
令和２年４月１４日 

 

産業科学研究所構成員各位 

 

所  長 

 

【新型コロナ】休業要請への対応について 

 

 昨日、大阪府からの新型コロナウイルスの急速な感染拡大を受けて、大学に対して５月６日

までの間、『休業要請』（特措法第 24 条第 9 項適用）が出されたことを受けて、大阪大学の活

動基準のレベルが引き上げられました。 

 つきましては、上記の期間中は、急を要する場合を除き、大学への出勤等は控えることとし、

下記のとおり対応願います。 

 

記 

 

≪大阪大学の活動基準について≫  

 

  ➡ 研究関係者（部局外含む）の立ち入り許可は、各研究分野長・施設長等の下、厳正に

判断する。 

※急を要し且つ進行を止められない例 

・新型コロナウイルス感染症対策に関する研究 

・成果報告等の期限が迫っている研究、実験等 

・資産維持のための最低限の、生物の管理、液体窒素補充、冷凍機維持等 

 

  ➡ 事務部（総務課・研究連携課）の通常業務は原則として停止する。（原則、在宅勤務で

のメール等による対応のみ可能） 

  ➡ 原則としてテレワーク（業務に関連する研鑽活動や情報収集等を含む。）を行うこと。

（※） 

１．講義・授業 【レベル４】 

・メディア授業のみを実施する 

・学内アクセスポイントは閉鎖 

・閉鎖に伴い、メディア授業の受講が困難な学生に対しては後日教育的配慮を実施 

２．教員・研究活動 【レベル３.５】ＵＰ！ 

・メディア授業のための立ち入り許可 

・現在学内において急を要し、且つ、進行を止められない実験のみ許可 

・学内における新たな実験・研究作業を始めない 

３．事務職 【レベル４】ＵＰ！ 

・火災や漏水、風水害等、緊急事態対応のための最小限の人員は出勤 

・新型コロナウイルス対策への対応のための最低限の要員は出勤 



  ➡ 出勤する場合においても、緊急事態対応（新型コロナ対策を含む）に限り、必要最小

限の人員・時間とする。 

  ➡ 事務補佐員、技術補佐員等についても、可能な限りテレワークを行うこと。やむを得

ず自宅待機を命ずる場合は、「就業禁止」（５月６日までの間に限り、給与を支給）と

する。（※） 

 

※ 外部資金によっては、各経費元のルールにより支出が認められない場合があります

ので、適用にあたっては、経費元に確認するなどして、適切にご対応願います。 

 

  ➡ 全ての会議・委員会等は、オンライン会議システム（Webex、Zoom や Whereby など）

の活用やメール等による持ち回り開催とする。 

 

  ➡ 大学院生を登校させる場合には、各研究分野長の下、適切に判断する。 

    ※想定される事例 

    ・近々に予定の博士学位審査のために必要な実験・研究等 

・成果報告等の期限が迫っている研究、実験等 

    ・自宅でのネット接続環境が悪く、在宅での研究指導を受けられない等 

 

 

 

≪建物への立ち入りについて≫ 

・５月６日（水）までの間、各研究棟及び管理棟等の出入り口の施錠は、休日対応とする。 

・各研究棟及び管理棟等への立ち入りは、上記の活動基準に基づき必要最小限とし、やむを得

ず立ち入る場合は、必ず研究分野長等の許可を得ること。 

 

 

≪新型インフルエンザ等対策特別措置法≫ 

施設の使用制限等の要請（特措法第 24条第 9項） 

⇒ 応じない場合、特措法第 45条第 2項・第 3項による個別の要請・指示も検討（施設名

を公表） 

６．課外活動 【レベル５】 

・全面活動停止 

４．会議等 【レベル４.５】ＵＰ！ 

・定例会議はオンラインのみ開催 

・新型コロナウイルス対策関連会議は陪席含め 10人未満の場合に限り対面で開催 

５．学生の入校 【レベル３.５】ＵＰ！ 

・学部学生は登校禁止 

・博士前期課程・修士課程の大学院生は原則登校禁止 

・急を要する実験・研究に従事する博士後期課程・博士課程の大学院生は登校許可 



令和２年４月１３日 
 
     各部局等の⻑ 殿 

 
総 ⻑  ⻄尾 章治郎 

 
大阪大学の活動基準と緊急事態宣言への対応について（第２報） 

 
 大阪府より、新型コロナウイルスの急速な感染拡大を受けて、府内の大学を含
む教育施設等の事業者に対して、４月１４日から５月６日まで休業を要請され
ることが決定しました。 
 大阪府からの休業要請を踏まえ、４月１４日以降の各活動は下記の行動基準
レベルで対応していただきますよう貴所属構成員にご周知願います。なお、各活
動の行動基準レベルは別紙「大阪大学の活動基準」をご参照願います。 
 

本対応は、学生・教職員の健康と安全の確保を最優先としつつ、教育と研究の
維持も最大限考慮して決定したものです。ご理解とご協力をいただきますよう
よろしくお願いいたします。 
 

なお、上記の期間中は、研究室や事務室が無人となるケースが多くなりますの
で、休日に準じた施錠等の体制を取っていただくようよろしくお願いいたしま
す。 

 
また、この通知をもって令和２年４月７日付け同名通知である第１報は廃止

します。 
記 

 
１．講義・授業 
 レベル 4.0 

・メディア授業のみを実施する 
・学内アクセスポイントは閉鎖 
・閉鎖に伴い、メディア授業の受講が困難な学生に対し

ては後日教育的配慮を実施 
２．教員・研究活動 

レベル 3.5 
・メディア授業のための立ち入り許可 
・現在学内において急を要し、且つ、進行を止められな

い実験のみ許可 
・学内における新たな実験・研究作業を始めない 

３．事務職 
 レベル 4.0 

・火災や漏水、風水害等、緊急事態対応のための最小限
の人員は出勤 

・新型コロナウイルス対策への対応のための最低限の要
員は出勤 

４．会議等 
レベル 4.5 

・定例会議はオンラインのみ開催 
・新型コロナウイルス対策関連会議は陪席含め 10 人未



満の場合に限り対面で開催 
５．学生の入校 

レベル 3.5 
・学部学生は登校禁止 
・博士前期課程・修士課程の大学院生は原則登校禁止 
・急を要する実験・研究に従事する博士後期課程・博士

課程の大学院生は登校許可 
６．課外活動 
 レベル 5.0 

・全面活動停止 
 

 
   

 
【問い合わせ先】 

○本事務連絡全体について…総務部安全衛生管理室 
（内線４８８５、９６３４） 

○授業について…教育・学生支援部教育企画課 
                             （内線５９８６、３１２４） 

○課外活動について…教育・学生支援部学生・キャリア支援課 
  （内線７０８６、７１２０） 

○教職員の勤務について…総務部人事課 
        （内線３０３０、７０２８） 



１．講義・授業
２．教員・研究活動 （（レベル３から３．５に引き上げ）
３．事務職 （レベル３から４に引き上げ）
４．会議等 （レベル４から４．５に引き上げ）
５．学生の入校 （レベル３から３．５に引き上げ）
６．課外活動

政府、大阪府の新型コロナウイルス対策に対して、
その要請に適切且つ柔軟に対応するため、大阪大学
の各活動の行動基準を定める。（附属病院を除く）

大阪大学の活動状態の基準を以下の６軸で表現し、
可視化することにより構成員の理解と協力を促進する

大阪大学の活動基準（4月14日以降版）
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レベル
０

１

２

３

４

５

具体的活動基準

１．講義・授業
活動の目安

通常通り

演習・実習、WS形式の実施
スクール形式授業の実施
メディア授業の積極的利用

演習・実習、WS形式の制限
スクール形式授業の実施
メディア授業主体の講義

メディア授業が標準
感染拡大防止措置の上
演習・実習、WS形式の停止
スクール形式授業の制限

メディア授業のみの実施

全休講

現在の状態：4.0
・メディア授業のみを実施する
・学内アクセスポイントは閉鎖
・閉鎖に伴い、メディア授業の
受講が困難な学生に対しては
後日教育的配慮を実施



レベル
０

１

２

３

４

５

２．教員・研究活動
活動の目安 具体的活動基準

通常通り

感染拡大防止に留意して通常通り研究活動
自宅で研究活動が可能な場合は登校の必要
なし

研究活動は続行できる
ゼミ、雑誌会、練習会等集合形式は停止
オンラインでのディスカッション推奨

メディア授業のための立ち入りは許可
現在進行中の実験・研究の継続に必要最小
限の研究関係者のみ立ち入り許可

メディア授業のための立ち入りは許可
学内においては、新型コロナウイルス対策
に直接的に関わる研究以外は停止
それ以外の研究室は、資産維持のための必
要最小限の入室は許可（例えば、生物の管
理、液体窒素補充、冷凍機維持等）

メディア授業のための立ち入りは許可
全ての研究室で、研究資産維持のために必
要最小限の人員のみ立ち入りを許可

現在の状態：3.5
・メディア授業のための立ち入り許可
・現在学内において急を要し、且つ、
進行を止められない実験のみ許可

・学内における新たな実験・研究作業
を始めない



レベル
０

１

２

３

４

５

活動の目安 具体的活動基準
通常通り

感染拡大防止に留意して、通常通りの勤務

時差出勤・テレワークの活用

事務機能維持の最小限の人員の出勤

火災や漏水、風水害等、緊急事態対応のた
めの最小限の人員のみ出勤

大学施設の維持管理要員のみ出勤

３．事務職

現在の状態：4.0
・火災や漏水、風水害等、緊急事態
対応のための最小限の人員は出勤

・新型コロナウイルス対策への対応の
ための最低限の要員（CMT*、人事
関係、調達関係等）は出勤

*CMT：Crisis Management Team
総務部総務課、安全衛生管理室、企画部広報課が主体となる危機管理チーム



レベル
０

１

２

３

４

５

活動の目安 具体的活動基準
通常通り

感染拡大防止に留意して対面会議を行う

感染拡大防止に留意して対面会議を行う
オンラインを推奨

感染拡大防止に留意して対面会議を行う
可能な限りオンラインへ移行

陪席を含め１０人以上の会議はオンライン
で行う

オンライン会議のみ

４．各種会議

現在の状態：4.5
・定例会議はオンラインのみ開催
・新型コロナウイルス対策関連会議は
陪席含め10人未満の場合に限り
対面で開催



レベル
０

１

２

３

４

５

活動の目安 具体的活動基準
通常通り

学部学生は登校を控える
ただし、講義受講生を除く

学部学生の登校禁止
大学院生も可能な限り登校を控える

学部学生・大学院生の登校禁止。ただし、
現在進行中の実験・研究作業に従事する大
学院生を除く

新型コロナウイルス対策関連以外の大学院
生、研究員等は登校禁止

全ての学生の登校禁止

５．学生の入校

現在の状態：3.5
・学部学生は登校禁止
・博士前期課程・修士課程の大学院生
は原則登校禁止

・急を要する実験・研究に従事する博
士後期課程・博士課程の大学院生は
登校許可



レベル
０

１

２

３

４

５

活動の目安 具体的活動基準
通常通り

感染拡大防止に最大限の配慮

キャンパス内外における屋内での集会の
禁止

活動状態に応じて一部の課外活動を許可

屋外での活動、非接触、用具（ボール等）
の共用が無い場合のみ許可

全面活動停止

６．課外活動

現在の状態：5.0
・全面活動停止



令和２年４月１３日 
 
各部局等の長      

本部事務機構各部等の長  殿 

 

                         

理   事 
奈 良   哲 

 
緊急事態宣言期間中の教職員の勤務等の取扱いについて（通知） 

 
このことについて、令和２年４月７日付けで通知しておりますが、このたび、令和２年

４月１３日付け総長通知「大阪大学の活動基準と緊急事態宣言への対応について（第２報）」

（以下「総長通知」という。）に基づき、教員・研究活動についてはレベル３からレベル３.５
に、事務体制についてはレベル３からレベル４に引き上げられました。 
つきましては、急を要する場合を除き、大学への出勤は控えるよう下記のとおり適切に

ご対応願います。 
なお、令和２年４月７日付け同名通知は廃止します。 

 
記 

 

１．原則として、自宅での業務従事（業務に関連する研鑽活動や情報収集等を含む。）を行

うこと 
 

２．総長通知に基づき、大学において業務に従事する必要がある場合に限り、必要最小限の

人員のみ出勤すること 
 
３．出勤する場合も、必要最小限の時間とすることにより、できる限り教職員間の接触を避

けること 
 

 なお、可能な限り上記のような方策を講じていただくこととなりますが、上記のいずれの

方策もとることができず、やむを得ず教職員に自宅待機を命ずる日が生ずる場合は、人事上

は「就業禁止」（令和２年５月６日までの間に限り、当日の給与を支給する）として取り扱い

ます。 
   また、外部資金によっては、各経費元のルールにより支出が認められない場合があります

ので、適用にあたっては、経費元に確認するなどして、適切にご対応願います。 
 おって、本件取扱いは、令和２年５月６日までの間に限った特例的な臨時措置であり、そ

れ以降の取扱いについては、変更する可能性があることについてご留意願います。 
 

以 上 
 



【問合せ先】 
○ 勤務時間の取扱い等について 
   総務部人事課職員係  

内線 ３０３０、７０２８ 
soumu-jinji-syoku1@office.osaka-u.ac.jp 

 
○ 職場の安全衛生管理について 
   総務部安全衛生管理室  

内線 ９５３６、９６３４ 
anzen-suisindai1@office.osaka-u.ac.jp 
 

 



１ 基本的に休止を要請しない施設【社会生活を維持する上で必要な施設、社会福祉施設等】
⇒適切な感染防止対策の協力を要請（特措法第24条第９項）

２ 基本的に休止を要請する施設

（１）-1    特措法による要請を行う施設【遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動・遊技施設、文教施設】

⇒施設の使用制限等の要請（特措法第24条第9項）

⇒応じない場合、特措法第45条第2項・第3項による個別の要請・指示も検討（施設名を公表）

（１）-２ 特措法による要請を行う施設（床面積の合計が1,000㎡を超える下記の施設）

【大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館、商業施設】

⇒施設の使用制限等の要請（特措法第24条第9項）

⇒応じない場合、特措法第45条第2項・第3項による個別の要請・指示も検討（施設名を公表）

（２）特措法によらない協力依頼を行う施設（床面積の合計が1,000㎡以下の下記の施設）

【大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館、商業施設】

⇒特措法によらず、施設の使用制限等の協力を依頼

施設の使用制限の要請等

①期間 令和２年４月１４日～５月６日

②実施内容

３



実施内容

（１）社会生活を維持する上で必要な施設

施設の種類

医療施設 病院、診療所、薬局 等

生活必需物資販売施設 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター、スーパーマーケット等における生活必需物資売場、
コンビニエンスストア 等

食事提供施設 飲食店（居酒屋を含む。）、料理店、喫茶店 等（宅配・テークアウトサービスを含む。）
※但し、営業時間については、午前5時～午後8時の間の営業を要請し、
酒類の提供は午後7時までとすることを要請。（宅配・テークアウトサービスは除く。）

住宅、宿泊施設 ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等

交通機関等 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス（宅配等） 等

工場等 工場、作業場 等

金融機関・官公署等 銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等

その他 メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係 等

（２）社会福祉施設等

１ 基本的に休止を要請しない施設 ※適切な感染防止対策の協力を要請（特措法第24条第9項）

施設の種類

社会福祉施設等 保育所、学童クラブ、介護老人保健施設その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設

⇒通所又は短期間の入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請
（特措法第24条第9項）

※「社会生活を維持する上で必要な施設」については、「新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針」（令和２年４月７日改正）を踏まえた整理

４



２ 基本的に休止を要請する施設

施設の種類 内 訳 要請内容

①遊興施設 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、

ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、

個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、

射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等

施設の使用制限等の要請

（特措法第24条第9項）

⇒応じない場合、

特措法第45条第2項・第3項による

個別の要請・指示も検討

（施設名を公表）②劇場等 劇場、観覧場、映画館、演芸場

③集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場

④運動施設、遊技施設 体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツクラブなどの運動施設、

マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場 等

⑤文教施設 学校（大学等を除く。）

（１）-１ 特措法による要請を行う施設
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施設の種類 内 訳 要請内容

①大学・学習塾等 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、

学習塾 等

施設の使用制限等の要請

（特措法第24条第9項）

⇒応じない場合、

特措法第45条第2項・第3項による

個別の要請・指示も検討

（施設名を公表）
②博物館等 博物館、美術館、図書館

③ホテル又は旅館 ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）

④商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、

生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

（１）ｰ２ 特措法による要請を行う施設（床面積の合計が1,000㎡を超える下記の施設）

６



施設の種類 内 訳 要請内容

①大学・学習塾等 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、

学習塾 等

※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止

対策を施した上での営業

特措法によらず、

施設の使用制限等の協力を依頼

⇒床面積の合計が1,000㎡超の施設に対する

施設の使用停止要請（休業要請）の趣旨に

基づき、適切な対応について協力を依頼②博物館等 博物館、美術館、図書館

③ホテル又は旅館 ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）

④商業施設 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、

生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止

対策を施した上での営業

（２）特措法によらない協力依頼を行う施設（床面積の合計が1,000㎡以下の下記の施設）

７
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