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千葉大学での教育研究活動における COVID-19 対策 

2021/4/1 現在 

（2021/1/6 版からの修正部分は赤字） 

1 自宅での注意点 

1.1 毎日健康観察を行い、風邪症状があれば自宅で休養すること。 

発熱(37.5 度以上もしくは平熱+1.0 度を目安とする)、呼吸器症状（咳、痰、息切れ等）、倦怠

感、味覚・嗅覚の異常、嘔吐・下痢、その他の感冒症状(悪寒、咽頭痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、倦

怠感等)がある場合(参考資料；症状について)には、入構せず総合安全衛生管理機構へ報告す

ること。同時に、かかりつけ医もしくは発熱相談医療機関へ電話相談後に受診し、結果を総合安

全衛生管理機構へ報告すること。 

http://hschome-gw.hsc.chiba-u.ac.jp/2020bodysymptoms.html → 公欠・特別休暇 

千葉県発熱相談医療機関→ https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/hatsunetsu.html 

1.1.1 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、重症化

しやすい方（高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透析を

受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方、妊婦、小児）で、発熱や咳などの比較

的軽い風邪の症状がある場合、それ以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場

合 (解熱剤/風邪薬の内服を必要とする場合を含む)については、速やかに、かかりつけ医もしく

は発熱相談医療機関へ電話相談後に受診し、結果を総合安全衛生管理機構へ報告すること。 

http://hschome-gw.hsc.chiba-u.ac.jp/2020bodysymptoms.html 

1.1.2 上記の症状がある場合、感染拡大予防のため自己隔離を行う。（参考資料 自己隔離について） 

1.1.3 学生寮入寮学生が症状を発した場合、寮を所轄する学生支援課・留学生課の指示に従う。 

1.1.31.1.4 COVID-19 が疑われる症状が出現した場合、かかりつけ医・発熱相談医療機関で

診察を受け診断のための検査を行うことを推奨する。 

1.2 家族等同居人に COVID-19 が疑われる人が出た場合 

1.2.1 自宅内での症状がある人の隔離を行うこと（資料 自己隔離について） 

1.3 保健所等から濃厚接触者である旨、連絡があった場合。 

1.3.1 その事実を速やかに総合安全衛生管理機構へ報告すること。 

1.3.2 COVID-19 診断のための検査（PCR 検査、抗原検査）を受けたこと、また、その結果を、速やか

に総合安全衛生管理機構へ報告すること。 

2 COVID-19 患者発生時の対応 

2.1 COVID-19 診断のため PCR 検査を受けることになった/COVID-19 と診断された学

生教職員は、速やかに総合安全衛生管理機構に連絡すること。 
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http://hschome-gw.hsc.chiba-u.ac.jp/2020bodysymptoms.html 

2.2 患者が発生した部局対策本部と本部危機対策本部、総合安全衛生管理機構は、保健所等行政から

の指示に従い、必要な情報収集と行政への情報提供を行い、感染拡大防止対策をとること。 

3 行動記録 

3.1.1 日々の行動（行った場所、会った人）がわかるように行動記録を付けること。 

3.1.2 接触追跡アプリ等を利用すること。 

3.1.2.1 厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA) 

COVID-19 Contact-Confirming Application 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

3.1.2.2 千葉市コロナ追跡サービス 

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/corona_tsuiseki.html 

3.1.3 ア プ リ か ら 接 触 通 知 が 来 た 場 合 に は 、 総 合 安 全 衛 生 管 理 機 構 へ 報 告 す る こ と 。

http://hschome-gw.hsc.chiba-u.ac.jp/2020bodysymptoms.html 

3.2 移動、出張や海外渡航・旅行等 

3.2.1 原則として行政の要請に従うこと。 

3.2.2 千葉県外に居住する学生・教職員について、居住地行政の要請に基づき、メディア授業・在宅勤

務に係る方針を決定し示すこと 

3.2.3 演習・実習等の移動、業務での移動については部局長（出張命令権限を持つもの）が判断する

こと。 

3.2.4 流行地域への移動・流行地域から非流行地域への移動、感染リスクの高い場所への出入りはそ

の必要性に応じて検討すること。 

3.2.5 通学・通勤を含む移動は、流行地域では必要に応じて混雑を避けること（時差通学・通勤、自家

用車での通勤等） 

3.2.6 海外渡航については、大学本部の指示に従うこと。 

3.3 海外から入国した時 

3.3.1 入国後 2 週間は入構禁止(公欠・特別休暇)、入国時に総合安全衛生管理機構へ報告し、指示

に従って健康観察を行うこと。 

3.3.2 COVID-19 を疑う症状（1.1 参照）が出現した場合、速やかに、発熱相談医療機関へ相談し受

診の上、結果を総合安全衛生管理機構へ報告すること。 

http://hschome-gw.hsc.chiba-u.ac.jp/2020bodysymptoms.html 

3.4 繁華街等での遊興、同居家族以外との飲食・飲酒を自粛すること。 

3.5 流行地域では、同居家族以外との飲食およびマスクを外しての接触を避けること。（参考

資料 会食マナー） 
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3.53.6 感染拡大に警戒が必要な地域・期間においては、大人数（おおむね 5 人以上）で

の飲食およびマスクを外しての接触を避けること。 

3.63.7 3 密を避けること。（参考資料；3 密を避けよう） 

3.73.8 外出から帰宅後は、手洗い等の衛生活動を励行すること。 

3.83.9 感染リスクを上げる 5 つの場面を避けるよう注意を払うこと。（参考資料 5 つの

場面） 

4 大学構内 

4.1 建物内では原則としてマスクを正しく着用すること。 

4.1.1 可能な限り使い捨て不織布マスクを着用すること。 

4.1.2 使い捨て不織布マスクの着用が困難な場合（もしくは場面に応じて）、布マスクを着用すること。 

4.1.3 合理的配慮が必要な場合を除き、フェイスシールド・マウスシールドの単独着用は認めない。 

4.1.4 屋外であっても混雑している場所は同様とする。 

4.1.5 歩行時、運動時などは、屋外や距離を取れる環境で、熱中症リスクなど他の要因を考慮し、適宜

脱着すること。 

4.2 登校時、出勤時等、適切なタイミングで手洗いを励行すること。（参考資料；手洗いについ

て） 

4.3 3 密を避けること。（参考資料；3 密を避けよう） 

4.4 換気と室温調節に気を付けること 

（参考上手な換気の方法～オフィス・店舗編～ダイキン工業 

https://www.daikin.co.jp/air/life/ventilation/office/）
4.4.1 原則として、屋内では 2 か所以上の窓や扉を開けて、適切な換気を常時行うこと。 

4.4.2 窓の常時開放が困難な場合には、30 分に 1 回窓を全開にして 10 分換気を行うこと。 

4.4.3 夏季においては、エアコンの設定温度を下げ、窓を開放しても室温が上昇しすぎないように注意

すること。 

4.4.4 冬季においては、エアコンの設定温度を上げ、室温が下降しすぎないように注意すること。 

4.5 COVID-19 が重症化しやすい高齢・持病を持った/妊娠中の学生・教職員にメディア授業・在宅勤務

への移行を配慮すること。 

5 講義室（参考資料；講義室・共用施設での感染対策） 

5.1 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた大学等における教育研究活動の実施に際しての留意事

項を参照すること。 
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https://www.mext.go.jp/content/20200518-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf 

5.1.1 体調不良者には帰宅する様に指導すること。 

5.1.2 窓や扉を開けて換気すること。 

5.1.3 講義室の定員を勘案し、Social Distancing をとった座席配置、座席指定を行うこと（1ｍ間隔を

目安とする）。 

5.1.4 講義室内および前後の屋内移動時の私語を慎むこと。 

5.1.5 講義終了後、終業時等に適宜、共用物の消毒・拭き掃除を行うこと。（参考資料：消毒について） 

5.1.6 流行が拡大した場合、メディア授業への移行を検討すること。 

6 研究室・実験室（参考資料；研究室での感染対策、感染拡大防止と研究活動の両立のために） 

6.1 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた大学等における教育研究活動の実施に際しての留意事

項を参照すること。 

6.1.1 流行状況や研究室・実験室内の混雑を勘案し、オンラインでの指導等を併用すること。 

6.1.2 指導教員は、学生の健康管理に配慮し、行政からの外出自粛要請等に基づき時差登校・オンラ

イン指導、3 密を避ける研究計画、学生の健康管理に配慮した研究計画など、学生の感染予防

に努めること。

6.1.3 特に、実験室では、窓全開・ドラフトの稼働など実験に支障のない範囲で、換気に努めること。 

6.1.4 研究室内での飲食は、飛沫感染防止のため、時差・場所の分散に努め、私語を慎

むこと。 

6.1.5 実験室内におけるアルコール消毒の際は火気に注意すること。 

7 学生実習（教育、病院、介護など） 

7.1 各部局で感染症対策を立案すること。 

7.1.1 学生は指導教員の感染症対策に関する指示を遵守すること。 

7.1.2 特に、実習開始 2 週間前～実習期間中は、感染リスクの高い行動を避け、健康観察を行うこと。 

7.2 実習受け入れ先の感染症対策を遵守し、実習等の実施にあたって対策を十分に協議すること。 

7.3 COVID-19 患者発生時には速やかに実習機関と連携して感染拡大予防に努めること。 

7.37.4 実習受け入れ機関から、SARS-CoV-2 ワクチンの接種が受けられる場合には、接種を推奨

する。また、接種記録は各自保管すること。 

8 野外実習・宿泊を伴う実習等（参考資料：宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン

https://www.jcha.or.jp/admin/app/webroot/files/upload/5ebcf16e-87c8-4ebe-9df2-

4916963c4eee.pdf） 

8.1 各部局で感染症対策を立案すること。 

8.1.1 学生は指導教員の感染症対策に関する指示を遵守すること。 

8.1.2 特に、実習開始 2 週間前～実習期間中は、感染リスクの高い行動を避け、健康観察を行うこと。 

8.2 担当教員は、実習地の流行状況を確認し、感染拡大の恐れがある場合には、計画の変更や中止を検

討すること。 

9 事務室等の居室（参考資料職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
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https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000630736.pdf） 

9.1 整理・整頓・掃除・清潔・しつけの 5S 活動を促進し、感染予防に適した環境形成に務めること。 

9.2 在宅ワーク・時差出勤などを促進し、3 密を避けること。 

9.3 事務用具・電話の共有を避けること。 

9.4 事務室内ではマスクを正しく着用すること。 

9.5 事務室内の換気を十分に行うこと。 

9.6 手洗いを励行し、適宜、、共用部分の消毒・拭き掃除を行うこと。 

10 共有スペース（学習室・図書館・音楽棟・工房等） 

10.1 各部局で感染予防対策を立てること 

10.1.1 入退室の管理、人数制限、机・椅子の間引きなどで 3 密を避けること。 

10.1.2 共有物の定期的な消毒・拭き掃除の計画を立てること。 

10.1.3 その他、必要な感染症対策を適宜講じること。 

→ 文化庁 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/20200206.html

10.2 利用者は、各部局の示す感染症対策を遵守し利用すること。 

11 体育施設 

11.1 利用者は学生支援課が示す感染症対策を遵守し利用すること。 

11.2 競技・種目などにより、競技団体が示す感染予防対策に則り、練習や競技を行うこと。 →  

スポーツ庁 新型コロナウイルス感染対策 スポーツ・運動の留意点と、運動事例について

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/jsa_00010.html

12  飲食関連 

12.1 流行まん延期（フェーズ 4，ステージ 4 などひっ迫した流行状況を指す）には、同居家族

以外と飲食を共にしない。 

12.112.2 感染拡大防止が必要な地域・期間においては、複数人での（おおむね 5 人以上）

マスクを外しての飲食・遊興を行わないこと。

12.212.3 換気が悪い場所（個人宅・下宿・寮の部屋・感染対策を行っていない店舗など）で複数人が

集まり食事をとらないこと。 

12.312.4 構内事業者の感染予防対策は学生支援課が取りまとめること。 

12.412.5 講義・業務などに差し支えない範囲で、時差で昼休みがとれるように配慮すること。 

12.512.6 レジや店内の混雑回避・感染予防のため、電子マネーを活用すること。

12.612.7 昼食時の講義室の利用については、各部局で感染症対策を講じること。 

12.712.8 学生・教職員は、流行状況に応じて会食の是非について十分に検討すること。 

13 課外活動 

http://www.chiba-u.ac.jp/others/topics/2020covid-19/post_6.html
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13.1 学生支援課が課外活動団体の感染症対策を取りまとめること。 

13.1.1 行政の要請に従い、活動の停止を求めることがある。 

13.1.2 活動の内容に合わせ、競技団体・行政のガイドラインに従って活動すること。 

13.1.3 対面活動の際には、参加者名簿(連絡先)を作成し、各団体で適切に管理すること。 

13.1.4 対面活動の際には、団体ごとに健康観察記録を管理すること。 

13.2 課外活動団体が、学内外での飲食を伴う懇親会の実施・参加を当面禁止する。 

13.3 流行まん延期（フェーズ 4，ステージ 4 などひっ迫した流行状況を指す）には、練習・試

合・発表会の前後に複数名の部員で食事をともにしない。 

13.313.4 感染拡大防止が必要な地域・期間においては、複数人での（おおむね 5 人以上）

マスクを外しての飲食・遊興を行わないこと。

14 イベント開催 

14.1 大学の開催方針に従うこと。 

→http://www.chiba-u.ac.jp/others/topics/2020covid-19/post_4.html

15 消毒について 

15.1 共用物品の消毒・拭き掃除は、物品の特性に合わせて適宜行うこと。（参考資料：消毒について） 

15.2 消毒用アルコールは火気厳禁なので注意する、次亜塩素酸(ハイターなど)は吸入すると肺障害を起

こすので、換気をするなど、使用上の注意を守ること。 

15.3 消毒に必要な物品の調達については予算を勘案し、適正に執行すること。 

16 メンタルヘルス不調の相談について 

16.1 学生が相談可能な窓口 

16.1.1 学生相談ホットライン(外部)  http://www.chiba-u.ac.jp/hotline/hotline.html 

16.1.2 学生相談室（学生支援課） メールアドレス： gsoudan アットマーク office.chiba-u.jp 

16.1.3 メンタルヘルス相談室（総合安全衛生管理機構） kokoro-hsc アットマーク chiba-u.jp 

16.2 教職員が相談可能な窓口 

16.2.1 メンタルヘルス相談室（総合安全衛生管理機構） kokoro-hsc アットマーク chiba-u.jp 

17 その他 

17.1 体調不良者への指導、感染症対策の具体的な内容については、総合安全衛生管理機構で相談可能。

→ 連絡先 E-mail info-hsc アットマーク office.chiba-u.jp

17.2 構内で体調不良者が出た場合には、速やかに各地区保健室へ電話連絡すること。 

18 参考とする Web サイト 

18.1 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 https://corona.go.jp/ 

18.2 文 科 省  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に 関 連 し た 感 染 症 対 策 に 関 す る 対 応 に つ い て 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 
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18.3 厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

18.4 千葉大学 新型コロナウイルス感染症への本学の対応について 

http://www.chiba-u.ac.jp/others/topics/2020covid-19/index.html 

18.5 総合安全衛生管理機構 http://hschome-gw.hsc.chiba-u.jp/ 
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