
 

 

 

 

 

 

令和 5年 3月 3日 

 

  各部局等の長  殿 

  

                         理事  田 中 敏 宏 

                         理事  豊 岡 宏 規 

 

大阪大学の活動基準（４月１日～５月７日）について 

Regarding Osaka University’s Activity Levels (1 April - 7 May) 
 

 ２月２４日より大阪府が発令している大阪モデルが「警戒（黄信号）」から「警戒解除（緑

信号）」となりました。あわせて大阪府より、３月１３日～５月７日までの府民への要請があ

りましたので、お知らせします。 

それら状況及び、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が２月１０日付決定された「マ

スク着用の考え方の見直し等について」に記載されている「～学校におけるマスク着用の考え

方の見直しは４月１日から適用することとし、それまでの間はこれまでの考え方に沿った対応

をお願いする。」という文言等を踏まえ、３月末まで現在の活動基準を維持し、４月以降、下

記のとおり活動基準の内容を見直しすることとしました。 

なお、マスク着用については上記のとおり、３月末までは下記に記載されている従来通りの

考え方に沿った対応をお願いします。 

 なお、マスク着用の見直し後である４月以降であっても、基本的な感染対策は重要であるた

め、引き続き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」

等を励行していただきますよう、お願いします。 

 

 

記 

 

 

１． マスク着用について 

（１）３月末まで 

    マスクは、建物内では常時着用、屋外では人と会話するときや十分な距離（概ね２ｍ）

を保てないときは必ず着用（顔にフィットさせて正しく着用）すること（予防効果の高

い不織布マスクの着用を強く推奨する） 

     また、お互いがマスクを着用していても、なるべく１ｍ以上の対人距離をとる、会話

時間を短くする、大声で話さないなどの感染リスクを下げる行動を心掛けること 

 

 

政府や自治体の要請等を踏まえ、３月末までは現在の活動基準を維持し、４月１日から５
月７日までの活動基準について、マスク着用に関する事項を削除することとした。 
なお、３月末までは、従前どおりのマスク着用の考え方とする。 
＜以下、英訳＞ 
This is to notify that from 1 April to 7 May, current activity levels, with the change to 
delete the mask-wearing policy, will be Osaka Universityʼs activity levels. However, 
please be noted that until 31 March, current activity levels will be maintained, including 
the mask-wearing policy: always wear a mask indoors, and while conversing or when 
it is difficult to have proper social distancing (about two meters) outdoors. These are 
in response to the requests from the Osaka Prefectural Government and Japanese 
Government. 



 

（２）４月以降 

    マスクの着用については、個人の判断に委ねることを基本とするが、留意事項等につ

いてはおって通知する 

 

 

２． 令和５年４月１日～５月７日の対応 ※変更点を下線で記載 

(1) 授業 

 レベル 1 

 

・対面式の授業を主体として、全ての学年において、十分な感染対策（感

染予防のための講義室定員数の遵守*1、マスク着用、手洗い・消毒の励

行、換気等）を講じたうえで、実施 

・メディア授業は、対面授業と併用して有効に活用する 

(2) 研究 

 レベル 1 
〇研究・実験作業 

・通常どおり実施可能（自宅での研究活動も可） 

〇ゼミ等 

・ゼミ等の研究指導は、十分な感染対策（感染予防のための講義室定員数

の遵守*1、マスク着用、手洗い・消毒の励行、換気等）を講ずること 

〇フィールドワーク 

・行政による移動制限等を考慮の上で実施可能 

(3) 事務 

 レベル 1 
・接触機会の低減に向け、テレワークを積極的に利用し、テレワーク率

30％（出勤率 70％）程度を目指す 

・職場に出勤する場合でも、通勤経路の実態に合わせて時差出勤を利用し、

人との接触の低減に取り組む 

(4) 会議・ 

イベント 

レベル１ 

※全てのレベルにおいて、オンライン開催を適宜活用する 

〇会議（対面式） 

・会議を対面で実施する場合は、全員のマスク着用を前提として、収容定

員の 2/3 以下＊2 の参加人数で実施（可能な限り横方向に席を一つ空け

る） 

〇イベント（主催） 

・学内外問わずイベントを対面で実施する場合は、必要な感染対策を講じ

たうえで、収容定員の 2/3 の参加人数または 5,000 人のいずれか大きい

人数を上限として実施可能 

※ただし、収容率 100％の人数が 5,000 人に満たない場合は当該人数を上

限とする。 

【特例】 

・参加人数が 5,000 人超かつ収容率 50％超のイベントについては、主催者

が真に必要と判断する場合に限り、感染防止安全計画の策定、大阪府へ

の提出、府からの助言等の遵守により実施可能。 

【安全衛生管理部への事前相談】 

・参加人数が収容定員の 2/3 を超えるイベントの開催を計画されている場

合は、事前に安全衛生管理部までご相談ください。上記の【特例】に該

当する場合は感染防止安全計画を併せてご提出ください。 

○学外（参加） 

・その地域の感染状況や、行政による移動制限等を考慮して行う 



 

(5) 課外活動 

 レベル１ 
※（別途、教育・学生支援部から詳細を通知） 

〇通常活動 

・感染防止措置を講じた上で、３密を避けて活動可 

○イベント、試合、合宿等 

・感染防止措置を講じた上で、３密を避けて実施可 

・行政による移動制限等を考慮 

〇飲食を伴う会合 

・ゴールドステッカー認証店舗の利用及びマスク会食を徹底した上で実施

可推奨 

レベル 0（通常の活動）～レベル 5（活動停止状態） 

 

※各活動を実施する際は、要配慮者＊への対応を行ってください。 

＊妊婦、重症化しやすい者（高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患があ

る者、透析を受けている者、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている者等）、新型コロナウイルス

に対して著しく不安を抱える者 

*1 収容定員の 2/3 以下＊2の参加（可能な限り横方向に席を一つ空ける） 

 *2 原則、教室等の室定員は設計時収容人数の 2/3 以下とするが、それを超える室定員としたい場合

は、下記方法にて室定員を算出することを可とする。 

・在室可能人数＝室内換気能力（単位：㎥/h）÷３０㎥/h･人（一人当たり必要換気量） 

ただし、ワークショップ形式など、参加者の大多数が同時に会話するような場合は、原則どおり

設計時の収容人数の 2/3 を室定員とする。 

また、室内換気能力は、下記算出方法のとおり空気清浄機の能力を加えることも可とする。 

・室内換気能力＝換気設備機器能力（㎥/h）＋空気清浄機の風量（㎥/h） 

 

 

３．キャンパス内での留意事項について（４月１日～５月７日まで） 

新型コロナウイルスに感染しない、感染させないためには、私たち一人ひとりが感染対策       

を徹底して行うこと、感染リスクのある行動を慎むことが重要です。 

以下に掲げる事項の徹底をはじめ、大阪大学の構成員（教職員・学生）として、責任と自  

覚をもった行動をお願いします。（詳しくは令和４年１２月９日付「新型コロナウイルス感

染症に係る感染対策について」を参照） 

 

〇 マスクは、建物内では常時着用、屋外では人と会話するときや十分な距離（概ね２ｍ）を     

保てないときは必ず着用（顔にフィットさせて正しく着用）すること（予防効果の高い不

織布マスクの着用を強く推奨する） 

   また、お互いがマスクを着用していても、なるべく１ｍ以上の対人距離をとる、会話時間 

を短くする、大声で話さないなどの感染リスクを下げる行動を心掛けること 

 

〇 講義室、研究室、事務室等が密閉空間とならないよう、機械換気による常時換気を必ず行

い、窓開け換気を適切な頻度（休み時間等）で併用すること 

   なお、空気清浄機を設置している場合は、室使用時は電源を常時オンにすること 

 

〇 機械換気が設置されていない・使用できない場合 

・窓の開放による常時換気に努めること 

廊下側と窓側を対角に開けることにより、効率的に換気することができます。なお、窓 

を開ける幅は 10 ㎝から 20 ㎝程度を目安としますが、上の小窓や廊下側の欄間を全開

にするなどの工夫も考えられます。 



 

 

・窓の開放による常時換気が困難な場合、換気は毎時２回（30 分に 1 回以上、数分間程

度、窓を全開にする）行い、複数の窓がある場合は二方向の壁の窓（できるだけ対角方

向）を開放するなど、適切に換気を実施すること 

 

 〇 授業合間の混雑時には廊下の窓を開けることも有効です。 

 

〇 食事時は大声を出さないなど、周りに配慮した行動をとってください（個食・黙食の推

奨） 

 

 〇 風邪症状等体調不良がみられる場合は、キャンパスへの登校・出勤を控え、かかりつけ

医（夜間・休日や、かかりつけ医がいない方などは受診相談センター）に電話相談して

ください。 

なお、高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより

厳重に行ってください。 

 

 〇 石鹸と流水による手洗い（あるいはエタノール消毒剤等による手指消毒）を頻繁に行う

とともに、多数の人が触れる箇所や共用物品の拭き取り清掃を適宜行うこと 

 

 〇 ３つの密（密集・密接・密閉）を避けること 

   なお、３つの条件が揃った場合だけでなく、それぞれの条件にもリスクは存在するので、

努めてこれらの条件を避けること 

   特に、講義室、研究室、事務室、廊下等が密閉空間とならないよう、適切に換気を実施

すること 

     更衣室や授業前後の廊下等、狭い空間で滞留しないこと 

 

 

４．日常生活上のお願いについて 

   大阪府から発出された府民等への要請の趣旨に鑑み、本学構成員においては上記１及び

２の対応に加え、要請事項についても感染リスクを考慮の上、適切な対応をお願いしたい。

なお、課外活動における活動など、上記１で求める内容と異なる部分については、本学の

活動基準に沿って行動するようお願いしたい。 

 

参考：令和 5年 3月 13 日から 5月 7日までの府民等への要請【大阪府ＨＰ】 

    https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/yousei20230313-.html 

  参考：マスク着用の考え方の見直し等について（令和５年２月 10 日新型コロナウイルス

感染症対策本部決定） 

https://corona.go.jp/news/pdf/kihon_r2_050210.pdf 

参考：マスク着用について（令和５年２月１０日厚生労働省作成） 

  https://corona.go.jp/news/pdf/wearing_mask_20230210.pdf 

 

【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９５３６、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） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/yousei20230313-.html
https://corona.go.jp/news/pdf/kihon_r2_050210.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/wearing_mask_20230210.pdf


ウィズコロナ時代における大阪大学の活動基準の目安（第２版）

※赤字が内容の変更箇所を示す ■ 室定員の制限
※各行動基準項目の詳細は別途通知を参照すること 授業・ゼミ等 収容定員の2/3以下*

会議 収容定員の2/3以下*
R5.4/1〜5/7の行動基準レベル イベント 行政による規制等を考慮

0 1 2 3 4 5

対面式 ▪特に制限なし

▪対面授業主体
▪別に示す室定員の制限を遵守
※フィールドワークは、不急の都道府県
間の移動を自粛し、そのほか行政の自粛
要請に従う

▪学部専門科目（３年次以上）及び大学
院の科目は可
▪上記以外は申請による許可
▪別に示す室定員の制限がある場合はそ
の制限を遵守

▪申請による許可
▪別に示す室定員の制限がある場合はそ
の制限を遵守

▪停止 ▪停止
※実施する場合は、要配慮者へ
の対応を前提とする

メディア ▪特に制限なし ▪メディア授業の有効活用 ▪メディア授業主体 ▪メディア授業が標準 ▪メディア授業のみ ▪実施可能なメディア授業のみ

▪特に制限なし

▪実施可
▪別に示す室定員の制限を遵守
※フィールドワークは、不急の都道府県
間の移動を自粛し、そのほか行政の自粛
要請に従う

▪学部専門科目及び大学院の科目は可
▪上記以外は申請による許可
▪別に示す室定員の制限がある場合はそ
の制限を遵守

▪申請による許可
▪別に示す室定員の制限がある場合はそ
の制限を遵守

▪停止 ▪停止
※実施する場合は、要配慮者へ
の対応を前提とする

▪特に制限なし
▪実施可
▪自宅での研究活動も可

▪新たに開始する実験の制限 ▪継続中の実験の中断処理のみ
▪新型コロナウイルス研究以外の実験活
動停止

▪学内での実験活動停止

▪特に制限なし
▪実施可
▪別に示す室定員の制限を遵守

▪オンラインを推奨するが、別に示す室
定員の制限を遵守した上で対面式も可

▪オンラインのみ ▪オンラインのみ ▪実施可能なオンラインのみ

▪特に制限なし ▪行政による移動制限等を考慮
▪不急の都道府県間の移動を自粛する
▪行政の自粛要請に従う

▪行政の自粛要請に従う ▪停止 ▪停止

▪特に制限なし ▪テレワーク30％程度 ▪テレワーク50％程度 ▪テレワーク70％程度 ▪危機管理要員と施設維持要員のみ入校
▪施設維持のための最低限の要員の短時
間入校

▪特に制限なし ▪推奨 ▪推奨 ▪積極的利用 ▪積極的利用 ▪積極的利用

会議 ▪特に制限なし ▪別に示す室定員の制限を遵守
▪別に示す室定員の制限を遵守
▪陪席を含め概ね100名以下

▪別に示す室定員の制限を遵守
▪陪席を含め20名以下
▪危機管理系会議は20名超可
▪入試委員会等特殊会議は申請による許
可制で20名超可

▪別に示す室定員の制限を遵守
▪危機管理系会議のみ可

▪停止

イベ
ント

▪特に制限なし

▪全国の蔓延状況や行政による規制等を
考慮（詳細は2023年3月3日付通知を参照）
▪別に示す室定員の制限がある場合は、
その制限を遵守

▪行政の自粛要請に従う
▪行政の開催制限要請に従う

▪行政の自粛要請に従う ▪停止 ▪停止

▪特に制限なし ▪行政による移動制限等を考慮
▪不急の都道府県間の移動を伴う参加を
自粛する
▪行政の自粛要請に従う

▪行政の自粛要請に従う ▪停止 ▪停止

▪特に制限なし
▪感染防止措置を講じた上で、３密を避
けて活動可

▪感染防止措置を講じた上で、感染リス
クの高くない活動のみ可

▪感染防止措置を講じた上で、感染リス
クの高くない屋外での活動のみ可

▪屋外での個人練習のみ可 ▪全面停止

▪特に制限なし
▪感染防止措置を講じた上で、３密を避
けて実施可
▪行政による移動制限等を考慮

▪宿泊を伴うイベント、試合は原則停止
（協会、連盟等が主催するもの等で、宿泊が避け
られない場合は個別に判断する）
▪合宿は停止
▪行政による移動制限等を考慮

▪宿泊を伴うイベント、試合は停止
▪行政の自粛要請に従う

▪イベント、試合は原則停止（協会、連
盟等が主催するもので参加が避けられな
い場合は個別に判断する）
▪合宿は停止

▪全面停止

▪特に制限なし
▪行政の要請に応じた感染防止措置を講
じた上で実施可

▪禁止 ▪禁止 ▪禁止 ▪禁止

▪特に制限なし ▪不要不急の入校自粛の要請 ▪不要不急の入校自粛を強く要請 ▪大学からの要請以外の原則入校禁止 ▪大学からの要請以外の入校禁止 ▪全面禁止

*原則、教室等の室定員は設計時収容人数の 2/3 以下とするが、それを超える
室定員としたい場合は、厚生労働省が推奨する必要換気量の考え方に則り、室

内換気能力を勘案して室定員を算出することを可とする。

学外者の入校

参加

※実施する場合は、要配慮者へ
の対応を前提とする

※すべてのレベルにおいて、市
中感染状況を考慮しオンライン
開催を適宜活用

事務
テレワーク等

時差出勤

会議・
イベント

対面式

主催

課外活動

通常活動

※各団体には予め、左記に基づ
き活動内容をレベル分けした活
動ガイドラインの策定を求める

※活動する場合は、要配慮者へ
の対応を前提とする

イベント、試合、
合宿等

飲食を伴う会合

レベル
備考

授業

講義

実習・実験・演習

※実施する場合は、要配慮者へ
の対応を前提とする

ゼミ等

フィールドワーク

研究

研究・実験作業
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