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                               令和４年６月３日 

板橋区立常盤台小学校 

 

常盤台小学校 感染症予防ガイドライン（令和４年６月６日～） 
                           朱書きは今回追加、または変更した内容                   

項目 本校の対応 根拠資料 

基本方針 ・地域の感染状況を踏まえ、学習内容や

活動内容を工夫しながら可能な限り、

授業や各種行事等の教育活動を継続

し、子どもの健やかな学びを保障して

いく。 

 

・地域の感染状況を踏まえ、学習内容や

活動内容を工夫しながら可能な限り、

授業や部活動、各種行事等の教育活動

を継続し、子供の健やかな学びを保障

していくことが必要です。 

（040401「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 Ver.8」文部

科学省） 

登校 ・密接にならないよう指導を行い、集団

登校を実施する。 

・身体的距離（１ｍ以上）がとれる場合

はマスクを外すことができる。その場

合、発話はしない。 

 

・集団登下校を行う場合には密接となら

ないよう指導します。 

（040401「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 Ver.8」文部

科学省） 

・気温が高い日は熱中症予防のため、マ

スクを外して身体的距離をとりながら

登下校することを指導する。その場合

発話はしない。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

登校時の健康

状態の把握 

・登校前に自宅で検温を行い、体温と体

調を「健康観察カレンダー」に記入す

る。家庭で「健康観察カレンダー」が

見当たらない場合は、連絡帳に記入す

る。 

・担任（各学年１名・輪番）は校庭で児

童を迎え、「健康観察カレンダー」の記

入内容を確認する。 

・「健康観察カレンダー」を忘れて連絡帳

にも記入がない場合、児童を別室で預

かり、保護者に学校に届けてもらう。 

・「健康観察カレンダー」を忘れた児童

は、会議室の前で検温及び体調の報告

を専科教員にする。専科教員は「健康

観察チェック表」に体温等を記入し、

当該児童がそのチェック表をが教室に

いる担任に届ける（検温していない児

童は校舎内に入らない）。 

・校庭当番以外の担任は、学年の各教室

の換気を行い、教室で児童を迎える。

登校した児童に手洗いの指導を行う。 

・児童生徒（及び保護者）には、毎朝、

自宅で検温するよう指示するとともに

発熱や咳等の症状がみられるときは、

無理をせずに自宅で休養するよう指導

すること（児童生徒には、「健康観察

表」を配付し、毎日記入・提出を求め

ること）。 

・登校前に確認できなかった児童生徒に

ついては、保健室等での検温及び健康

観察等をすること。 

（040426「板橋区立小中学校感染症予防ガイド

ライン」板橋区教育委員会） 

 

・登校したら、まず手洗いを行うよう指

導します。手指用の消毒液は、流水で

の手洗いができない際に、補助的に用

いるものですので、基本的には流水と

石けんでの手洗いを指導します。

（040401「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 Ver.8」

文部科学省） 

欠席連絡 

 

 

・「Google フォーム」で欠席・遅刻・早

退の連絡の受付を行う（午前８時 10 分

までに保護者に入力していただく）。 

・欠席・遅刻・早退の連絡の受付は連絡

帳でも可とする。電話による連絡はで
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きるだけ控えていただく。 

・新型コロナウイルス感染症に関する出

席停止（罹患、濃厚接触者に指定、感

染不安等）については、電話で受付を

行う。 

マスクの着用 ・授業中、児童及び教職員は、常時マス

クを着用する。ただし、熱中症等の健

康被害が発生する可能性が高いと判断

した場合は、マスクを外すようにす

る。 

・校庭で行う体育の授業、及び休み時間

の校庭遊びは、密集・密接せず距離を

取って行える活動を行う。熱中症対策

を優先し、身体的距離を確保できれば

マスクを外すことができる。ただし、

発話はしない。 

・身体的距離（２ｍ以上を目安）を確保

できる場合は、マスクを着用しなくて

よい。 

・校庭で行う体育の授業、及び休み時間

の校庭遊びはマスクを外すことを推奨

する。 

・マスクの着用を希望する児童に対して

は、適切に配慮する。 

・各教室では、身体的距離（２ｍ以上を

目安）を確保することが難しく、発話

をしない機会も少ないことからマスク

を着用する。 

・体育館では、身体的距離（２ｍ以上を

目安）が確保できる場合はマスクを外

すことができる。気温・湿度が高い時

はエアコンをつけて活動する。 

 

 

 

 

・職員は不織布マスクを着用する。 

・身体的距離（２ｍ以上を目安）を確保

する。身体的距離が確保できない状態

での会話や発声が必要な場合では、マ

スクを着用する。 

・夏場については、熱中症防止の観点か

ら、屋外でマスク着用の必要がない場

合（身体的距離が確保できる・身体的

距離が確保できないが会話をほとんど

行わない）では、マスクを外すことを

推奨し、特に運動時には、外すよう指

導する。 

・熱中症対策を講じたうえで、様々な理

由からマスクの着用を希望する児童・

生徒等に対しては、適切に配慮する。 

（040527「マスク着用に関するリーフレットの

運用と留意事項について」板橋区教育委員

会） 

 

・学校教育活動においては、児童生徒等

及び教職員は、身体的距離が十分にと

れないときはマスクを着用するべきと

考えられます。 

・十分な身体的距離が確保できる場合は

マスクの着用は必要ありません。 

・気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高

い日には、熱中症などの健康被害が発

生するおそれがあるため、マスクを外

してください。 

（040401「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 Ver.8」文部

科学省） 

・マスクについては不織布マスクがもっ

とも高い効果を持つことを踏まえて、

不織布マスクの着用を基本とし、正し

いマスクの着用方法を行う。なお着用

が難しい場合など個々の児童生徒の事

情に応じた配慮を行うこと。 

（040426「板橋区立小中学校感染症予防ガイド

ライン」板橋区教育委員会） 

手洗い 

 

・登校したら手洗いをしてから教室に入

る。 

・体育の授業から戻ったら手洗いをして

から教室に入る。 

・校庭遊びから戻ったら手洗いをしてか

ら教室に入る。 

・トイレに行ったら手洗いをしてから教

・学校は、児童生徒に対し、手洗い 

（登校時や給食前、体育の授業後、外遊

びの後、トイレ使用後等）、咳エチケッ

ト（ティッシュ・ハンカチで袖や口・

鼻を覆う、マスクの着用等）の励行に

ついて指導すること。 

（040426「板橋区立小中学校感染症予防ガイド
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室に入る。 

・給食の前に手洗いをする。 

・清潔なハンカチを用意し共用はしな

い。 

ライン」板橋区教育委員会） 

手洗いは 30 秒程度かけて、水と石けん

で丁寧に洗います。また、手を拭くタ

オルやハンカチ等は個人持ちとして、

共用はしないように指導します。 

（040401「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 Ver.8」文部

科学省） 

換気と空調 

 

 

 

【夏季】 

・教室の後ろ側のドア、窓は常時、開放

の状態にしておく。 

・風雨が強い等の場合も教室の後ろ側の

ドアは開放するとともに、窓の開け具

合を調節することで空気を滞留させな

いようにする。 

・エアコンや扇風機の使用時も換気は行

う。 

・熱中症予防のため、児童は首元を冷や

すタオル等を使用することができる。 

   

【冬季】 

・換気扇を常時運転し、窓開け等による 

 自然換気と併用する。 

・教室の後ろ側のドア、窓は、室温が下

がらない範囲で常時開放（窓は少し開

け、室温は 18℃以上を目安）の状態に

しておく。 

 

 

・適切な環境保持のため、教室等のこま

めな換気に心掛けるとともに空調や衣

服による温度調節を含めて、温度、湿

度の管理に努めること。 

（040426「板橋区立小中学校感染症予防ガイド

ライン」板橋区教育委員会） 

・常時換気の方法 

気候上可能な限り、常時換気に努めま

す。廊下側と窓側を対角に空けること

により、効果的に換気することができ

ます。なお、窓を開ける幅は 10ｃｍか

ら 20ｃｍ程度を目安としますが、上の

小窓や廊下側の欄間を全開にするなど

の工夫も考えられます。また、廊下の

窓も開けることが必要です。 

・換気設備の活用 

換気扇等の換気設備がある場合には、

常時運転します。 

・冬期における換気の留意点 

冷気が入り込むため窓は開けづらい時

期ですが、空気が乾燥し、飛沫が飛び

やすくなることや、季節性インフルエ

ンザが流行する時期でもありますので 

 徹底して換気に取り組むことが必要で

す。気候上可能な限り常時換気に努め

てください（難しい場合には 30 分に１

回以上、少なくとも休み時間ごとに、

窓を全開にします）。 

・換気により室温を保つことが困難な場

合が生じることから、室温低下による

健康被害が生じないよう、児童生徒等

に暖かい服装を心がけるよう指導し、 

学校内での保温・防寒目的の衣服の着

用について柔軟に対応しましょう。 

（040401「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 Ver.8」文部

科学省） 

消毒 

 

 

 

 

 

・校舎内のドアノブや手すり、水道の蛇

口、トイレ等は、用務主事が１日１回

または２回消毒をする。 

・普通教室、特別教室（出張当番は６年

生のみ）は働く時間（10:25～10:40）

に教員と児童が一緒になって清掃・消

・教室やトイレ等児童生徒等が利用する

場所のうち、特に多くの児童生徒が手

を触れる箇所（ドアノブ、手すり、ス

イッチ等）は１日１回以上、消毒液

（消毒用エタノールや次亜塩素酸ナト

リウム等）を使用して清掃を行う等し
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毒を行う。 

 

【机・いすの消毒の仕方】 

・微酸性電解水（ペットボトル２ℓ）を各

クラス３本用意し、職員室前のかごに

入れておく。 

・雑巾を消毒バケツ（微酸性電解水）で

よく濯いで軽く絞る（水が垂れない程

度で軽く）。 

・机の天板を１方向に拭く。 

・濯ぎ用のバケツ（水道水）でよく濯い

で、雑巾を固く絞る。 

・消毒用バケツ（微酸性電解水）で再び

よく濯いで軽く絞る（水が垂れない程

度で軽く）。 

・椅子の座面、背もたれ板を１方向で拭

く。 

・濯ぎ用のバケツ（水道水）でよく濯い

で、雑巾を固く絞る。 

・消毒用バケツ（微酸性電解水）で再び

よく濯いで軽く絞る（水が垂れない程

度で軽く）。 

・机、椅子の脚を１方向に拭く。 

 

て環境衛生を良好に保つこと。 

（040426「板橋区立小中学校感染症予防ガイド

ライン」板橋区教育委員会） 

・床は、通常の清掃活動の範囲で対応し

特別な消毒作業の必要はありません。 

・机、椅子についても、特別な消毒作業

は必要ありませんが、衛生環境を良好

に保つ観点から、清掃活動において、

家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行う

ことも考えられます。 

・大勢がよく手を触れる箇所（ドアノ

ブ、手すり、スイッチなど）は１日１

回、水拭きした後、消毒液を浸した布

巾やペーパータオルで拭きます。ま

た、机、椅子と同じく、清掃活動にお

いて、家庭用洗剤等を用いた拭き掃除

を行うことでこれに代替することも可

能です。 

・器具・用具や清掃道具など共有する物

については、使用の都度消毒を行うの

ではなく、使用前後に手洗いを行うよ

う指導します。 

・消毒は（中略）通常の清掃活動の一環

として、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て、発達

段階に応じて児童生徒が行っても差し

支えないと考えます。 

（040401「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 Ver.8」文部

科学省） 

全校朝会・集

会、学年集会 

 

・全校朝会は校庭で実施する。雨天の場

合はオンラインで実施する。 

・集会、学年集会は児童同士の間隔、換

気に配慮し短時間で実施する。 

・児童・生徒同士の間隔、換気に配慮し

短時間。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

授業形態 ・グループワークは 15 分以上かつ近距離

で互いに向かい合うことは控える。 

 

・グループワークは 15 分以上かつ近距離

で互いに向かい合うことは控える。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

オンライン授

業 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症に関わる出 

席停止（陽性・濃厚接触者に指定・感染 

不安）やケガ等で学校を欠席した児童を 

対象にオンライン授業を行う。体調不良 

で欠席した場合は、オンライン授業への 

参加は控え、体調を整えることを優先し 

ていただく。 

・オンライン授業は、事前に保護者と担任

で確認してから行う（何時間目にオンラ

イン授業への参加が可能か等）。 

・次の日の時間割や持ち物については、担

任からタブレットパソコンのクラスル

ームを活用して配信する。 

・臨時休業期間中は、児童生徒の学習機

会の保障をする。なお、当該児童生徒

の保護者の希望がある場合には、個別

に対応する。 

（例） 

 chromebookを活用して授業を配信す

る。 

（040426「板橋区立小中学校感染症予防ガイド

ライン」板橋区教育委員会） 
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休み時間の校

庭遊び 

・密集を避けるために休み時間は２つの

学年が校庭で遊びように設定する。 

10:10～10:25  １・５年 

13:00～13:15 ４・６年 

13:15～13:30 ２・３年 

・休み時間の校庭遊びの児童看護は看護

当番が行う。 

・休み時間の校庭遊びの児童看護は、校

庭遊びの対象となっている学年の担任

（各学年１名以上）が行う。 

・校庭遊びの時間に体育館で遊びを行う

こともできる。使用割り当ての学年・

学級が担任の看護のもと体育館を使用

する。 

・学校では様々なものを共有しており、

用具や物品の共有を避けることができ

れば避けるようにしますが、共用を避

けるのが難しいものについては、使用

後手洗いをするように指導することな

どが考えられます。 

（020501「新型コロナウイルス感染拡大防止に

向けた体育科・保健体育科年間指導計画見直

のための参考資料」東京都教育庁） 

理科 ・観察は、グループの人数や座席配置を

工夫して行う。 

・実験は、実験器具を共有する人数を制

限し、換気を徹底して行う。 

・観察：グループの人数や座席配置を工   

 夫 

・実験：実験器具を共有する人数を制限 

し、換気を徹底する。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

音楽科 ・合唱はマスクを着用し、前後左右の間

隔をできるだけ２ｍ（最低１ｍ）空け

る。 

・管楽器（リコーダー等）は窓や壁に向

かって２ｍ程度感覚を空けて横一列の

隊形で行う。換気は徹底する。 

 

・原則、マスク着用。 

・合唱：前後左右の間隔をできるだけ２

ｍ（最低１ｍ）空ける。 

・管楽器（リコーダー等）：窓や壁に向か

って２ｍ程度感覚を空けて横一列や半

円の隊形で行う。換気は徹底する。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

家庭科 ・調理実習は現在、実施していない。 

・実施時期については、感染状況等を踏

まえて検討する。 

・１台の調理器具について２名まで。調

理器具等の使い回しを極力避け、共有

する場合はその都度洗浄する。顔を寄

せ合うような状況にならないよう、座

席配置を工夫。調理したものは適切に

処理。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

体育科 

 

・密集・密接せず、距離を取って行える

活動を行う。熱中症対策を優先し、校

庭では身体的距離（２ｍ（最低１ｍ）

以上）を確保できればマスクを外すこ

とができる。ただし、発話はしない。 

・校庭では密集・密接せず、距離を取っ

て行える活動を行う。熱中症対策を優

先し、マスクを外すことを推奨する。

マスクの着用を希望する児童に対して

は、適切に配慮する。 

・見学児童がマスクを外す場合は２ｍ以

上の間隔を開ける。 

・体育館ではマスクを着用する。呼気が

激しくなるような運動を行うことは避

ける。休憩や水分補給でマスクを外す

・夏場については、熱中症防止の観点か

ら、屋外でマスク着用の必要がない場

合（身体的距離が確保できる・身体的

距離が確保できないが会話をほとんど

行わない）では、マスクを外すことを

推奨し、特に運動時には、外すよう指

導する。 

・熱中症対策を講じたうえで、様々な理

由からマスクの着用を希望する児童・

生徒等に対しては、適切に配慮する。 

（040527「マスク着用に関するリーフレットの

運用と留意事項について」板橋区教育委員

会） 

・密集・密接せず、距離を取って行える

活動を行う。熱中症対策を優先し、身
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場合は、２ｍ以上の間隔を開け、発話

はしない。 

・体育館では、身体的距離（２ｍ以上を

目安）が確保できる場合はマスクを外

すことができる。気温・湿度が高い時

はエアコンをつけて活動する。 

・体育館はドアを広く開け換気を行う。 

・WBGT が 31℃以上の場合は、校庭、

体育館共に体育の授業や運動を伴うク

ラブ活動・委員会活動は中止とする。 

体的距離を確保できればマスクを外す

ことができる。ただし、発話はしな

い。換気・手洗いの徹底。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

 

保健室 ・会議室の一部（仕切りを設ける）を保 

 健室の予備室とする。 

・児童のけがや相談の場合は保健室、発 

熱や風邪症状がある場合は予備室で対 

応する。 

・予備室で児童と接する教員は、他の児

童と接触させないとともに可能な限り

距離を取りながら対応する。 

・保護者に迎えに来てもらう場合は、予

備室で待機をする。 

・通常の保健室運営を継続するため、で

きるだけ新型コロナウイルスを想定し

た予備室を用意することが望ましい。 

 児童生徒と接する際は、対面にならな

いよう留意し、可能な限り密接になら

ないよう距離を取り、対応する。

（020528「学校再開に関する Q＆A」板橋区

教育委員会学務課学校運営保健係） 

図書室 

 

 

・児童数に応じて間隔を空けて着席する 

ようにする。 

・図書室利用前後の手洗いを徹底する。 

・利用前後の手洗いの徹底。密を避けて 

活用。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

給食 ・担任が給食当番の健康チェックを行い  

 「衛生管理チェックリスト（給食当番 

の記録・感染症予防用」に記録する。 

・給食の隊形は班にならず、席を少し離

す。 

・全員エプロン、三角巾、マスクを着用

する。忘れてしまった児童には学校の

白衣を貸す。 

・エプロン、三角巾の着用は自由とす

る。マスクは全員が着用する。 

・給食当番の児童については、エプロ

ン、三角巾、マスクを着用する。忘れ

てしまった児童には学校の白衣を貸す

（児童がエプロン、三角巾の着用に慣

れていることから、学校白衣への変更

時期は児童の様子を見て検討する）。 

・配膳は教室の前方で行う。 

・配膳は教室の前方でも後方でもよい。 

・配膳の際、給食当番及び教員はビニル

手袋を着用する。 

・給食はセルフ方式で受け取る。 

・配られた給食を減らすことはなしとす

る。 

・食事中はしゃべらずに食べる。 

・おかわりの時は教員がビニル手袋を着

用して盛り付ける。 

・配膳台は毎回給食室で消毒するので、

・配膳は、間隔を空けて並ぶ等、密にな

らないよう工夫する。対面して飲食せ

ず、発話しない。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 
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給食ワゴンと配膳台は毎回給食室に戻

す。 

清掃活動 ・児童が机を移動し、教員が床用ワイパ 

ー（乾燥式のタイプ）で掃き掃除をす 

る。 

・児童は拭き掃除を行う。 

（※「消毒」参照） 

・児童が元の位置に机を移動する。 

・ゴミ出し、リサイクル出しは児童が行

ってもよい。 

・清掃後は手洗いを徹底する。 

 

・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します。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します。 

（040401「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 Ver.8」文部

科学省） 

下校 ・身体的距離（１ｍ以上）をとって、マ

スクを外すことができる。会話をせず

に前を向いて下校する。 

・登下校中については、玄関口での密集

が起こらないよう時間を分散させる。

下校の際には速やかに自宅等に帰り、

立ち話や寄り道等をしないよう指導す

る。また、気温が高い日は熱中症予防

のため、マスクを外して身体的な距離

をとりながら登下校することを指導す

る。その場合、発話はしない。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

クラブ活動・

委員会活動 

・活動内容や協議事項を精選して実施す

る。活動内容は教科指導に準ずる。 

 

・活動内容・協議事項の精選、短時間で

の実施。活動内容は教科指導に準ず

る。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

学校行事 

 

・密集し、児童が近距離で組み合ったり

接触（発声）したりする行事を行わな

い。３密の状況を回避し、内容や方法

を工夫して実施する。 

・大人数が集まる施設への見学、公共交

通機関を利用する遠足や社会科見学は 

 感染症対策を徹底した上で実施する。

児童・生徒の安全が十分に確保できな

い場合は延期又は中止する。 

・密集し、児童が近距離で組み合ったり

接触（発声）したりする行事を行わな

い。３密の状況を回避し、内容や方法

を工夫して実施することは可。 

・大人数が集まる施設への見学、公共交

通機関を利用する遠足や社会科見学は 

 感染症対策を徹底した上で実施可。な

お、児童・生徒の安全が十分に確保で

きない場合は延期又は中止する。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

土曜授業プラ

ン 

・授業公開について、参加者の人数制限

等は、その時々の状況をみて判断し、 

 お知らせをする。 

・地域・保護者へ事前の丁寧な説明をし 

参加者の人数制限や教室の限定、時間

短縮等の感染症対策を徹底する。

（040407「感染症予防に関する教育活動上の

対応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

保護者会、 

コミュニティ

スクール委員

会等 

・内容を精選し、短時間で開催する。 ・当日の内容を事前に参加者に伝え、短

時間で開催可。 

・会場あたりの参加人数を配慮し、座席

の間隔を空け、十分な換気を行う

（040407「感染症予防に関する教育活動上の

対応ガイドライン」板橋区教育委員会）  
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出前授業への 

外部講師招聘 

・外部講師の健康状態を確認して行う。 ・外部講師の健康状態を確認。 

（040407「感染症予防に関する教育活動上の対

応ガイドライン」板橋区教育委員会） 

出席停止の取

扱い 

・新型コロナウイルス感染症に関して、

以下に該当する場合は「出席停止」と

し、欠席扱いとしない。 

（１） 児童について 

 ア 児童の感染が判明した場合（療養

期間（就業制限が解除されるまで） 

 イ 児童が濃厚接触者となった場合

（感染者と最後に接触した翌日から起

算して７日間） 

 ウ 児童に発熱や咳等の症状が見られ

る場合（症状がなくなれば、登校可） 

 エ 医療的ケアが日常的に必要な児童

や、基礎疾患等がある児童が感染予防

のため欠席する場合 

 オ 感染症への不安や心配により登校

しない場合 

 カ 児童が新型コロナウイルス感染症

に係るワクチン接種を受けるために登

校しない場合 

 キ 児童が新型コロナウイルス感染症

に係るワクチン接種後の発熱等の「副

作用」が出た場合 

（２） 同居の家族について 

 ア 同居している家族が濃厚接触者に

なった場合（同居の家族のＰＣＲ検査

結果が陰性及び症状がない場合は登校

可） 

 イ 同居している家族に発熱や咳等の

症状がある場合（症状がなくなれば、

登校可） 

 ※感染が判明した場合の療養期間や濃

厚接触者となる条件等の詳細について

は、板橋区保健所のホームページを参

照 

 

 

・新型コロナウイルス感染症に関して、

以下に該当する場合は「出席停止」と

し、欠席扱いとしない。 

（３） 児童生徒について 

 ア 児童生徒の感染が判明した場合

（療養期間（就業制限が解除されるま  

で） 

 イ 児童生徒が濃厚接触者となった場

合（感染者と最後に接触した翌日から

起算して７日間） 

 ウ 児童生徒に発熱や咳等の症状が見

られる場合（症状がなくなれば、登校

可） 

 エ 医療的ケアが日常的に必要な児童

生徒や、基礎疾患等がある児童生徒が 

 感染予防のため欠席する場合 

 オ 感染症への不安や心配により登校

しない場合 

 カ 児童生徒が新型コロナウイルス感

染症に係るワクチン接種を受けるため

に登校しない場合 

 キ 児童生徒が新型コロナウイルス感

染症に係るワクチン接種後の発熱等の

「副作用」が出た場合 

（４） 同居の家族について 

 ア 同居している家族が濃厚接触者に

なった場合（同居の家族のＰＣＲ検査

結果が陰性及び症状がない場合は登校

可） 

 イ 同居している家族に発熱や咳等の

症状がある場合（症状がなくなれば、

登校可） 

 ※感染が判明した場合の療養期間や濃

厚接触者となる条件等の詳細について

は、板橋区保健所のホームページを参

照 

（040426「板橋区立小中学校感染症予防ガイド

ライン」板橋区教育委員会） 

 


