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令和３年５月 27日 

 

新型コロナウイルス感染症対策に係る静岡県立田方農業高等学校における「学

校の新しい生活様式」に基づいた教育活動について 

 

静岡県立田方農業高等学校長 

 

 このことについて、令和３年５月 11日付け教高第 110号、教特第 67号、教健第 133号『新

型コロナウイルス感染症対策に係る県立学校における「学校の新しい生活様式」に基づいた

教育活動について（通知）』に基づいて下記のとおり定めましたのでお知らせします。  

 

１ 保健管理等の徹底に関すること 

 (1) 基本的な感染症対策の実施について 

 「感染源を絶つ」「感染経路を絶つ」「抵抗力を高める」ために、主に以下のことについ

て取り組む。 

 ア 毎朝の検温等家庭と連携した健康観察を実施し、発熱等の風邪の症状がある場合には

自宅で休養することを徹底する。また、「学校の新しい生活様式」の「第２章２．基本

的な感染症対策の実施(1)①、５．出席停止等の取扱い①」に記載されている「同居の

家族に風邪症状がみられる場合」の取扱いについては、現在の感染状況（令和３年４月

30日現在、静岡県の地域の感染レベル２）に鑑み、レベル２や３の地域においては、同

居の家族（家族以外の同居人を含む。以下「同居の家族等」）に発熱等の風邪の症状が

みられる場合も登校させないよう指導する（医師等により新型コロナウイルス感染症で

ないと判断されている場合を除く｡)。これらの場合は、出席停止として扱う。 

 イ 登校時の健康状態を把握し、家庭で体温や健康状態を確認できなかった生徒について

は、教職員が検温及び健康観察等を実施する。レベル２や３の地域においては、家庭へ

の協力を呼びかけ、同居の家族等の健康状態についても確認を依頼する。 

 ウ 登校時又は登校後に発熱等の風邪の症状がみられる場合には、当該生徒を安全に帰宅

させ、症状がなくなるまで自宅で休養するよう指導する。その場合は、１ (1)アと同様

に、出席停止として取り扱う。また、必要に応じて受診を勧め、受診状況や検査状況を

保護者から聞き取り、状況に応じた対応をする。 

 エ 登校後、外から教室等に入る時やトイレの後、昼食の前後など、流水と石けんによる

丁寧な手洗いをこまめに行うように指導し、タオルやハンカチ等は共用しないことを徹

底する（教職員、学校に出入りする関係者の間でも徹底する｡)。 

 オ 咳エチケットを徹底する。 

 カ 新型コロナウイルス対策に効果がある家庭用洗剤等を用いた清掃活動により清潔な

空間を保つとともに、生徒がよく手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）

は、水拭きした後、消毒液（消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム消毒液等）を浸

した布巾やペーパータオルを使って清拭する。（児童生徒の手洗いが適切に行われてい

る場合は、消毒液による清拭の省略可） 

 キ 身体全体の抵抗力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事を

心掛けるよう指導する。 
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(2) 集団感染のリスクへの対応について 

 ３つの条件（３つの密（密閉、密集、密接））が同時に重なる場を避けるほか、重ならない

場合でもリスク低減のため、できる限りそれぞれの密を避ける活動に心掛けるとともに「大

声」を控えるよう指導する。 

 ア 換気の徹底 

  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るなど徹底した換気に取り組む。空調設備を使用

している場合も換気は必要なため、適切に行う。換気扇等の換気設備がある場合には、

自然換気との併用に留意しながら常時運転する。換気方法については、必要に応じて学

校薬剤師等と相談の上、適切に行う。 

 イ 身体的距離の確保 

   人との間隔は、できるだけ２メートル（最低１メートル）空けることが推奨されてい

るが、施設の状況により困難な場合は可能な限り身体的距離を確保する。頻繁な換気な

どを組み合わせることなどにより、状況に応じて柔軟に対応する。 

 ウ マスクの着用等 

 学校教育活動においては、生徒及び教職員は、身体的距離が十分とれない時はマスク

を着用する。気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い日はマスクを外す（命に関わる危険

がある熱中症への対策を優先する｡)。体育の授業では、マスクの着用は必要ないが、十

分な身体的距離が取れない状況で、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリ

スクがない場合には、マスクを着用する。また、フェイスシールドやマウスシールドは、

密閉度も不十分であり、マスクに比べて効果が弱いことに留意する必要があるとされて

おり、教育活動の中でマスクなしでフェイスシールドやマウスシールドを活用する場面

においては身体的距離をとりながらの使用とする。 

(3) 家庭との連携について 

 生徒へ家庭内感染を発生させないためにも保健だよりや生活だより等を活用して、保護

者も含めた家庭での感染予防の徹底について周知する。 

 

２ 学校関係者の感染の対応等に関すること 

 (1) 感染状況の把握について 

ア 学校関係者の感染に対して速やかに対応するために、事前に、生徒及び保護者、教

職員に対し、ＰＣＲ検査等を受けることとなった場合及びその結果について必ず学校

に報告するよう指導し、学校内の連絡体制を整備しておく。 

イ 生徒の同居の家族等が、ＰＣＲ検査等を受けることとなった場合及びその結果の報

告については、家庭への協力を呼びかけ、その把握に努める。 

ウ 生徒及び保護者、教職員からＰＣＲ検査等を受けると報告があった場合及びその結

果について報告があった場合は、令和２年 12月 17日付け教健号外「新型コロナウイ

ルス感染症に伴うＰＣＲ検査等に関する報告について」により県教育委員会へ報告す

る。教職員については、令和２年４月９日付け教高第 45号、教特第 51号「新型コロ

ナウイルスの患者が発生した場合の対応について」による。なお、県教育委員会へ報

告する範囲については、次の表による。 
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報告の範囲 生徒 
生徒の 

同居の家族等 
教職員 

教職員の 

同居の家族等 

県教育委員会 

への報告 
必要 不要 必要 必要 

(2) 生徒の感染が判明した場合について 

 ア  学校保健安全法第 19条の規定に基づき当該生徒の出席停止の措置を取る。 

 イ  学校保健安全法第 20条に基づく学校の全部又は一部の臨時休業の要否については、

保健所の調査や学校医の助言等を踏まえて検討するとともに、保健所による濃厚接触者

の範囲の特定に協力する｡学校内で感染が広がっている可能性が高い場合などには、そ

の感染が広がっているおそれの範囲に応じて、学級単位、学年単位又は学校全体を臨時

休業とすることが考えられるが、これ以外の場合には、状況に応じて、感染リスクの高

い活動の見直しなどを行い、、可能な限り、学校行事や部活動等も含めた学校教育活動

を継続し、生徒の健やかな学びの保障に努める（「学校の新しい生活様式」の「第４章

３．臨時休業の判断について」を参考にする。）。時休業を行う場合の教職員の服務の取

扱い等は、令和２年９月２日付け教総第 175号、教高第 408号、教特第 426号「新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のための在宅勤務の取扱いについて」による。  

ウ  臨時休業を実施する場合は、生徒、保護者へ通知するとともに、県教育委員会へ報告

する。 

エ  保健所及び学校薬剤師等と連携して、「学校の新しい生活様式」の「第４章２．学校

において感染者等が発生した場合の対応について(1)③」を参考に、校舎内の消毒を行

う。 

 (3) 生徒が濃厚接触者と特定された場合について 学校保健安全法第 19 条の規定に基づく

出席停止の措置を取る。この場合の出席停止期間は、感染者と最後に濃厚接触した日の

翌日から起算して２週間とする。 

 (4) 生徒の同居の家族等が濃厚接触者と特定された場合について健康観察を徹底し、少しで

も症状がみられる場合は自宅で休養するよう指導する。その場合は、出席停止として扱

う。 

 (5) 保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった場合の対応について地域の感染拡

大の状況や生徒の基礎疾患などの状況から、生徒、保護者から「学校を休みたい」と連絡

があった場合は、欠席したい事情をよく聴取し、学校で講じる感染症対策を十分説明す

るとともに、学校運営方針について理解を得るよう努める。その上で、合理的な理由があ

ると判断する場合には、出席停止とすることも可能であるが、その判断に当たっては、生

徒の学びが保障されるよう配慮する。 

 (6) 教職員に感染が判明した場合等について 

 ア  この場合の服務の取扱いは、令和２年５月 21日付け教高第 171号、教特第 141号「教

育活動再開に伴う県立学校教職員の勤務時間等の取扱いについて」による。 

 イ  学校保健安全法第 20条に基づく学校の全部又は一部の臨時休業の要否については、

保健所の調査や学校医の助言等を踏まえて検討するとともに、保健所による濃厚接触者

の範囲の特定に協力する｡学校内で感染が広がっている可能性が高い場合などには、そ

の感染が広がっているおそれの範囲に応じて、学級単位、学年単位又は学校全体を臨時

休業とすることが考えられるが、これ以外の場合には、状況に応じて、感染リスクの高
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い活動の見直しなどを行い、可能な限り、学校行事や部活動等も含めた学校教育活動を

継続し、生徒の健やかな学びの保障に努める（「学校の新しい生活様式」の「第４章３．

臨時休業の判断について」を参考にする。）。臨時休業を行う場合の教職員の服務の取扱

い等は、令和２年９月２日付け教総第 175 号、教高第 408 号、教特第 426 号通知によ

る。 

 ウ  臨時休業を実施する場合は、生徒、保護者へ通知するとともに、県教育委員会へ報告

する。 

 エ  保健所及び学校薬剤師等と連携して、「学校の新しい生活様式」の「第４章２．学校

において感染者等が発生した場合の対応について(1)③」を参考に、校舎内の消毒を行

う。 

 (7) 教職員が濃厚接触者に特定された場合について 

     この場合の教職員の服務の取扱いは、令和２年５月 21日付け教高第 171号、教特第 141

号通知による。 

 (8) 教職員の同居の家族等が濃厚接触者と特定された場合について 

     この場合の教職員の服務の取扱いは、令和２年９月２日付け教総第 175号、教高第 408

号、教特第 426号通知による。 

 (9) 教職員又は同居の家族等に風邪の症状がみられる場合の対応について 

     この場合の教職員の服務の取扱いは、令和２年５月 21日付け教高第 171号、教特第 141

号通知による。 

 

３ 高等学校における通学に関すること 

(1) 電車等の公共交通機関を利用して通学する生徒に対して、感染防止のため、車内におけ

るマスクの着用を徹底し、会話を慎むよう指導する。 

(2) 感染防止の観点から電車等が混雑する通勤時間帯を避けるために、学校の実態に応じて

時差通学を実施する（定時制及び通信制の課程は除く。）。 

 

４  生徒指導に関すること 

 (1) 「学校の新しい生活様式」第２章の６に基づき、生徒の様子を注意深く確認するととも

に、精神的に不安定な様子等小さな兆候を見逃さず、きめ細やかな把握に努め、教育相談

等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなど心の健康問題に適切に取り組

む。 

 (2) 感染者、濃厚接触者とその家族、この感染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家

族に対する、偏見や差別につながるような行為は断じて許されないものであり、 例えば、

保健だよりや生活だより等により正確な知識を伝達し、偏見や差別が生じないよう指導

する。  

(3) 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を身に付けるとともに、これらの感染症

対策について、引き続き生徒が感染のリスクを自ら判断し、これを避ける行動をとるこ

とができるよう発達段階に応じた指導を行う。 

 (4) 清掃活動は、学校内の環境衛生を保つ上で重要である一方で、共同作業を行うことが多

く、また共用の用具等を用いるため、換気のよい状況で、マスクをした上で行うようにす

る。掃除が終わった後は、必ず石けんを使用して手洗いを行うようにする。 
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 (5) 休み時間中の生徒の行動には、教員の目が必ずしも届かないことから、生徒本人に感染

症対策の考え方を十分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なルールを設定することなども含めて、指導を工夫す

る。 

 

５ 学習指導に関すること 

(1) 「学校の新しい生活様式」第３章の１を踏まえ、感染予防対策を講じて授業を実施する。 

(2) 臨時休業や出席停止等により、やむを得ず登校できない児童生徒には、「学校の新しい

生活様式」第４章の４及び令和３年３月 31 日付け教高号外「感染症や災害の発生等の

非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について」により通知した

内容に基づき、ＩＣＴの活用等により適切に対応する。その際、登校日の設定や電話の活

用等により学習の状況や成果をきめ細かく把握するよう留意する。 

 

６  学校行事に関すること 

 「３つの密」が想定される令和２年度及び令和３年度の学校行事について、次のとおりと

する。また、これら以外の行事についても、「３つの密」が同時に重なる場を避けるほか、

できる限りそれぞれの密を避ける活動に心掛けるとともに、「マスクの着用」、「手洗いなど

の手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の継続など、感染拡大を予防する「学校の

新しい生活様式」に基づき、実施する。 

 なお、学校行事については、生徒の発達段階に応じて、各学校で適切な機会等を考慮し

て実施することが望ましく、校種や課程、本校・分校等によって対応が変わることが考え

られる。 

 

学校行事 対        応 

全校集会等 
「学校の新しい生活様式」に基づき、「３つの密」を回避するよう、身

体的距離を確保し、基本的な感染症対策をとった上で実施する。 

卒業式、離任式及

び入学式 

実施時間の短縮や出席者を必要最低限の人数に絞るなどした上で、「学

校の新しい生活様式」に基づき、「３つの密」を回避するよう、身体的

距離を確保し、基本的な感染症対策をとった上で実施する。 

文化祭、体育祭、

音楽発表会及び球

技大会等 

①校内で生徒及び教職員のみで実施する場合  

「学校の新しい生活様式」に基づき、「３つの密」を回避するよう、

身体的距離を確保し、基本的な感染症対策をとった上で実施する。 

②校外で生徒及び教職員のみで実施する場合 

 「学校の新しい生活様式」に基づき、「３つの密」を回避するよう、

身体的距離を確保し、基本的な感染症対策をとるとともに、令和３

年２月 25 日付け教高第 804 号、教特第 643 号、教健第 739 号「校

外で実施する学校行事の開催制限について」に基づき実施する。 

③校内外で生徒及び教職員に加えて、保護者や地域住民等が参加する

場合 

   ②の校外で生徒及び教職員のみで実施する場合に準ずる。 
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国内修学旅行、遠

足 

①国内修学旅行 

一般社団法人日本旅行業協会等作成の「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２年８月 20日付け教高第 373号「修学旅行等宿泊を伴

う学校行事の実施について」、令和３年３月 18日付け教高第 1021号

「「修学旅行等宿泊を伴う学校行事の実施について」の改訂につい

て」（文書中の「通知」については本通知に、「マニュアル」について

は「学校の新しい生活様式」に読み替えることとする。）及び令和３

年３月 23日付け教特第 721号「「修学旅 行等宿泊を伴う学校行事の

実施について」の改訂について（通知）」の改訂版を参考にして、旅

行事業者等と連携し、感染症対策の徹底に努めて実施する。 

②遠足 

 ①の国内修学旅行に準ずる。 

③集団宿泊研修等、泊を伴う行事 

①の国内修学旅行に準ずる。 

海外研修（海外修

学旅行を含む） 

令和３年８月までの海外研修(海外修学旅行を含む。)は延期又は中止

とする。 

その他 

①集団宿泊研修等、泊を伴う行事 

 国内修学旅行に準ずる。 

②介護実習、保育実習 

「学校の新しい生活様式」に基づき、「３つの密」が重ならないよう、

身体的距離を確保し、基本的な感染症対策をとった上で、令和３年３

月２日付け教高第 889号「令和３年度高校生保育・介護体験実習につ

いて」に基づき実施する。 

③中学生一日体験入学等 

「学校の新しい生活様式」に基づき、「３つの密」が重ならないよう、

身体的距離を確保し、基本的な感染症対策をとった上で、令和３年３

月 19 日付け教高第 1025 号「令和３年度中学生の高等学校一日体験

入学について」に基づき実施する。 

 

７  部活動に関すること 

    感染症対策に関する理解や実践の徹底を図るとともに、怪我や熱中症等の防止に留意し

て実施する。健康観察を十分に行い、風邪等の症状がある生徒は参加させない。 

 県内及び県外遠征や県外からの受入れについては、実施日時点の「ふじのくにシステム」の

県内移動に関する行動制限及び県境を跨ぐ行動制限に応じて行う。その際、外出禁止や外出

自粛の場合は、原則実施しない。それ以外の場合でも県外遠征及び県外からの受入れは、「回

避」以外の地域は可能とするが、遠征先の方針や基準も留意することとし、「慎重に行動」

「特に慎重に行動」の地域での実施の判断については、特に十分な検討を行う。宿泊を伴う

活動は、上記「６ 学校行事に関すること」の「国内修学旅行、遠足」の対応を参考にする。  

なお、校外での活動は、当該地域の最新の感染状況や訪問目的等を十分検討することに加

えて、生徒、保護者の理解を得た上で実施する。特に、県外遠征の際は、食事の前後の手洗い
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の徹底や食事中の会話を行わない等、各場面における感染防止に向けた取組や遠征後２週間

の健康観察を徹底する。日常の活動はもちろんのこと、練習試合や合同練習等の実施に当た

っては、高体連、高野連、高文連、各競技団体や文化芸術団体が作成するガイドラインを踏

まえること。 

また、同じ部活動に所属する生徒等が食事する際なども含め、部活動の内外を問わず感染

症対策を徹底する。 

  おって、活動時間や休養日については、「静岡県部活動ガイドライン」に準拠する。 

 

８ 食事をとる場面に関すること 

(1) 生徒全員の食事の前後の手洗いを徹底し、会食時には飛沫を飛ばさないよう、机を向か

い合わせにしない等の工夫をしたり、大声での会話を控えたりするなどの対応を指導す

る。  

(2) 給食以外の学校における食事の場面においても、飛沫を飛ばさないような席の配置や、

距離がとれなければ会話を控えるなどの対応をする。 

 (3) 食事後の会話時にはマスクの着用を徹底する。 

(4) 食事後等、学校で歯磨きや洗口を行う場合は、児童生徒がお互いの距離を確保し、間隔

を空けて換気の良い環境で行うよう指導する等、感染のリスクに配慮する。 

 

９ その他 

県教育委員会からの各通知において、『新型コロナウイルス感染症対策に係る県立学校に

おける「学校の新しい生活様式」に基づいた教育活動について（通知）』を基としている場

合、最新の通知に読み替える。 


