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新型コロナウイルス感染症に係る府立学校の対応について（通知）
新型コロナウイルス感染症に係る京都府におけるまん延防止等重点措置について、３月
21日（月）をもって解除されることとなりましたが、新型コロナウイルス感染症は収束し
ているわけではありません。今後も気を緩めることなく、本府が府民へ要請している感染
を防ぐ３つの意識（「自分が感染しない」
「ほかの人に感染させない」
「感染をひろげない」）
を常に持って、適切な感染防止対策に全力で取り組んでいく必要があります。
ついては、３月22日（火）以降の学校教育活動等について、下記に留意の上、適切な対
応をお願いします。
なお、今後の感染状況により対応を変更する場合は、別途通知します。
記
１

通学等について
各学校の通学実態や地域の感染状況を踏まえ、引き続き、通学時や校内での密を避け
る工夫を行うこと。

２ 学校教育活動の制限について
(1) 感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動（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～（2021.11.22Ve
r.7（2021.12.10一部修正））（以下「衛生管理マニュアル」という）P50）について
は、可能な限り感染症対策を行った上で、児童生徒の「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すること。
(2) 学校外の者が参加して行われる校内での活動や、校内外での他校生との交流につい
ては、参加人数や参加者の範囲を限定・把握し、感染症対策を十分に講じた上で実施
を可とする。
(3) 校外での教育活動については、訪問地域の感染状況や移動時も含めた活動内容等か
ら、感染リスクが低いと判断できる場合に実施を可とする。
(4) 宿泊を伴う教育活動については、訪問地域の感染状況や活動内容等から、感染リス
クが低いと判断できる場合に実施を可とする。
なお、実施にあたっては、次の事項に十分留意すること。

ア

訪問地域の感染状況や利用施設の感染症対策を考慮するとともに、移動時におけ
る感染リスクができるだけ小さくなるように検討すること。
イ 「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５版）」（一般社団法人日本旅行業協会）等を参考にすること。
ウ 出発の２週間前から健康状況（体温・体調等）を毎日記録させ、出発時に必ず提
出させること。その間に発熱等の症状がある場合や、感染が疑われる場合は参加さ
せないこと。
エ 活動期間中、毎日の検温と教員による健康観察の実施・記録を徹底すること。
オ 発熱等の事態に備えて、発症者の隔離・看護、医療機関・管轄保健所の確認、保
護者との連絡体制の確認、行程の変更など、対応策を検討すること。
カ 本人及び保護者に対して感染防止対策や緊急時の対応等について十分な説明を行
い、理解を得た上での参加となるよう配慮すること。また、参加に当たっては、保
護者に同意書の提出を求めること。
(5)

部活動について
ア 制限等
活動に当たっては、「府立学校の部活動における感染防止対策について」（令和
３年６月25日付け保健体育課長・高校教育課長・特別支援教育課長事務連絡）（以
下「部活動通知」という。）による「各競技等の活動や行動等」に留意するととも
に、競技団体等が示すガイドライン等を踏まえながら、リスクの低い活動から徐々
に実施すること。
(ｱ) 参加者
参加者の範囲を限定・把握し、密集を回避した上で、管理できる
人数とすること。
(ｲ) 活動場所
自校以外で活動する場合には、訪問地域の感染状況や利用施設の
感染症対策を考慮するとともに、移動時における感染リスクができ
るだけ小さくなるように検討すること。
(ｳ) 活動時間
部活動指導指針のとおり。
(ｴ) 他府県交流 交流先と事前に連絡を密に取り、感染防止のための必要な措置を
適切に実施すること。
(ｵ) 宿泊
訪問地域の感染状況や利用施設の感染症対策を考慮すること。
(ｶ) 大会参加
開催地域の感染状況、各自治体の対応方針等及び主催者による感
染予防対策を確認の上、判断するとともに、主催者が指示する感染
防止対策等の遵守を徹底すること。
イ 留意事項等
(ｱ) 他府県交流や宿泊を伴う活動等を実施する場合は、事故防止や安全確保につい
て特に留意し、顧問だけで計画することがないよう、校長はじめ管理職と情報共
有するとともに、組織的・計画的に実施すること。
(ｲ) 部活動通知で示した「学校施設を利用した練習試合等を開催する際の感染防止
対策チェックリスト（参考）」及び「合宿等宿泊や移動を伴う活動を実施する際
の感染防止対策チェックリスト（参考）」を活用するなど、感染防止のための必
要な措置を適切に実施すること。
(ｳ) 練習試合や合同練習等複数校で交流する活動に参加する場合は、事前に交流先

や主催者等との連携を図り、会場・更衣室等の換気状況や食事時の対応などを十
分に確認した上で適切に判断すること。
(ｴ) 発熱・咳・倦怠感などの症状を認めた場合は、絶対に参加をしないことを繰り
返し指導すること。
(ｵ) 活動への参加に当たっては、保護者の理解を得た上で、無理をさせることがな
いよう特に配慮すること。
３

臨時休業について
感染者の発生状況や濃厚接触等による自宅待機児童生徒の数などにより、学校の全部
又は一部（学級単位・学年単位・学部単位）を臨時休業とする場合がある。その対応に
ついては、府教育委員会と協議を行う。

４

オンラインを活用した学習について
濃厚接触等による自宅待機児童生徒の増加や臨時休業を想定し、オンラインを活用し
た学習の実施が更に進むよう努めること。
（例）・濃厚接触等による自宅待機生徒に対して授業の様子を配信したり、授業を録画
して送付したりする。
・授業内容の解説動画を作成し配信する。
・課題の配布・回収・解説・質疑をオンラインで行う。
・同時双方向のオンライン授業を行う。

５
(1)

感染防止対策の徹底等について
感染症対策の徹底について
感染防止対策を再点検し、必要に応じて学校教育活動継続事業費を活用して対策強
化を図るとともに、以下の取組を徹底すること。
ア マスクの着用や３密の回避、手洗いの励行など、基本的な感染症対策を徹底する
よう指導すること。なお、マスクの着用については、衛生管理マニュアルP40で示
すように適切に指導すること。
イ 食事は向かい合わずに静かにとること、食後は速やかにマスクを着用すること、
下校途中等に飲食しないことを繰り返し指導すること。
ウ 休日及び休業日においても、不要不急の外出や友人等との会食、公共交通機関内
での会話を避けるなど、感染拡大防止の意識を強く持って行動するよう指導するこ
と。
エ 児童生徒に発熱等の風邪の症状等がある場合は、休日及び休業日においても、登
校させないことを徹底すること。同居の家族に同様の症状等がある場合は、登校さ
せないことをあらかじめ説明し、遵守させること。この場合、授業日については学
校保健安全法第19条の規定に基づく出席停止の措置をとることとなる。
オ 春季休業中に補習や部活動等で登校する際も、基本的な感染症対策を徹底すると
ともに、感染拡大防止の意識を持って行動するよう指導すること。
カ 学年集会等を実施する場合は、身体的距離を１ｍ以上確保するとともに、こまめ
な換気を実施し、入退場時の密集を回避すること。
キ 児童生徒や保護者との面談においては、アクリル板等で飛沫を遮へいした上でマ
スクを着用するなど、感染防止対策を徹底すること。

(2)

保護者への連絡体制
学校から保護者に一斉連絡が必要な場合や、休日に緊急連絡が必要な場合、万一臨
時休業になった場合を想定し、確実に連絡が取れる手段と体制を確立すること。

６ 入学式の実施について
(1) 感染拡大防止の措置
ア 風邪のような症状のある方は参加しないよう徹底すること。
イ 参加者のマスクの着用を徹底するとともに、会場の出入口等にアルコール消毒薬
の設置を行うこと。
ウ 会場の換気をこまめに実施すること。
(2) 開催方式の工夫等
ア 参加人数を抑えること。
※来賓の参加は可とする。
イ 参加者間のスペースをできる限り確保すること。
ウ 保護者が教室へ入室する際は、多人数が同一場所に集まらないよう配慮すること。
７ 特別支援学校独自に必要となる対応について
(1) スクールバス
過密化を回避し、環境衛生を良好に保つとともに、運行時はこまめな換気を実施す
ること。
(2) 給食
食事の前後の手洗いの徹底、席の配置の工夫、大声での会話を控える、食事後の歓
談時におけるマスクの着用などの対応を行うこと。
また、教職員が児童生徒の食事の介助等を行う場合は、マスクを着用するとともに、
介助中は自身の喫食をしないなどの感染防止対策を徹底すること。
(3) 職場実習等
職場実習等については、実施時期や方法等を検討の上、感染リスクが低いと判断で
きる場合に、実施を可とする。実施する場合は、受け入れ先の企業と生徒・保護者等
の職場実習の実施の意向を確認し、三者間で合意を得た上で、感染防止対策を徹底す
ること。
(4) 医療的ケア等を必要とする児童生徒
医療的ケアを必要とする児童生徒等及び基礎疾患等により重症化するリスクが高い
児童生徒等の登校については、地域の感染状況等を踏まえ、主治医や保護者等と連携
を密にし、個別に判断すること。
(5) 寄宿舎
寄宿舎での活動における３密を避け、手洗いや咳エチケットの徹底、消毒設備の設
置、多数の者が触れる場所の定期的な消毒、定期的な換気、マスクの着用などにより、
環境衛生管理を徹底すること。
居室について、２人以上の共用としている場合は、十分な距離をとり、間に仕切り
をするなどとともに、咳エチケット徹底と近距離での大声での会話を避けること。
児童生徒の朝夕の検温等の健康観察を行うなど、健康管理を徹底すること。
(6) その他
部活動以外の教育活動における学級・学年・学部間の交流等については、実施時期や
方法等を検討の上、感染リスクが低いと判断できる場合に、実施を可とする。実施する

場合は、５(1)感染症対策の徹底に示す感染防止対策を十分に講じること。
８

人権上の配慮について

(1) 新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染しうる病気であり、身体的な理由や様々
な理由によって、ワクチンを接種することができない人や接種を望まない人がいるこ
とを踏まえ、新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者、医療従事者や社会機能の維持
にあたる方及びその家族等に対してだけでなく、新型コロナワクチン接種の有無によ
り、偏見・差別・いじめ・ＳＮＳ等による誹謗中傷は絶対に行わないよう指導を徹底
すること。
(2)

不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないように、正しい情報に基

づいた冷静な行動をとるよう指導を徹底すること。
(3)

いじめへの不安や家庭環境の変化等による心理的なストレスを抱える児童生徒の状

況を的確に把握し、スクールカウンセラーやまなび・生活アドバイザー、関係機関に
よる支援に確実につなげる等、児童生徒に適切に対応すること。
９
(1)

教職員の勤務等について
教職員に対する新型コロナワクチン接種について
希望する教職員のワクチン接種が円滑に進むよう配慮すること。
とりわけ、追加接種（３回目の接種）については、令和４年２月９日付け事務連絡
「教職員の新型コロナワクチンの追加接種について」の趣旨も踏まえ、早期の接種が
進むよう配慮すること。

(2)

教職員の時差出勤について
児童生徒の学びの保障のための執行体制確保を前提として、引き続き、教職員の健
康に配慮しつつ、時差出勤等を適切に活用する等、可能な範囲で勤務の工夫を図ると
ともに、職場における感染防止の取組を徹底すること。

(3)

教職員の勤務について
府民にお願いしている感染拡大させない取組等について、教職員に徹底すること。
Ⅰ

ワクチン接種の推進
・発症や重症化予防に効果があるとされるワクチン接種を希望する方は、積極的
に接種してください。
・小児（５歳～11歳）のワクチン接種についても、希望する方は積極的に接種し
てください。

Ⅱ

感染を防ぐための３つの意識の徹底

１

自分が感染しない
・正しいマスクの着用、こまめな手洗い、外出先での手指消毒設備の活用、こま
めな換気による空気の入れ換えを行ってください。
・人と人との距離を確保し、大声での会話を控えてください。
・旅行や帰省、就職、進学等に伴う移動や、多くの人が集まる場所では、混雑の
状況に十分気をつけて、基本的な感染対策の実践など感染リスクを回避する行動

をとってください。
２

ほかの人に感染させない
・毎朝の検温等による体調管理を行い、発熱や咳等の症状がある場合は医療機関
へ相談してください。
・高齢者や基礎疾患のある方、これらの方と日常的に接する方は、感染リスクの
高い場面や場所への外出を控えるなど、特に注意してください。
・特措法第24条第９項により、感染に不安を感じる無症状の方の検査の受診を
要請しますので、検査を受けてください。（令和４年４月末まで）

３

感染をひろげない
〇学校・保育所等でひろげないために
・学校、保育所等での生活や送迎などの学校、保育所等で決められた感染対策の
ルールを守ってください。
・毎朝の検温等、子どもの体調管理を行い、発熱や咳等の症状がある場合は登校
や登園を控えてください。
〇医療機関・高齢者施設等でひろげないために
・医療機関、高齢者施設等での感染拡大を防ぐため、面会などの各施設で決めら
れた感染対策のルールを守ってください。
〇飲食店でひろげないために
・飲食時には「きょうとマナー」を守るようにしてください。
・適切な感染対策が講じられているお店（認証店）を利用してください。

Ⅲ

人出の活発化への備え
・観光や行楽、レジャーは、屋外の活動でも基本的な感染防止対策を徹底してく
ださい。
・鉄道・バス等の公共交通機関を利用する際は、マスクを着用し、大声を出さな
いようにしてください。
・飲食は認証店を利用するとともに、飲食店以外での会食も間隔を取るなど、感
染防止に心掛けてください。

また、「新型コロナウイルス感染に係る教職員の感染予防・防止対策等の徹底につ
いて」（令和３年４月２日付け２教企第104号の32）で示した取組事項（飲食時にお
ける「きょうとマナー」の徹底・確認等）を引き続き徹底すること。
(4)

教職員の感染疑いがある場合等の報告について
感染した教職員が勤務した場合は、児童生徒や他の教職員に感染し、学級閉鎖等を
余儀なくされることもあることから、所属教職員が休みやすい環境をつくるとともに、
体調が良くない者（発熱、咳、全身の倦怠感、のどの痛み、鼻づまり等）は休務し、
医療機関を受診するよう徹底すること。また、教職員自身の体調だけではなく、同居

家族の体調が悪い場合についても、休務するよう徹底すること。
週休日・休日も含め、次のとおり体調の確認や報告を徹底すること。
【体調の確認や報告の徹底】
１ 毎朝、体温測定を行うなど体調を確認し、発熱等の風邪症状がある場合には、
遅滞なく管理職に報告すること。また、自身が濃厚接触者とされた場合やＰＣ
Ｒ検査を受けることが分かった場合も同様であること。
２ 同居親族に同様の症状がある場合についても、自身の体調変化に十分注意す
ること。
３ 校内の陽性者が判明した場合には、管理職が行う陽性者との接触状況に係る
調査において、接触状況は校内・校外を問わず管理職に申告するほか、接触の
不安のある場合も管理職に相談するなど、学校における感染拡大防止の措置の
ために行う調査に協力するよう徹底すること。
(5)

会議等における感染防止について
会議等に新型コロナウイルス感染症の患者が出席していた場合、同席者が接触者に
特定され、結果として、学校体制が確保できず、長期の学校休業を実施せざるを得な
いなど、学校運営に大きな支障を来す場合がある。

ついては、「会議等における新型コロナウイルス感染症の感染防止について」（令
和３年４月22日付け教職員企画課長事務連絡）に添付した資料も参考にし、会議等
を行う場合の感染防止を徹底すること。
(6) 事務職員の校内サテライト（分散）勤務実施について
事務職員の感染判明時に、陽性者や濃厚接触者の出勤停止措置により事務室機能が
停止することを避けるため、
「事務職員の校内サテライト（分散）勤務実施について」
（令和４年１月14日付け教職員企画課長事務連絡）に記載した実施例を参考に、各学
校の実情にあわせて可能な限り校内サテライト（分散）勤務に取り組むこと。
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そ の 他
上記の内容は、今後の感染状況に応じて変更することがある。

※関係通知文
・「『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』の変更について」（令和４年３
月７日付け４教保第219号教育長通知）
・「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施についての
学校等における考え方及び留意点等について」（令和４年２月22日付け４教保第186号教
育長通知）
・「教職員の新型コロナワクチンの追加接種について」（令和４年２月９日付け教職員企
画課長事務連絡）
・「オミクロン株に対応した学校における新型コロナウイルス感染症対策の徹底につい
て」（令和４年２月７日付け４教総第71号教育長通知）
・「事務職員の校内サテライト（分散）勤務実施について」（令和４年１月17日付け教職
員企画課長事務連絡）
・「新型コロナウイルスの懸念される変異株、オミクロン株に対応した学校における感
染症対策に係る留意事項について」（令和４年１月７日付け４教保第39号教育長通知）
・「「 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」～(2021.11.22 Ver.7)」の一部修正について」（令和３年12月13日付け３教保第
1119号教育長通知）
・「「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」～」の改訂について」（令和３年11月24日付け３教保第1065号教育長通
知）
・「新たな『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』の決定について」（令和
３年11月22日付け３教保第1062号教育長通知）
・「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた小学校、
中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項に
ついて」（令和３年９月29日付け３教保第912号教育長通知）
・「府立学校における児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場
合の対応ガイドラインについて」（令和３年８月31日付け３教総第512号教育長通知）
・「新型コロナウイルス感染症に係る府立学校の対応について」（令和３年７月30日付け
３教総第456号教育長通知）
・「府立学校の部活動における感染防止対策について」（令和３年６月25日付け保健体育
課長・高校教育課長・特別支援教育課長事務連絡）
・「新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒・教職員の感染予防・防止対策等の徹底
について」（令和３年５月19日付け３教総第314号教育長通知）
・「会議等における新型コロナウイルス感染症の感染防止について」（令和３年４月22日
付け教職員企画課長事務連絡）
・「新型コロナウイルス感染に係る教職員の感染予防・防止対策等の徹底について（令
和３年４月２日付け２教企第104号の32教育長通知）」
・「コロナ禍における体育、保健体育の教師用指導資料について」（令和３年３月30日付
け３教保第260号教育長通知）
・「新型コロナウイルス感染症感染防止に係る体育・保健体育授業及び運動部活動の留
意事項の更新について」（令和２年９月10日付け保健体育課長事務連絡）

担当

総務企画課（本通知及びその他の事項）
教職員企画課（教職員の服務及び健康管理）
学校教育課（小中学校に関すること）
特別支援教育課（特別支援学校に関すること）
高校教育課（高等学校に関すること）
保健体育課（児童生徒の健康管理、部活動に関すること）
社会教育課（ＰＴＡに関すること）
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