの希望がある場合のみ対処する。 

 

 ②咳エチケットの徹底 

        ･･･マスクの着用を勧める。 

        ･･･ティッシュやハンカチで口・鼻を覆う。 

        ･･･袖で口・鼻を覆う。 

   ※担任がこまめに声かけを行う。 

   ※マスクの使用については、「集団感染のリスクへの対応」で詳述 

    着用できない児童については、咳エチケットの徹底を行う。 

 

  ③子どもが多く触れる場所の消毒を行う。 

     消毒は、児童下校後に教職員で実施…授業日ごとに 

    ○担任…教室のドア・窓の鍵・給食配膳台・スイッチ・机・椅子等、 

      ※各教室の児童机・椅子は複数児童が共用する事がないので消毒を行わない。 

 

    ○養護教諭・管理職…１階学習室、児童玄関、手洗い場、トイレの消毒 

              階段手すり、体育館、図書室 

      ※１階学習室・図書室の机・椅子は複数児童が共用するので、毎日消毒を行う。 

      ※体育館・特別教室は使用日のみ消毒を行う。（特別教室は、授業後の消毒が望ましい。） 

      ※トイレはドアノブ、スイッチ、水洗ボタン・レバーのみ消毒 

      ※手洗い場は蛇口のみ消毒（※１日１回とし、歯磨き後の消毒は行わない。） 

   ※共用するパソコン・タブレットの使用に際しては、使用後の手指消毒を徹底する。 

    パソコン教室に手指消毒薬を設置。 

 

（３）抵抗力を高める取組 

  （対応１）他の感染症と同様に、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

に指導を継続する。→保健だより等での啓発・学級ごとの指導 

 

３．集団感染リスクへの対応 

《キーワード》  「密閉」「密集」「密接」を避ける（「ゼロ密」を目指す） 

   ※これまで集団感染が確認された場に共通するのは、 

     ・換気の悪い密閉空間であった 

     ・多くの人が密集していた 

     ・近距離での会話や発生が行われた  

という 3つの条件が重なった場であることから、この 3つの条件が重なる場を徹底的に避ける。 



 （１）換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底 

（取組１）業間の時間を中心に換気を行う。(10 分程度) 

（取組１）常時換気を行う。 

     ※運動場側と廊下側の窓を対角に 10～20cm を目安に開ける。 

     ※常時換気が難しい場合は、30 分に 1 回以上、少なくとも休み時間ごとに窓を全開する。 

     ※衣服による温度調節にも配慮する。（冬季においては保温・防寒目的の衣服着用に配慮する。） 

     ※エアコンを使用している場合も常時換気を行う。 

      ・空気の循環を促すため、扇風機を併用する。（夏季） 

      ・加湿器を併用し、室温 18 度以上、湿度 40％以上を保つ。（冬季） 

・エアコンの使用について 

       ※気温が上昇する夏季においては、熱中症のリスクが高まることが予想されることから、

竹田市空調設備運用指針にとらわれず、児童生徒の安全を優先し適切な運用を行う。 

（取組 2）大人数が集まる場所においては、2 方向の窓を開け、換気を行う。 

 （２）「密集」の回避～多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮 

（取組１）教室内の児童机の間隔を最大限広げる。 

（取組２）集会時の学年間の間隔を最大限広くとる。 

  地域の感染状況（レベル）に応じて下記を目安に身体的距離を保つ。 

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 １ｍを目安に学級内で最大限の間隔を取る

こと 

収束局面：感染リスクの低い活動か

ら徐々に実施 

拡大局面：感染リスクの高い活動を

停止 

レベル１ 

１ｍを目安に学級内で最大限の間隔をとる。 

１ｍの距離を確保できない場合は、 

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。 

適切な感染対策を行った上で

実施 

     ※感染リスクの高い教科指導については、「具体的な活動場面毎の感染症予防策」で詳述 

 

 （３）「密接」の場面への対応（マスクの着用） 

（取組１）マスクの着用ならびに咳エチケットの徹底を行う。 

   ※近距離での会話や発声が必要な場面が生じうることから、身体的距離が十分とれない場合には

着用することを基本とする。 

  

 【マスクを着用する必要のない場合】 

   ①十分な身体的距離が確保できる場合 

   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。 

    ※留意事項は「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） 

   ④登下校時（十分な距離を確保して可能） 



 

 【フェイスシールドの使用について】 

  ※フェイスシールドの使用については、マスクを着用せずにフェイスシールドのみを装着した場合

に感染が疑われる事例があったことから、フェイスシールドとマスクの併用を基本とする。 

  （フェイスシールドの装着が想定される場面） 

    ・対面授業で、通常よりも身体的距離が確保できない場合（マスクとの併用） 

    ・全校集会等、多人数の前で話す場合  等 

  （フェイスシールドのみの装着が想定される場面） 

※身体的距離を必ず確保する。 

※極力時間短縮に努める。 

    ・マイク等を使用し、マスクの着用が難しい場合（マウスシールドまたはフェイスシールド） 

    ・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場合  等  

 

４．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 ★児童生徒が長時間、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 児童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 

図画工作 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 ★児童が密集する運動  ★近距離で組み合ったり接触したりする運動 

（取組１） 地域の感染レベルに即して以下の対応をとる。 

レベル３ 上表の活動は、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 

児童の「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、回数や時間を絞るなどして実施。 

★については慎重に検討 

レベル１ 換気、身体的距離の確保や手洗いなどの感染症対策を行い、実施する。 

 ※レベル２におけるその他留意事項 

（「衛生管理マニュアル～学校の新しい生活様式」Ｐ46～47 を参照） 

  ・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。 

  ・器具や用具を共用で使用する場合は、使用前後の手洗いを行わせる。 

  ・体育の授業は、当面の間、可能な限り屋外で実施する。 

  ・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を避ける。 



 ※水泳指導については、本年度は実施しない。 

※体育の授業におけるマスクの着用は、必ずしも必要ではない。 

  （但し、「児童生徒等の間に飛沫のかからないような十分な距離があり、かつ、換気を適切に行って

いる室内や屋外である場合。」） 

 

 ※現時点での対応 

  現時点においてはレベル２に該当するため、上記★の学習活動について慎重に検討を加える。 

   

（２）給食指導   ５月 13 日付 「18 日からの給食指導について」（給食担当より）を参照のこと 

  ①従来の衛生管理を徹底させる。 

   ・必ず給食エプロン・マスクを着用する。 

   ・配膳・配食前の手洗いを徹底する。 

   ・食器・食缶置き場の混雑を避けるため、間隔を空けて待機・運搬させる。 

   ・会食時は、机を向かい合わせにしない。 

  ②給食室・給食配膳台の消毒を行う。 

   ・給食室（食缶・食器置き場は、給食車到着前及び給食終了後に実施 

   ・各教室の配膳台は児童下校後に担任が実施 

 

（３）清掃活動 

  清掃活動は、共同作業を行うことが多く、共用の用具等を用いることから 

  ①清掃区域の換気を行う。 

  ②マスクを着用する。 

  ※気温・湿度、暑さ指数が高い場合は、十分な距離を確保してマスクを外して清掃活動を行う。 

  ③清掃後は石けんを使用した手洗いを行わせる。 

（４）休み時間 

  ①屋外での体を激しく動かす遊びを除き、マスクの着用を基本とする。 

   ※気温・湿度、暑さ指数が高い場合は、十分な距離を確保してマスクを外す。 

  ②休み時間終了後に手洗いを行わせる。 

レベル３ 
小規模校であるため、トイレ休憩時の混雑は回避できるが、手洗い場での混雑が予想される。 

手洗い場で距離を保つよう指導する。 

私語を慎むよう指導する。 
レベル２ 

レベル１ 会話をする際に一定距離を保つことの指導、身体接触のある遊びの禁止 

（５）登下校 

  ①児童玄関での密集を避けるよう指導する。 

  ②身体的距離が十分とれない場合はマスクの着用を基本とするが、以下の場合はマスクを外す。 

    ・気温が高く、熱中症のリスクが想定される場合。 

    ・人との十分な距離を確保できる場合。 



 

（６）フッ化物洗口・歯磨き 

  ①フッ化物洗口 

   ※本校「フッ化物洗口実施要綱」ならびに「フッ化物洗口実施マニュアル」に沿って実施する。 

  （留意事項） 

    ・実施教室の換気を十分行う。 2･3 年教室（2･3 年）  理科室（4･5･6 年） 

    ・児童どうしの間隔を空ける。 

    ・洗口液をはき出す際にできるだけ低い位置でゆっくりはき出すよう指導する。 

    ・洗口後、紙コップ回収時の密集を避ける。 

 

  ※その他、「新型コロナウイルス緊急事態宣言下における集団フッ化物洗口の実施について」 

   （一般社団法人日本口腔衛生学会）を参照する。 

 

  ②歯磨き 

   ※飛沫感染のリスク解消のため以下の措置をとる。 

   

  （留意事項） 

   ・手洗い場での密集を避ける。～給食が終わった児童から順次歯磨きを行わせる。 

    その際に、密が生じないよう担任が確認する。 

   ・手洗い場で１度に歯磨きを行う児童を２人までとする。 

   ・口をすすいだ後、はき出す際には、できるだけ低い位置で吐き出すよう指導する。 

   ・歯磨きが終わった後は、水道水でよく流す。 

   ※児童の歯磨き終了後、手洗い場の消毒を行う。 

  ※歯磨き終了後の消毒は実施せず、通常の清掃活動で対応する。 

   消毒は児童下校後、蛇口のみを行う。（登校日１日１回） 

 

 

 

 

 

 

５．学校において感染者等が発生した場合の対応について 

 ※「竹田市小中学校の幼児児童生徒、教職員及び教育庁・教育機関の職員が新型コロナウイルスに感

染した場合等の対応について（通知）（竹教委第 0512009 号）に基づき対応する。 

【 手洗い場の使用学年 】 

 

2階トイレ横…2･3年生 

西側階段踊り場…4・5年生 

1回トイレ横…4・5年生 

東側階段踊り場…6年生 

 



 【参考】「竹田市小中学校の幼児児童生徒、教職員及び教育庁・教育機関の職員が新型コロナウイルスに感染した場合等の対

応について（通知） 

６.人権への配慮 

 ※新型コロナウイルス感染拡大抑止策を進める中で、多少の咳やくしゃみ、マスクの未着用に対して

過敏に反応しすぎ、時には当該児童への中傷にもつながる言動を行う児童が現れることもありうる。 

   そのようなさまざまな新型コロナウイルスに関する差別・偏見・いじめ・誹謗中傷などを絶対に

許さない毅然とした対応に努める。 

 

 



  （取組１）新型コロナウイルス感染症に対する正しい知識を発達段階に応じて指導する。 

また、感染症対策を徹底する。（特別活動） 

  （取組２）日常的な児童観察を継続し、児童の変化に留意する。（教職員による観察） 

  （取組 3）「心の声アンケート」（毎月 1 回）による実態把握を行う。 

       また、必要に応じて個別指導を行う。 

  （取組４）職員間で児童実態や課題について情報共有をし、職員全体で対処する。 

 

 

７．臨時休校等 

 ※竹田市教育委員会「新型コロナウイルス感染症にかかる竹田市立小・中学校の対応について」 

 （令和 2 年５月 12 日改訂版）に則って対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


