
令和 4年111月 25日

保護者 各位

豊見城市立長嶺小学校

校 長  桑江 常勝

(公印省略)

豊見城市立小中学校における地域の感染 レベルに応 じた感染症対策について

(令和 4年 11月 8日 時点 )

暮秋の侯、保護者の皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び申し上げます。

また、平素より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、感謝いたします。

さて、令和 4年 11月 4日 に「コロナかな?と 思つたら」が更新されましたのでお知らせ

いたします。

また、豊見城市の感染症姑策については下記のとおり、県立学校の感染症対策に準じた

対策となります。

本校でも、今後の感染状況を注視しながら、感染対策を行つていきますのでご理解とご

協力よろしくお願いいたします。

記

【県立学校における地域の感染レベル】

令和4年 11月 8日 時点の感染レベル ・・・ レベル 2

1 地域の感染 レベルに応 じた感染症姑策について

新型 コロナウイルス感染症に係る県立学校における地域の

感染 レベル別の感染症姑策 錫可紙工1お よび1-2)に 準 じた封策

を イ子い ま す 。          ※右側のQRコー ドより閲覧可

出席停止について

(1)児童生徒本人の発熱や風邪症状による休みは 「出席停止」とします。

(2)同居家族に未受診の発熱や風邪症状がみ られる場合は 「出席停止」 とな ります。

2

健康観察について

(1)児童生徒が校舎に入 る前の教職員による健康観察については、学校内の感染 リス

クが高まつた場合など、状況に応 じて行 うものとします。

(2)家庭における毎車月の検温や健康チェックシー トの記入 。提出は継続 します。

(3)教職員による児童生徒の健康観察および健康チェックシー トの確認は継続 します。
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臣生管理マニュアル
也壌の臨崇レベル

レベ,レ 1 レベ,レ2

【騒熊ヤ蘭の万凛】
保健教育重点 保健管理重点

【保捏駅百】
児量生催の持◆枷 清潔なハンカチ・ティッシュ、マスク、マスクを置く際の消潔なビニールや布等

手 滉 い ①登校後、外から教室に入るとき、咳やくしゃみ・鼻をかんだとき
給食(昼食)の前後、掃除の後、トイレの後、共有物を触る前後
(手指で日、鼻、日をできるだけ触らない)

①+休み時間ごと

暇エチケツト 咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカテ、袖、肘の内側などを使つて、口や鼻をおさえる。

漑 則 上 しい霊 箔 「十分なR蓮眠」、「適度な運動」及び「バランスの取れた食事」

【侵原観緊】
健慮楓窯表の活用

①児重生徒等の朝晩の体温 、体口周、保護者

のサイン等を記入

(月 1キ■4)

①+同居の家族の状況(別 紙5)

覇のほ臣鼠票

忘れた者への対応

①児重生徒等に発熙等の風邪圧状がない
かどうかを教室等で確認

教職員が教室等で対応

①+同居の家族に未診断の発熱等の風邪症状がないかどうかを校合に入るRlに確謎

教職員が校舎に入る前に対応

」用 停 止 】

学機保健安全法
第10条

∪慇米が判明した育
②感染者の濃厚接触者
③感染が疑われる者
・症状があり検査を受けている者(濃厚接触者以外)

・感染者と接触があり学校長が出席停止を指示した
者

④
※
発熱等の風邪症状が見られる者 (新型コロナワ

クチン接種の副反応の可能性も含む)

→ただし、注状がなくなれば、原則、登校は可能。

①+②+③+④×

+同居の家族に未診断の発熱等の風邪症状が見られる者 (同居の家族に症状がなくなれば登核は

可能)

④
Xの

症状が新型コロナウイルス感梁症ではなく別の疾患によることが判明した場合は病欠とする。

【体田不風者野への
対応】

当該児童生徒を安全に帰宅させ、症状がなくなるまで自宅で体養するよう指導する。

保護者の来校まで学校にとどまることが必要な場合は、他の者との接触を可能な限り避けられるよう、別室て待機させるなどの配慮をする。

(保催室において、外傷や心身の不調などで来室した者と発熱等の風邪症状のある者が他の児童生徒と接することがないよ引こする。)

抗原簡易キットを使用する場合は、手引きを踏まえ、適切に使用する。

休閣不風者野 (出 席
眸上の者を含む)の
に狙Ⅲ指導及び違倍

ておく。
は、「新型コロナウイ

また、上記 の受診を促す。

③体調不良者等の増加等がある場合、

【4告】
学校等欠席者・感集
虚情粗収集システム
ヘの入力(出席停止)

豫裁による組告
(感柴奢舞生時のみ )

」へ入力
患者は発生していないが教育委員

より臨時休業を行つた

「欠席者/臨時休業登録J→

「学校閉鎖 (学 年 学級)」 →疾患

「教育委員会または主管課の指示

よるJ

FORMSによる報告

【青取り篇語・胴毎】
暇所と回数

消毒厳と使用方法

・床は通常の清掃活動
・机、椅子は、通常の清掃活動において、新型コロナウイルスに対する有効性が認められている家庭用洗剤等を用いて拭き取り掃除を行う。

・大勢力t手を触れる箇所 (ドアノブ、手すり、スイッチなど)は、1日 回ヽ程度、水拭きした後、家庭用洗剤や消毒液を浸した布巾やペーパータオルで拭く。

※児童生徒の手洗いが適切に行われている場合には省略可能。
・文部科学省「衛生管理マニュアル」や国が示した新型コロナウイルスに有効な消毒液や洗剤を用いて、その使用方法に従い清掃→肖毒を行う。

【懸員雪勇
=時

の
消毒】

七学校敦械貫を実施する場合はて

'積
天事課健康管理〕王作成の「感染者が発生した施設の消毒についてJを熟読の上、実施。

※「感染症対策等の学校活動支援事業」を活用し、専門業者に消毒作業を委託することも可能。(あらかじめ予算立てを行つていない学校は要相

談)

【3薔の回選】
「密阿Jの 回避(換気
の儀慮 )

⑦常時2方向の窓を同時に開ける。
②常時換気が難しい場合は、30分に1回 以上、数分間程度、窓を全開する。
③窓のない部屋は常時入り口を開けておいたり、換気扇を用いたりするなどして十分に換気する。(人 の密度が高くならないよ〕こ配慮する)

④体育館のような広く天丼の高い部屋であつても換気に努める。
※エアヨン使用時も同様の対応とする。少なくても休み時間毎には窓を開け、換気を行う。

I雷票Jの 回避
(身体的距離の確保 )

lmを 目安に学級内で最大限の間隔を取ること できるだけ2m(最低lm)

I雷霰」のB面への対
お(マスクの着用)

※マスクを着用する
必要がない場合

身体的距離が十分とれない時や公共交通機関(バス、モル ール等)を和1用する場合はマスクを活用する。
※ただし、マスクの着用については、学校教育活動の様態や児童生徒等の様子などを踏まえ、臨機応変に対応する。

凛十分な身体面臣離が確保て'きる場合、熱中症などの健康被害が発生するおそれがある場合や児童生徒等本人が暑さで息苦しいと悪じた時、
登下検中で熱中症のおそれがある場合、体育の授業、運動部活動

新型コロナウイルス感染症に係る県立学校における地域の感染レベル別の感染症対策
令和4年 7月 22日 時点

別紙1-1

必要に応して学校医や学校薬剤師と相談すること。



新型コロナウイルス感染症に係る県立学校における地域の感染レベル別の感染症対策 (保健体育学習・

部活動)令和4年7月 22日 時点
別紙1-2

ザレ レベ )レ 1 レベル 2
ロ 図 ③

県立学校の保健体育学習ガイドライン例

体育・保健学習

感染者が発生した学級等は、必要に応じて、感染リスクの高い活動の見直しや、マスクを着用しない活動

の制限など、警戒度を高める工夫を図る。

○リスクの低い活動は、一定 離をlmを 目安に、活動場所

内で最大限のFa司 隔をとる。 同じ方向を向き、回
の十分な感染対策をした上

保ち、
るなど

申h峰
施する。
○体育授業 :児童生徒が密集する運動
や近距離で組み合つたり、接触したりす
る活動はリスクが高いことから慎重に
検討する。
O体育授業 :可能な限り、屋外で実施
し、気温が高い日などは熱中症に十分
注意をする。但し、屋

で通 がある場合は、
動は避ける。通 る

体育授業iマ スク着用は必要ないが、体育授業に

おける感染リスクを避けるため、児童生徒の間隔

を十分確保する。但し、児童生徒がマスクの着用

を希望をする場合は否定するものではない。

体育・保健授業 :年 間指導計画の中で年度後半に指導する予定の学習分野を

「先取り授業」として手順やルールを学んだり、自宅で取り組むことが可能な既習

事項の反復学習等を行つたり、デジタルコンテンツ教材を利用した学習支援も考

えられる。

県立学校の部活動ガイドライン例

部活動

・感染者が発生した部活動では、濃厚接角虫の疑いのある生徒・特定された生徒の活動停止と、必要に応じて、感染リ
スクの高い活動の見直しや、マスクを着用しない活動の制限など、警戒度を高める工夫を図る。
・感染が拡大している場合 (陽性者複数名発生等)は部活動停止の検討・実施。
・練習や試合に付随する飲食等は行わないこと。

○可能な限り感染症対策
を行つた上で通常通りの
活動

lmを 目安に、活動
―
場所内で最大限の

間隔をとる。

ゆ .

で1

鬱

攣
(員 大限 )

O可能な限り感染
症対策を行つた上
で通常通りの活動

O可能な限り感染症対策
を行つた上でリスクの低い

活動から段階的に実施。
直近―週間に感楽者が

確認された地域ではより
慎重な検討必要。

密果する運動、近距

離で組み合う、接触場

面が多い運動,向 か

い合つての発声する

等の活動は慎重な検

討が必要。

'印
を目安に 活動場所内で最大限の間隔をとる.

爾(塾)響

O可能な限り感染及びその拡大のリスクを軽減させながら、
なるべく個人での活動とし、少人数で実施する場合は十分な
距離を空けて行う。

密集する運動、近距離で組み合う、接触場面が多い運動

向かい合つての発声する等の活動は行わない。

できるだけ 2m程 度の間隔をとる。

●

留
0

留

全体を通じての
留意事項

Oトレーニングやゲーム、ミーティングなども三密にならないように配慮した状態で通常通り実施する。また、各競技

団体から発出されているガイドラインにも留意すること。
Oケガや熱中症防止等、安全管理に十分留意する。また、発熱等の症状が見られる場合は自宅で休養するよう指導

すること。必要に応じて、抗原簡易キットを使用する。使用する場合は、手引きに従い適切に使用すること。

O生徒の健康・安全の確保のため、生徒だけに任せるのではなく、教師や部活動指導員等が活動状況を常時確認

すること。
O活動時間や休養口については、部活動ガイドラインに準拠し、実施内容等に十分留意する。特に分散登校を実施

する場合は、ガイドラインよりも短い時間の活動にとどめるなど、分散登校の趣旨を逸脱しないよう限定的な活動とす

る。
O部活動の参加については、生徒・保護者の意向を尊重し、参加を強制しないこと。
O大会等の参加については、学校として主催団体とともに、大会中の競技や演技中等はもとより、会場への移動時

や会食・宿泊時、更衣室等の利用時においても生徒、教師等の感染拡大防止の対策を講じること。

O練習試合や合同練習、合宿等の企画・実施に当たつては、地域の感染状況を踏まえ、部活顧問教諭だけでなく、

学校として責任をもつて、大会参加時と同様の感染拡大防止の対策を講じること。



2022年 11月 4日

コロナかな?と思つたら

1陽‖生 || 陰性

杖

あなたを守 り、医療を守るために協力いただきたいこと 沖縄県

陽性1生陽性
1

1

サ予
Ｂヘ

サ
Ａヘ

サ
Aヘ Bヘ

陽性 陰性

陽性 と診断された方ヘ

案内サイ ト

子どもの体調

不良日寺には ?

子どもを見守るサ サ
Aヘ B

A ヘ

A.陽性の場合
● 以下の①～④にあてはまる方は、「陽性者登録セン

ター」へ登録すると共に、「自宅療養のしおり」を
参考に、自宅療養又は療養について相談センターヘ

相談ください。
① 65歳未満、②入院が不要、
③重症化リスクがない(治療薬又は酸素投与の必要がない)、

④妊娠していない
0上記①～④以外の方は、沖縄県コロナ対策本部の指

示に従って療養を行ってください。

ヘ
ポイント

新型コロナに感染していないか不安があり、検査を受けたい

症状なし症状あり

陽性者と接触の可能性あり 陽性者と接触なし

接触者PCR検査
センターを受検

■ ■

案内サイト

民間検査機関を受検
(一般無料検査)

受けられる民間

検査機関一覧

体外診断用医薬品(医

療用/一般用)の抗原
検査キットで

購入案内はこちら

症状ありの小中高生が
いるご家庭(RADECO)

申込WEBサ イ ト

自

まずは、かかりつけ医
に相談。相談する医療
機関に迷う場合は、県
コールセンターに
医療機関に事前に連絡
を入れたうえ受診

県 コールセ ンター

098‐866‐ 2129
※24時間対応

小児の病院受診
(夜間・休日)

急な子どもの病気
対処に迷う場合は

帯8000番に相談

発熱外来対応

医療機関 リス ト
陽性者登録センター

案内サイ ト

感染 していても結果が陰性 となる場合があります
ので、引き続き感染対策にご協力 ください。
症状のある方は、インフルエンザ等ほかの疾病の

可能性もあります。
かかりつけ医に相談、または自宅で健康観察を続
け、悪化する場合は受診を検討 してください。

B。 陰性の場合



9沖 縄県からのお知らせ

医療用 。一般用抗原検査キッ トを使用し陽性となつた方へ
～ 陽性者登録センターのご案内について ～

沖縄県では、自ら実施 ιた抗原検査辛/卜 の筋彰惨 体となった場合に、オンライン (電話等)に よる医師の診
断後、発生届対象外の方でも行政サービスを受けられる体制を整備しました。これにより、直接医療機関を受診せ
ずに新型コロナウイルスの診断を行い、その後の速やかなケアに繋げることが可能となります。

【ご利用・申請の流れ】

【手順 1】 ご自身で抗原検査キットによる検査を実施し陽性となった
※ 検査を実施する際は、医療用又は一般用のキットで且つ有効期限内のもので実施 してください。

医療用抗原検査キットの販売薬局は、沖縄県薬剤自師会 HPの「お知らせ欄」よりご覧下さい。

▼

▼

【手順3】 整理番号が記載されたメールをもって申請完了 (重要)

※ 申請後、必ず整理番号が記載されたメールが届いているか確認 してください。
※ 申請時に登録 したメールア ドレスに整理番号が記載されたメールが届いていない場合、申請が出

来ていないため、 再申請をお願いいたします。

▼ ▼

O発生届対象の方 (65歳以上・妊娠している方等〉
【手順4】 申請内容の確認 (電話)

ロ センター事務局より、申請内容確認のお電話があります。
※ 19日奉,｀ア際 t「 由 Aれ汗場 合 ↓士 カ の 日の 対 とな り主す

O発生届対象外の方
(65歳未満・妊娠していない方〉

必要に応 じて事務局よりお電話
がありますので、必ず取るように
お願い致 します。

▼

【手順5】 医師による電話問診
口 医師より、申請時にご記入頂いた連絡先にご連絡 し、電話による間診を行った上で診断

を行います (※本サービスは新型コロナウイルスの診断を行うもので、治療や薬の処方
を行うものではありませんので、あらかじめご了承下さい)。

▼

【手順6】 陽性診断の通知メールをもって登録完了
口 医師の診断後、申請時にご入力頂いたメールア ドレスにご連絡 します。

その通知メールで陽性登録となります。手続きで必要になる可能性があるため、削除しないようご注
意 ください。

口 登録後に行政サービスを受けたい場合は、登録完了メール内の問い合わせ先にご確認 ください。

【手順 2】 電子申請システム (WEB)に て申請

QRコ ード読み取り後、本…ムページの内容を必ず確認してください 1

口右のQRコ ードから「陽性者登録センター」のページにアクセスし、内容・注意事
項などの確認後、陽性が確認されたご本人の①基本情報 (氏名、生年月日及び連絡
先など)、 ②使用した検査キット種類等を選択・入力して下さい。

日 また、国が承認した医療用・一般用抗原検査キット及び検
査結果が陽性であることを確認させて頂くため、③使用し
た検査キットの種類 (商品名)、 ④検査の結果 (判定ライ
ン)が確認できる写真、⑤本人確認ができる身分証 (運転
免許証、健康保険証など)の画像を添付して下さい。

添付イメージ (製品名) 添付イメージ (判定ライン)

回 回

陽性者登録センターHP

盟 引 :→

“
幽

沖縄 県 陽性者登録セ ンター 問い合わせ先

【問合せ受付時間】 10時～ 12時、 13時～ 17時 (上 国・祝祭日含む)

TEL:080-4102-0267///080-6488-2381//080-6488-2382


