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2年 5月 29日

保護者 の皆様
福生市教育委員会
教育長

川越

校長

山本

孝洋
福生市 立福生第 一 中学校
豊彦

緊急事態宣言解 除に伴 う福生市 立学校 の再開につい て
日頃 よ り本校 の新型 コロナ ウイル ス感染症対策 に応 じた教育活動 に御協力 いただ きあ りが
とうござい ます。
令和 2年 5月 25日 (月 )、 国 の 緊急事態 宣言が解 除 され ま した。福生市 立学校 については、
令和 2年 5月 7日 か ら令和 2年 5月 31日 まで臨時休業 として いま したが 、都 内 の感染者 の減
少傾 向を受 けて、「学習相談 日」「分散登校 日」を設 定 し、段階的 に学校再開 に向けて進 めて
まい りま した。
学校再開 に向けては、文部科学省 が作成 した 「学校 の新 しい生活様式」 の 内容 を踏 まえ、
具体的には別紙 に記載 してある感染症予防 に向けた行動様式 の徹底 を図 りなが ら、福生市で
は 6月 8日

(月

)よ り通常授業 を再開 いた します。

長期 にわた る臨時休業期間 を過 ご して きた児童 。生徒 の実態 を十分に配慮 した うえで 、福
生市教育委員会 と連携 を図 りなが ら、本校 を含 めて市 内全小 。中学校 では以下 の とお り対応
して い きます。御協力 をよろ しくお願 い します。

1 段階 を踏 まえた学校再開につい て
(1)5月 29日 (金 )ま で の対応 につい て
各学校 が設定 し、既 に実施 して い る 「学習相談 日」 に登校す ること。
(2)6月 1日 (月 )か ら 6月 5日 (金 )ま での対応 につい て
各学校 が設定 している 「分散登校 日」 を予定 どお り登校す ること。

(3)6月

8日

(月

)以 降 につい て

通常 どお りの登校 、学校 生活及び授業 を再開す る こと。

2 そ の他
(1)感 染 の不安等 か ら、お子様 を登校 させ る ことが難 しい と判断 して学校 を休 ませ る場合
は、 「出席停 止 」 とな ります 。感染 の不安等 か ら欠席 させ る場合 は 、学校 へ御相談 く
だ さい。
(2)6月 30日 (火 )ま では 、お子様 に発熱等 の風邪 の症状がある場合等 は登校 させ ない よ
うに して下 さい。(同 居 して い る ご家族 の方 に風邪症状が見 られ る場合 も含みます。)
この場合 は、 「欠席」 ではなく 「出席停 止 」扱 い とします。
(3)同 居 の家族 が感染 した場合 な ど、お子様が濃厚接触者 である 旨を把握 した場合 につい
て も、恐れ入 りますが速や かに学校 にお知 らせ くだ さい ます よ うお願 いいた します。
(4)感 染症 の実態 によつて は、上記 の 内容 を変更す ることがある ことを御 了承 くだ さい。
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「福生市立学校版 新型コロナウイルス感染症予防ガイドライン」
の概要 (保 護者向け)

1 児童・生徒に対する感染症予防策
(1)学 校は、児童・生徒に対し、マスクの着用、手洗い

(登 校時や給食前、
体育の授業後、外遊びの後、トイレ

使用後など)、 咳エチケット (テ イツシユ
・ハンカチや袖で口。
鼻を覆うなめ の励行について指導します。
(2)児 童 。生徒には、毎朝、自宅で検温するよう指示するとともに、発熱等の風邪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します。そのため、児童 。
生徒には、検温カートを配布し、毎日記入し、登校時
に提出するよう求めます。

(3)登 校前に確認できなかつた児童・生徒については、別室等での検 邑及び風邪症状の確認をします。
(4)6月 30日 (火 )ま では、児童・生徒に発熱等の風邪の症状があ劉場合や、同居している御家族の方に風
'』

邪症状が見られる場合等は登校させないよう、保護者の皆様にお願いします。この場合 は、
「欠席 」
ではなく
「出席停止」
扱し
tし ます。

2教 職員等

(外 部人材含む。)に 対する感染症予防策

(1)教 職員等は、児童 。生徒と接することから、マスクの着用、手洗い、咳エチケットの励行や健康管理等の感染
症対策を一層、徹底します。

(2)校 長は、教職員等に毎朝自宅で検温を行わせ、適切な健康管理に努めます。

3感 染症予防のための校内環境の整備
(1)校 内に石けんや刀レコールを含ん着手指消毒薬を設置するなと 手指衛生を保てる環境を整備します。
(2)適 切な:環境保持のため、教室等のこまめな換気を心掛けます。
(3)教 室やトイレなど児童・生徒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 (ト アノス 手す
り、スイツチなaは 、1日

1回 以上、消毒液

リウム)を 使用して清拭
(消 毒用エタノールや次亜塩素酸ナト

を行うなどして環:境 衛生を良l好 に保ちます。

(4)咳 エチケットで出たごみ

(鼻 をかんだティ
ッシュ等)を 捨てる専用のごみ箱を準備し、ゴミの処理は教職員が行

います。

4感 染症予防のための校内体制の整備
(1)感 染症が疑われる児童・生徒発生時における校内の連絡協力体制について、あらかじめ決めておきます。
(2)感 染症が疑われる児童 。生徒発生時に対応するための別室を準備します。また、対応に当たる教職員等はマ
スク着用 、手洗いなどの感染症対策を徹底します。

(3)学 校 内で、発熱等の風邪症状が発生した場合 には、当該の児童・生徒を安全に帰宅させるために、保護者
の皆様に引き取りをお願いすることがありますので、御承知おきください。

5児 童・生徒 の心身の状況の把握 と心のケア等
(1)支 援が必要と思われる児童・生徒の早期発見 。早期対応のために、
「こころのアンケート」
を実施します。その上
で、児童 。
生徒の気になる様 子 につして 教職員間で情報を共有するとともに、必要に応じて、スクールカウンセラ
ーによる面接を実施します。

