
2022/4/27現在

日高特別支援学校

No 取　組 感染状況 教育活動

非常事態（紫） 中止又は延期とする。

特別警戒（赤）
児童生徒間の間隔を確保（手を伸ばし届かない程度）、器具の共用を避け、個人

内で完結できる活動は可とするが、延期や中止を含め、慎重に検討する。

警       戒（オレンジ）
児童生徒間の間隔を確保（手を伸ばし届かない程度）、器具の共用を避け、個人

内で完結できる活動は可とするが、延期や中止を含め、慎重に検討する。

注       意（黄）
児童生徒間の間隔を確保（手を伸ばし届かない程度）、器具の共用を避け、個人

内で完結できる活動は実施可とする。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 集団での共同制作等は実施しない。

特別警戒（赤）
児童生徒の間隔を１ｍ以上空け、集団での共同制作等については慎重に検討す

る。

警       戒（オレンジ）
児童生徒の間隔を１ｍ以上空け、十分な感染症対策と「三密」を避けられる環境

を確保し、実施する。

注       意（黄）
児童生徒の間隔を１ｍ以上空け、十分な感染症対策と「三密」を避けられる環境

を確保し、実施する。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 集団での歌唱、吹奏は実施しない。

特別警戒（赤）

児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、換気、消毒など十分な感染症対策を行いながら

実施する。歌唱や吹奏を行う際には、窓から屋外に向かって行うなど、呼気に留意

する。用具の共用、集団で接触、密集、近距離での活動は実施しない。

警       戒（オレンジ）

児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、換気、消毒など十分な感染症対策を行いながら

実施する。歌唱や吹奏を行う際には、窓から屋外に向かって行うなど、呼気に留意

する。用具の共用、集団で接触、密集、近距離での活動は実施しない。

注       意（黄）
児童生徒の間隔を１ｍ以上空け、十分な感染症対策と「三密」を避けられる環境

を確保し、実施する。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫）

児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、換気、消毒など十分な感染症対策を行いながら

実施する。ただし、用具の共用、集団で接触、密集、近距離での活動は実施しな

い。

特別警戒（赤）

児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、換気、消毒など十分な感染症対策を行いながら

実施する。ただし、用具の共用、集団で接触、密集、近距離での活動は実施しな

い。

警       戒（オレンジ）

児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、換気、消毒など十分な感染症対策を行いながら

実施する。ただし、用具の共用、集団で接触、密集、近距離での活動は実施しな

い。

注       意（黄）
児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、換気、消毒など十分な感染症対策を行いながら

実施する。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫）
児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、十分な感染症対策を行いながら実施する。ただ

し、用具の共用、集団で接触、密集、近距離での活動は実施しない。

特別警戒（赤）
児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、十分な感染症対策を行いながら実施する。ただ

し、用具の共用、集団で接触、密集、近距離での活動は実施しない。

警       戒（オレンジ）
児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、十分な感染症対策を行いながら実施する。ただ

し、用具の共用、集団で接触、密集、近距離での活動は実施しない。

注       意（黄）
児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、消毒など十分な感染症対策を行いながら実施

する。

感染観察（緑） 制限しない。

新型コロナウイルス感染症の感染状況と学校教育活動
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2022/4/27現在

No 取　組 感染状況 教育活動

非常事態（紫）

児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、十分な感染症対策を行いながら実施する。ただ

し、用具の共用、集団で接触、密集、近距離での活動は実施しない。特に更衣等に

おいて、閉鎖空間で密集することが無いよう計画する。

特別警戒（赤）

児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、十分な感染症対策を行いながら実施する。ただ

し、用具の共用、集団で接触、密集、近距離での活動は実施しない。特に更衣等に

おいて、閉鎖空間で密集することが無いよう計画する。

警       戒（オレンジ）

児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、十分な感染症対策を行いながら実施する。ただ

し、用具の共用、集団で接触、密集、近距離での活動は実施しない。特に更衣等に

おいて、閉鎖空間で密集することが無いよう計画する。

注       意（黄）
児童生徒の間隔を２ｍ程度空け、消毒など十分な感染症対策を行いながら実施

する。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 中止又は延期とする。

特別警戒（赤）

感染拡大が確認されている都市部（高知市街地等）での活動は、中止又は延期

とする。また、「三密」を避けられない公共交通機関の利用及び不特定多数が出

入りする大型商業施設、映画館等閉鎖空間となる施設を利用する活動、飲食を伴

う活動は、中止又は延期とする。ただし、貸切可能な個室等の使用により、不特定

多数との接触や「三密」を避け十分な感染対策を行える場合の飲食を伴う活動

は実施可とする。

警       戒（オレンジ）

「三密」を避けられない公共交通機関の利用及び不特定多数が出入りする大型

商業施設、映画館等閉鎖空間となる施設を利用する活動、飲食を伴う活動は、中

止又は延期とする。ただし、貸切可能な個室等の使用により、不特定多数との接

触や「三密」を避け十分な感染対策を行える場合の飲食を伴う活動は実施可とす

る。

注       意（黄）
「三密」を避けられる場所、手段等を十分に講じ、回数や時間を絞るなどにより実

施する。ただし、映画館等閉鎖空間となる施設を利用する活動は行わない。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 中止又は延期とする。

特別警戒（赤）
「三密」を避けられる場所、手段等を十分に講じるとともに、調理については実施

をせず、購入したものでの食事をとるなどにより実施する。

警       戒（オレンジ）
「三密」を避けられる場所、手段等を十分に講じ、器具の共用を避け、個人内で完

結できる活動は実施可とする。回数や時間を絞るなどにより実施する。

注       意（黄）
「三密」を避けられる場所、手段等を十分に講じ、回数や時間を絞るなどにより実

施する。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 中止又は延期とする。

特別警戒（赤）

中止又は延期もしくは宿泊・飲食を伴わない活動へ変更する。ただし、入浴や施設

の利用において他の一般宿泊者との接触を避けられる場合の宿泊及び貸切可能

な個室等の使用により、不特定多数との接触や「三密」を避け十分な感染対策を

行える場合の飲食を伴う活動は実施可とする。

警       戒（オレンジ）

感染拡大が確認されている都市部及び「三密」を避けられない公共交通機関の

利用及び不特定多数が出入りする大型商業施設、映画館等閉鎖空間となる施設

を利用する活動を伴う場合は、中止又は延期もしくは宿泊・飲食を伴わない活動

へ変更する。ただし、入浴や施設の利用において他の一般宿泊者との接触を避け

られる場合の宿泊及び貸切可能な個室等の使用により、不特定多数との接触や

「三密」を避け十分な感染対策を行える場合の飲食を伴う活動は実施可とする。

注       意（黄）
「三密」を避けられる場所、手段等を十分に講じ、回数や時間を絞るなどにより実

施する。ただし、映画館等閉鎖空間となる施設を利用する活動は行わない。

感染観察（緑） 制限しない。

8
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7 校外学習

6 水　泳
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2022/4/27現在

No 取　組 感染状況 教育活動

非常事態（紫）

中学部３年及び高等部３年は、宿泊を伴わない校外学習等を代替行事として実

施する。

高等部２年については、翌年度への延期とする。

特別警戒（赤）

中学部３年及び高等部３年は、県内での１泊程度の宿泊学習を修学旅行代替行

事として実施する。

高等部２年については、翌年度への延期を検討する。

警       戒（オレンジ）

中学部３年及び高等部３年は、県内での１泊程度の宿泊学習を修学旅行代替行

事として実施する。

高等部２年については、翌年度への延期を検討する。

注       意（黄）

旅行先の地域が感染拡大局面にない場合は、感染対策を十分に行い「三密」を

避けられる場所、手段等を十分に講じ、県外での修学旅行を実施する。ただし、旅

行先地域の感染状況等について、移動先都道府県知事が出している要請やメッ

セージに沿って判断する。

感染観察（緑）

旅行先の地域が感染拡大局面にない場合は、感染対策を十分に行い「三密」を

避けられる場所、手段等を十分に講じ、県外での修学旅行を実施する。ただし、旅

行先地域の感染状況等について、移動先都道府県知事が出している要請やメッ

セージに沿って判断する。

非常事態（紫） 中止又は延期とする。

特別警戒（赤）

全校行事としては実施せず、「三密」とならないよう児童生徒待機場所や競技種

目・内容を工夫し、学部別で競技種目数や時間短縮しての実施を検討する。また、

児童生徒同士が近距離で組み合うことや接触する競技種目は、実施しない。保護

者の参観については、人数制限を行う。

警       戒（オレンジ）

全校行事としては実施せず、「三密」とならないよう児童生徒待機場所や競技種

目・内容を工夫し、学部別での実施等を検討する。また、児童生徒同士が近距離

で組み合うことや接触する競技種目は、実施しない。保護者の参観については、人

数制限を行う。

注       意（黄）

「三密」とならないよう児童生徒待機場所や競技種目・内容を工夫しての実施等

を検討する。また、児童生徒同士が近距離で組み合うことや接触する競技種目の

実施については慎重に検討する。保護者の参観については、人数制限を行う。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 中止又は延期とする。

特別警戒（赤） 中止又は延期とする。

警       戒（オレンジ）

全校行事としては実施しない。作品展示を中心に会場を分散するなどの工夫によ

り、「三密」とならないよう計画できる場合に限り、学部単位等での実施は可とす

る。保護者の参観については、不実施または人数制限による実施を検討する。

注       意（黄）

全校行事としては実施しない。舞台発表を計画する場合は、観覧席間を最低１ｍ

以上確保し、十分な換気を常時行ったうえで、入場者を発表中の児童生徒の保

護者のみとして入れ替えを行うなどの制限を行いながら実施する。合唱・歌唱や

大きな声を出す発表については児童生徒間に一定の距離を保ち、同じ方向を向く

ような配置で行うこととし、時間短縮なども検討する。作品展示などを行う場合は、

会場を分散させるなど「三密」を避けるよう計画し、保護者の参観については、人

数制限を行う。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 進路決定等のためやむを得ない場合を除き、中止又は延期とする。

特別警戒（赤） 必要性を十分に検討し、規模の縮小なども考慮しつつ慎重に検討する。

警       戒（オレンジ） 十分な感染対策が可能な場合は実施する。

注       意（黄） 制限しない。

感染観察（緑） 制限しない。

12

なつまつり

学習発表会

学園祭

13 現場実習

11 運動会

10 修学旅行
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2022/4/27現在

No 取　組 感染状況 教育活動

非常事態（紫） 中止又は延期とする。

特別警戒（赤）
交流先校と協議のうえ、双方の合意があれば実施する。ただし「三密」となる活

動、室内での歌唱や合唱、調理、近距離で接触する活動は、実施しない。

警       戒（オレンジ）

交流先校と協議のうえ、双方の合意があれば実施する。ただし「三密」となる活動

は実施しない。室内での歌唱や合唱、調理、近距離で接触する活動については、

慎重に検討する。

注       意（黄）
交流先校と協議のうえ、双方の合意があれば実施する。ただし「三密」となる活動

は実施しない。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 中止又は延期とする。

特別警戒（赤） 保護者及び関係機関関係者について「三密」を避けられる状況で参観可とする。

警       戒（オレンジ） 保護者及び関係機関関係者について「三密」を避けられる状況で参観可とする。

注       意（黄） 保護者及び関係機関関係者について「三密」を避けられる状況で参観可とする。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫）
中止又は延期とするが、就学に関わり特に必要な場合には人数制限のうえ、見学

のみ実施する。時間短縮等も検討する。

特別警戒（赤） 中３生のみを対象とし、人数制限、時間短縮、見学のみの実施等を検討する。

警       戒（オレンジ） 人数制限、時間短縮等を検討する。

注       意（黄） 制限しない。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 中止又は延期とする。

特別警戒（赤） 特に必要な場合に限り、実施する。人数制限、時間短縮等を検討する。

警       戒（オレンジ） 特に必要な場合に限り、実施する。人数制限、時間短縮等を検討する。

注       意（黄） 制限しない。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 緊急性等を考慮し、慎重に検討する。

特別警戒（赤） 緊急性等を考慮し、慎重に検討する。

警       戒（オレンジ） 十分な感染対策が可能な場合は実施する。

注       意（黄） 十分な感染対策が可能な場合は実施する。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 緊急性等を考慮し、慎重に検討する。

特別警戒（赤） 緊急性等を考慮し、慎重に検討する。

警       戒（オレンジ） 十分な感染対策が可能な場合は実施する。

注       意（黄） 十分な感染対策が可能な場合は実施する。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 中止又は延期とする。

特別警戒（赤） 必要性を考慮し、慎重に検討する。

警       戒（オレンジ） 十分な感染対策が可能な場合は実施する。

注       意（黄） 十分な感染対策が可能な場合は実施する。

感染観察（緑） 制限しない。

18
教育相談員

派遣事業

19

特別支援学

級等サポート

事業

20
外部専門家を

活用した支援

体制充実事業

15
参観日

参観週間

16 体験入学

17 学校見学

14
交流及び

共同学習
居住地校交流
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2022/4/27現在

No 取　組 感染状況 教育活動

非常事態（紫） 放送等により、集合せずに実施する。

特別警戒（赤） 学部別等の分散などにより、「三密」を避け、実施する。

警       戒（オレンジ） 学部別等の分散などにより、「三密」を避け、実施する。

注       意（黄） 学部別等の分散などにより、「三密」を避け、実施する。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫）

学部別等の分散開催及び１ｍ以上の席間を確保し、換気・消毒等の感染症対策

を十分に行い、該当学年の児童生徒、保護者のみが参加して、実施する。新入生、

卒業生保護者については人数制限を行う。在校生は各教室等でﾘﾓｰﾄ参加を検討

する。

特別警戒（赤）
学部別等の分散実施を検討する。在校生の参加についてはﾘﾓｰﾄ参加を含め慎重

に検討し、新入生、卒業生保護者の人数制限を行う。

警       戒（オレンジ）
学部別等の分散実施を検討する。在校生の参加についてはﾘﾓｰﾄ参加を含め慎重

に検討し、新入生、卒業生保護者の人数制限も検討する。

注       意（黄）
在校生の参加についてはﾘﾓｰﾄ参加を含め慎重に検討し、新入生、卒業生保護者

の人数制限を検討する。

感染観察（緑） 制限しない。

非常事態（紫） 許可しない。

特別警戒（赤） 許可しない。

警       戒（オレンジ） 許可しない。

注       意（黄） 許可しない。

感染観察（緑） 感染収束が確認されるまで許可しない。

21 始・終業式

22
入学式
卒業式

23 アルバイト

※必要な各種研修、支援会等については、参加者数の制限やリモート開催など感染状況に応じた感染対策を講じたうえ

で開催する。
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