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【参考】濃厚接触者とは、感染者の感染可能期間＊に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。

① 感染者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者

② 適切な感染防護無しに感染者を診察、看護若しくは介護していた者

③ 感染者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

④ 手で触れることの出来る距離（目安として 1メートル）で、必要な感染予防策なしで、感染者

と 15 分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総

合的に判断する）

＊「感染者の感染可能期間」とは、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型

コロナウイルス感染症を疑う症状を呈した 2日前から隔離期間までの間、とする。（国立感染症

研究所 感染症疫学センター 令和 2年 4月 20 日版より）
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１．はじめに

新型コロナウイルス感染症等の新たな感染症と共に生きていく社会を前提とし、新規感染者数が限

定的となった場合であっても、再度感染が拡大する可能性を想定しておきます。そのため、長丁場に

備え、手洗いや咳エチケット、換気といった基本的な感染症対策に加え、感染拡大リスクが高い「３

つの密」を徹底的に避けるために、身体的距離の確保（ソーシャルディスタンスあるいはフィジカル

ディスタンス）といった「学校の新しい生活様式」【参照資料：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」～（2020.9.3Ver.4）及び同別添資

料】を導入します。感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減しつつ、教育活動を継続し、子ども

の健やかな学びを保障していきます。

◆ 危機管理マニュアルの確認及び見直し ◆

（１）教職員間でのマニュアルの確認及び情報共有を行い、内容を把握する。

（２）衛生管理マニュアルの改訂やその他準用元の情報更新があったときは、随時加除修正を行い、

教職員間で確認する。

２．予防的対応

（１）校内体制

○校長・教頭：総合的判断と指示

○養護教諭：教職員及び生徒への予防的対応の監督・指導並びに学校医等との連携

○教職員：生徒への予防的対応の監督・指導

（２）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」～の準用及び導入

【感染防止の３つの基本】

① 身体的距離の確保（ソーシャルディスタンス）
② マスクの着用
③ 手洗い
□ 人と人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。

□ 遊びに行くなら、屋内より屋外を選ぶ。

□ 会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。

□ 外出時、屋内にいる時や会話をする時は、マスクを着用する。

□ 家に帰ったらまず、手や顔を洗う。できるだけすぐ着替える。

□ 手洗いは３０秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗う。（手指消毒薬の使用も可）

【移動に関する感染対策】
□ 感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。

□ 帰省や旅行は控えめに。出張はやむを得ない場合に。

□ 発症した時のため、誰とどこで会ったかをメモにする。

□ 地域の感染状況に注意する。

□ まめに手洗い・手指消毒

□ 咳エチケットの徹底

□ こまめに換気

□ 身体的距離の確保

□ 「３密」の回避（密閉、密集、密接）

□ 毎朝、体温測定、健康チェック。

発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養
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（３）本校での感染予防対策

（４）教職員等に新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合（高知県 HPより 2020.10.7 時点）

○新型コロナウイルス感染症の症状は、発熱、呼吸器症状（咳、咽の痛み、鼻水、鼻づまりな

ど）、頭痛、倦怠感、下痢、嘔吐などと多彩です。

○こうした症状の方は、最寄りの検査協力医療機関又はかかりつけ医に必ず電話予約して

受診してください。

○受診の際は必ずマスクを着用するとともに、医療機関の指示に従ってください。

※保険診療による新型コロナウイルスの検査は、医師が新型コロナウイルス感染症を疑うと

判断した場合にのみ可能です。「漠然とした不安がある」、「会社から陰性証明を求められ

た」といった場合は検査はできません。

① 衛生面

□ 毎日の検温

□ こまめな手洗い・手の消毒

□ マスクの着用

□ 来校者の手の消毒

② 教室環境

□ 座席間をあける（１ｍ以上）

□ 教室の換気（朝・休み時間）

□ ソーシャルディスタンス

□ 密閉・密集・密接をさける

③ 消毒…生徒下校後

□ 出入口（引手とその周り）

□ 机・椅子

□ 階段手すり・スイッチ板等

④ 給食

□ 準備は教職員

□ 食事場所を学年で分ける

□ 対面をさける

□ 準備中は外で待機し、順番に入る

⑤ 各教科等で行わないこと（感染状況によって）

□ 音楽 密閉での歌唱

□ 家庭 調理実習

□ 体育 接触する運動

□ 長時間のグループ活動

⑥ その他

□ 新型コロナウイルスに関する正しい知識の指導

□ 感染防止対策の指導
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◇最寄り（いの町内）の検査協力医療機関一覧（2020.10.7 時点）

◇上記以外の検査協力医療機関については、高知県 HPでご確認ください。

（５）みどり寮における感染症対策

寮は生徒が集団生活を行う場であり、共用施設なども多く、大人数が日常生活を送る場である

ことから、密になる環境が形成されやすいと考えられます。学校の設置者及び寮の運営に関わる

関係者は、寮内での感染拡大は起こりうるものと想定し、共同生活を通じた教育的意義にも配慮

しつつ、平時から健康管理や感染症対策、感染者発生時の対応について学校医や関係機関と検討

し、十分な注意を持って用意をしておく必要があります。

①居室における感染症対策

・居室は定期的に窓を開けて換気を行う。

・居室を２人以上の共用としている場合、居室内でも常時マスク着用を求めることは現実的では

ないため、咳エチケットの徹底と近距離での大声での会話を避ける。

・自室以外の居室を訪れる際はマスクを着用する。

②共用スペースにおける感染対策

（基本的な考え方）

・飛沫感染を避けるため、共用スペースを利用する際はマスクを着用する。

・換気をこまめに行う。窓や換気装置のない場所では扇風機やサーキュレーターなどで空気の流

れを作る。

・施設設備（食堂や浴室等）の広さに応じて、同時に使用する人数や時間を制限するなど、密を

避けるようにする。

・地域での流行状況や施設内での有症状者の発生状況などに応じて、共用スペースの利用そのも

のの使用制限も検討する。

医療機関名 電話番号 患者様へのメッセージ 住 所

いのたんぽぽクリニック 088-893-0047

休診：水曜午後・木曜・日曜

診察時間：8:30～12:30、14:00～17:00

必ず事前に電話連絡の上、マスクを着用して、

来院して下さい。

いの町 3864 番地 1

いの町立国民健康保険仁淀病院 088-893-1551
診療時間：8:30～12:00、13:30～17:00

土・日・祝日、夜間は対応できません。
いの町 1369

さくら病院 088-893-5111

月～金 13:30～16:00 中学生以上が対象で

す。しばらくの間、土・日・祝は抗原検査のみ

別室や車中にて対応します。

いの町鹿敷 162

高岩診療所 088-867-2518
月・水・金 14:00～15:00 中学生以上が対

象です。

いの町下八川甲

350 番地 1

高岡内科 088-892-0296

対応可能日：月・火・金（9:00～12:30）、（14:00

～17:30）、水（14:00～17:30）、木・土（9:00

～12:30）

いの町新町 86

田村カルディオクリニック 088-893-5712

発熱外来は月～金（12:00～13:00）土曜はな

し。電話連絡のうえ、予約して下さい。（予約

なしでは受付できません。）来院時間をお伝え

します。ただし、院内には入らずお車など外

でお待ち下さい。こちらからご案内します。

いの町波川 563
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ア）食堂

・食堂の使用前後に手洗いを行う。

・食卓は座席の間隔をあける。その場合、座席の間隔は、机や床に印をつけるなどして視覚的に

わかるようにすることが望ましい。

・向かい合って着席しないように座席を配置する。

・大声での会話を控えるように指導する。

・食事時間終了後は、机、配膳台、下膳台、電子レンジや冷蔵庫の取っ手、食堂のドアノブなど

複数人が触った場所を消毒する。

イ）浴室

・脱衣所、浴室内で、大声で話さないように注意する。

・浴槽の使用にリスクはないため、使用自体を制限する必要はない。

・浴室や浴槽は通常どおりに清掃を行い、脱衣所の複数人が触った場所は消毒する。

ウ）トイレ

・使用後は必ず流水、石けんでの手洗いを行い、手を拭くタオルは共用としない。個人のタオル

や、ペーパータオルを使用する。

・定期的にドアノブや便器の接触面、トイレレバー、蛇口ハンドルなど複数人が触った場所を消

毒する。

エ）その他

・その他の共用設備(給水機、自動販売機など)や下駄箱、ドアノブなど複数の人が頻繁に触る部

分は定期的な（１日数回）消毒を行うようにする。この場合、生徒等が自ら作業できるよう消

毒液や拭き取りペーパーを備え付けるなどの工夫が考えられる。

・清掃を生徒等が行う場合は、掃除箇所ごとに密な環境にならないようにする。

③その他の平時の対策

・管理者および居住者は１日１回以上体温測定と体調チェックを行い、結果を記録・保管する。

・発熱、呼吸器症状（咳、咽の痛み、鼻水、鼻づまりなど）、頭痛、倦怠感、下痢、嘔吐がある

ものは本川プラチナ交流センターに隔離し、最寄りの検査協力医療機関又はかかりつけ医に電

話連絡し受診する。また、寮は一人部屋体制とする。

・仮にすぐに症状がおさまったとしても、主要症状（発熱や咳など）が消退した後２日を経過す

るまで、本川プラチナ交流センターに隔離し、部活動や寮生活等の集団活動には参加しないこ

ととする。また、体調不良者が同時に複数名以上（例えば３名以上）発生した場合には、学校

医又は医療機関に相談する。

・手指衛生は石けんと流水での手洗いを基本とし、手洗いが困難な場合は、アルコール70%以上

(入手困難な場合は60%以上)を使用する。

・物品の消毒は、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。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

こと。また、学校薬剤師等と連携することも重要である。

・リネン類や衣類の洗濯は通常の洗剤を用いて行う。
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３．発生時の対応

（１）教職員に感染又は濃厚接触が発生した場合の全体フロー図

１ 教職員に新型コロナウイルス感染症の症状が発生した場合及び濃厚接触者が発生した場合

２ 教職員に新型コロナウイルス感染者が発生した場合

（感染者が発生した日から 1～３日程度の臨時休業・休園※）

（５） 業務の継続
⑯学校の再開に向けて支障が生じないように可能な範囲で業務を継続

（２） (1)の教職員が感染者となった場合に備えた準備

④校長は「対策チーム」を設置し、（1）の教職員が感染者となった場合に備え、想定される「濃厚接
触者」の確認作業や業務継続に向けた体制を検討

③校長は、所属における感染防止対策を徹底

（４） 在籍教室等の消毒の実施・業務再開
⑮濃厚接触者に該当しない教職員により、在籍教室等の消毒作業を行い業務を再開

（２） 濃厚接触者の確認【保健所の調査に協力】
⑨保健所が、感染者本人に発症後の他者との接触状況を聞き取り
⑩教頭は、保健所の指示に従い、所属教職員から感染者との接触状況を聞き取り
⑪教頭は、⑩に基づき接触者リストを作成（出勤状況や感染者との接触状況等を記載）し、保健所に
提出するとともに、保健所の指示に従い、必要な資料を準備・作成

⑫所属教職員は、「濃厚接触者」が判明するまでは、できる限り所属で待機
⑬保健所が感染者本人及び関係者からの聞き取り（接触者リスト）をもとに「濃厚接触者」を判定
⑭校長は、保健所の判定に従って所属教職員に、自宅待機の指導や業務の再開を指示

（３） 「濃厚接触者」の確定・対応
●所属教職員が「濃厚接触者と判定」された場合は、「１(1)-２」へ

（１） 感染の把握
●＜チェックリスト＞町立小中学校等において児童生徒に新型コロナウイルス感染症が発生し
た場合と同様の対応

①校長は、教職員本人、又は保健所から感染の連絡を受ける
②校長が地教委事務局等へ感染者発生の報告を行い、対策チームメンバーを集める
③校長は、保健所から今後の対応について、指示を受ける
④校長は対策チームを設置する
⑤臨時職員会を開催し、対策チームで決定した対応や役割分担を教職員で共有する
⑥生徒及び保護者への説明や対応
⑦保健所の聞き取り調査への対応
⑧感染者の担当する教室やよく使用していた場所、共有の道具等を消毒する

※保健所による濃厚接触者の範囲の特定や検査に必要な日数・範囲で臨時休業を実施する。ただし、濃厚接触者の特定

に時間を要しない場合や、濃厚接触者がいない等の場合は、臨時休業を実施しない場合もある

（１）－２ (1)-1 以外の教職員に濃厚
接触者が発生した場合

①所属教職員が濃厚接触者であることが判明
②校長は、濃厚接触者と接触のあったその他
の所属教職員の健康状態を把握

（１）－１ 教職員に感染症の症状（発熱
等）が発生した場合

① 校長は、教職員に対して、最寄りの検査協力
医療機関又はかかりつけ医に電話予約して
受診するように助言する

② 校長は、教職員から PCR 検査を受けたこと
の報告を受ける
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（２）児童生徒及び教職員に感染者が発生した場合のフロー図

別紙１
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（３）児童生徒及び教職員に感染者が発生した場合のチェックリスト

所管保健所：高知県中央西福祉保健所 ℡0889-22-1240 佐川町甲1243-4

①新型コロナウイルス感染者発生の連絡（保健所又は保護者から）

□連絡を受けた教職員は、学校長へ電話をつなぐ（不在の場合は教頭へつなぐ）。

□保護者からの連絡を受けた場合は、学校長が中央西福祉保健所に連絡し改めて内容を確認

する。

②感染者発生と臨時休業の報告（対策チームメンバーの招集）

□教育委員会事務局又は本川教育事務所に感染者発生報告及び臨時休業の報告

※感染者が発生した日から1～３日程度臨時休業とする。

（保健所による濃厚接触者の範囲の特定や検査に必要な日数・範囲で臨時休業を実施する。ただし、濃厚接触者の特定に時間

を要しない場合や、濃厚接触者がいない等の場合は、臨時休業を実施しない場合もある）。

参考資料：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」～

（2020.9.3Ver.4）

□学校の対策チームメンバーを招集
※招集が完了したら、委員会事務局又は各教育事務所に連絡する。

□学校運営継続及び学校再開に向けた体制の検討

① 教職員本人のみが自宅待機（又は入院等）となる場合

② 数名が自宅待機となる場合

③ 教職員のほとんどが自宅待機となる場合

③保健所に指示を仰ぐ

□保健所に連絡し、学校に来ることができるかどうか確認する。来る場合は、いつ頃到着す

るか確認しておく。
＜保健所が来ることができる場合＞

※保健所から生徒及び教職員を待機させておくように要請された場合は、可能な限り協力する。その際、待機させる生徒及

び教職員の範囲について確認する（当該感染者在籍のクラスのみ？同じ部活動に所属する生徒は？本校は全校生徒か？み

どり寮職員は？等）。

＜保健所が来ることができない場合＞

※業務の状況により保健所が来ることができないことも想定される。その際は電話で連絡を密に取り合い対応すること。

※すぐに来ることが出来ない場合は、生徒及び教職員に感染予防策（マスク着用、会話を控える、密集して帰らない等）を

とった上で帰宅させ、自宅待機を指示する。

□当該感染者の行動歴について、どこまで遡って把握しておけばよいか確認する。→⑦へ
※現時点では症状が出てから約1ヶ月遡って調査する場合が多いが、保健所の指示に従う。

別紙２
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④対策チームの設置 《企画委員のメンバー》

※休日の場合、まずは管理職が集まり、保健所と今後の対応を確認後、集合する教職員に連絡する。

□役割分担

【 学校長 】：総括・連絡窓口・報道対応

【 教頭 】：学校長補助

【 教務教頭 】：記録担当。保護者あて文書及び接触者リスト（別紙３・４）作成→⑦へ

【 教務→学年 】：生徒（含む欠席者）への対応。→⑥へ

【 舎監教頭 】：みどり寮、ＰＴＡ、住民への対応。→⑥へ

【 教務教頭 】：学校医への報告、衛生管理・消毒指示。その他突発的な事案への対応→⑧へ

※感染者の在籍する教室やよく使用していた場所、共有の道具等の消毒。必要であれば消毒方法等は保健所に助言をもらう。

□連絡体制の確立

保健所・教育委員会事務局・本川教育事務所とのやり取りは原則校長が行う（窓口の一本化）。

※連絡先は携帯番号も伝えておく。

⑤臨時職員会を開催し教職員で共有

□対策チーム体制、対策内容を伝達・共有
※授業中であれば換気、会話を控える等の感染予防対策をとった上自習とし、場合によっては、一部の教職員が生徒の見守

りとして残るようにしたり、必要最小限の教職員が生徒対応したりした上で、教職員を集める。

※感染者との関係性から濃厚接触者であろうとみなされる教職員は別室で待機させる。

□感染予防策（マスク着用、換気を行う等）をとった上で集まる。

□欠席教職員及びみどり寮職員に連絡し、臨時休業等について説明する。

□教職員は、外部との接触を禁止とする。

⑥生徒及び保護者、その他関係者への説明や対応

●生徒対応

＜生徒が学校にいる場合＞

□臨時休業を実施する場合

臨時休業についての文書（別紙４－１）を全ての生徒に渡し、説明を行う。また、感染者

のプライバシー保護を徹底することを指導する。
※保健所の要請により、濃厚接触者の疑いがある生徒及び教職員を待機させる場合がある。保健所が到着するまで時間がか

かるようであれば、今後、保健所から濃厚接触者と特定された場合は連絡が入り、ＰＣＲ検査を受けるようになること等

を説明する。また、待機中は感染予防策（マスク着用、換気をする等）をとる。

※待機以外の生徒及び教職員は保護者へ連絡がつき次第帰宅させる。その際帰宅後の自宅待機を指導する。

※保護者に連絡が取れない場合は、文書を持たせて帰宅させる。

※欠席している生徒の保護者には、電話にて臨時休業等について説明する。

□臨時休業をしない場合

文書（別紙４－２）を全ての生徒に渡し、説明を行う。また、感染者のプライバシー保護

を徹底することを指導する。
※保健所による濃厚接触者の疑いがある生徒及び教職員の特定に時間を要しない場合や、疫学的に学校内に濃厚接触者はい

ないと判断した場合は、必要箇所の消毒を行い、学校を継続させる。

※欠席している生徒及び教職員へは電話連絡を行い、①学校の関係者に感染者が発生したこと、②保健所による濃厚接触者

の疑いがある生徒及び教職員の特定ができたこと、③疫学的に学校・内に濃厚接触者がいないと判断されたため学校を継

続すること、について説明する。
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＜生徒が学校にいない場合＞ ※休日や下校後

□臨時休業・休園を実施する場合

全ての生徒の保護者及び教職員に臨時休業について連絡し、自宅待機を指導する。また、

感染者のプライバシー保護を徹底することを指導する。
※今後、保健所から濃厚接触者と特定された場合は、ＰＣＲ検査を受けるようになることを説明する。

□臨時休業・休園をしない場合

全ての生徒の保護者及び教職員に、次のことについて説明を行う。

① 学校の関係者に感染者が発生したこと

② 保健所による濃厚接触者の疑いがある生徒及び教職員の特定ができたこと

③ 疫学的に学校内に濃厚接触者はいないと判断されたため学校を継続すること

④ 感染者のプライバシー保護を徹底すること

●保護者対応

□ＰＴＡ会長へ連絡。

□保護者への電話連絡。（山村留学生の保護者には「別途郵送」することを伝える）

□みどり寮への連絡（文書も）。

□感染者の個人情報（報道で発表されていないような氏名や学年等）について聞かれた場

合は、教えない。

□濃厚接触者については保健所から連絡があることを説明する。

□学校再開の時期については、いの町役場ホームページ、学校ホームページ、いの町メー

ル配信サービスによりお知らせするので、確認（配信サービス未登録の場合は登録）を

依頼する。

□関係機関等と連絡があるため、学校への問い合わせは控えてもらうよう依頼する。

□保護者会は大勢が一同に集まることで感染拡大につながる恐れがあることから、原則と

して開催しないこととするが、学校の状況や意向を確認し、町の対策本部で判断する。

※ 保護者会を開催する場合は、（別紙６）を参照。

●保育園・小学校

□へき地保育園長・長沢小学校長に連絡。

●地域住民及び報道への対応

□報道からの問い合わせは、学校長が対応する。

＜報道発表前＞

□現在保健所による接触者調査が行われており、詳しいことはお伝えできないと説明。

＜報道発表後＞

□発表されている内容（委員会事務局が学校に伝える）しか答えることができないことを

説明。
※報道発表は県が定期的に行っている。午前中に検査結果が判明した場合はその日の夕方頃に、午後に判明した場合は翌

日発表される。保護者の了承が得られれば、学校名を公表する場合がある。

いずれの場合も、個人情報の適切な取り扱い及び管理を徹底すること。

●学校医（長沢診療所：担当医）への報告

□保健所に相談し、必要な情報を学校医（長沢診療所：８６９－２２１１）に報告する。



11

⑦保健所の聞き取り調査への協力

□接触者リスト（別紙３）の作成（※報道関係には非公開資料とする）
※担当者が知り得る範囲で感染者との接触の程度を記入する。

□授業・活動 □学級・学校行事 □部活動 □委員会活動 □みどり寮

□友人関係 □特別教室等の利用状況 □検温状況 □健康状況 □保護者

□聞き取り調査への協力
※主な想定質問内容

・発病までの健康状態：咳や倦怠感などの症状がいつ頃から出ているか。

・出席・出勤状況

・学校における活動状況

□資料の準備

□校舎見取り図 □時間割表 □行事予定表 □座席図 □その他保健所が求める資料

□教職員は、濃厚接触者の確認に関する保健所の聞き取りが終わるまでは、トイレなどのや

むを得ない場合を除き、校長が指示する場所で待機する。

□教職員は、電話対応やデスクワークなど、校長が指示する場所でできる業務は継続するこ

とができる。

□待機中の生徒は保健所の聞き取り調査が終了後、保護者に連絡がつき次第、教職員は聞き

取り調査が終わり次第帰宅させる。その際、帰宅後の自宅待機を必ず指導する。

□濃厚接触者となった者は、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週間の

自宅待機、ＰＣＲ検査等の説明を保健所から受ける。

□保健所が感染者本人及び生徒及び教職員からの聞き取り（【別紙3】接触者リスト）をもと

に「濃厚接触者」を判定する。

□校長は、濃厚接触者と接触のあったその他教職員の健康状態を把握する。

□その他教職員は発熱等の症状があれば、最寄りの検査協力医療機関又はかかりつけ医に電

話相談し、ＰＣＲ検査を受ける。なお、該当教職員は出勤困難休暇等として対応する。

□その他教職員は発熱等の症状がなければ、勤務を継続する。
※ただし、特に濃厚接触者と密接な接触があった場合は、濃厚接触者の検査結果が出るまでは、授業等をしない。

※休暇を取得する場合、県費負担教職員は年次有給休暇で対応する。町職員は在宅勤務又は年次有給休暇で対応する。

⑧感染者の在籍する教室（よく利用していた場所、共有の道具）等の消毒

□業者による消毒作業の実施は、感染者の行動範囲・状況等を基に保健所と協議し、町の対

策本部で判断する。

□業者による消毒を決定しても臨時休校中に作業を実施できない場合は、保健所の指示や

「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（最新版）」に従っ

て濃厚接触者に該当しない教職員が実施する。

□感染が疑われる場所の出入りを禁止とする（出入口に「貼り紙」をする等）。

□感染が疑われる場所以外にいる来校者を、速やかに退出させる。

□来校者に対しては、再開予定など状況を周知する。
※出入りを禁止する期間は、保健所による「濃厚接触者」の判定が終わり、感染が疑われる場所の消毒が完了するまでとす

る（通常1日程度で終了）。

□必要であれば消毒方法等は保健所に助言をもらう。

その他

◆ここに記載していないことは、保健所の指示に従うとともに、その内容を教育委員会事務

局又は本川教育事務所と共有する。

◆ここに記載していることと保健所の指示が異なる場合は、保健所の指示に従うとともに、

その内容を教育委員会事務局又は本川教育事務所と共有する。
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（４）新型コロナウイルス感染症 接触者リスト
月 日現在

No 所属等 職 名 氏 名 症状の有無
マスク

着用
接触状況 備 考

1
・検温状況：

・健康状況：

2
・検温状況：

・健康状況：

3
・検温状況：

・健康状況：

4
・検温状況：

・健康状況：

5
・検温状況：

・健康状況：

6
・検温状況：

・健康状況：

7
・検温状況：

・健康状況：

8
・検温状況：

・健康状況：

9
・検温状況：

・健康状況：

10
・検温状況：

・健康状況：

別紙３
※非公開資料 ●学校で感染者が発生した場合は、発生した日から 1～3日程度臨時休業・休園（該当者は治癒するまで出席停止）

◆学校で濃厚接触者が発生した場合は、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して 2週間程度の出席停止
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（４）新型コロナウイルス感染症 接触者リスト
４月１０日現在

No 所属等 職 名 氏 名 症状の有無
マスク

着用
接触状況 備 考

1 学級担任 教諭 ○○ ○○ 無 ○
・対象生徒の学級担任

・対象生徒と頻繁に面談

・検温状況 4/2(36.5)、・・・・・

・健康状況：特に問題なし。

2 部活動顧問 教諭 ○○ ○○
有

（咳・微熱）
×
・対象生徒の部活動顧問。4/1 に○○大会があり、町有バスで

引率（9:00～12:30）。部活動(4/3～4/5）を行う。

・検温状況：

・健康状況：

3 外部指導者
運動部活動

指導員
無 × ・部活動指導員として、4/3～4/5 の放課後に指導。

・検温状況：

・健康状況：

4 外部講師 学習支援員 無 ○
・対象生徒を 4/3 の放課後にマンツーマンで英語の指導。

(16:00～17:00）

・検温状況：

・健康状況：

5 ３年１組 生徒 △△ △△ 無 ×

・対象生徒のクラスメート。休み時間に一緒に遊ぶことが多

い.（4/3～4/5）

・部活動（バドミントン）での活動も一緒。

・検温状況：

・健康状況：

6
・検温状況：

・健康状況：

7
・検温状況：

・健康状況：

8
・検温状況：

・健康状況：

9
・検温状況：

・健康状況：

10
・検温状況：

・健康状況：

別紙３（記入例）
※非公開資料 ●学校で感染者が発生した場合は、発生した日から１～3日程度臨時休業・休園（該当者は治癒するまで出席停止）

◆学校で濃厚接触者が発生した場合は、感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から起算して 2週間程度の出席停止
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（５）保護者への臨時休業の通知例

令和２年 月 日

保護者の皆様へ

い の 町 教 育 長

いの町立本川中学校長

新型コロナウイルス感染者発生に伴う臨時休業について

本日、本校において、生徒（教職員）の感染が確認されました。

それを受け、下記のとおり臨時休業を行うことといたしました。この間、生徒は自宅学習

期間となりますので、不要不急の外出を控えるようお願いします。また、保護者の皆様に

は、感染拡大防止のため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

現在、保健所と学校が連携し、濃厚接触者等についての確認作業を進めているところです。

濃厚接触者と確認された生徒（教職員）につきましては、ＰＣＲ検査を実施することとな

ります。検査等の詳細につきましては、保健所から連絡があります。できるだけ早急にご連

絡をしたいと思いますが、まずはお子様の健康状態等を各ご家庭でもご確認いただきなが

ら、発熱、呼吸器症状（咳、咽の痛み、鼻水、鼻づまりなど）、頭痛、倦怠感、下痢、嘔吐な

どが出た場合は、最寄り（いの町内）の検査協力医療機関（※１）又はかかりつけ医に必ず

電話予約して受診してください。

受診の際は必ずマスクを着用するとともに、「学校で新型コロナウイルスに感染した方が出

ている」ことを伝えたうえで、医療機関の指示に従ってください。

ただし、保険診療による新型コロナウイルスの検査は、医師が新型コロナウイルス感染症

を疑うと判断した場合にのみ可能です。「漠然とした不安がある」、「会社から陰性証明を求め

られた」といった場合は検査できません。

なお、医療機関等を受診された場合は、担任までご連絡をお願いします。

記

臨時休業期間 令和２年 月 日（ ）～ 月 日（ ）まで

○ただし、濃厚接触者調査や検査結果等により、短縮・延長する場合があります。

○学校再開等の情報につきましては、いの町役場ホームページ、学校のホームページ、

いの町メール配信サービスにより通知しますのでご確認ください。

（※１）最寄り（いの町内）の検査協力医療機関一覧は裏面をご参照ください。

【お問い合わせ】

いの町教育委員会事務局 ０８８－８９３－１９２２

いの町立本川中学校 ０８８－８６９－２２１６

別紙４－１
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最寄り（いの町内）の検査協力医療機関一覧

（2020.10.7 時点）

※上記以外の検査協力医療機関については、高知県HPでご確認ください。

医療機関名 電話番号 備 考

いのたんぽぽクリニック

（いの町3864番地1）
088-893-0047

休診：水曜午後・木曜・日曜

診察時間：8:30～12:30、14:00～17:00

必ず事前に電話連絡の上、マスクを着用して、来院し

て下さい。

いの町立国民健康保険仁淀病院

（いの町1369）
088-893-1551

診療時間：8:30～12:00、13:30～17:00

土・日・祝日、夜間は対応できません。

さくら病院

（いの町鹿敷162）
088-893-5111

月～金 13:30～16:00 中学生以上が対象です。しば

らくの間、土・日・祝は抗原検査のみ別室や車中にて

対応します。

高岩診療所

（いの町下八川甲350番地1）
088-867-2518 月・水・金 14:00～15:00 中学生以上が対象です。

高岡内科

（いの町新町86）
088-892-0296

対応可能日：月・火・金（9:00～12:30）、（14:00～

17:30）、水（14:00～17:30）、木・土（9:00～12:30）

田村カルディオクリニック

（いの町波川563）
088-893-5712

発熱外来は月～金（12:00～13:00）土曜はなし。電話

連絡のうえ、予約して下さい。（予約なしでは受付で

きません。）来院時間をお伝えします。ただし、院内

には入らずお車など外でお待ち下さい。こちらからご

案内します。
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令和２年 月 日

保護者の皆様へ

い の 町 教 育 長

いの町立本川中学校長

新型コロナウイルス感染者発生と学校の継続について

本日、本校において、生徒（教職員）の感染が確認されました。

保健所よる濃厚接触者の疑いのある者の特定が完了し、校内に濃厚接触者はいないとの

判断がなされましたので、校内の消毒を徹底し、学校は継続いたします。

つきましては、引き続き学校生活での感染防止対策の徹底を行いますので、ご家庭での

徹底もお願いします。

また、登校への不安がある場合は学校へご連絡をお願いします。今後、お子様に発熱、呼

吸器症状（咳、咽の痛み、鼻水、鼻づまりなど）、頭痛、倦怠感、下痢、嘔吐などが出た場合

は、下記に示した「最寄り（いの町内）の検査協力医療機関」又はかかりつけ医に必ず電話

予約して受診してください。

受診の際は必ずマスクを着用するとともに、「学校で新型コロナウイルス感染者が出ている

が、自分（受診者）は濃厚接触者ではない」ことを伝えたうえで、医療機関の指示に従って

ください。

ただし、保険診療による新型コロナウイルスの検査は、医師が新型コロナウイルス感染症

を疑うと判断した場合にのみ可能です。「漠然とした不安がある」、「会社から陰性証明を求め

られた」といった場合は検査できません。

なお、医療機関等を受診された場合は、担任までご連絡をお願いします。

記

最寄り（いの町内）の検査協力医療機関一覧（2020.10.7 時点）

※上記以外の検査協力医療機関については、高知県HPでご確認ください。

医療機関名 電話番号 備 考

いのたんぽぽクリニック 088-893-0047

休診：水曜午後・木曜・日曜

診察時間：8:30～12:30、14:00～17:00

必ず事前に電話連絡の上、マスクを着用して、来院して下さい。

いの町立国民健康保険仁淀病院 088-893-1551

さくら病院 088-893-5111
月～金 13:30～16:00 中学生以上が対象です。しばらくの間、

土・日・祝は抗原検査のみ別室や車中にて対応します。

高岩診療所 088-867-2518 月・水・金 14:00～15:00 中学生以上が対象です。

高岡内科 088-892-0296
対応可能日：月・火・金（9:00～12:30）、（14:00～17:30）、水（14:00

～17:30）、木・土（9:00～12:30）

田村カルディオクリニック 088-893-5712

発熱外来は月～金（12:00～13:00）土曜はなし。電話連絡のうえ、

予約して下さい。（予約なしでは受付できません。）来院時間をお伝

えします。ただし、院内には入らずお車など外でお待ち下さい。こ

ちらからご案内します。

別紙４－２

【お問い合わせ】

いの町教育委員会事務局 ０８８－８９３－１９２２

いの町立本川中学校 ０８８－８６９－２２１６



17

（６）新型コロナウイルス感染症感染者の発生や新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者が発生した場合の出席停止や臨時休業の措置

【高知県教育委員会事務局】 令和 2年 9 月 4 日時点（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」～(2020.9.3 Ner.4）より）

（参考）学校保健安全法

第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令に定めるところにより、出席を停止させることができる。

第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

【いの町教育委員会事務局】 令和 2年 9 月 4 日時点（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」～(2020.9.3 Ner.4）より）

児童生徒及び教職員に感染者が発生した場合

児童生徒及び教職員が

新型コロナウイルス感染症感染者の

濃厚接触者の場合

感染状況が拡大傾向にある地域

出
席
停
止
等
の

取
扱
い

児童生徒等は治癒するまで出席停止
感染者と最後に濃厚接触した日の翌日から

起算して 2週間の出席停止及び休暇の取得

※教職員については令和 2年 4月 6日付け 2高教福第 24 号を参照すること。
※教職員については令和 2年 4月 6日付け 2高教福第

24 号を参照すること。

臨
時
休
業
の

措
置
等

臨時休業

※感染者が発生した場合は、1～3日程度は臨時休校とする。児童生徒等や教職員の感染が確認さ

れた場合、設置者は保健所による濃厚接触者の範囲の特定や検査に必要な日数・範囲で臨時休業を実

施。濃厚接触者の特定に時間を要しない場合や、学校内に濃厚接触者がいない等の場合においては、必

ずしも臨時休業の必要はない。

※教職員については濃厚接触者と特定された者のみ年次休暇の取得又は在宅勤務とする。

※学校関係者（常勤勤務していない職員）が感染した場合は、その都度判断する。

現時点では臨時休業等の措置は行わない。

※各学校において十分に健康観察を実施する。

県の健康政策部と十分に相談し、公衆衛生対策と

して、感染者のいない学校も積極的な臨時休業を

検討する。

園児児童生徒及び教職員に感染者が発生した場合
園児児童生徒及び教職員が新型コロナウイルス

感染症の濃厚接触者の場合
感染状況が拡大傾向にある場合

出
席
停
止
等

の
取
扱
い

園児児童生徒等は治癒するまで出席停止

※1県費負担教職員は令和 2年 4月 24 日付け 2い教第 259 号教育長通知「新型コロナウイル
ス感染症に関する感染拡大防止に係る休暇、在宅勤務の取扱い等について（通知）」参照。

※2町職員については令和 2年 4月 9日付け町長通知「新型コロナウイルス感染症に関する
感染拡大防止に係る休暇及び早出遅出勤務の利用等について（通知）」の一部改正参照。

園児児童生徒は県教委に準ずる

※県費負担教職員及び町職員は左記同様。

※3保護者から欠席させたいと相談された
場合は、新型コロナウイルス感染症に
対応した小学校、中学校、高等学校及
び特別支援学校等における教育活動の
再開等に関する Q&A（令和 2年 8月 20
日時点）を参照すること。

臨
時
休
業
・

休
園
の
措
置
等

県教委に準ずる

感染者が発生した日から 1～3 日間程度の臨時休業・休園とする。
（※学校・園内の濃厚接触者の特定や有無等をふまえ、その都度検討する）

県教委に準ずる

臨時休業・休園の措置は行わない。

中央西福祉保健所や町対策本部等
との協議により、臨時休業・休園
を検討する。

臨
時
休
業
・
休
園

の
範
囲

原則：感染者が発生した学校・園
※ただし、感染者の症状、兄弟姉妹関係、通学、登園区域等を考慮し、
中央西福祉保健所や町対策本部等との協議により、伊野地区、吾北地区、
本川地区単位又は町全体での臨時休業・休園を行う。

状況により、伊野地区、吾北地区、
本川地区単位又は町全体での臨時
休業・休園を行う。

別紙５

・同一市町村内に複数の感染者が発生
・近隣の複数の学校における感染者の発生

↓ …等
地域全体での臨時休校を検討
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※1県費負担教職員は令和 2年 4月 24 日付け 2 い教第 259 号教育長通知「新型コロナウイ

ルス感染症に関する感染拡大防止に係る休暇、在宅勤務の取扱い等について（通知）」抜粋 ※3新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校等における教育活動の再開等に関する Q&A（令和 2 年 6月 16 日時点）抜粋

問１ 感染経路の分からない患者が増えている地域にあり、保護者から学校
を休ませたいと相談されたが、どうしたらよいか。

○ まずは、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、学校運営の方針についてご理解を
得るよう努めてください。

○ その上で、新型コロナウイルス感染症については現時点で未だ解明され
ていない点も多いなどの特性を鑑み、例えば、感染経路の分からない患者
が急激に増えている地域であるなどにより、感染の可能性が高まっている
と保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導
要録上「出席停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしない場合も
ありうると考えられます。
（「非常変災等児童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数」について柔軟に
判断することとなります。）

○ 幼稚園についても同様の取扱いになります。幼稚園幼児指導要録には
「出席停止・忌引等の日数」の記載欄がないため、備考欄に「保護者の責
任に帰する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」である旨をご記載ください。

○ なお、医療的ケアを必要とする児童生徒等や、基礎疾患等のある児童生
徒等の中には、重症化のリスクが高いケースもあることから、主治医や学
校医等に相談の上、個別に登校の判断をしてください。

※2町職員については令和 2年 4 月 9日付け町長通知「新型コロナウイルス感染症に関する

感染拡大防止に係る休暇及び早出遅出勤務の利用等について（通知）」抜粋

※町職員も在宅勤務は認められていない。

親族に症状あ
り

濃厚接触者等

休暇・利
用できる
制度

出勤困難休暇
（1（1）該当）

出勤困難休暇
（1（3）該当）又は、病
気休暇、年次有給休暇

出勤困難休暇
（1（3）該
当）又は看護
休暇

年次有給休暇
又は在宅勤務
（２該当）

出勤困難休暇
（1（4）該
当）

臨時休校等に
より子の世話
をする職員

発熱等の風邪症状あり

感染症法第44条の
３第2項に基づく
必要な協力を求め

られた者

出勤困難休暇（1
（2）該当）

新型コロナウイルスの病原体の保有者以外

症状なし新型コロナウイ
ルスの病原体の
保有者
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（７）保護者会の開催ついて

この内容は目安であり、実際の状況によって異なる対応が必要となることがあります。

また、ここに記載していないことは、学校と教育委員会、対策本部、保健所で協議します。

◇開催決定までの流れ

１．校長は、子どもや保護者、教職員の状況確認を行い、保護者会開催の意向を教育長に伝える。

２．対策本部において、教育長が校長の意向を伝え、協議する（保護者会開催決定）。

３．教育長は、校長に対策本部の決定事項を伝える。

４．校長は、全職員を招集し、保護者会開催を周知し、役割分担などの確認を行う。

５．会場として学校以外の施設を利用する場合は、教育委員会と協議して決定する。

６．開催時間は、学校が決定する。ただし、感染防止対策のため 1時間以内とすること。

７．校長は、開催日時等を保護者に通知する（周知方法は園、学校に一任）。

８．会場設営や駐車場係等を教育委員会も協力するので校長は、必要な人数に相談すること。

９．感染防止対策に必要なものがある場合は、教育委員会に連絡・協議のうえ決定する。

10．学校及び関係機関からの参加者を確定する。

※関係機関…教育委員会からは、教育次長以下、児童会対応等の説明が必要であれば次長補佐等も参

加。保健所の参加は、協議をして決定。

○保護者会の流れ（例）

１．会場に入る前の感染防止対策（検温、消毒、換気）を徹底すること。

２．司会は、教頭が行う（不在の場合は、教育委員会事務局又は教育事務所と協議して決定する）。

３．開会：冒頭に、感染防止対策のため１時間以内で終了することを伝える。

４．公式発表以外の個人情報は、報告できないことを伝える。

５．校長は、感染発生までの経緯説明及び感染者の行動履歴を報告する。

※個人の特定につながらないエピソードがあれば、一緒に伝えることは可。

６．校長は、現時点で感染していない子どもや教職員の健康状態について報告する。

７．参加した関係機関が資料等を配付した場合は、資料についての説明をしてもらう。（必要であれば）

８．校長は、今後の対応について説明する。

９．質疑応答（予定時間（1時間）を考慮した対応をすること）。

10．閉会

別紙６


