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１．学校における新型コロナウイルス感染症のこれまでの経過 

 我が国においては、国内での感染拡大の可能性があった初期である令和 2 年 3 月 2 日から政府

の要請により全国の一斉臨時休業が行われ、その後年度末、年度始休業を経て、4月 7日に政府の

緊急事態宣言が行われたことや 4 月 16 日に全都道府県が緊急事態措置の対象となったこと等を

受け、上士幌町においても 5月末までの臨時休業を行いました。 

 

文部科学省では、学校関係者に新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合に速やかな報告

を求め、学校が本格的に再開し始めた 6月 1日から令和 4年 2月 28日までの間、児童生徒 429,898 

人、教職員 32,570人の感染の報告がありました。 

 

上士幌町では、感染症対策として、文部科学省の「学校再開ガイドライン」や「新型コロナウ

イルス感染症対策としての学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫について」を踏まえ、分散登

校などを実施してきましたが、令和 3 年 6 月からは徹底した衛生管理に基づき「学校の新しい生

活様式」に留意した学校再開を図りました。 

 

しかしながら、懸念される変異株の感染者数が増加傾向にあり、特に、強い感染力を持つオミ

クロン株の影響を受けた令和４年１月頃からの感染拡大期においては児童生徒等の感染者数も大

きく増加しました。そこで、上士幌町教育委員会では、文部科学省から示された学校における新

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」～(2022.4.1 

Ver.8)及び「学校で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

イドラインの改定」(2022.8.19) を基に「コロナ禍における上士幌町立学校の推進基本方針 ver.7

～2022.8.31」と方針を改訂し、児童生徒の学びを保障するために取り組んでいます。 

 

令和３年度は特に感染力の強いオミクロン株の影響を受け、令和 4 年 1 月以降全ての学校種を

通じて感染者数も大きく増加しました。3 月下旬からまん延防止等重点措置が解かれましたが、

今後も感染拡大の恐れもあることから、引き続き感染症対策を徹底して児童生徒の学びを保障す

ることができるよう、改訂した本基本方針により教育活動を確実に推進してください。 

２．全国的に見る学校関係者の感染状況 
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３．学校における基本的な新型コロナウイルス感染症対策について 

 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」～（2022.4.1 Ver.8 ： 文部科学省）「第２章 ２．基本的な感染症対策の実施」を参考

に、学校において取り組んでください。 

 

(1) 基本的な感染症対策の 3つのポイント 

 ①感染源を断つこと。 

  ・発熱等、風邪の症状がある場合は自宅で休

養することを徹底（レベル２、３の地域で

は、家族に症状がある場合も徹底）。 

  ・登校時の確実な健康チェックの実施。 

  ・登校後の適切な対応。 

 ②感染経路を絶つこと。 

  ・手洗い、咳エチケット、消毒 

 ③身体全体の抵抗力を高めること。 

  ・十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた

食事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．令和４年８月以降の教育活動の考え方 

①本町における各種教育活動については、引き続き原則「当該学年で学ぶ範囲を上限」に教育

課程を展開します。ただし、北海道のレベル分類が「０、１」の段階では、「新しい生活様式」

を踏まえた学校の行動基準にそって感染症対策を行い、学年の枠を越えて活動することを可

能とします。 

②学年の枠を越えて活動する際は、１ｍの身体的距離を確保し、マスクを着用することはもと

より、感染拡大の状況や推移を勘案し、「十分な感染症対策ができている」という各校（園）

の慎重な判断のもと行うようにしてください。 

③今後、十勝の感染状況が拡大傾向にある場合は、町の生活圏や実情の状況により教育活動を

縮小したり、感染リスクの高い活動を行わないなど、対応を検討してください。 

抗原抗体簡易キットの活用 

 教職員用として 250セット用意 

使用については管理職に一任 
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(1) 各教科・領域、各種学校行事等の基本的な考え方について 

  今後も、感染防止対策を徹底するとともに、学習内容や活動内容を工夫し、柔軟に対応しな

がら子どもの健やかな学びを保障していくことが必要です。 

  また、変異株であっても基本的な感染予防対策は従来株と変わらず、「３つの密」（特にリス

クの高い５つの場面）の回避、マスクの適切な着用、こまめな換気、手洗いなどの基本的な感

染症対策が推奨されています。適切な危機意識を持って、感染症対策に取り組んでください。 

  学校における各種教育活動については、「学校の新しい生活様式」第１章「４．地域ごとの行

動基準」における地域の感染レベルの状況に応じて行います。各学校においては、下図の文部

科学省欄の『「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準』を参考に、身体的距離の確保や感

染リスクの高い教科活動、部活動等について、十分な対策を行った上で実施してください。 

 〇 感染症対策を徹底した教育活動の推進 

  ・マスク着用を基本に。 

  ・家庭と連携した毎朝の検温、健康状態の確認。家庭と連携した健康観察カードの活用。 

  ・登校時、移動教室での授業、掃除等、手洗いと手指消毒のタイミングを確認。 

  ・スクールサポートスタッフを中心とした効率の良い校内消毒。 

  ・換気の工夫（３０分に１回以上、冬季間も短時間で実施）。換気設備（エアコン等）の活用 

  ・心のケアに関わる職員、スクールカウンセラー等との連携 
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 〇 感染リスクの高い活動における留意事項 

  ・音楽科における鍵盤ハーモニカやリコーダーの演奏、歌唱においては、マスクを着用しな

くてもよいが、他者との十分な身体的距離を確保しながら実施。 

  ・家庭科等における調理実習や身体的接触を伴う活動については、マスク、手指消毒、換気

を徹底するとともに、大声で会話することのないよう指導。 

  ・体育科等での密集する運動、近距離で組み合ったり接触したりすることが多い運動につい

ては、熱中症予防の観点から、種目や内容によってマスクを着用しなくてもよいが、地域

の感染状況を考慮し、感染症対策を徹底して実施。 

  ・各教科において密集して長時間行うグループ活動、対面で長時間話し合う活動については、

マスクを着用しなくてもよいが、他者との十分な身体的距離を確保しながら実施。 

 

(2) 各教科・領域、各種学校行事等実施に当たっての考え方 

 〇 各教科の対応について 

   学習活動については、感染症対策を徹底しながら、計画的に進めてください。なお、地域

で感染の拡大局面にある場合は、実施時期や内容を変更する等工夫する必要があります。同

時に、教育課程編成届の変更も行います。 

   また、外部人材を活用する場合は、人材の居住地の状況や学習プログラムのねらいや内容

を確認し、適切に対応してください。 

 

 〇 学習の評価について 

   評価については、目標に準拠した評価を適切に行うために、定期テスト等の長期的評価の

みにならないよう、単元や日々の学習成果の積み上げによる評価を実施する旨、児童生徒や

保護者に周知しながら進めてください。感染状況により評価材料も変更になることが考えら

れるので、先を見通して計画的に取り組んでください。 

 

 〇 学校行事について 

   学校行事が、集団への所属感や連帯感を強化し、集団や社会についての考えを深めて自己

実現を図る等の資質・能力を育成することを目指していることを鑑み、一律中止の判断とな

らないよう地域の感染状況を踏まえ、内容を厳選して実施する方向で検討してください。ま

た、各行事のねらいを明確にし、実施方法の工夫や準備にかける時間を短縮する等、個別最

適な学びと協働的な学びの調和の取れた育成を目指すため、次のとおり計画してください。 

 

  ・学校行事等については、児童生徒だけで実施することが望ましいが、感染状況により「新

しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準に照らし合わせて３密を避けられる場合や、児

童生徒との直接的な接触を避けられる場合は、保護者等の参観・参加のスタイルを取って

も差し支えありません。ただし、地域の感染状況によっては、速やかに中止、または延期

を判断してください。 

  ・外部から人が入る場合は、健康チェック体制を整え、必ず名簿等を作成してください。 

  ・学校外で行事を実施する場合は、利用施設の感染症対策に準じて利用することになるが、

その場合も学校としての感染症対策を徹底してください。 
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① 運動会及び体育祭について 

   緊急事態宣言期間は、実施できません。それ以外の期間では、感染症対策を徹底する中で

実施方法や内容、実施時期や時間等を検討してください。 

 

・学年別開催や競技の厳選、午前開催、記録会形式等の工夫を計ってください。 

・熱中症予防の観点から、種目や内容によってマスクを着用しなくてもよいよう指導してく

ださい。 

 

② 学習発表会・文化祭等について 

   緊急事態宣言期間は、実施できません。それ以外の期間では、従来のように体育館で密集

することがないよう活動集団の単位を工夫したり、オンラインを活用する等、工夫して実施

することが大切です。 

・体育館では換気に注意し、健康チェックを徹底してください。また、合唱をする場合はマ

スクは着用しなくてもよいが、他者との十分な身体的距離を確保しながら十分に換気を行

ってください。 

・体育館での飲食は、行わないようにしてください。 

 

 ③ 遠足等の校外学習について 

   緊急事態宣言期間は、公共施設が閉鎖され実施が困難になることも想定されることから、

計画段階で代替案も含めて十分検討してください。実施する場合は、感染症対策も含めてね

らいを再確認し、内容の厳選や時間短縮、大人との接触の軽減を図ってください。他者との

十分な身体的距離を確保でき、施設等での許可がある場合は、マスクを着用しなくてもよい

よう指導してください。 

 

 ④ 宿泊学習について 

   緊急事態宣言期間は、実施できません。宿泊学習のねらいを具現化する方法を大胆に工夫

し、感染リスクを低減させるようにしてください。また、感染リスクの高い行事であること

から、実施に当たっては施設や関係機関と協議の上、慎重に対応してください。 

  ・特に、入浴、食事、グループ学習等の場面で、感染症対策を徹底するとともに、施設の感染

症対策をしっかり把握し指示に従ってください。 

  ・保護者への丁寧な事前の説明により理解を得て、緊急連絡体制を構築してください。 

 

⑤ 修学旅行について 

   緊急事態宣言期間は、実施できません。しかし、児童生徒の成長に資する面が多いことか

ら、目的地や実施形態の工夫も検討し、実施する方向で対応してください。宿泊学習同様に

感染リスクの高い行事であることから、目的地や見学先の感染状況を踏まえた日程や目的地、

行程や内容等、十分に検討してください。また、十勝全体で対応を協議する性質の行事であ

ることから、町教委とも相談の上、検討するようにしてください。 
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  ・実施延期や内容変更等に係り、できるだけキャンセル料が発生しないよう旅行代理店と事

前の協議を行ってください。やむを得ず発生する場合は、町教委とその扱いについて協議

してください。 

  ・健康・行動チェックを確実に実施し、何らかの症状がある場合等には、自費での検査（PCR

検査、抗原定量検査、抗原定性検査キット（薬事承認されたものに限る。）による検査）を

行い、陰性を確認した上で参加することが可能です。 

 

  ・旅行中の感染状況に対応するために「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」を参考に「危機管理マニュアル」を作成し、関係

する教職員と保護者等で共有してください。 

  ・旅行中はもちろん、旅行前後も児童生徒の健康観察を確実に行うとともに「修学旅行等に

おける宿泊施設入館前情報共有シート」を活用してください。 

  ・児童生徒が旅行中に発症したり濃厚接触者となった場合は、旅行代理店と連携し保健所や

町教委と協議して、スピード感を持ってその後の対応に当たってください。 

  ・児童生徒が旅行中に発症したり濃厚接触者となった場合は、当該児童生徒は旅行を中断し

その後の対応を保健所と協議して決定する必要があることから（場合によっては保護者へ

引き取り依頼）、事前に保護者への周知を確実に行い、参加同意書の提出を求めてください。 

 

 ⑥ 水泳学習について 

   緊急事態宣言期間は、プールが使用できません。 

  ・水泳の授業中は、指導者はマスクを着用し、児童生徒に必要のない会話をしないよう指導

してください（黙泳）。 

  ・シャワーやロッカー使用時にリスクが高くなるので、事前指導を確実に行い、密にならな

いよう指導をお願いします。 

  ・感染症対策に重点を置きつつ、安全管理は徹底してください。 

 

 ⑦ クラブ活動、児童会・生徒会活動 

   緊急事態宣言期間中は、他学年と交流する活動は自粛することが望ましいが、内容によっ

ては感染症対策を徹底して、学校判断で実施してください。 

 

 ⑧ 参観日等の保護者による参観について 

   緊急事態宣言期間は、実施しないでください。緊急事態宣言期間ではなく、「新しい生活様

式」を踏まえた学校の行動規準がレベル２以下（収束局面）のときには、感染症対策を徹底

して保護者も密にならないよう、学校の判断で実施してください。 

  ・必要に応じて、オンライン等を活用してください。 

 

 ⑨ ＰＴＡ活動について 

   緊急事態宣言期間は、原則実施しないでください。その他活動については、ＰＴＡ役員等  

と協議の上、感染症対策を徹底し実施してください。 
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  ・児童生徒と保護者等との直接的な接触がある活動は、避けるようにしてください。 

  ・必要に応じて、オンラインや書面開催等の工夫してください。 

  ・その他、保護者や地域の方を参集する各種会議等についても、ＰＴＡ活動に準じて実施し

てください。 

 

⑩ 令和４年度入学式及び卒業式について 

   感染状況を踏まえたうえで、学校生活に有意義な変化や折り目を付け厳粛で清新な気分を味わ

い、新しい生活の展開への動機づけとなるよう、適切な感染症対策の確実な実施や保護者関係者

の理解・協力を前提に、最大限の教育効果を発揮できるように工夫して行ってください。 

  ・保護者等の参加人数については、感染状況と各ステージ、レベルを考慮して検討してください。 

  ・祝辞や式辞を短縮したり、合唱や呼びかけの実施方法を工夫する等、短時間で感染リスクを低減さ

せて実施してください。 

 

⑪ 部活動について 

＜部活動対応の目安（例）＞ 

 緊急事態宣言 まん延防止等重点措置 再拡大防止特別対策 

練
習 

・原則禁止 

・全道・全国大会に出場する

２週間前から練習可 

・合同チームは、全道・全国

大会に向けた練習のみ可 

だが、合宿等、泊を伴う活

動は不可 

・自校内の活動のみ可 

・合宿等、泊を伴う活動は不可 

・合同チームは、大会に向けた練習

のみ可とし、校長間で感染症対策

の徹底を図り、教育委員会との行

儀を経て判断 

・全ての活動が可 

・合宿等、泊を伴う活動は、感染

状況を踏まえて、校長が教育委

員会との協議を経て判断 

対
外
試
合 

・例外なく禁止 ・例外なく禁止 ・無観客での実施、ただし、明確

なガイドラインに基づき運営

している大会のみ 

・対外試合、及び地元での吹奏楽

定期演奏会の観客制限につい

ては、校長が教育委員会と協議

を経て判断 

方
面
・
十
勝
大
会 

・全国につながる大会等は参

加可 

・大会参加は、校長が教育委

員会との協議を経て判断 

・大会は無観客 

・大会参加は、校長が教育委員会と

の協議を経て判断（十分な感染症

対策で運営） 

・ガイドラインを遵守できる参加対

象団体・個人限定（多重健康チェ

ック） 

・大会は無観客 

・無観客での実施、ただし、明確

なガイドラインに基づき運営

している大会のみ 

・大会参加は、校長が教育委員会

との協議を経て判断（主催者等

の感染症対策を厳守） 

備
考 

 ・変異株のまん延により、対外試合

も禁止 
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・競技団体が作成したガイドライン、及び大会主催者が作成した大会における感染症対策等

を厳守するようご指導ください。 

  ・指導責任者は、大会２週間前からの参加者の健康観察を適切に行い、参加者に風邪症状等

が確認された場合、大会参加者に速やかに報告し、すぐに医療機関を受診するようご指導

ください。 

  ・指導責任者は、控室等において、密にならないことやマスクなしやマスクを正しく着用せ

ず会話したりすることのないよう指導してください。また、換気を十分行うことを生徒に

も周知、徹底してください。 

  ・指導責任者は、大会参加等で泊を伴う場合、宿泊施設における感染症対策が十分に講じら

れていることを確認してください。また、複数チームが同時に宿泊している場合、選手同

士の接触を避けるよう生徒にご指導ください。 

  ・部活動ＯＢの来校（異校種間の往来）により活動することは、感染リスクが高まる場合が

あることから、感染状況を考慮して必ず管理職の把握のもとに行ってください。 

  ・通知通達等を踏まえ、関係機関、関係団体と調整の上、安全性に配慮しながら部活動や各

種大会に参加できるようご指導をお願いします。 

 

５．児童生徒の心のケアに関する対応 

 

 児童生徒は、進級や進学に伴う教育環境、友人関係の変化はもとより、長時間にわたる感

染症対策と行動制限、コロナ禍での家庭環境の変化等によりストレスを蓄積していたり、こ

れまで感じたことのない不安を抱え前途を悲観するようなケースもあるので、一人一人に応

じた心のケアに努める必要があります。 

 また、感染状況は刻々と変化しており、特に変異株が流行してからは学校（園）における

クラスターが増加しています。より高い感性で、児童生徒の心のサインをつかんでいく必要

があります。 
 

 

 (1) 一人一人に応じた心のケアについて 

  ・朝の一人一人への健康観察や健康相談、学習相談、ガイダンス、いじめアンケート等によ

り、児童生徒一人一人の状況をきめ細かく把握してください。 

  ・担任や副担任、教科担任、養護教諭等と常に児童生徒の情報を共有し、きめ細かな健康観

察等により、小さな変化を見逃さない体制整備をお願いします。また、心配な児童生徒に

ついては、状況により定期的にケース会議を開催して情報確認をする等、組織的に対応す

るようにしてください。 

  ・学校医と連携した健康相談等の実施や、スクールカウンセラーや発達支援センター等と連

携した心理面・福祉面からの支援に努めてください。 

・様々な不安やストレスを抱えた子どものケアはもとより、児童生徒が自ら強い心をもち、

物事を前向きにとらえる自己有用感をもつことができるよう、道徳の授業や特別活動、日

常の指導において、生徒指導の機能を生かした指導に努めてください。 
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  ・長期間にわたり感染症対策による活動制限が続いていることから、児童生徒自身が把握で

きない心のダメージを受けているケースもあるので、管理職のリーダーシップのもと、関

係教職員がチームとして組織的に対応してください。 

 

 (2) 差別や偏見の防止とプライバシーの取り扱いについて 

子どもたちの感染は増加傾向にあり、感染者や濃厚接触者である児童生徒等が、いつでも

差別や偏見、いじめ、誹謗中傷などの対象となり得るものであることを、学校関係者は常に

認識している必要があります。そのため、慣れや油断が生まれないよう、各学校においては

様々な資料を活用し、差別・偏見等の防止に向けた取組や保護者や地域社会への啓発を行っ

ていくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 心の相談窓口等の周知 
 
❐ 24時間子供SOSダイヤル  0120-0-78310 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm 
 

❐ 子どもの人権110番≪法務省≫  0120-007-110 
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html 
 

❐ 都道府県警察の少年相談窓口 
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/syonen/soudan.html 
 

❐ いのちの電話の相談  0120-783-556 
 

❐ 一般社団法人日本いのちの電話連盟 
https://www.inochinodenwa.org/ 
 

❐ チャイルドライン（18歳までの子供が対象） 0120-99-7777  
https://childline.or.jp/ 
 

❐ 新型コロナこころの健康相談電話 050-3628-5672 
 

❐ 一般社団法人日本臨床心理士会、一般社団法人日本公認心理師協会 
http://www.jsccp.jp/info/infonews/detail?no=730 
 

❐ 北海道新型コロナウイルス健康相談センター  0120-501-507 
 

❐ こころの健康相談統一ダイヤル  0570-064-556 
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❐ 北海道いのちの電話  011-231-4343 

 
❐ こころの電話相談  0570-064556 

 
❐ よりそいホットライン  0120-279-338 

 
❐ 十勝教育局相談電話  0155-23-4950 

 

 

６．児童生徒や教職員に感染等が発生した場合の臨時休業等の対応 

 (1) 感染疑いの報告について 

   児童生徒や教職員がＰＣＲ検査を受けることとなった場合や濃厚接触者となった場合は、

プライバシーに十分配慮し、所定の用紙により速やかに教育推進課へ報告してください。 

（現在、オミクロン株の特性等を踏まえ、学校で感染者が発生した場合であっても、保健

所等による濃厚接触者の特定は必ずしも行われないこととされていることに留意） 

 

 (2) 臨時休業等に係る判断について 

   学校保健安全法第 20条に基づき、学校において感染者が発生した場合に、学校の全部また

は一部の臨時休業を行う必要性については、通常、保健所の調査や学校医の助言等を踏まえ

て学校の設置者が判断します。 

＜臨時休業の範囲や条件の例＞  

学校で家庭内感染ではない感染者が発生したときなど、学校内で感染が広がっている可能

性が考えられる場合には、当該感染者等を出席停止とするとともに、学校医等と相談し、以

下のとおり臨時休業を検討します。 

【学級閉鎖】  

○ 以下のいずれかの状況に該当し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、

学級閉鎖を実施する。  

①同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合  

②感染が確認された者が１名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数

いる場合  

③その他、設置者で必要と判断した場合 

 

  

 

 

 

 

 

 

※ ただし、感染可能期間に学校に来ていない者の発症は除く。  

⑴コロナ欠席が学級で１５%以上になれば検討。２０％以上の場合は感染経路

が家庭内であっても閉鎖の準備を行う。 

⑵閉鎖を考える場合は、学校医の意見をもらい、その後教育委員会と協議。閉

鎖の場合は、教育長から町長(設置者)に報告し最終判断。 

⑶学年学級閉鎖は学校長名、学校閉鎖は教育長、学校長の連名で文書発出。 

⑷閉鎖期間は、部活動休止、対外試合停止。少年団へ休止養成、学校施設使用

休止、学童保育所は対象学級、学年が休所。 
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※ なお、保健所等による濃厚接触者の特定が行われる学校においては、感染が確認さ

れた児童生徒等１名に加えて、複数の濃厚接触者が存在する場合についても、学級

閉鎖を実施することも考えられる。  

○ 上記において、「複数」としている趣旨は、人数に着目したものではなく、学級内におけ

る感染拡大を防止する観点であることから、例えば、同一の学級において、複数の児童生

徒等の感染が確認された場合であっても、その児童生徒等の間で感染経路に関連がない場

合やそのほか学級内の他の児童生徒等に感染が広がっているおそれがない場合について

は、学級閉鎖を行う必要はない。  

○ 学級閉鎖の期間としては、５日程度（土日祝日を含む。）を目安に、感染の把握状況、感

染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえて判断する。  

ただし、上記において未診断の風邪等の症状を有する者や濃厚接触者の検査の陰性が確

認できた場合等には、当該期間を短縮するなど、柔軟な対応を行うことが可能である。  

 

【学年閉鎖】  

○ 複数の学級を閉鎖し、かつ、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を

実施する。  

 

【学校全体の臨時休業】  

○ 複数の学年を閉鎖し、かつ、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の

臨時休業を実施する。 

 

なお、これ以外に、初期対応としての臨時休業等については基本的に行う必要はないが、保

健所等による濃厚接触者の特定が行われる学校については、全体像が把握できるまでの間、臨

時休業を行うことも考えられる。  

また、保健所の業務の状況等により、実施が遅延するような場合には、学校医等と相談し、

臨時休業を開始してから５日後程度（土日祝日を含む。）を目安として再開することが考えら

れる。 

 

 (3) 感染範囲の状況による具体的な対応について 

① 学校で感染者が確認された場合の対応  

学校で児童生徒等や教職員の感染者が確認された場合は、校長は、感染した児童生徒等に

ついて出席停止の措置をとるほか、感染者が教職員である場合は、病気休暇等の取得や在宅

勤務、職務専念義務の免除等により出勤させないようにする。  

また、保健所等による濃厚接触者の特定が行われる学校においては、当該感染者との関係

で児童生徒等や教職員が濃厚接触者と判定された場合にも、同様の措置をとること。ただし、

幼稚園、小学校において、幼児児童等に必要な教育等が提供されるための緊急的な対応とし

て、濃厚接触者となった教職員については、待機期間中においても、一定の条件の下、出勤

を可能とする取扱いも認められる。 
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 ② 濃厚接触者等の特定について  

現在、濃厚接触者の特定は自治体の判断によりハイリスク施設に重点化することが可能と

されているが、クラスターが確認された場合など、各自治体が感染拡大の防止のために必要

と判断する場合や、幼稚園、小学校について濃厚接触者の特定・行動制限に係る方針を各自

治体において定めている場合には、学校においても濃厚接触者の特定が実施されることも

あります。  

その場合に、感染者本人への行動履歴等のヒアリングや濃厚接触者等の特定等のための調

査は、通常、保健所が行うが、感染拡大地域における学校においては、保健所が示す一定の

基準に基づく濃厚接触者やその周辺の検査対象者となる者（以下「濃厚接触者等」という。）

の特定のため、校内の濃厚接触者等の候補者リストの作成に協力することが必要な場合が

あります。  

※ そのほか、濃厚接触者の特定については、上記の令和４年７月 30 日付け厚生労働省事

務連絡及び「小児の新型コロナウイルス感染症対応について」（令和４年６月 20 日付

け厚生労働省事務連絡）も参照。  

※ ただし、保健所等による積極的疫学調査等が実施されない学校については、特段濃厚

接触者等の候補者リストの作成を行う必要はない。  

 

＜濃厚接触者等の候補の考え方＞  

校内の濃厚接触者等の候補の範囲は、感染者の感染可能期間（発症２日前（無症状者の

場合は、陽性確定に係る検体採取日の２日前）から退院又は療養解除の基準を満たすまで

の期間をいう。以下同じ。）のうち当該感染者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するま

での期間において以下のⒶ又はⒷのいずれかに該当する児童生徒等及び教職員とする。  

なお、学校等が行うのは保健所から求められた場合の濃厚接触者等の候補者リストの作

成であり、Ⓐ又はⒷのいずれかに該当することのみを以て、一律に出席停止の措置をとる

ことを求めるものではない。特に②については、地域の感染状況や学校における活動の実

態等を踏まえた上で適切に判断すること。 

 

Ⓐ濃厚接触者の候補  

・感染者と同居（寮等において感染者と同室の場合を含む）又は長時間の接触があった者  

・適切な感染防護なしに感染者を介護していた者  

・感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば等）に直接触れた可能性の高い者（１メートル以内

の距離で互いにマスクなしで会話が交わされた場合は、時間の長さを問わずに濃厚接

触者に該当する場合がある）  

・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（例えば、感染者と会話していた者）  

※ 必要な感染予防策については、マスクを着用していたかのみならず、いわゆる鼻出し

マスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態ではなかったかについても確認する。 
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Ⓑ濃厚接触者周辺の検査対象となる者の候補  

・感染者からの物理的な距離が近い、又は物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者

等（感染者と同一の学級の児童生徒等）  

・大声を出す活動、呼気が激しくなるような運動を共にした者等（感染者と同一の部活動

に所属する児童生徒等）  

・感染者と食事の場や洗面浴室等の場を共有する生活を送っている者等（感染者と同一の

寮で生活する児童生徒等）  

・その他、感染対策が不十分な環境で感染者と接触した者等 

 

  ③ 自宅休養中の児童生徒の学習保障について 

自宅休養中の児童生徒に対しての学習保障についても十分に配慮し、適切な資料や課題

の提供を通して、家庭との連携を図ってください。その際、オンライン学習等は、積極的

に取り組むよう努めてください。 

 

 (4) 出席の停止について 
 

  ① 出席停止の措置を取る場合 

   ・児童生徒の感染が判明した場合や、児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合、

児童生徒が検査対象者となった場合の検査結果判明までの間は、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取ります。 

   ・児童生徒等に発熱や咳等の症状が見られとき、感染がまん延しているとき、同居家族に

未診断の発熱等の症状が見られるときも出席停止の措置を取ることができます。 

 

  ② 上記のほかに「欠席」の扱いとしない場合 

   ・保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等については、生活圏にお

いて感染経路が不明な患者が急激に増えている中で、同居家族に高齢者や基礎疾患があ

る者がいるなど、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・忌引き等の日数」として記録し、欠席扱いとしないなど柔軟な対応が可能とします。 

   ・医療的ケアを必要とする児童生徒等や基礎疾患等がある児童生徒等については、主治医

の見解を保護者に確認の上、登校の判断をしてください。その際、出欠の扱いについて

は、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に返すことができない事由」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」として扱うことができます。また、指

導要録上も「欠席日数」とはせず、「出席停止・忌引き等の日数」として記録してくださ

い。 

(5) 濃厚接触者の待機期間の見直しについて 

・特定された濃厚接触者の待機期間は、最終暴露日（感染者との最終接触等）から５日間

（６日目解除）とすること。 

・ただし、２日目及び３日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、

３日目から解除を可能とすること。 

・濃厚接触者、感染の可能性があるとして特定（リストアップ）された者、学級閉鎖等の
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対象生徒のうち、入学試験、就職試験等の事情がある者については、２日目及び３日目

の検査（自費での抗原定性検査キットによる検査。薬事承認されたものに限る。）により

陰性を確認した場合には、３日目から参加を可能とする。 

なお、この場合、学校において検査結果を確認できるよう、これらの者が自ら撮影し

た検査結果の画像等を提出するなどの対応すること。 

 

用語説明 

「感染者」新型コロナウイルス感染症の診断を受けて療養中の者 

「接触者」感染者の調査対象期間（下記参照）中に、感染者と何らかの接触があった者 

「感染の可能性がある者」適切な感染防止策を取らないまま（感染者がマスクを着用していない

等）１ｍ程度の距離で 15分以上、感染者と飲食や会話等の接触があった者 

「健康観察（期間）」「感染の可能性がある者」になった際は、体調変化に留意するともに一定の

期間、次の対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

(6) 学校名等の公表について 

  児童生徒の感染が判明した際の公表方法については、十分に感染者等の個人情報の保護に

配慮するとともに地域の不安や誹謗中傷、差別や偏見に発展しないよう、保護者と連携し理

解を得てから教育委員会で判断します。公表する場合も、最小限の情報提供とします。 

  (令和４年２月２日 新型コロナ感染症における公表の考え方 上士幌町教育委員会) 

 

感染者と最後に接触した日の翌日から５日間（６日目解除）の自宅待機 

（外出自粛）と 7 日間は検温など自身による健康状態の確認 
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７．オミクロン株感染症の感染急拡大が確認された場合の対応 

 (1) リストアップの流れ 

① 感染者等からの聞き取りで発症日（無症状の場合は検体採取日）を確認 

② 調査対象期間（発症日２日前～最終登校日）を確認

その間の登校日等を確認 

③ 感染者と関係者のマスクの着用の場面に応じて、右

の表に基づき、接触者のリストアップを実施 

④ 「対応方法」に基づき、対応 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 接触者 陽性者と何らかの接触があった者 

Ｂ 感染の可能性がある者 
陽性者と１ｍ以内、マスクなし（陽性者だけがなしの場合も）、15分以

上接触のあった者 

 

 

 

 

 

 

 (2) 「感染の可能性がある者」のリストアップと対応 
 

リストアップの基準 学校編 

感染者の発症日の 2日前から最終登校日の間の登校日が調査対象期間です。 

感染者がマスクをしていなかった場合 

①感染者と同じクラスのマスクをしていない児童・生徒、教職員 

②感染者と同じテーブルで食事をした児童・生徒、教職員 

③感染者と特別仲の良いマスクをしていない児童・生徒 

④感染者と換気の悪い環境で長時間過ごした児童・生徒、教職員（狭い部屋で部活動を実施したなど） 

⑤その他（上記以外で感染者と密に接触があった児童・生徒、教職員） 

 

上記(1)のＢを基準として、(2)①～⑤の１つでも当てはまる場合、

「感染の可能性がある者」となり、当面５日間の外出自粛と健康観察が 

必要となります。 

鼻マスクや、マスクをアゴにずらしている

状態は、「マスクなし」と判断 
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感染者がマスクをしていた場合 

①感染者と長時間一緒にいたマスクをしていない児童・生徒、教職員 

②感染者と同じテーブルで食事をした児童・生徒、教職員 

③その他（上記以外で感染者と密に接触があった児童・生徒、教職員） 

 

 

リストアップの基準 認定こども園編 

感染者の発症日の 2日前から最終登校日の間の登園日が調査対象期間です。 

感染者がマスクをしていなかった場合 

①感染者と同じクラスのマスクをしていない園児や職員 

②感染者と Ａ．同じ部屋で合同保育をしたマスクをしていない園児や職員 

Ｂ．同じテーブルで食事をした園児や職員 

③感染者と特別仲の良いマスクをしていない園児 

④感染者の気道分液や体液等に直接触れた園児と職員 

※おむつ替えやよだれを拭いた職員、よだれのついたおもちゃを共有した園児は該当します 

⑤その他（上記以外で感染者と密に接触があった園児と職員） 

 

感染者がマスクをしていた場合 

①感染者と長時間一緒にいたマスクをしていない園児や職員 

②感染者と同じテーブルで食事をした園児と職員 

③感染者の気道分液や体液等に直接触れた園児と職員 

※おむつ替えやよだれを拭いた職員、よだれのついたおもちゃを共有した園児は該当します 

④その他（上記以外で感染者と密に接触があった園児と職員） 

 

 

リストアップの基準 学童保育編 

感染者の発症日の 2日前から最終登校日の間の来所日が調査対象期間です。 

感染者がマスクをしていなかった場合 

①感染者と同じ部屋を利用して、マスクをしていない児童・生徒、職員 

②感染者と同じテーブルで食事をした児童・生徒、職員 

③感染者と特別仲の良いマスクをしていない児童・生徒、職員 

④感染者と換気の悪い環境で長時間過ごした児童・生徒、職員（狭い部屋で集まってゲームをしたなど） 

⑤その他（上記以外で感染者と密に接触があった児童・生徒、教職員） 

 

感染者がマスクをしていた場合 

①感染者と長時間一緒にいたマスクをしていない児童・生徒、職員 

②感染者と同じテーブルで食事をした児童・生徒、職員 

③その他（上記以外で感染者と密に接触があった児童・生徒、職員） 
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 (3) 現在の変異株（オミクロン株）や今後流行する新たな株への対応ポイント 

   今回の流行株のように急激に感染が広がるような場合、対応が錯綜して現場に混乱が生じ

ることがあります。また、数多くの判断が必要になるケースが増え、組織的な対応が欠かせ

なくなります。どのような場面でも、「確かな根拠」と「確かな情報」を基に、シンプルに判

断・決断することが大切です。 

 (4) 保護者との連携 

   これまで、感染事例が少なかったため落ち着いて受け止めることができていた保護者の方

も、感染件数が増加したり、当事者になったりすると不安感等も強くなります。事前に丁寧

な説明を重ねるようにし、保護者の皆さんと連携して対処できるよう準備しておきましょう。 

 

８．教職員の健康管理と校長の対応 

(1) 学校環境の整備について 

・日常的に教職員の健康状態を把握し、職場に妊娠中や糖尿病等の慢性疾患を有する教職員

がいる場合は、特に職場の感染防止に努めるとともに、上記の職員が休暇を取得しやすい

職場環境を整えてください。 

・教室だけではなく、職員室の換気にも留意し室内の空気環境の改善に努めてください。 

・体調不良の教職員については、無理な出勤をさせないよう常日頃から指導してください。 

 

９．コロナ禍における教職員の服務 

 (1) 教職員の勤務体制 

原則通常出勤とします。ただし、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、勤務時間

の柔軟な対応が求められます。その際は、教育委員会から改めて通知します。 

濃厚接触者及び感染の可能性があるとして特定（リストアップ）されたものについては、

待機期間を７日間から５日間に、２日目及び３日目の検査で陰性を確認した場合は教育委員

会と協議し、３日目から解除が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 感染者と最後に接触した日の翌日から５日間（６日目解除）の外出自粛※の検討。７日

間は検温など自身による健康状態の確認 

○ 上記以外の方も、感染者と接触した翌日から７日間は健康に気をつける 

 

※１ 認定こども園、小・中学校等の職員等は、 

①他の職員による代替が困難、②ワクチンの追加接種後（2 回目接種から 6 ヶ月経過してい

ない場合は 2回目接種から）14日間経過、③無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又

は抗原定量検査（困難な場合は抗原定性検査キットも可）により陰性を確認、④濃厚接触者

である当該職員の業務を所属の管理者が了解している場合は、業務に従事することが可能 

※２ ※１以外の従事者であっても、2、3 日目の抗原定性検査キットを用いた自費（事業者）検査

により陰性確認できた場合は３日目に待機解除が可能 

（※１、２ともに、７日間を経過するまでは、検温等の経過観察をする） 
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 (2) 感染状況がレベル２以上の場合 

・学校授業日・・・通常勤務 

・夏・冬・春休み期間・・・校務の運営に支障のない限り、校長権限により勤務時間のスライ

ドを活用した勤務時間の割り振り変更や時差出勤を推進します。 

・在宅勤務について・・・今後、新型コロナウイルス感染症対策のため、町立学校が臨時休業

となった場合、感染防止対策として出勤者を抑制する観点から、校長が「在宅勤務相応」

と判断した場合は「教育長が特に必要と認める教職員」として在宅勤務の対象とします。 

 

・勤務時間の柔軟な対応・・・可能な限り接触機会を低減させるため、校務の運営に支障の

ない限り勤務時間のスライドを活用した勤務時間の割り振り変更や時差出勤を推進します。 

・休暇等・・・感染拡大防止を第一に考え、発熱等かぜの症状がみられる場合には、病気休暇

や災害事故休暇等、教職員が休暇等を取得しやすい環境に配慮します。 

 

 (3) 教職員の出張 

出張の内容、日時、場所など校長が総合的に承認の有無を判断します。なお、校長に出

張がある場合は、上士幌町学校管理規則第 27条に基づき事前に教育長の承認を得ることと

します。 

 

10．緊急連絡先 

勤務時間中 

教育委員会教育推進課 01564-2-3014 

休日及び勤務時間外 

教育委員会教育推進課長 090-7583-4926  

             主査 090-1521-3025 

                      主事補 080-7699-1583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

関係法令抜粋 
 

○ 学校保健安全法（抄）（昭和三十三年法律第五十六号） 

（保健所との連絡） 

第十八条 学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定

める場合においては、保健所と連絡するものとする。 

（出席停止） 

第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある

児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。 

（臨時休業） 

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。 

 

○ 学校保健安全法施行令（抄）（昭和三十三年政令第百七十四号） 

（保健所と連絡すべき場合） 

第五条 法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

一 法第十九条の規定による出席停止が行われた場合 

二 法第二十条の規定による学校の休業を行った場合 

（出席停止の指示） 

第六条 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間

を明らかにして、幼児、児童又は生徒（高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の

高等部を含む。以下同じ。）の生徒を除く。）にあってはその保護者に、高等学校の生徒又は学

生にあっては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。 

２ 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。 

（出席停止の報告） 

第七条 校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところによ

り、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。 

 

 

 

 

○ 学校保健安全法施行規則（抄）（昭和三十三年文部省令第十八号） 



21 

 

（感染症の種類） 

第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 

一～三 （略） 

２ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規

定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第

一種の感染症とみなす。 

（出席停止の期間の基準） 

第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次 

のとおりとする。 

一 第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで。 

二～三 （略） 

四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつてい

る疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師にお

いて感染のおそれがないと認めるまで。 

五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により

必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 

六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めた

とき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 

（出席停止の報告事項） 

第二十条 令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。 

一 学校の名称 

二 出席を停止させた理由及び期間 

三 出席停止を指示した年月日 

四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数 

五 その他参考となる事項 

（感染症の予防に関する細目） 

第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児

童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条の規定

による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。 

２ 校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消

毒その他適当な処置をするものとする。 

３ 学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状

況により適当な清潔方法を行うものとする。 

 

 

 

 

 

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（抄）（平成二十四年法律第三十一号） 
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（知識の普及等） 

第十三条 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普

及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民

に対する啓発に努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエン

ザ等に起因する差別的取扱い等（次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」と

いう。）及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるお

それが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族そ

の他のこれらの者と同一の集団に属する者（以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」と

いう。）の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型イ

ンフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する

相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の

啓発活動を行うものとする。 

一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由と

する不当な差別的取扱い 

二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為 

三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為 

（都道府県対策本部長の権限） 

第二十四条 

１～６ （略） 

７ 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県

の区域に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよ

う求めることができる。 

８ （略） 

９ 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に

実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフル

エンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。 

（新型インフルエンザ等緊急事態宣言等） 

第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等（国民の生命及び健康に著しく重大な被害を

与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同

じ。）が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及

ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態（以下「新型インフルエン

ザ等緊急事態」という。）が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨

及び次に掲げる事項の公示（第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態

宣言」という。）をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。 

一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間 

二 新型インフルエンザ等緊急事態措置（第四十六条の規定による措置を除く。）を実施すべき区域 

三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要（市町村対策本部長の権限） 

２～６ （略） 
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（新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等） 

第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等（国民の生命及び健康に著しく重大な被

害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章に

おいて同じ。）が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす

おそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ

等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態

が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。 

一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間 

二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域 

三 当該事態の概要 

２～６ （略） 

（市町村対策本部長の権限） 

第三十六条 

１～５ （略） 

６ 市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエ

ンザ等緊急事態措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができ

る。 

７ （略） 

（感染を防止するための協力要請等） 

第四十五条 

１ （略） 

２ 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延

を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要が

あると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道

府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設（通所又は短期間の入所により利用されるもの

に限る。）、興行場（興行場法（昭和二十三年法律第百三十七号）第一条第一項に規定する興行場を

いう。）その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を

開催する者（次項において「施設管理者等」という。）に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止

又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。 

３ 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知

事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び

国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該

要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。 

４ （略） 
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コロナ禍における上士幌町立学校の推進基本方針 ver.4.1[一部改訂]（令和３年 ４月２６日改訂） 

コロナ禍における上士幌町立学校の推進基本方針 ver.5 [一部改訂]（令和３年１０月１１日改訂） 

コロナ禍における上士幌町立学校の推進基本方針 ver.5.1[一部改訂]（令和３年１２月２８日改訂） 

コロナ禍における上士幌町立学校の推進基本方針 ver.5.2[一部改訂]（令和４年 ２月 ３日改訂） 

コロナ禍における上士幌町立学校の推進基本方針 ver.6 [一部改訂]（令和４年 ４月１５日改訂） 

コロナ禍における上士幌町立学校の推進基本方針 ver.7 [一部改訂]（令和４年 ８月３１日改訂） 

 


