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◎大原則 

〇安全を最優先に考え、発熱など症状のある園児をはじめ、疑わしき事案について

は、原則として出席停止とすることにより、園児同士及び職員との間での接触を避け

ること。 

 

 

 

〇「3 つの密」 

① 換気「密閉」空間 

② 多数が集まる「密集」 

③ 人との距離、近くで会話・発声「密集」が同時に重なる場を排除した環境づ

くりに努め、クラスター発生のリスクを下げる。 

 

 

〇園児及び職員のこまめな手洗いや、多数が触れる箇所の消毒を徹底すること。 

〇感染者・濃厚接触者などに対するいじめや差別的な言動がないように留意するこ

と。個人情報の取り扱いにも留意すること。 



１．新型コロナウイルス感染症を防ぐための注意事項  

①基本的な感染症対策 

 流水と石けんでの手洗い及びうがいを次の時間に必ず行うこと。 （登園直後、給食前

後、外遊びの後、トイレの後等） その際、手を拭くタオルやハンカチ等は清潔なものを

個人持ちとして共用はしないこと、 手指消毒用アルコールの活用、マスクの着用など咳

エチケットなどの基本的な感染症対策に 関する指導を行うこと。 

・《マスク着用の基本的な考え方》 原則、毎日自宅を出る時点から、帰宅するまでマスク

を着用するよう指導すること。（但し、気温が高くなる時期においては、外遊びの時、熱

中症になる危険を伴うので、必ずマスクは外して遊び、部屋に帰ったときは、必ず、着用

すること。） 

 

②保護者への注意喚起 

 幼児については、園現場で感染リスクに備えるとともに、園外での生活 においても感

染症の予防に努める必要があることから、以下の点について保護者への注意喚起を行うこ

と。職員についても、同様に注意喚起を行うこと。 

・毎朝の検温・健康観察を行う。  

・免疫力を高めるため、家庭での十分な睡眠・適度な運動 

・バランスの取れた食事・換気 の励行を行う。  

・家族で、手洗いや咳エチケットを徹底する。  

・家族全員が、ソーシャルディスタンスをとるなど、クラスター発生のリスクを下げるた 

めの３原則を遵守する。 併せて、発熱等かぜ症状が有る場合等の園への連絡および登園

を控えていただくことを周知すること。その際、発熱等かぜ症状の説明についてもしっか

りと行うこと。 

２．３つの密を避ける環境づくり  

新型コロナウイルスの感染拡大防止には、「３つの密」（①換気の悪い『密閉』空間 ②

多 数が集まる『密集』場所 ③間近で会話や発声をする『密接』場面）を避けることが大

切です。 

 〇 可能な限り窓は常時開けておくものとする。ただし、雨天時等、これによりがたい

場合は、1 時間に 1 回、5～10 分程度換気する。その際、原則として 2 方向の窓を同時

に開けること。 ただし、室温に注意し、必要に応じ、幼児の服装についても配慮する

こと。冷暖房機の使用時については、特に換気と室温管理の両立に配慮すること。 

 〇 職員は、マスクを着用することとし、幼児までの距離を可能な限り一定程度 （2ｍ

程度が望ましい）離すこと。 



 〇 教室等において、座席間を離して着席するなど、できるだけ幼児間の距離を離す よ

う配慮する。1 クラスの人数が 20 人程度の場合は、座席間をできるだけ離して交互

に着席させるなど工夫すること。 なお、臨時休園中の登園においては、当面の間、

分散登園等により 1 教室 10～15 人程度とすること。 

 ●クラスター（集団）の発生のリスクを下げるための３つの原則  

 

１： 換気を励行する：窓のある環境では、可能であれば２方向の窓を同時に開け、換気

を 励行します。ただ、どの程度の換気が十分であるかの確立したエビデンスはあ

りません。 

２： 人の密度をさげる：人が多く集まる場合は、会場の広さを確保し、お互いの距離を 

1 ～2ｍ程度あけるなどして、人の密度を減らす。 

３： 近距離での会話や発声、高唱を避ける：周囲の人が近距離で発声するような場を避

け てください。やむを得ず近距離で会話が必要な場合には、自分から飛沫を飛ば

さないよう、咳エチケットの要領でマスクを装着する。 

 

３．消毒液を使った清掃の実施 

教室・トイレ・遊戯室・職員室・保養室など幼児や職員が利用する場所のうち、 特に

多くの幼児や職員が手を触れる場所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、十分な換気

のもと、1 日に 1 回以上、タオル等に十分に消毒液（消毒用アルコール や 0.05％次亜塩

素酸ナトリウム水溶液等）を含ませて清掃を行うこと。濡れている場合は、 水分を十分

に拭き取った後に、消毒を行うこと。 

：次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使用する場合は、手袋を使用するとともに、拭 

いた場所がさびるおそれがあるので、消毒後は水拭きする。 

 

４．心のケアについて 

 園再開後も、心のケアについて特段の配慮を必要とされる（感染者や濃厚接触者とな る

経験をした等）幼児はもちろん、今後も自分や家族が感染するのではないかと不安や恐れ

を抱くなど、依然として心理的なストレスを抱えている幼児も存在すると考えられる。 

ついては、リスクがどの幼児にも起こる可能性があることを 意識すること。また、担任

や教諭等を中心としたきめ細かな健康観察等から、幼児の状況を的確に把握し、健康相談

等による支援を行うなどして、心の健康問題に適切に取り組むこと。 

５．感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別について 

 本マニュアルは、幼児及びその家族、職員の健康の保持増進と新型コロナウイルス感



染症の拡大の防止を目的として作成するものであり、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等を選別したり、排除したりするも

のではない。 新型コロナウイルス感染症は、感染経路が不明であるケースも多数見受け

られることから、 誰しもに感染の可能性があるのであって、特定の国や地域をさして

「（〇〇〇の国や地域）からの子どもや保護者が来るなら（いるなら）幼稚園には行かな

い（行かせない）」「（〇〇〇の国や地域）の子どもが感染症を広めている」といった偏見

や差別につながるような言動に対しては，断じて許されないという毅然とした態度で対応

を行うようにすること。 また、子ども・保護者等から初期症状についての相談・連絡が

あった場合、丁寧に対応し、個人情報の管理を徹底するとともに、罹患した場合であって

も、いたずらに感染者が特定されることのないよう、十分配慮すること。 

●幼児（本人）の感染が判明または濃厚接触者と認定された場合 【出席停止（新型コ

ロナウイルス感染症または新型コロナウイルス感染症の疑い）】 

＊同居家族の感染が判明した場合、濃厚接触者と認定される前でも、濃厚接触者扱いとす

る。  

【出席停止の期間】 

 ① 感染の場合 開始日：感染の判明した日 但し、判明前から欠席していれば、最終登校

日の翌日 終了日：専門医等が快癒を認める等、登校（園）を許可したとき 

 ② 濃厚接触の場合 開始日：濃厚接触者と認定された日（同居家族の感染判明日） 終了

日：症状が出なければ、保健所等に指示された期間（めやす 2w） 

  ⇒ 期間中に感染が判明すれば、「①感染の場合」の期間へ 

 ⇒ 検査で本人が陰性と判明すれば、保健所等の指示する期間  

●幼児の同居家族が濃厚接触者と認定された場合 【出席停止（新型コロナウイルス感

染症の疑い）】  

【出席停止の期間】    開始日：家族が濃厚接触者と認定された日  

終了日：家族に症状が出なければ、家族が保健所等に指示され

た 期間（めやす 2w） 

 ⇒ 感染が判明、本人が濃厚接触と認定されれば「（１）」へ 

⇒ 検査で家族が陰性と判明すれば、保健所等の指示する期間  

●幼児（本人）に発熱等かぜ症状が見られる場合 【出席停止（新型コロナウイルス感染

症の疑い）】  

「発熱等かぜ症状」とは、微熱（普段の体温より高い状態）・発熱（体温が 37.5 度前後よ

り高い状態） 以外に咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、匂い味がしな



い、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、 嘔気・嘔吐等、平常と異なる体調全般を指す。 

【出席停止の期間】  

① 本人に発熱等のかぜの症状がある場合 開始日：症状の出た日 終了日：解熱剤などを服

用せずに快癒すれば、その翌々日 ※症状が続けば、新型コロナ受診相談センターへ要相

談 

② 症状が続き、新型コロナ受診相談センターへ相談した場合 終了日：検体検査を受けず様

子見となり、解熱剤などを服用せずに快癒すれば、その翌々日 

③ 新型コロナの検体検査を受けた場合 終了日：陰性となった場合、保健所等の指示する期

間  

６、 園休園の考え方 

 教育委員会は、園からの出席停止の報告をもとに、次により臨時休園を決定する。  

◎幼児に感染が判明した場合の臨時休園措置  

「感染」が判明した場合、消毒及び感染経路の確認のため、一旦、園の臨時休園を 行

う。 

 感染が判明した時点  

・判明日から園休園。判明された時点で、幼児の安全に配慮し、速やかに降園措置を講

ずる  

〇臨時休園感染により当該幼児の最終登園日の翌日から 14 日間の休園を行う。 

 

7, 出席停止・臨時休業発生時の対応  

（１） 幼児児童生徒及び教職員に感染者が判明した場合の対応 

幼児及び教職員に、新型コロナウイルスへの感染が判明した場合、速やかに対応する

こと。  

① 園医・教育委員会事務局との連携  

・日々の幼児児童生徒の健康管理等については、園医との連携が重要なため、 園から出

席停止者が出た場合や、臨時休園を行う場合は、適宜、情報共有を図ること。  

・また、新型コロナウイルス感染症に係る対応は、前例のない対応が必要となる場合が 

想定される。次に示す場合は、教育委員会に必ず報告すること。  

◎保護者等から、次の(a)～(c)に該当する報告があった場合 

(a)幼児本人が、新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合、 もしくは新型コロナ

ウイルスの感染の疑いにより PCR 検査（核酸増幅法検査）を受検した場合  

(b) 幼児本人が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合  

(c) 幼児の同居家族が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合 

 ◎幼児本人に、発熱等かぜ症状が見られる場合であっても、幼児本人の健康状態に、次の

いずれかの症状が確認されて、「新型コロナウイルス受診相談センター」へ相談した場



合 ・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）、高熱がある。 

・かぜの症状や発熱が続いている（解熱剤を飲み続けなければならない時を含む）。基礎疾

患等のある方は、症状があればすみやかに。 

 ② 区保健福祉センター等、関係機関との迅速な連携  

・幼児及び教職員に感染者が判明した場合、区保健福祉センターと速やかに連携することと

し、園内の消毒を始め、専門的な内容について助言を受けられるようにする等、それぞれ

の対応を遺漏なく実施すること。 

 ・市外在住者については、園から、通常の感染症と同様に、区保健福祉センターへの発生

並びに PCR 検査受検について報告を行うこと。 

 ③ 保護者への周知  

・園は、全保護者に対し、メール等により可及的速やかに、当園において感染者が出た旨と

一旦休園となること、留意事項、問い合わせ先等を周知するとともに、併せて当幼児の在

籍する学級の保護者に対し、14 日間の学級休園となる旨連絡すること。 

④ 感染拡大防止に向けた情報収集  

・感染者発生による臨時休園期間中は、広島市保健所・区保健福祉センター（以下、保健所

等）の指導に従い、園での感染状況の把握と感染の拡大防止に努める。 

 ・保健所等から、園に対して、濃厚接触者を特定するための積極的疫学調査に係る情報提

供を求められた場合は、感染拡大防止に向け、積極的な協力が必要である。このため、情

報の収集・管理・提供についてあらかじめ担当者を決めておく必 要があるが、連日の業

務になることもあり、チームでの対応も考慮する。 

 ・想定される照会事項は、過去 2 週間の園内での感染者の座席位置・活動・行動歴、 他

の幼児や教職員との接触の状況等となるので、関係者本人等の同意をとり、できるだけ早

い時機に情報収集を行い始める。 

 ・園内での接触者について、発症 2 日前からの接触歴を調査し、管轄する保健所等の指示

により健康観察が必要な接触者を抽出し、指定された観察期間中は自宅等で 継続的に健

康観察を行うが、担当者は本人から得られた健康情報を求めに応じて保健所等に提供し

必要な指示を受けること。 

・また、今後の感染拡大の兆候を早い段階で捕捉し、出席停止や臨時休園の措置を積極的に

講ずる必要があることから、臨時休園を措置した学級担任の幼児に定期的な聞き取り調

査を行うだけでなく、園全体の幼児の健康状態の把握にも積極的に取り組むこと。 

 ⑤ 学校園内の消毒対応 

 ・園は、当該幼児及び教職員の接触（可能性を含む）箇所を、次亜塩素酸ナトリウム（薄

めた漂白剤）等を用いて清拭消毒するにあたり、はじめに汚染区域を 設定し、同区域内

への関係者以外立ち入り禁止にする等、作業時の安全確保と汚染を広げないよう留意す

ること。 

・消毒作業は、十分な換気のもとで、風上から風下へ、上から下へ一方向でふき取りをする。



特に、発病者の席を中心とした半径 2ｍの範囲は汚染度が高いので汚染を拡げないよう

に、注意して念入りに消毒洗浄する。 

 ・消毒作業にあたる教職員は、マスク・手袋のほか、エプロン・ガウン等の保護着（ビニ 

ール袋で代用可）の着用が望ましい。作業終了後は、靴底部を消毒洗浄し、保護着等は汚

染した外側を触らないように内側に丸めながら脱ぎ、汚染物は新型コロナウイルス感染

専用とし二重にしたビニール袋に廃棄し密封する。 

・また、どこを、どのように消毒するか等、専門的な内容については、感染症の発生報 告

にあわせて、管轄する保健所等に相談すること。 

（２） 臨時休業に係る広報周知 

 ① 園から保護者等への周知・依頼  

・教育委員会が臨時休業を決定した場合、園は 

関係する幼児の保護者に、 学校園ホームページや、保護者メール等、各種媒体を活用し 

て可及的速やかに臨時休園する旨とその期間を通知すること。 

 ・また、臨時休園を公表することにより、個人が特定されるおそれがある等、個人情報保

護や人権の観点から公益を欠く場合は、必ず教育委員会に事前に相談すること。  

・臨時休園の通知にあわせて、適宜、保護者に対して、幼児の健康観察を依頼し、発熱等か

ぜ症状がある場合には必ず園へ連絡するよう依頼するとともに、臨時休園期間中も、園か

ら定期的に幼児の状態把握に努める等、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めら

れたい。  

・また、あわせて、臨時休園期間中の生活指導にも努めること。  

② 教育委員会から報道発表・広報周知  

・感染者が出た場合、報道発表を行う。  

・ホームページへの掲載、報道発表ともに、出席停止を含む欠席者数を公表する。 園名な

ど公表することにより、個人が特定されるおそれがある等、個人情報保護や人権の観点か

ら公益を欠く場合は、公表しないことがある。 

 

８、教育活動における留意事項 

◎保育について 

・保育前後の手洗いや活動中の咳エチケット（活動中は必ずマスクを着用すること）等、

基本的な感染症対策を徹底すること。また、咳エチケットの観点から、タオ ル・ハン

カチ等の携帯を心掛けること。  

・臨時休園等の影響で、運動不足となっている幼児もいると考えられるため、十分な準備

運動を行うとともに、身体に過度な負担のかかる運動を避けるなど、けがの防止に十分

配慮すること。  

・共用する用具、オモチャについては、必ず消毒を行うこと。  

・活動中及び活動前後等においても、幼児の密度を下げて、不要な接触を避けること。（集



合時に密集にならないよう、間隔を取り待機するなどの工夫。）  

・可能な限り、屋外で学習すること。 

・幼児同士及び教員が、活動や指導等において、近距離での会話や活動にならないよう工

夫すること。 

 ・大声での応援、ハイタッチ、握手、補助等の身体的接触は避けること。  

・多数の者が触れる用具（ボール等）を使用する場合は、手で目・鼻・口等を触らないよ 

う指導すること。 

 ・準備及び片付けにおいて、近距離になる状況を避けること。  

・上記のことに留意するとともに、個人や少人数で密集せず距離をとって行うことがで 

きる単元から実施するなど、年間指導計画を見直すとともに、単元を入れ替えるなど 

の工夫を行うこと。 

・児童生徒に対して、新型コロナウイルスに関する正しい知識やこれらの感染症対策に 

できるだけ早期から、手洗いやうがい等、健康面における基本的な生活習慣について、 

興味をもったり、必要性に気付いたりしながら身に付けていけるように正しい手洗い

の仕方について指導すること。 

９、 幼稚園  

・各園における年間指導計画については、感染症対策を念頭に、活動の精選、実施時期の変

更、 見直しを図り、幼児の負担とならないよう柔軟に実施すること。 

 ・登降園時の挨拶をかねた握手や、身体が触れ合う活動等は避けること。 

 ・昼食の前と後には、石けんを用いた手洗いやうがい、アルコール等を用いた消毒を徹底

すること。昼食時は、換気を良くして、デスクシールドを使用し、飛沫を飛ばさないよう、

幼児の実態に応じて会話を控える等、適切に指導し、環境を整えること。 

・幼児が活動する場所や共有の遊具等については、保育終了後等による清掃や消毒等を適宜

実施し、清潔に保つこと。 

 ・園庭開放については、状況を踏まえ、実施を控えること。  

・上記について、積極的に保護者等へ啓発をするともに、一層の連携を図り、理解を得るこ

と。 

 

１０、教職員に係る対応等  

（１）感染拡大防止対策 新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するために

は、咳エチケット、手指 衛生等に加え、 

 ①密閉空間（換気の悪い密閉空間である） 

 ②密集場所（多くの人が密集している）  

③密接場面（お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる） という３つ 

の条件（３つの「密」）が同時に重なる場を避け、できる限り「ゼロ密」を目 指すこと。  

園長及び教職員それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を持



って、職場や職務の実態に即 した実行可能な感染拡大防止対策を検討すること 

◎教職員の日々の健康観察  

教職員は、毎朝、自宅で体温を測定し「健康観察表」への記録を行い、園長へ報告を行う 

こと。園長は、発熱等かぜ症状のある場合には特別休暇の取得により出勤を控えること を

指導し、教職員の日々の健康状態の把握に努めていくこと。  

(２)職場内外での感染防止行動の徹底について  

園長は、基本的な行動を徹底し、職員室などにおける「３つの密」を 避ける環境づくり

や、教職員が一堂に会する会議を抑制するなど、改めて留意していくこと。 

・職場内での感染防止行動の徹底等  

① 換気の徹底等：「密閉」空間にしないよう、こまめな換気をおこなう。職場の建物の窓が

開閉可能な場合は、1 時間に 2 回以上（30 分に一回以上、数分間 程度）窓を全開する

こと。空気の流れを作るため、複数の窓がある場合、二方向の壁 の窓を開放すること。

窓が一つしかない場合は、ドアを開けること。 扇風機や換気扇を併用するなどの工夫を

すれば、換気効果はさらに上がる。 

 ② 接触感染の防止：「密集」しないよう、人と人の距離を取る。職場で教職員が触れるこ

とがある場所・物品・機器等（例：ドアノブ、スイッチ、電 話、パソコン、コピー機等）

について、こまめに消毒を実施すること。 

・せっけんによるこまめな手洗いを徹底すること。また、洗面台、トイレ等に手洗いの 実

施について掲示を行うこと。入手可能な場合は、感染防止に有効とされている手指消毒用

アルコールを職場に備え付け、使用すること。  

・訪問者等に対し感染防止措置への協力を要請すること。  

③ 飛沫感染の防止：「密接」した会話や発声を避ける。対面での会議や面談が避けられない

場合には、十分な距離（２メートル以上）を保ち、マスクを着用すること。教職員一人ひ

とりが、飛沫を飛ばさないよう、咳エチケットを徹底すること。  

・風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境は感染リスクが高いことから、その規模

の大小にかかわらず、換気等の励行により風通しの悪い空間をなるべく作らない 等の工

夫を行うこと。 

 ・職場においては、人と人との間に十分な距離を保持（１メートル以上）すること。ま た、

会話を行う時には、特に間隔を開ける（２メートル以上）こと。  

・電話、電子メール等の活用により、教職員が集まる集合形式での会議等をできる限り 回

避すること。  

・食事をとる際の感染防止のため、昼休み等の休憩時間をずらしたり、座る位置の間隔 を

開けるなどの措置を講じること。  

・その他密閉、密集、密接となるような職場の状況を改善することを検討すること。 

 ④ 一般的な健康確保措置の徹底等 

 ・疲労の蓄積につながることから長時間の時間外勤務を行わないこと。あわせて、適切な



勤務時間管理に留意すること。  

・教職員一人一人が十分な栄養摂取と睡眠の確保を心がけるなど健康管理を行うこと。  

・職場において、教職員の日々の健康状態の把握に努めること。 

１１、新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について  

園長は、教職員が、新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者及び PCR 検査の対象者 

（以下「陽性者等」という。）に該当した場合には教育委員会へ報告することや、園医に相

談すること及び教職員が陽性者等になったことをもって不利益な取扱いや差別等を受ける 

ことはないことを、あらかじめ教職員に対して周知しておくこと。 教職員に感染陽性者（感

染の疑いのある者を含む）が出た場合の対応は、それぞれの状況をふまえ、園長は、園医と

相談のうえ、教育委員会と協議のうえ決定する。 なお、新型コロナウイルスへの感染、も

しくは感染の疑いにより PCR 検査を受検すること になった場合は、速やかに教育委員会

へ報告をすること。また、陽性者等が回復し出勤することとなった場合、引き続き健康観察

を行うとともに、園医と相談したうえで、体調によっては必要に応じて業務上の配慮を行う 

ことも想定しておくこと。  

 

 新型コロナウイルス感染症に対する最新の情報を収集し、必要に応じ感染拡大を防止する

ための知識・知見等を教職員に周知すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コロナウイルス感染者が判明した場合の対応 

 

園児又は教職員の感染が判明した 

 

 

  園児                          幼稚園 

       ・学校保健安全法だい 19 条に基づく 

    

                   

教育委員会        衛生主管部局 

                 ℡082-513-2758      ℡082-513-3097 

  出席停止 

                                          ・ 園内における活動の態様 

・他の園児について、           ・接触者の把握 

濃厚接触者に当たると特定された場合は  ・地域における感染拡大の状況 

出席停止                 ・感染経路 

                     などを確認しつつ、これらの点を総合

的に考慮し、臨時休業について十分相

談 
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