
愛媛県立農業大学校 

新型コロナウイルス感染症対応マニュアル(改訂) 
                                                            R4.3.1７ 

                                       

１ 学生及び教職員に対する感染拡大防止のための対策について 

（１）一人ひとりの基本的感染対策 

感染防止の３つの基本（①身体的距離の確保、②マスクの着用（常時）、③手洗い） 

ア 人との距離は、できるだけ２ｍ空けること。 

イ  会話をする際は、可能な限り真正面を避けること。また、近距離での会話や発声 

等を避けること。 

ウ 外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくても常時マスクを着用 

すること。 

※ 夏場は熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、屋外で人と十分な距離 

（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合には、マスクを外しても可。 

エ 自宅（寮）に帰ったらまず手や顔を洗うこと。できるだけすぐに着替えること。  

オ 手洗いは30 秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗うこと（消毒用アルコールや速乾

性擦り込み式消毒用エタノール等の使用も可）。 

カ 会食等で飲食店等を利用する場合には、愛顔の安心飲食店認証制度の認証マー

ク等の表示に留意すること。また、多人数（５名以上）の集合による宴会や狭小な個

室での会合を避けること。 

キ 新型コロナウイルス接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」をインストールするとともに、訪 

問先を記録しておくこと。 

 

※ 常時マスクの考え方 

人と人との距離が十分に確保できる場合は、マスクを外すことも可能だが、 

それ以外の場所では、マスクを装着した状態を基本とする。 

・マスクを外して会話しながらの食事により、多くの感染事例が発生している。

食事の際には、「黙食」を基本とし、食後にマスクをした上で会話すること。 

・運動時や屋外の場合は、他の人々との距離が十分に確保可能な状況では 

マスクを外しても問題ないが、そのような場合でも、会話をする場合には 

マスクを装着すること。 

 

（２）学校内の環境衛生の維持 

ア 換気の徹底、湿度の調整 

イ ３密（密集、密接、密閉）の回避  

ウ 十分な遮へい措置が取られていない場所での近接・対面での飲食の禁止 

エ 石鹸、消毒液の設置 

オ ゴム手袋、フェイスシールドの準備 

 



（３）学生寮における新型コロナウイルス感染防止対策 

ア 消毒液の配備 

男子寮・女子寮の各階に配備 

イ ドアノブ等、寮生が共通で接触する箇所の消毒 

（ア） 消毒回数等 

毎日、７時、２２時  

（イ） 実施者 

寮週番が清掃の際、又は舎監が定時見回りの際に実施 

（ウ） 実施方法 

消毒用アルコール等により清潔なペーパータオルや布で拭き取る。 

ウ 学生による自主的取組 

（ア） 手洗い、手指消毒、常時マスクの着用等の感染防止対策を徹底すること。 

（イ） 他学生の居室内へ立ち入らないこと。 

（ウ） 共有スペース（談話室等）での長時間の会話（滞在）を避けること。会話（滞 

在）時間は30 分以内とすること。 

(エ) 校外から帰寮した場合には手指消毒を徹底すること。 

 

（４）不要不急の移動や不特定多数の集まる場所への外出自粛 

ア 緊急事態措置の対象である地域及びまん延防止等重点措置が発令されている 

地域への不要不急の出張は自粛すること。 

その他の感染が拡大している地域や、不要不急の往来や外出の自粛を要請し 

ている地域への出張は慎重に判断すること。 

なお、校長は、出張を命じる場合には、詳細な行程を記録させるとともに、感染 

防止対策の徹底を図ること。 

また、公務外であっても、緊急事態措置の対象である地域及びまん延防止等重 

点措置が発令されている地域への不要不急の旅行等は自粛することとし、その他

の地域への旅行等は慎重に判断すること。 

公務内外を問わず、感染が拡大している地域を往来した場合は、帰県後２週間、 

体調管理や経過観察等を行うとともに、慎重な行動に留意すること。 

イ  帰省や旅行は控えめに、真にやむを得ない場合とすること。体調が思わしくな 

い場合には無理せず休養すること。 

ウ  発症したときのため、誰とどこであったかを記録しておくこと。 

 

（５）アルバイトについて 

ア 学生がアルバイト中に新型コロナウイルスに感染するケースが多数確認されて 

いるため、アルバイトを希望する学生は、その内容、環境等をよく確認し、保護者 

と相談のうえ、所定の様式等を学校に提出し、許可を得ること。 

イ 新型コロナウイルスの感染防止対策については、アルバイト先の指示に従うとと 

もに、各自が感染防止に努めること。 

     ウ アルバイト終了後及び帰寮後は、手洗い、うがい、手指消毒等を行い、健康管理 



に十分気を付けること。 

エ 新型コロナウイルスの感染状況により、学校から要請があった場合は、アルバイ 

トを休止すること。 

      オ 新型コロナウイルスまん延防止のため、学校が臨時休業となる場合は、アルバイ

トを休止すること。 

 

２ 健康状態の監視等の具体的内容について 

（１）学生 

   【寮生・自宅通学生共通】 

学生は、毎朝必ず検温し、健康状態を含めてサイボウズ等で担任に報告すること。各

担任は、学生の健康状態を確認すること。 

学生は、1日の健康・行動について「健康・行動記録表（別紙様式）に記録すること。 

 

ア 寮生 

体調不良時は、直ちに担任に報告すること。（夜間は、舎監に報告すること） 

入寮の後、外出先で体調不良になった場合は、担任に報告し、状況に応じて医 

療機関への受診、保護者への連絡を行うこと。 

帰省時に体調不良となった場合には、担任に報告し、寮に戻らず、自宅で一定 

期間様子を見ること。 

イ 自宅通学生 

       各家庭内及び通学途中の感染防止対策を徹底するとともに、体調不良時は、 

直ちに担任に連絡すること。 

 

（２）教職員 

出勤前に必ず検温し、記録しておくこと。なお、発熱等の症状が見られる場合は、休

暇を取得すること。 

  

３ 発熱等の症状がある場合の対応について 

（１）学生 

    ア 学生に発熱に加えて、咳、倦怠感等、疑わしい症状がある場合は、担任は、学校 

医等に相談するとともに、保護者に連絡し、学生を帰省させること。（保護者によ 

る送迎） 

      イ 状況に応じて、「かかりつけ医」や「受診相談センター」への相談を保護者に要請 

し、助言、指示事項等の報告を求めること。 

ウ 帰省先が遠隔地の場合等により帰省が困難な場合は、学生寮内の個室を割り 

当て、居室内で安静に努めることとし、居室外ではマスクを着用するとともに、他 

の学生との接触は避けること。また、ＰＣＲ検査受検に備え、寮以外の部屋の準備

を行うこととする。 

エ 当該症状による欠席については、校長の判断で出席停止扱いとすることがで 

きる。 



      オ 新型コロナウイルスの感染の疑いがある場合は、その疑われる時点から校長の 

指示により欠席する場合は、公欠とする。  

カ 報告ラインは以下のとおりとすること。 

■ 学生⇒担任⇒担当教授⇒副校長⇒校長 

 

（２）教職員 

ア 出勤前に咳、のどの痛み、発熱等の症状がある場合は、出勤を控え、かかりつ 

け医等の身近な医療機関へ電話連絡すること。 

イ 相談する医療機関に迷う場合は、「受診相談センター」へ電話相談すること。 

ウ 勤務中に体調不良となった場合は、一旦帰宅し、医療機関又は「受診相談セン 

ター」へ電話連絡すること。 

          受診相談センター：089-909-3483   

 

（３）学内でのまん延防止措置 

     ア 学生及び教職員に発熱等の症状があり、新型コロナウイルスへの感染が疑わ 

      れる場合は、上記対応に併行して、学内に配備している抗原検査キットを用い 

て、体調不良者及びその濃厚接触者を検査すること。 

      イ 抗原検査キットで陽性者が出た場合は、直ちに個室（教室４０４）に隔離し、「松 

山市保健所」及び「受診相談センター」等に連絡して、指示を仰ぐこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 厚生労働省は、熱や咳が出た場合の相談などに対する解説を取りまとめたQ&A  

を公開しているので、新型コロナウイルスについて一般的な事項は以下のＵＲＬを 

参照すること。 

【新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0001.html 

 

４ ＰＣＲ検査又は抗原検査を受けることになった場合の対応について 

（１）検査受検の報告及び結果が判明するまでの対応 

       ア 学生又は同居の親族等がPCR検査等を受検する場合 

（ア） 帰省先で学生又は同居の親族等がＰＣＲ検査を受けることとなった場合 

は、直ちに担任に報告すること。 

（イ） 報告を受けた担任は、報告ラインにより校長に報告すること。 

（ウ） 副校長は、農政課農地・担い手対策室に報告すること。 

隔離する教室（40４） 

＜準備物＞ ・簡易ベッド（2台） 

            ・ふとん 

            ・毛布 

            ・加湿付空気清浄機 

            ・解熱剤等の薬 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0001.html


（エ） 在寮中にＰＣＲ検査を受けることとなった場合は、当該学生を出席停止 

扱いにするとともに、ＰＣＲ検査受検後の入寮を禁止し、検査結果が判明す

るまで当該学生を個室（教室404）に隔離すること。 

 

イ 教職員又は同居の親族等がPCR検査等を受検する場合 

保健所、医療機関の指示に従い自宅待機等を行うとともに、校長に状況を 

報告すること。 

 

（２）検査結果の報告 

検査結果についても、上記と同様に報告すること。 

       ・陽性・陰性判定日、入院の有無（期間、医療機関名） 

       ・自宅療養の有無（期間、療養場所） 

       ・発症からの症状の経過 

       ・陽性の場合、発症以降の行動確認（濃厚接触した者、登校の有無） 

       ・陰性の場合、検査機関からの指示の有無（自宅待機や注意事項など）、現在の

体温と症状（風邪の症状、倦怠感、呼吸困難など）  等 

 

５ 新型コロナウイルス感染症の検査の結果、陽性が確定した場合の対応について 

（１）学生 

ア 校長は、松山市保健所の指導、助言に従い、濃厚接触者調査の実施・校内の消毒 

等に協力すること。 

イ 担任は、保護者と連絡を密にし、学生の状況等を逐一情報提供すること。 
 

 【保健所との連絡窓口】 副校長 （089-977-3261） 

 

（２）教職員 

       保健所、医療機関の指示に従い、感染者等の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場

所を消毒し、同勤務場所の職員の在宅勤務等について検討し、校長の指示に従うこ

と。 

 

（３）思いやりの気持ちと冷静な行動 

陽性者やその家族に対する差別、偏見、誹謗中傷は、決して許されるものではな

いことを念頭に置き、相手を思いやる気持ちを持ち、冷静に行動すること。 

 

６ 臨時休業の決定及び臨時休業に伴う修学機会の確保 

ア 学生又は教職員の新型コロナウイルス感染により、臨時休業の要否及び臨時休業 

する場合は、その期間を保健所等関係機関と協議の上、決定する。 

イ 臨時休業を行う場合、全ての授業を一律に休業するのではなく、遠隔授業の活用 

や課題等に関する出題等を通じて、感染拡大の防止と修学機会の確保を両立する 

ために工夫するものとする。 



臨時休業 

（要否・期間は保健

所と協議） 

出校停止 
 

入院若しくは宿泊

療養等治癒するま

で出校停止 

※復学は保健所

の指示による 

通常勤務 

特別休暇 

在宅勤務 

（校長が必要と 

認める期間） 

ウ 臨時休業や出席停止の指示等を行う場合においては、単位認定、卒業及び課程の

修了の認定に関し、補講・追試の実施やレポートの活用による学修評価等を通じて

弾力的対処することで、学生に不利益が生じないように配慮すること。 

 

７ 出校停止措置及び臨時休業措置について 

出校停止措置及び休業措置については、状況に応じ、以下のとおり対応する。 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 臨時休業中の業務体制 

（１）業務体制 

ア 臨時休業中において、農業大学校自体が新型コロナウイルス感染症の感染源にな 

る危険があると判断される場合は、教職員を在宅勤務に切り替えるなど、出勤者数 

を抑制すること。 

イ ただし、学校再開や運営上の必要がある場合は、その業務に関わる職員を出勤さ 

せることがある。その場合も、職員の健康状態や学校の環境等を十分に配慮する。 

   ウ 教職員が新型コロナウイルス感染症に罹患し、又は濃厚接触者となり業務に従事 

できない場合には、他の教職員が継続すべき業務等を精査し、業務推進体制を確保 

自宅待機 
 

PCR 検査結果の判明まで

自宅待機・外出自粛要請

等（特別休暇） 

発症者 他の学生 他の教職員 

PCR検査

陰性 

濃厚接触者 

と特定 

PCR検査 

陽性 

PCR検査 

陰性 

濃厚接触者 

以外 

 

濃厚接触者 

以外 

濃厚接触者 

と特定 

 

PCR検査

陽性 



する。 

 

(2)農作物管理・飼育管理等 

ア 卒業研究等で真に必要な管理については、感染者及びその濃厚接触者以外の必 

要最小限の人員で感染防止対策を講じた上で行うこととする。 

イ 学生全員が濃厚接触者としてＰＣＲ検査若しくは抗原検査を受検する場合には、 

その結果が判明する間は濃厚接触者以外の職員で対応することとする。 

 

（３）自治会活動、各種行事への参加及び開催について 

自治会活動や他団体との交流行事を実施する場合には、状況を的確に踏まえたう 

えで、校長の判断を仰ぎ決定すること。 

なお、実施に当たっては、感染防止対策を徹底すること。 

 

(４）臨時休業が長引いた場合の対応 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、臨時休業が長期にわたる場合は、夏季 

休業や冬季休業等を学業期間に振り替えることがある。その具体的な対応について 

は、教務・研修会で審議し決定する。 

 

９ 新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見の防止 

新型コロナウイルス感染症は、誰でも罹りうる病気であるとの認識のもと、校長は学

生・教職員に対して新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を教示するものとす

る。 

特に、学生に対しては、感染者個人の名前や行動を特定し、SNS 等で公表・誹謗中傷

する行為は重大な人権侵害に当たることを指導し、コロナ差別・偏見が生じないように 

努める。 

  

10 主要連絡先 

〇学校医・矢部医院              089-977-6262 

〇受診相談センター           089-909-3483 

   〇愛媛県農林水産部農政企画局 

農政課農地・担い手対策室      089-912-2215 

  〇松山市保健所保健予防課       089-911-18１５ 

  〇愛媛県教育委員会義務教育課   089-912-2940 

  〇愛媛県保健福祉部保健福祉課   089-912-2380 

 

  


