
 
教生第４６４号 

令和３年８月６日 

 

各社会教育活動主催団体の長 様 

 

                           千葉県教育庁教育振興部長 

                                  （公印省略） 

 

緊急事態宣言中における教育活動の機会確保のためのＰＣＲ検査について（通知） 

 

 日頃より、新型コロナウイルス感染症に係る対応等に、御理解と御協力をいただき、誠に 

ありがとうございます。 

 国は、令和３年７月３０日に、千葉県を緊急事態措置を実施すべき区域として指定したところ

ですが、同宣言下にあっても、児童生徒等の体験や発表の機会は、二度とない貴重な経験となる

ばかりでなく、その後の児童生徒等の成長にも大きな影響を与える大切な教育の場であると考え

ており、県教育委員会としては、このような活動を一律に中止とするのではなく、可能な限りの

感染防止対策を万全に期するとともに、地域の感染状況によっては実施時期や実施方法を見直す

など、実施に向けた検討を十分に重ねた上で判断することとしています。 

この度、県教育委員会では、児童生徒の教育活動の機会の確保を図るための支援の一つとして、

下記のとおり、児童生徒の教育活動の参加者のうち希望する方を対象とし、活動前に実施可能な

ＰＣＲ検査を準備しました。 

つきましては、感染防止対策の一つとして御検討の上、必要に応じて御活用いただきますよう

お願いいたします。 

なお、本通知によるＰＣＲ検査は任意のものであるとともに、児童生徒にＰＣＲ検査を実施す

る場合は、その結果等により差別や偏見を助長することとならないよう、十分な御配慮をお願い

いたします。 

 

                   記 

 

１ 事業の概要 

新型コロナウイルス感染症における緊急事態宣言中であっても、児童生徒の貴重な教育活動  

である部活動の大会や学校行事（複数の学校等の児童生徒が参加する行事）等を実施するため 

に、教育活動の関係者を対象として行うＰＣＲ検査の費用を県が負担する。 

 

２ 対象となる教育活動 

各種競技・文化団体、社会教育団体等が主催する部活動の大会・発表会、自然体験等の活動  

であって、千葉県内の複数の学校の児童生徒が参加する活動のうち、令和３年８月３１日（火）

までに実施されるもの 

        

３ 対象者 

複数の学校の児童生徒が関わる教育活動の参加者（引率者等を含む）であってＰＣＲ検査を  

希望する者 



 
 

４ 実施期間  令和３年８月３１日（火）までの間（緊急事態宣言期間中） 

（申込み期限 令和３年８月２４日（火）） 

 

５ 検査費用  無料（全額県による負担） 

 

６ 検査機関  医療法人社団直悠会にしたんクリニック 

（受付代行 エクスコムグローバル株式会社） 

 

７ 申込方法  各学校・団体が、インターネットから右のＱＲコードを 

利用し、直接申し込みフォームに入力する。 

※詳細は、別添の案内文書を参照のこと。 

 

８ その他  ・ＰＣＲ検査は、その時点での感染状況を示すものであり、検査の実施のみをも  

って感染防止対策が充足するものではないことについて、御留意をお願いいた 

します。 

       ・各教育活動を計画、実施するにあたっては、令和３年７月３０日付け教学指   

        第６１３号他県立学校長宛て「緊急事態宣言の発令に伴う感染防止対策の徹底 

及び児童生徒等の教育活動等の機会の確保について（通知）」を参照の上、３密 

の回避やマスクの着用等の基本的な対策等について、改めて徹底していただき 

ますよう、お願いいたします。 

 

 

 〔問い合わせ先〕 

    【社会教育関係各種団体行事等】  

教育庁教育振興部生涯学習課       ℡ ０４３（２２３）４０７１ 

【文化部活動の各種コンクール等・学校行事等】 

  教育庁教育振興部学習指導課     ℡ ０４３（２２３）４０５７ 

【特別支援学校における部活動の各種大会等・学校行事等】 

 教育庁教育振興部特別支援教育課   ℡ ０４３（２２３）４０４５ 

   【ＰＣＲ検査全般・感染症対策等】 

     教育庁教育振興部学校安全保健課   ℡ ０４３（２２３）４０９２ 

   【博物館等の主催行事等】 

     教育庁教育振興部文化財課          ℡ ０４３（２２３）４１２７ 

【運動部活動の各種大会等】 

     教育庁教育振興部体育課           ℡ ０４３（２２３）４１０８ 

 

 

申し込み用ＱＲコード 



  
ＰＣＲ検査の流れ（例） 

                                      学校安全保健課 

 

 

 ① 代行業者へ検査を申し込む（インターネット）          〔団体〕        

              

 

 ② 代行業者より検査キットが到着する              〔団体〕                          

   検体採取を実施する 

   にしたんクリニックへ検体を郵送する 

                 

 

◇ 検体到着                             〔検査機関〕 

   判定 

                

 

 ③ 代行業者から分析結果がメールにて送られてくる        〔団体〕 

   （にしたんクリニックに検体が到着してから２４時間後）                           

 全て陰性の場合              ※ 陽性者がいる場合      

 

④ 態度決定            ④ 濃厚接触者（候補者）の特定 

                  濃厚接触者（候補者）への連絡 

                  態度決定 

                                

 

⑤ 行事等当日 

  

※以上のことから、遅くとも１週間前には申込みの必要がある。 

※陽性者が出た場合：別紙「陽性者が判明した場合の対応について」を参照する。 

 

 

 

 

３～４日間 

１日 

１日 

１

日 



別紙 

※陽性者が判明した場合の対応について 

 

  ○陽性者との連絡を受けた者 

にしたんクリニックの医師からの指示の他、居住地の保健所からの指示に従い、

療養する。 

  

 ○団体の責任者 

 （１）濃厚接触者の特定について 

   本来であれば、濃厚接触者の特定については保健所が行うこととされているとこ

ろだが、現在、保健所業務が逼迫している状況を鑑み、陽性者が判明した場合の濃

厚接触者の特定については、地域の感染状況に応じて、以下の対応とする。 

 

   ①当該陽性者に対する濃厚接触者の特定について、管轄の保健所と協議する。 

   ②（①が難しい場合）先に、「感染拡大地域における濃厚接触者の特定等の協力に

ついて（通知）」（令和３年６月２１日付け教安第４５２号）（以下「通知」とい

う。）で示したように、本人の同意を得た上で、以下に示す基準に基づき濃厚接

触者の候補範囲を特定し、候補者リストを管轄の保健所に提示する。 

   ③（②が難しい場合）通知で示したように、本人の同意を得た上で、以下に示す

基準に基づき濃厚接触者の候補者を特定する。 

 

 （２）濃厚接触者（またはその候補者）への連絡について 

   ①保健所から濃厚接触者と特定された者については、通常１４日間の行動制限が

かかることから、当該濃厚接触者に対し、活動への参加が不可となることを伝

える。 

②濃厚接触者の候補者と特定した者は、濃厚接触者と同様に１４日間の行動制限

がかかることが見込まれることから、当該候補者に対し、活動への参加を見合

わせるよう伝える。 

 

〔濃厚接触者の候補となる範囲を特定する基準〕 

  濃厚接触者の候補の範囲は、患者の感染可能期間※１のうち当該患者が入院、

宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間において、以下のいずれかに該当

する者とする。 

※１ 感染可能期間は、発症２日前（無症状病原体保有者の場合は、陽性確定に

係る検体採取日の２日前）から退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を

満たすまでの期間とされている。 

      【濃厚接触者の候補】 

      ・患者と同居していた者 

      ・適切な感染防護無しに患者を診察、看護若しくは介護していた者 

      ・患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 

      ・手で触れることの出来る距離（目安として１メートル）で、必要な感染予

防策なし※２で、患者と１５分以上の接触があった者 

        ※２ 必要な感染予防策については、単にマスクを着用していたかのみならず、

いわゆる鼻出しマスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態になか

ったかについても確認する。  



緊急事態宣言中の教育活動の確保のためのＰＣＲ検査の御案内  

千葉県教育庁教育振興部学校安全保健課 

 

申込期限  令和３年８月２４日（火）１８時まで  

対象者   複数の学校の児童生徒が関わる教育活動の参加者（引率者を含む）であってＰ

ＣＲ検査を希望する者 

検査費用  無料  

検査機関  医療法人社団直悠会にしたんクリニック 

（受付代行：エクスコムグローバル株式会社）  

  

１ 検査に関する注意点  

検査を受ける者からあらかじめ次の点について同意を受けた上でお申し込みください。  

○検査を実施すること。  

○検査実施前に、検査を受ける者の個人情報（氏名、性別、生年月日、電話番号、郵便

番号 住所）の登録（下記「４ 検査情報の登録」）が必要であること。  

○検査結果の陰性・陽性に関わらず、検査結果及び登録情報は、エクスコムグローバル 

株式会社から千葉県に報告されること。 

   

２ 検査申込  

申し込み期間内に下記ＵＲＬ又はＱＲコードから専用サイトにアクセスの上、申込みく

ださい。  

検査キットは、必ず検査する人数分のみ申し込んでください。お申込み人数は、「４ 検 

査情報の登録」で登録する者の人数と一致させてください。  

 お申し込み後、検査機関より申込完了メールが届きます。  

【申し込み時の注意】  

 「会社名・店舗名」については、「学校名・団体名」を記入してください。  

（例）千葉県立○○高等学校 

       千葉県高等学校○○連盟 

  「業種」については、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・その他 から該当す

る項目を選んでください。 



  「建物/法人名」については、「参加日と大会名・行事名」を記入してください。 

  （例）8/16 高等学校剣道関東大会 

   ※検査承認に必要となりますので、必ず記入してください。 

 【検査申込サイト】               

・ＵＲＬ    https://willap.jp/t?p=AAACZasyqJo4Q7OWOCaGjr1Q1wA 

・ＱＲコード     

               

 

 

 

【アクセス可能期間 】   令和３年８月２４日（火）１８時まで             

                           

３ 検査キット送付  

検査キット（唾液検査）が申込後３日～４日間で団体等に到着します。  

検査番号が記載されている「ＰＣＲ検査お申込み」という台紙が同梱されています。検

査を受ける者に対し、キット１つに付き１枚配布してください。  

検査を受ける学校・団体は、必ず検体採取前に「４ 検査情報の登録」の手続きを行って

ください。  

  

４ 検査情報の登録  

検査キットを受領後、以下を確認し、検査情報の登録を行ってください。検査情報が未 

登録の場合、「７ 検査結果確認」の結果通知が送付できません。  

○管理者が検査する者の検査キット番号及び個人情報を「一括登録専用シート（Excel）」  

 に入力し、エクスコムグローバル株式会社宛てにメールで報告をする。 

報告先アドレス   nishitan.chiba-kyhoken@xcomglobal.co.jp 

（メールの件名は「千葉県教育委員会一括当登録：【学校・団体名】」として下さい。） 

    なお、上記と同様で、メールアドレスは団体等管理者が管理するメールアドレスを 

  登録してください。  

 

 



５ 検体採取  

検体採取にあたっては、できるだけ医療従事者が立ち会うことが望ましいですが、これ 

が困難な場合は、団体等の職員が検体採取に関する注意点（検査キットに同梱の「採取方 

法のご案内」参照）を理解した上で検査に立ち会ってください。  

  

６ 検体返送  

採取した検体は、団体等が取りまとめて、同梱の日本郵便のゆうパックの着払い伝票で 

御返送ください。 

必ず検体１つごとに三重梱包（吸収シート、緩衝材、密封袋）し、返送用ＢＯＸに入れ

た上で、数量に見合った大きさの袋や箱に入れ、返送してください。その際、返送用の袋

や箱の余白に検体数を記入してください。  

検査キットは、行事当日４日前までに検体採取後速やかに返送してください。なお、返

送先への到着は翌日でも問題ありません。  

送付受付期間 令和３年８月２８日（日）必着 

  

７ 検査結果確認  

  検査結果は、「４ 検査情報の登録」で登録したメールアドレスに通知されます。  

  陽性者がいた場合は、管理者は速やかに該当検査を受けた者にその旨連絡してくださ

い。また、「４ 検査情報の登録」により検査を受けた者の電話番号に、検査機関であるに

したんクリニックの医療従事者から電話があり、問診が行われます。その後、東京都中央

区保健所を経由し、検査を受けた者の居住地を管轄する保健所から当該者に連絡がありま

す。  

万が一返送した検体が「４ 検査情報の登録」の登録を行っていなかった場合、「２ 検 

査申込」で入力したアドレスに検査情報が未登録である旨メールが送信されますので、速 

やかに検体情報の登録を行ってください。  

 

８ 留意事項  

○お申込みいただいた数量の変更・返品・キャンセルはできません。検査人数の変更に 

 より検査キットが余ってしまった場合は、必ず『学校安全保健課』まで届けてくださ 

い。（郵送可） 



○検査申込後、メールアドレスの変更の必要が生じた場合は、エクスコムグローバル株 

 式会社  nishitan.chiba-kyhoken@xcomglobal.co.jp 宛てメールで報告してください。  

○検査キットは本検査以外に使用しないでください。  

 

 

 

 

 

 

 

【申込・検査キット・配送に関すること】  

エクスコムグローバル株式会社（にしたんクリニックＰＣＲ検査販売代行）  

（ＴＥＬ）０３－５７７４－２７０１（平日９時から１８時まで）  

（ＭＡＩＬ）nishitan.chiba-kyhoken@xcomglobal.co.jp 

【ＰＣＲ検査に関すること】  

にしたんクリニック  

（ＴＥＬ）０１２０－２２２－５４５（２４時間受付） 



学校名・団体名（例：千葉県立〇〇高等学校）

！！赤字の様に入力下さい。！！



参加日と検査を実施する行事・大会名
（例：8/16 高等学校剣道関東大会）



■シート入力の注意
・検査キット番号は、N（大文字）、全て半角 ・書式が入っておりますので、変更しないでください

右枠に入力下さい。→ ・姓名の後ろにスペース厳禁（外国籍の方も、スペースは空けないでください） ・全ての項目を埋めて下さい。

必須
NO 検査キット番号 姓 名 姓(カナ) 名(カナ) 生年月日（YYYY/MM/DD） 性別 電話番号（ハイフンなし） メールアドレス 郵便番号 都道府県 市区町村 町名番地 学校名（団体名）

例 N0000000000 西短 太郎 ニシタン タロウ 2000/1/1 男性 0357742701 nishitan.eigyo@xcomglobal.co.jp 1506126 東京都 渋谷区 渋谷2-24-12
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検査者個人情報

返送予定日

連絡先は1か所（受取る方のアドレス） 学校・団体の住所でも可



 

教学指第６１３号 

教 特 第 ４ ２ ３ 号 

教 安 第 ６ ２ ６ 号 

教 体 第 ４ ３ ２ 号 

令和３年７月３０日 

 

各県立学校長 様 

 

教 育 長 

 

 

緊急事態宣言の発令に伴う感染防止対策の徹底及び児童生徒等の教育活動等 

の機会の確保について（通知） 

 

 このことについて、本県が国に緊急事態宣言の発令を要請したことに対し、国は令和３

年７月３０日に対策本部会議を開き、千葉県を含む４府県について、これまでのまん延防

止等重点措置を講ずる地域から、緊急事態措置を実施すべき区域として指定しました。 

 同宣言下にあっても、児童生徒等の体験や発表の機会は、二度とない貴重な経験となる

ばかりでなく、その後の児童生徒等の成長にも大きな影響を与える大切な教育の場である

と考えております。県教育委員会としては、このような活動を一律に中止とするのではな

く、可能な限りの感染防止対策を万全にするとともに、地域の感染状況によっては実施時

期や実施方法を見直すなど、実施に向けた検討を十分に重ねた上で、御判断いただきます

ようお願いいたします。 

 なお、部活動については別途通知しますので、その内容を踏まえた対応について併せて

お願いいたします。 

 

記 

 

１ 感染防止対策の徹底について 

  部活動を含む学校での活動を実施する際には、「新型コロナウイルス感染症 学校に

おける感染対策ガイドライン」に基づき感染防止対策を徹底する。 

（１）児童生徒への指導 

 ・最近の感染が判明した事例では、同一の部活動内での感染が多く、特に昼食の摂り方 

等に課題が見受けられることから、昼食を挟まない活動時間設定とする。 

 ・活動への参加にあたっては、登校時及び部活動開始前に、確実に健康観察（発熱及び

何らかの症状の有無の確認）を実施する。 

 ・児童生徒自ら感染予防に留意し行動するよう、基本的な感染防止対策（手洗い・マス

クの着用・３密の回避等）の励行について繰り返し指導する。なお、気温・湿度や暑

さ指数（ＷＢＧＴ値）が高い日及び運動部活動においては、身体的距離を十分に確保

した上でマスクを外し、熱中症への対応を優先する。 

 ・部室や更衣室等の密になりやすい場所は、使用ルールを明確にし、遵守させる。 

 ・部活動を含む学校での活動、オープンキャンパスや企業訪問等の学校外の活動におい
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ては、移動の際の飲食等は厳に慎み、寄り道をせず、速やかに帰宅するよう指導する。 

 ・学校説明会等を実施する場合には、体育館や講堂に生徒を一堂に集めることは避け、

少人数やオンラインで実施する。 

 ・部活動等に係る登下校等で公共交通機関を利用する際は、基本的にマスクを着用し、

会話を慎むよう指導する。 

 

（２）教職員の健康管理及び感染防止の徹底 

 ・体調不良時は出勤を控える。併せて、管理職は出勤時の教職員の健康観察を確実に実

施する。 

 ・特に昼食場面では、感染のリスクが高いことから、マスクを外す時間を最小限とし、

身体的距離が十分にとれない場合は会話を控える。 

 ・勤務時間外においても基本的な感染防止対策を徹底し、不要不急の外出を控え、感染

防止に努める。 

 ・家族の健康管理（毎朝の検温や健康状態の確認）や感染予防にも留意する。 

 

２ 児童生徒等の教育活動等の機会の確保について 

（１）各種大会など、校外での活動に参加する場合は、学校としての感染防止対策を万全

にするだけでなく、主催者等の定める感染防止対策を遵守する。 

（２）宿泊体験学習等の学校行事等については、可能な限り万全の感染防止対策を講じる

とともに、感染状況を踏まえ、特に慎重な判断のもと、地域の感染状況によっては実

施時期や実施方法を見直すなど、十分に検討した上で実施する。 

（３）児童生徒の教育活動等が一律に中止されることがないよう、県教育委員会としての

支援について検討しており、詳細については別途通知する。 

 

（本件連絡先） 

 【学習指導・学校行事に関すること】 

    教育庁教育振興部学習指導課   ＴＥＬ：０４３（２２３）４０５７ 

 【障害のある幼児児童生徒に関すること】 

  教育庁教育振興部特別支援教育課 ＴＥＬ：０４３（２２３）４０４５ 

【保健管理に関すること】 

    教育庁教育振興部学校安全保健課 ＴＥＬ：０４３（２２３）４０９２ 

【体育の授業・部活動に関すること】 

    教育庁教育振興部体育課     ＴＥＬ：０４３（２２３）４１０８ 


