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Ⅰ

基本的な考え方
本ガイドラインは、学内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための「行

動指針」と「感染拡大防止対策」を柱に次の内容で構成しています。
本学におけるワクチン接種の進捗等を踏まえ、今後、必要に応じ内容の改訂を行います。
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Ⅱ

新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針（ＢＣＰ）
本学では、学生並びに教職員の健康と安全を確保しつつ、安心して教育研究活動を行うこと

ができる環境を維持するため「新型コロナウイルス感染拡大に対する国際教養大学の行動指針
(ＢＣＰ)」を策定し、キャンパスにおける活動制限等を厳格に行いながら、感染拡大に直面して
も大学運営を停止しない、停止した場合であっても速やかに復旧を図っていくこととしました。
行動指針の段階（レベル）については、0～４までの５段階で設定し、県内及び国内の感染状
況、学内における感染者の有無、※県の感染警戒レベル等を踏まえ、本学「新型コロナウイルス緊
急対策本部会議」で決定します。
また、本学事務局の各課室センターは、本指針に基づき、必要に応じて事項別の行動指針を別
途定めることとします。

段階
レベル０

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

国際教養大学の行動指針(ＢＣＰ)

（参考）秋田県感染警戒レベル
（県民への要請内容等）
（レベル 0）

通常
制限－小

（レベル 1）維持できるレベル

・県内における感染者の発生状況が限定的で
感染拡大の恐れが認められない場合
・学内で感染者が散発的に発生した場合

・安定的に一般医療が確保され、コロナ対応の
医療も可能な状況

制限－中

（レベル２）警戒を強化すべきレベル

・県内において感染者が発生しており、感染
拡大の恐れが認められる場合
・学内で感染者が継続して発生した場合

・新規陽性者数は増加傾向にあるが、病床数の
増加で治療が必要な人への対応等ができてい
る状況
・病床使用率 20％超
・重症者数 3 人以上
・「感染拡大注意報」により注意喚起

制限－大

（レベル３）対策を強化すべきレベル

・県内において感染者が急激に増加し、感染
拡大の恐れが極めて高い場合
・学内で同時に５人以上の感染者が発生し、
かつ学内での感染拡大の恐れが認められる
場合
・学内の感染者・濃厚接触者が増加し、宿舎
での隔離が困難な場合

・一般医療を相当程度抑制しなければ、コロナ
への医療対応ができない状況
・病床使用率 50％超
・重症病床使用率 50％超
・「感染拡大警報」により注意喚起
・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を検討

制限－最大

（レベル４）避けたいレベル

・県が法令等に基づき外出の自粛要請や施設
の休業要請等を行う場合、

・一般診療を大きく制限しても、コロナの医療
対応ができない状況

※県の感染警戒レベルは、感染者の拡大状況のみならず、感染経路の由来、感染の広がりや感染経路
不明者の状況などや、医療提供体制や検査体制、病床利用率、重症者数などを踏まえ、総合的に判断
します。
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１

授業（講義等）

（１）感染状況等の段階に応じて、対面授業、オンライン授業及びパラレル授業（対面とオンライ
ンの同時併行）を実施します。
（２）2020 年春学期以降実施してきたオンライン授業のメリットや積み重ねた実績等を勘案しな
がら、通常時であってもオンライン授業やパラレル授業の実施を検討します。

段
制限小

制限大

２

階

行

動

指

針

レベル０

通常

レベル１

感染拡大に配慮をしつつ通常どおり対面授業を中心に行いますが、
必要に応じてオンライン授業とパラレル授業を実施します。

レベル２

オンライン授業とパラレル授業及び一部の対面授業を実施します。
なお、対面実施の場合は感染拡大に最大限配慮します。

レベル３

オンライン授業とパラレル授業を実施します。
なお、対面実施は必要最小限とし、感染拡大に最大限配慮します。
オンライン授業のみとします。（感染状況によっては、教員が学内か

レベル４

らオンライン授業を行うことを全面禁止します。）

学内会議

（１）感染状況等の段階に応じて、対面会議、オンライン会議を実施します。
（２）これまで実施してきたオンライン会議のメリットや積み重ねた実績等を勘案しながら、通常
時であっても、オンライン会議の実施を検討します。

段
制限小

制限大

階

行

動

指

針

レベル０

通常

レベル１

感染拡大に配慮をしつつ通常どおり対面会議を中心に行いますが、
必要に応じてオンライン会議を実施します。

レベル２

可能な限りオンライン会議で実施します。
なお、対面実施の場合は感染拡大に最大限配慮します。

レベル３

可能な限りオンライン会議で実施します。
なお、対面実施は必要最小限とし、感染拡大に最大限配慮します。

レベル４

オンライン会議のみとします。

※オンライン会議は､自宅利用型テレワークの利用を含みます
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３

施設利用（学生寮・学生宿舎）

（１）感染状況等の段階に応じて、受入の可否を判断しますが、通常時以外の場合であってもでき
る限り個室環境を整備し、収容定員を縮小しながら受入を実施することとします。
（２）個室環境が十分でない場合は、不測の事態に備え、学内に感染者や濃厚接触者を一時的に隔
離するための療養用の部屋を確保します。
（３）既に受入を行っている場合、感染状況が悪化しても受入を継続しますが、状況如何によって
は緊急避難の措置として、民間の宿泊施設等を一時的に借りることを検討します。

段
制限小

制限大

４

階

行

動

指

針

レベル０

通常

レベル１

感染拡大に配慮をしつつ通常どおり学生を受け入れます。

レベル２

感染拡大に最大限の配慮をしつつ、収容定員を縮小のうえ、
個室環境に準じた環境のもとで学生を受け入れます。

レベル３

原則として、新規受入を一部停止します。既に受入を行っている場合
は、感染拡大に最大限の配慮しつつ受入を継続します。

レベル４

原則として、新規受入を停止します。既に受入を行っている場合は、
感染拡大に最大限の配慮しつつ受入を継続します。また、必要に応じ
て民間の宿泊施設等の一時借上等を実施します。

施設利用（学生寮・学生宿舎以外）

（１）感染状況等の段階に応じて、施設利用の可否を判断しますが、通常時以外の場合であっても
できる限り一定の行動制限を加えながら施設利用を認めることとします。
（２）学内施設は多岐にわたることから、施設管理規程に基づく施設管理者が担当施設ごとの行動
指針を別途定めます。

段
制限小

制限大

階

行

動

指

針

レベル０

通常

レベル１

感染拡大に配慮をしつつ施設利用の一部を制限します。

レベル２

感染拡大に最大限の配慮をしつつ、施設利用の一部または必要に応じ
て全部を制限します。

レベル３

感染拡大に最大限の配慮をしつつ、制限の範囲を拡大のうえ施設利用
の一部または必要に応じて全部を制限します。

レベル４

施設利用を禁止します。

-4-

５

学生の課外活動

（１）感染状況等の段階に応じて、課外活動の可否を判断しますが、通常時以外の場合であっても
できる限り一定の行動制限を加えながら課外活動を認めることとします。
（２）課外活動を可と判断した場合であっても、感染リスクが高いと認められる活動内容の事例を
提示しながら学生に周知を図るなどの注意喚起に努めます。

段
制限小

制限大

階

行

動

指

針

レベル０

通常

レベル１

感染拡大に配慮をしつつ原則活動を認めますが、必要に応じて一定の
制限を付加します。

レベル２

一定の制限を設けて活動を認めますが、感染拡大に最大限配慮しま
す。

レベル３

相当な程度の制限を設けて活動を認めますが、感染拡大に最大限配慮
します。

レベル４

全面禁止とします。

※レベル 1 以降、オンラインによる活動に制限はありません。

６

事務局体制

（１）感染状況等の段階に応じて、自宅利用型テレワーク、分離オフィスの活用を実施します。
（２）自宅利用型テレワーク、分離オフィスの活用については、同居家族に高齢者がいる等、職員
の事情を考慮しながら、各課室センター長の判断で適切に実施します。
（３）自宅利用型テレワークを実施する場合の留意事項については別途定めます。

段

階

行

動

指

針

制限小

制限大

レベル０

通常

レベル１

感染拡大に配慮をしつつ通常の勤務を実施します。

レベル２

感染拡大に最大限の配慮をしつつ、必要に応じて分離オフィスや自宅
利用型テレワークでの勤務を推奨します。
なお、実施規模は各々職員数の 3 分の 1 程度とします。（努力目標）

レベル３

分離オフィスや自宅利用型テレワークでの勤務を各々職員数の 3 分
の 1 程度実施することを指示します。（必達目標）

レベル４

重要な事務を継続するために必要最小限の職員の出勤を認め、原則自
宅利用型テレワークに移行します。
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Ⅲ

感染拡大防止対策

１

基本的な感染予防策

新型コロナウイルスに「自らが感染しない」「人に感染させない」ため、新しいキャンパスラ
イフスタイルとして、学生・教職員一人ひとりが、身体的距離の確保、マスク着用、手洗いなど
の基本的な感染対策に加え、感染拡大リスクが高い「３つの密（密閉・密集・密接）」を避ける
など、次に掲げる「新しい生活様式」を実践し、安心・安全な環境で、学生は授業や学生生活を
送れるよう、教職員は業務に従事できるよう取り組んでください。

(１) 身体的距離の確保
人との距離は、できるだけ２m（最低１m）を空け、会話をする時は、可能な限り向かい合
わないよう注意してください。
(２) マスクの着用
キャンパス滞在時、外出時、会話をする時などはマスク(可能な限り不織布マスク)を着用し
てください。障がいや病気などでマスクの着用が困難な場合は、対応方法を担当医と相談して
ください。（※フェイスシールドやマウスシールドの使用で具合が悪くなる場合があります。
またマスクの代用としては不十分なため、身体的距離を確保するなどの感染対策を心がけまし
ょう。）
なお、屋外での散歩・ランニングなどで会話をほとんど行わない場合や、屋内でも図書館で
会話をせず読書を行う場合などは、必ずしもマスクを着用する必要はありません。熱中症防止
の観点から、屋外でマスクをする必要のない場合は外すことを心がけてください。
(３) 手洗い
30 秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗ってください。すぐに手洗いが出来ない時などは手
指消毒用アルコールの使用をお願いします。咳やくしゃみ、鼻をかんだ後、共有物を触った時、
帰宅時、食事の前後、トイレの後は必ず手を洗うようにしてください。
(４) こまめな換気
１時間に２回程度、2 方向の窓を数分開けて換気し、そのうえで、温度（エアコン併用で 28℃
以下）や湿度を調整してください。寒暖の差がある時等は適宜エアコンを活用し温度調節を行
いながら換気を行うようにしてください。
(５) ３密の回避
夜間も含め、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、を避けるように心がけてください。授業や共同生活、課外活動や飲食
を伴う会合等で、特に 3 つの条件がそろう場所は集団感染のリスクが高まるため、常に 3 密の
回避を念頭に置き行動するようにしてください。
(６) むやみに顔を触らない
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ウイルスは目や鼻、口の粘膜を通して体内に侵入し感染するため、むやみに目や鼻、口を触
らないよう留意してください。
(７) 帰宅（帰室）直後
外出から戻ったら、まず手と顔を洗ってください。衣服にもウイルスは付着しているため、
早めに着替え速やかに洗濯するようにしてください。
(８) 健康観察と行動記録
体温の測定（朝夕 2 回）と体調をチェックし、行動の状況と合わせて毎日記録するようにし
てください。セルフチェック用に ATOMS の「体温体調記録シート」（別紙）を活用してくだ
さい。平常時は大学への提出を求めることはありませんが、提示を求められた場合はすぐに提
示できるよう携帯することを推奨します。
(９) 抵抗力を高める
免疫力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」、「バランスの取れた食事」「規則
正しい生活」を心がけ、ストレスをため過ぎないようにしましょう。笑顔（口角を上げるだけ
でも）も免疫力のＵＰに効果があります。
(10)

普段の清掃・消毒
普段の学校生活で消毒作業は不要ですが、清掃活動の一環として授業後や勤務後に自身が使

用した机や椅子、パソコンのマウスやキーボードなどの機器は、アルコールや家庭用洗剤など
で拭き掃除をしてください。
(11)

感染情報の確認
地域の感染状況に注意するとともに、大学からの情報、県や市からの情報をこまめに確認す

るように心がけてください。情報収集に際しては、秋田県新型コロナウイルス感染症保健医療
情報ポータルサイトや、秋田県 LINE 公式アカウント「秋田県-新型コロナ対策パーソナルサポ
ート」）などを活用してください。

２

体調不良を生じた時の対応

体調不良を生じた時は、登校や出勤をせず、必要に応じて、県が設置する「総合案内窓口」
等に相談してください。
相談の結果生ずる、自室（自宅）待機、診療・検査医療機関の受診、入退院（入退所）等の
対応については、必ず保健室に報告してください。

（１）発熱の有無に関わらず、感染が疑われるような体調不良（以下※１のような症状）を生じ
た時は、「検査キット配付・陽性者登録センター」に申し込んで検査キットを入手するか、
市販（第一類医薬品に限る）あるいは大学が配付している検査キットにより、各自検査を実
施してください。
検査の結果、陽性反応が出たら、「検査キット配付・陽性者登録センター」に陽性者登録
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をしてください。同センターでは登録された情報をもとに陽性の確定診断を行い、診断結果
が通知されます。
※１

発熱、のどの痛み、倦怠感、寒気・震え、呼吸器症状（咳、息苦しさ）、鼻水・

鼻づまり、頭痛、筋肉痛、消化器症状（吐き気、腹痛、下痢）、胸痛、味覚・嗅覚
が鈍くなっている等

※２ 検査キット配付・陽性者登録センター
9:00～17:00

0120-777-798

https://akita-testkit.jp/form/（検査キット申込み受付）
https://akita-testkit.jp/result-form/（陽性者の登録受付）

（２）症状が重い場合や基礎疾患がある場合、また検査キットでは陰性反応にも関わらず症状
が続く場合などは、かかりつけ医又は「総合案内窓口」に、診療・検査医療機関での受診
について相談してください。
診療・検査医療機関の受診を指示された場合、移動は各自、自家用車あるいは公共交通
機関を利用してください。

※総合案内窓口（コールセンター）
8:00～17:00

018-895-9176

17:00～翌 8:00

018-866-7050

・かかりつけ医がないほか、相談する医療機関に迷う場合、かかりつけ医が休診の
場合も対応可能
・症状がなくても不安に思う場合も対応可能

（３）上記（１）（２）により陽性と診断された場合には、大学の「新型コロナウイルス罹患
（濃厚接触者・接触者含む）報告フォーム」（以下、「罹患報告フォーム」という。）で
報告してください。
（４）診療・検査医療機関の判断で、ＰＣＲ検査・抗原検査を行う場合と行わない場合がありま
すが、ＰＣＲ検査等の結果「陰性」の場合や検査を行わない場合、帰宅し、自室（自宅）待
機してください。症状軽快後、医師の指示にしたがい通常の生活に戻ることができます。
「陰性」の場合や検査を行わない場合でも、濃厚接触者や接触者（以下、「濃厚接触者等」
という。）に特定された場合は、併せて「罹患報告フォーム」を提出してください。
（５）保健所や診療・検査医療機関の判断で、ＰＣＲ検査等を行い、その結果「陽性」の場合
は、指定医療機関に入院、又は療養型施設や自宅で療養することになります。
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また、自宅で療養する場合であっても、重症化リスクがあるなど、保健所や診療・検査医
療機関から「発生届」の対象と判断された場合には、保健所等の指示に従って健康状態のウ
ェブ上での入力または電話での健康観察を受けてください。
（６）有症状者の退院（又は療養終了）基準は、一般的に「発症（発症日を 0 日目とする）から
7 日間経過し、かつ症状軽快後 24 時間経過した場合」となります。また、10 日間が経過す
るまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避け
ること、マスクを着用すること等の感染対策を行ってください。加えて、それまでの間、
「経過観察報告フォーム」を１日１回、保健室に提出してください。
（７）無症状者の療養終了基準は、一般的に「検体採取日（陽性確定に係る検体採取日を 0 日目
とする）から７日間経過後」となります。また、5 日目に自身で入手した検査キットによる検
査で陰性を確認した場合には、5 日間経過後に療養終了となります。それまでの間、「経過観
察報告フォーム」を１日１回、保健室に提出してください。

３

学内で感染者が発生した時の対応
学内で感染者（学生・教職員等）が発生した場合、大学全体の初動対応は極めて重要で

す。（オンライン授業やテレワーク等、学内に立ち入らない学生、教職員が感染した場合を
除く。）
迅速かつ落ち着いた対応を心がけ、不安や心配がある場合は、保健室に相談してくださ
い。

学生の対応
（１）学内で感染者（学生・教職員等）が発生した場合、必要に応じて、学生課は全ての学生に
メールでこの旨を連絡します。レベル１～２の段階では、自室（自宅）での待機は求めませ
んが、学内での感染拡大を防止するため、基本的な感染予防策の徹底をお願いします。（学
内の感染レベル、また感染者の隔離措置状況により、自室（自宅）待機を求める場合もある
のでメールの内容をよく確認すること。）
（２）保健所の判断により、濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を保健所が行わない場合、
大学が濃厚接触者等の判断及び隔離措置を行います。
（３）所管する保健所又は大学が行う感染者の行動歴などの調査の結果、濃厚接触者等がいた場
合は、それらの者の隔離措置を行います。隔離対象となった学生には、療養用の部屋への移
動等具体的な対応について指示を行いますので、その指示に従ってください。
（４）濃厚接触者等と特定された場合には、「罹患報告フォーム」を提出し、感染者と最後に接
触をした日の翌日から起算して５日間の自室（自宅）待機を行ってください。また、その期
間は、「経過観察報告フォーム」を１日１回提出してください。学内での居住状況によって
は、療養用の部屋への移動等具体的な対応について指示を行いますので、その指示に従って
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ください。ＰＣＲ検査の結果が「陽性」の場合の対応は、「２ 体調不良を生じた時の対応」
の（５）～（７）を参照してください。

教職員の対応
学内で感染者（学生・教職員等）が発生した場合、必要に応じて、教職員支援室は全ての
教職員にメールでこの旨を連絡します。教職員は業務の継続や待機の有無等について、教職
員支援室の指示にしたがってください。

※冒頭、感染者（学生・教職員等）とありますが、学内施設を管理運営し、施設に出入りする委託
業者を含みます。

４

対面授業における留意点

授業は対面を基本としますが、状況に応じてパラレル（対面とオンラインの同時併行）やオ
ンラインの形態でも行います。対面授業に参加する場合は、次の点に留意し、万全の感染対策
を講じたうえで臨んでください。

授業に出席する前
（１）日頃から、大学が示す基本的な予防対策を遵守し、規則正しい生活に努めてください。詳
細は、「１ 基本的な予防策について」を参照してください。
（２）キャンパス内各所に検温器を設置しています。対面授業に出席する前に、体温と体調を確
認するとともに、水と石けんで手を洗い、消毒用アルコールで手指を消毒してください。
（３）少しでも体調不良の自覚症状がある場合は、「２ 体調不良を生じたときの対応」に従っ
てください。感染症が否定された場合を除き対面授業には出席できませんが、その場合の欠
席については配慮しますので、必ず教員にメール連絡してください。また、オンラインでの
授業参加もできない場合も必ず教員にメール連絡してください。
授業中
（１）授業中は換気が非常に重要ですので可能な限り常時換気（窓を 2 か所開けておく）を行っ
てください。天候等により困難な場合には、こまめ（30 分に 1 回数分程度）に窓を全開にし
てください。また、全教室に換気機器あるいは空気除菌機を設置し、常時稼働します
（２）授業中は、全員、必ずマスク（不織布マスク）を着用する必要があります。障がいや病気
などでマスクの着用が困難な場合は、対応方法を担当医と相談してください。
（３）全教室の教卓には、アクリルパーティションを設置します。
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（４）身体的距離は、最低１メートルを目安に教室内で最大限の間隔を取ります。教室の机と机
の間隔は１メートルを確保、１メートル取れない教室については、アクリルパーティション
を設置します。教室の机やいすは本基準に合わせて設置しているため、原則、移動させない
でください。
（５）会話等の際は、可能な限り向かい合わないよう注意してください。特に、グループワーク
を行う際には、最低１メートル、最大限間隔を確保するか、PC を活用したオンラインでのデ
ィスカッションやグループワークなど工夫の上実施してください。また、顔の表情を見せた
り、発音のため口の動きを見せたりすることが必要な場合には、マスクをはずすこともあり
ますが、その際には必ず２メートル以上の間隔を確保してください。
（６）ＰＣやヘッドセットなどの共有は避けてください。やむを得ず共有する場合は十分消毒し
た後に使用してください。
（７）授業中、8 ページの※１のような症状が生じた場合は、速やかに教員に伝え自室に戻るとと
もに、７～９ページの「２

体調不良を生じた時の対応」のとおり対応してください。

授業後
（１）教室の２か所に設置した、手指消毒用のスプレー等を利用してください。
（２）自分が使用した机やいす、パソコンのマウスやキーボード等の器材を、教室設置のアルコ
ール除菌のためのスプレーやウェットティッシュ等で消毒してください。
（３）授業後、学内で感染者が発生した場合の対応については、「３ 学内で感染者が発生した
時の対応について」を参照してください。

※自室（自宅）待機期間中は対面授業に出席することができません。
※感染防止対策のため、学内の感染状況によりオンライン授業に移行することがあります。
※学内および学内宿舎内でオンライン授業を受講する場合は、各自ヘッドセットを必ず使用してく
ださい。
※マウスやキーボードの消毒の際は、故障を防ぐため、除菌用アルコールスプレーの使用は避けて
ください。

５

使用施設等の消毒・除菌
感染者が発生しても、大規模なクラスター発生時等で特に保健所からの指示がない限り、オ

ンライン授業は継続され、事務局を閉鎖することはありません。
その前提として感染者が使用した施設等の消毒・除菌作業を次のとおり実施することとしま
す。

保健所からの指示がない場合
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（１）保健所による調査結果を参考に、感染者が接触したと考えられる施設・設備等を特定し、
速やかに事務局職員が消毒・除菌を実施します。
原則として、施設管理規程に基づく各々の施設管理者が担当する施設の消毒・除菌を行い
ますが、必要に応じて事務局全体で実施することとし、総括管理者（理事長）がこれを指示
することとします。
（２）消毒・除菌の方法は、次の「新型コロナウイルス消毒マニュアル」に基づき実施すること
とします。

国際教養大学 新型コロナウイルス 消毒マニュアル
【確認事項】
・ 集団発生時には保健所の指示に従い消毒作業を行うこととなるが、感染者が単独の場合には消毒に関する詳細
の指示はないことが予想される。したがって、本学において感染者が単独で発生した場合、このマニュアルに基
づき、事務局又は分離オフィスなどの消毒をそのオフィスの使用者が行うこととする。
・ 消毒は感染判明後速やかに行うこととし、事務局は閉鎖しない。ただし、感染者が使用した可能性のあるトイ
レや手洗い場は 3 日間使用禁止とし、その間毎日 1 回以上消毒を行うこととする。
・ 新型コロナウイルス感染症についてはまだ詳細について明らかになっていないが、感染経路は飛沫感染と接触
感染と考えられている。現在のところ、新型コロナウイルスはエアロゾルで 3 時間、プラスチックやステンレス
の表面では 72 時間まで残存することが示唆されている。
・ このことから、消毒作業に従事する者は十分な換気を行いながら作業をすること、マスクや手袋などの防備に
加え自身の口や鼻、目を触らないよう留意することが大事である。
【消毒作業】
1. 準備と注意点
（1）部屋の窓、ドアを全て開け、換気をする。
(2) 事務局長（不在時、次長又は総務課長）の指示で消毒用キットを受け取り、内容を確認する。
（3）物品を準備する。
① マスクを装着する。 (鼻、口、顎を覆う。付けたらマスクの表面を触らない)
② 手袋を装着する。（両手に付けたら不要に様々な場所を触らない)
③ ゴーグルを装着する。(付けたらゴーグルの表面を触らない)
④ 作業用ガウンを着る。（次亜塩素酸ナトリウムに触れた衣類などが変色する可能性がある）
⑤ 次亜塩素酸ナトリウム濃度 0.05％の希釈液を作る。その際、液体を直接手で触れたり、目に入れたりしない
よう注意する。目にしみたり、咳き込んだり、気分が悪くなった場合には、作業から離れ、洗眼やうがいを
する）
⑥ ⑤の希釈液を遮光スプレーボトルに分注する。
⑦ 水を透明スプレーボトルに分注する。
⑧ ゴミ袋の口を開いておく。
2. 消毒作業の実施
(1) ペーパータオルに次亜塩素酸ナトリウム希釈液を染み込ませ、感染者が業務に従事した区域や接触したと考え
られる箇所を拭く。拭き方は基本的に上から下へ、手前から奥へと一方向に拭く。次亜塩素酸ナトリウム希釈
液で拭き取った後、必ず水拭きをする。ただし、金属の場合は腐食する可能性があるため、金属の部分は消毒
用アルコールで拭く。その後の水拭きは不要
① パソコンのマウスやキーボード、画面、電話の受話器、Fax やコピー機などの操作パネルやボタン、などの
電子機器
② スタッフのデスクとイス、会議用テーブルとイス、キャビネット、ドアノブや照明等のスイッチ等共用箇所
③ エレベーターのスイッチ、階段の手すり
④ トイレの便座やレバー、スイッチ、洗面所、水道栓
※ 床は行わなくてよい。（保健所より：水分を含んだ飛沫ウイルスは床に落ちた後、水分を失い空気の流れと
共に長時間床に留まらないため、乳幼児などがいる施設以外の施設には消毒を求めない。）
(2) 拭き取ったペーパータオルは、その都度ゴミ袋に捨てる。
(3) 拭き取り作業が終了した後、手袋、作業用ガウン、マスクの表面を触らないように脱ぎ、ゴミ袋へ捨てる。
(4) ゴミ袋の口は固く結び封をする。
(5) 手は、泡立てた石けんで 30 秒以上洗い、流水で洗い流す。
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(6) ゴーグルは、泡立てた石けんで 30 秒以上洗い、流水で洗い流す。
(7) 事務局長（不在時、次長又は総務課長）に終了した旨を報告し、ゴーグルと残った資材を返却する。ゴミ
袋は指示された場所に捨てる。
(8) 窓やドアは、拭き取りが終了して 1 時間以上経過した後に閉め、作業を終了とする。
3．消毒作業後
（1）消毒作業に従事した者は、自身の体調観察と記録を確実に行う。
（2）消毒作業後 2 週間は、出勤時に所属の課室センター長へ体温と風邪症状の有無を報告する。
（3）引き続き、1 時間に 2 回、2 か所以上の窓を開けて換気を行う。

保健所から指示がある場合（法令に基づく消毒命令）
（１）保健所の指示のもと、原則、新型コロナウイルス消毒作業に実績のある消毒・除菌業者に委託
します。
（２）必要に応じて、事務局の閉鎖などの措置を、施設管理規程に基づき、総括管理者（理事長）が
指示します。

Ⅳ

感染者発生時の公表等

１

感染者情報の公表

（１）学生、教職員が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合、感染拡大防止の観点
から、個人情報保護に配慮しつつ、個人の特定に至らない範囲で情報が公表されます。
公表は、所管する保健所（秋田市保健所）が法令に基づき、記者会見及び秋田市ホームペ
ージへの掲載の形で行われます。
（２）個人の特定に至らない範囲の情報は以下のとおりです。
年代、性別、居住地、職業、感染判明日、症状、入院等状況、主な行動歴等、
濃厚接触者等の人数

※氏名、入院した医療機関名は公表されません。

（３）感染の規模が地域社会に影響を与えると判断される場合は、本学も、公立大学としての社
会的責任を考慮し、本人の同意を得たうえで、個人情報保護に配慮しつつ、所管する保健所
（秋田市保健所）が法令に基づく公表を終えた後、速やかにリスク担当監がホームページへ
掲載して公表します。

２

感染者に対する誹謗中傷等の防止

（１）感染者に対する誹謗中傷や差別的な言動、感染者を特定することなどは、感染者を傷つ
け、精神的に追い込む非常に悪質な行為です。こうした行為により、不要な恐怖心や不安を
招いたり、受診や相談を躊躇させるなど、他者を心身ともに追い込んでしまうことにもなり
かねません。
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（２）本学では、感染者に対するいかなる誹謗中傷や差別を断じて許さないという姿勢を明確に
し、①本学の学生、教職員を差別や誹謗中傷から守る、②不確かな情報を基にした情報の発
信、拡散や詮索などの不当な行為を許さない、③感染した人も安心して戻れる、思いやりと
支え合いのあるキャンパスづくり、を学生及び教職員に強く求めます。
（３）感染者の差別や個人的な憶測に基づく情報の拡散は絶対しない、させないを、学生、教職
員の皆さんは強く心に留めてください。
（４）誹謗中傷等に関して不安を感じる人や心配がある人は、ハラスメント相談員やカウンセリ
ングルームに相談してください。

【本ガイドラインに関する問い合わせ】
国際教養大学事務局
リスク担当監 電話 018-886-5902

Ⅴ

参考資料

・新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針（ＢＣＰ）一覧表

・体調不良時、感染者発生時の対応フローチャート
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新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針（ＢＣＰ）一覧表（第７版）
事
段

通
0

項

授業（講義等）

階

学内会議

施設利用

施設利用

（寮・宿舎）

（寮・宿舎以外）

学生の課外活動

事務体制

常

(新規陽性者数ゼロを維持できている
状態）
※県による感染警戒レベル０相当

感染拡大に配慮をしつつ通

一部制限
1

常どおり対面授業を中心に

（安定的に一般医療が確保され、コロ 行うが、必要に応じてオン
ライン授業とパラレル授業
ナ対応の医療も可能な状況）
※県による感染警戒レベル１相当

（オンラインと対面の同時
併行）を実施
オンライン授業とパラレル

2

制限-中

授業（オンラインと対面の

（新規陽性者数は増加傾向にあるが、

同時併行）及び一部の対面

病床数の増加で医療が必要な人への対
応ができている状態）
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※県による感染警戒レベル２相当

授業を実施
なお、対面実施の場合は感
染拡大に最大限配慮

3

感染拡大に配慮をしつつ通
常どおり対面会議を中心に
行うが、必要に応じてオン
ライン会議（自宅利用型テ

可能な限りオンライン会議
（自宅利用型テレワークの
利用含）で実施
なお、対面実施の場合は感
染拡大に最大限配慮

オンライン授業とパラレル

可能な限りオンライン会議

授業（オンラインと対面の

（自宅利用型テレワークの

（一般医療を相当程度制限しなけれ

同時併行）を実施

利用含）で実施

なお、対面実施は必要最小

なお、対面実施は必要最小

限とし、感染拡大に最大限

限とし、感染拡大に最大限

配慮

配慮

況）
※県による感染警戒レベル３相当

どおり受入

設の利用を一部制限

制限を付加

常の勤務を実施

（オンラインによる活動は可）

レワークの利用含）を実施

制限-大
ば、コロナの医療対応ができない状

感染拡大に配慮をしつつ原則活動
感染拡大に配慮をしつつ通常 感染拡大に配慮をしつつ施 を認めるが、必要に応じて一定の 感染拡大に配慮をしつつ通

感染拡大に最大限の配慮を
感染拡大に最大限の配慮をし 感染拡大に最大限の配慮を
つつ、収容定員を縮小のう

しつつ施設の利用の一部ま

え、個室に準じた環境のもと たは必要に応じて全部を制
で受入

限

一定の制限を設けて活動を認める
が、感染拡大に最大限配慮
（オンラインによる活動は可）

しつつ、必要に応じて分離
オフィスや自宅利用型テレ
ワークでの勤務を推奨（努
力目標：職員数の3分の1ず
つ）

原則として、新規受入を一部
停止
既に受入を行っている場合
は、感染拡大に最大限の配慮
をしつつ受入を継続

感染拡大に最大限の配慮を
しつつ制限拡大のうえ施設
の利用の一部または必要に
応じて全部を制限

相当な程度の制限を設けて活動を
認めるが、感染拡大に最大限配慮
（オンラインによる活動は可）

分離オフィスや自宅利用型
テレワークでの勤務を指示
（必達目標：職員数の3分の
1ずつ）

原則として、新規受入を停止

制限-最大
4

オンライン授業のみ

（一般医療を大きく制限しても、コロ （場合によっては教員が学
内からオンライン授業を行
ナの医療対応ができない状況）
※県による感染警戒レベル４相当

うことを全面禁止）

オンライン会議のみ
（自宅利用型テレワークの
利用含む）

既に受入を行っている場合
は、感染拡大に最大限の配慮
をしつつ受入を継続。必要に
応じて民間の宿泊施設等を一

重要な事務を継続するため
利用禁止

全面禁止

に必要最小限の職員の出勤

（オンラインによる活動は可）

を認め、原則自宅利用型テ
レワークに移行

時借上等を実施

※この活動制限指針は、感染のフェーズの変化等、今後の状況に応じ、随時見直しを行う場合があります。
※県による感染警戒レベルは、感染者の発生状況（増加率、感染経路の由来<県外・県内>、感染の広がり<家庭内にとどまるか、クラスターに拡大するかなど>）や、感染経路不明者数の状況、病床利用率などを踏まえ、総合的に判断
するものであり、本学の行動指針の段階を判断する際の参考にします。
※必要に応じ、担当課室において、事項別の行動指針を作成します。

体調不良時、感染者発生時の対応フローチャート

※学生（通学生含む）・教職員

基本的に自宅での療養
に陽性者登録

・「検査キット配付・陽性者登録セン
ター」又は大学が配付する抗原検査

症状により、保健所の指示に基づき入院、療

抗原検査を自身で実施
検査結果：陽性

キットを入手

養施設への入所

療養期間は以下のとおり
※重症化リスクがある場合など

ＰＣＲ検査（行政検査）

・「かかりつけ医」又は

を実施

検査結果：陰性

【有症者の場合】発症日を0日目として7日
間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過し
た場合

「総合案内窓口」
・学生、教職員は自室

に電話相談
・診療・検査が可能な医療機関の紹介を
受け、自家用車あるいは公共交通機関

ＰＣＲ検査（行政検査）
を実施しない

（自宅）待機
・症状軽快後（医師の

【無症状の場合】検査日を0日目として７
日間経過後（５日目にキットで陰性確認の

場合は５日間経過後）

判断により）待機解除

を利用して医療機関に移動

退院・退所・自宅療養終了後の留意事項
・衛生対策の徹底 ・健康状態の確認
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－感染者発生時の対応－
ＰＣＲ検査を実施する場

※学生（通学生含む）・教職員

合、保健所の指示に従い

検査結果：陽性

移動し、指定された医療

機関で検査を実施

検査結果：陰性

濃厚接触者等に特定
学内の感染レベル
検査結果：陽性

等によっては、

無症状の場合など、ＰＣ

濃厚接触者等が特

Ｒ検査を実施しない場合

定されるまで、指

あり

示に従い自室（自

濃厚接触者等ではない

宅）待機

【濃厚接触者】感染者との接触日を0日目と

して5日間の自室（自宅）待機

【接触者】保健所の指示により、濃厚接触者

待機不要
なお、学内の感染レベル

等によっては、濃厚接触
者等全員の隔離完了し、
待機解除の指示があるま
で自室（自宅）待機

と同等の待機を指示される場合がある

参考資料 体調不良時、感染者発生時の対応フローチャート

「検査キット配付・陽性者登録センター」
※軽症で自宅での療養が可能な場合

Ⅴ

－体調不良時の対応－

