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コロナ新時代における大阪大学の行動ガイドラインの策定及び 
大阪大学の活動基準（７月１３日〜８月１０日）について 

 
 標記の件について、別紙のとおりコロナ新時代における大阪大学の行動ガイドラインを策
定いたしました。これは、ワクチンや治療薬、治療法の確立や法規制の変更等により、新型
コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザ等と同様の扱いとなるまでの間の、キャンパ
ス内における感染防止のための基本的な行動の原則や、本学におけるソーシャルディスタン
スの考え方を示したものです。 

学内で感染者が発生した場合においても大学の業務を継続するためには、本学構成員によ
る本ガイドラインの遵守が必要不可欠であり、今後の活動基準の緩和においても、このこと
が適切に行われていることを前提として進めてまいります。 

つきましては、貴部局等におかれましては構成員に周知の上、本ガイドラインを遵守して
いただきますようよろしくお願いします。 
  
 また、７月１３日から活動基準の一部を下記のとおり変更いたしますので、本ガイドライ
ンの遵守及び要配慮者※への適切な措置のうえ、ご対応いただくようお願いします。 

なお、今後、行動基準レベルを改訂する場合は、改めて通知いたします。 
 
 
※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 

  
 
 

【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） 

コロナ新時代において、本学構成員が遵守すべき行動ガイドライン（キャンパス内における感
染防止のための基本的な行動の原則やソーシャルディスタンスの考え方等）を策定しました。
また、７月１３日から活動基準の一部を変更し、課外活動及び教室等の収容人数について緩和
します。 



記 
 

７月１３日〜８月１０日の行動基準レベル 
１． 授業 
 レベル 0.5 
【緩和 7/13～】 
 

・メディア授業を主体に実施 
・対面式の講義は、学部専門科目（３年次以上）及び大学院の科

目については実施可能。それ以外の科目については、申請して

許可された科目のみ実施可能 
・対面式の実習・実験・演習は、学部専門科目及び大学院の科目

については実施可能。それ以外の科目については、申請して許

可された科目のみ実施可能 
・対面式で講義、実習・実験・演習を行う場合は、全員のマスク

着用を前提として、横方向に席を一つ空けた状態で、収容定員

の 2/3 以下の参加人数で実施※１ 
※１ 例 間隔を空けて配置する３人掛け机であれば、真ん中の席を

空けて両端の席を使用することが可能 
・学内アクセスポイント利用可能 

２． 研究 
 レベル 0.5 
【緩和 7/13～】 

・研究・実験作業は、通常どおり実施可能（ただし、研究室の滞

在時間をできるだけ短くする。自宅での研究活動も可） 
・ゼミ等の研究指導は、可能な限りオンラインを推奨するが、対

面の場合は全員のマスク着用を前提として、横方向に席を一つ

空けた状態で、収容定員の 2/3 以下の参加人数で実施可能 
・フィールドワークは、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０ 

・テレワークや時差出勤を活用しながら、通常どおりの業務を行

う 
４． 会議・イベント 
 レベル 0.5 
【緩和 7/13～】 

・学内会議は、可能な限りオンラインを推奨するが、対面の場合

は全員のマスク着用を前提として、横方向に席を一つ空けた状

態で、収容定員の 2/3 以下の参加人数で実施可能 
・イベントは、可能な限りオンラインを推奨するが、対面の場合

は収容定員の 1/2 以下の参加人数で実施可能 
・学外で対面による会議等を主催する場合は、その地域の感染状

況や、行政による規制等を考慮して実施可能 
・学外会議等への参加（国内出張）は、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． 共同利用インフラ 
 レベル２ 

・図書館は、サービス内容、在館時間等を制限して開館。学外者

は利用不可 
・各コモンズは、利用者数を制限して開場 
・学内連絡バスは、乗車人数を制限して運行 

６． 課外活動 
 レベル２ 
【緩和 7/13～】 

・各団体の活動内容により、許可されたものは実施可能 

レベル 0（通常の活動）〜レベル 5（活動停止状態） 



令和２年７月９日 
 

コロナ新時代における大阪大学の行動ガイドライン 
 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は大きな山を一つ越えたが、経済活動の再開と共に新規感染者も増加傾
向にあり、今後も感染予防と蔓延の防止に努める必要がある。そこで、ワクチンや治療薬、治療法の確立や法規
制の変更等により、新型コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザ等と同等の扱いとなるまでの間、キャン
パス内における感染防止のための行動ガイドラインを以下に記す。 

 
１． 基本的な行動ガイドライン 

・ソーシャルディスタンスの考え方 

マスク等感染防御をしない状態では、お互いの距離（対人距離）を２m（最低でも１m）以上とること。 
お互いがマスクを着用している時は、直接触れない程度の対人距離への接近や会話は可能である。 

・マスク着用のルール 

建物内においては常時着用（特に廊下、エレベータ、階段等の共用部分や複数の人が同時にいる部屋、学
内連絡バス車内等）すること。 
屋外は、熱中症対策として、対人距離が確保できる場合はマスクを着用する必要は無いが、会話する時や
近接する場合、人が多い状況（バス待合場所、食堂近辺等）ではお互いが着用すること。 

・手洗いの励行 

新型コロナウイルスは界面活性剤（石鹸）に弱いため、石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。 
石鹸と流水による手洗いが難しい場合、エタノール消毒剤等による手指消毒を行う。 

・食事時の感染拡大防止 

食事の際は、シールドが無いテーブルでは、対面での着座を避け、可能な限り同じ方向に座ること。 
食事中の会話は控え、食堂混雑の緩和のために必要最低限の時間で退出すること。 

・拭き取り消毒の励行 

接触感染防止のため、多数の人が触れる箇所（ドアノブ、机、椅子、共用端末等）は、界面活性剤（マイ
ペット等）による拭取り清掃を適宜行う。 
 

２． 大学業務継続におけるガイドライン遵守の重要性 
感染者が発生した場合、感染者（患者）は隔離入院あるいは自宅療養、保健所により判定された濃厚接触

者は２週間の自宅待機措置がとられる。 
上記ガイドラインは、学内で感染者が発生した場合において、濃厚接触者と判定される者を限局すること

により、業務停止や研究室の閉鎖、延いては部局や大学全体の閉鎖を防止することをその目的としている。
そのため、ガイドラインの遵守は、学生・教職員等全ての大阪大学構成員に対し、強く求められるものであ
る。 

具体的には、下記のような対応をとり、構成員への周知を図るとともに感染蔓延の防止に努める。 
 

・上記ガイドラインについて、啓発するポスター（安全衛生管理部から配布したもの、自作も可）等を用い
てルールの周知徹底を図る。 

・講義時にマスク非着用の学生がいる場合は、直ちにマスク着用を指導する。マスクを所持していない場合
は自作させる等の対応をとる。 

・講義時は、マスク着用の上、マイク等を積極的に利用し、大声をださないようにする。 



ウィズコロナ時代における⼤阪⼤学の新・活動基準（令和２年７⽉１3⽇〜８⽉１０⽇）

は７月１3日以降の行動基準レベル

0 0.5 1 2 3 4 5
１年
２年
３年
４年
５年
６年
修士

博士

特に制限無し 授業での入校可 授業での入校可 授業での入校可 授業での入校可 メディア授業のための入校可 登校停止

メディア
メディア授業の積極的利用（要配慮者対応

として実施）
メディア授業主体 メディア授業主体 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

対面式 要配慮者への対応を前提に実施可

・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
・室定員2/3以下で実施

・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
・室定員50％以下で実施

・申請による許可
・室定員50％以下で実施

停止 停止 停止

要配慮者への対応を前提に実施可
・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
・室定員2/3以下で実施

・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
・室定員50％以下で実施

・申請による許可
・室定員50％以下で実施

・実習・実験については申請による許可
（国家資格等延期不可能なものに限る）

・室定員50％以下で実施
停止 停止

学部生  − 登校停止 登校停止
修士
博士

特に制限無し
・特に制限無し

・研究室の滞在時間をできるだけ短く
・特に制限無し

・研究室の滞在時間をできるだけ短く
研究室等において、交代制勤務の導入によ

る登校者数の制限
必要最低限の登校可

・新型コロナウイルス研究のための登校可
・研究資産維持のための短時間登校可

研究資産維持のための短時間登校可

要配慮者への対応を前提に実施可 要配慮者への対応を前提に実施可 要配慮者への対応を前提に実施可 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

要配慮者への対応を前提に実施可
オンラインを推奨するが、室定員2/3以下で

対面形式も可
・オンラインを推奨するが、室定員50%以

下で対面式も可
オンラインのみ オンラインのみ オンラインのみ オンラインのみ

要配慮者への対応を前提に実施可 行政による移動制限等を考慮 行政による移動制限等を考慮 行政の自粛要請に従う 行政の自粛要請に従う 停止 停止

適用可 - テレワーク30％程度 テレワーク50％程度（2チーム） 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
適用可 - 推奨 推奨 積極的利用 積極的利用 積極的利用

規模 人数制限無し
・会議は室定員2/3以下で実施

・イベントは室定員50%以下で実施
室定員50％以下で開催

・室定員50％以下で開催
・陪席を含め100名以下

・室定員50％以下で開催
・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

・室定員50％以下で開催
・危機管理系会議のみ可

停止

内容 制限無し 制限無し 制限無し 制限無し 制限無し 危機管理系のみ 停止
選択可 推奨 推奨 主体 標準 原則オンラインのみ オンラインのみ

特に制限無し 全国の蔓延状況や行政による規制等を考慮 全国の蔓延状況や行政による規制等を考慮 行政の自粛要請に従う 行政の自粛要請に従う 停止 停止
特に制限無し 行政による移動制限等を考慮 行政による移動制限等を考慮 行政の自粛要請に従う 行政の自粛要請に従う 停止 停止

特に制限無し - 座席配置変更による入館者数の制御 学外者入館の制限 閲覧室使用停止
・窓口業務の停止
・宅配サービス

施設維持のための要員の短時間の入館

特に制限無し - 座席配置変更による利用状態の制御 利用者数の制限 使用停止 使用停止 使用停止
通常運行 - 乗車数制限（低） 乗車数制限（高） 運行数調整 運休 運休

感染防止策の策定 - キャンパス内外での屋内集会の禁止 活動内容審査により一部許可 非接触、用具共用のない屋外活動の許可 屋外での個人練習のみ許可 全面停止

特に制限無し - 不要不急の入校自粛の要請 不要不急の入校自粛の要請 大学からの要請以外の入校禁止 大学からの要請以外の入校禁止 禁止学外者の入校

参加

共同利用インフラ
図書館

コモンズ
学内連絡バス

課外活動

事務
テレワーク等

時差出勤

会議・イベント
学内 対面式

オンライン形式

学外
主催

特に制限無し
・特に制限無し

・研究室の滞在時間をできるだけ短く
研究室での同時登校数を７割に制限 登校停止院生 研究室での同時登校数を５割以下に制限

新型コロナウイルス研究のための登校可（同
時登校５割以下）

教員

形態

講義

実習・実験・演習

研究

入校

教員

活動

研究・実験作業

ゼミ等

フィールドワーク

・授業の受講生
・アクセスポイント利用は登校可

・授業の受講生
・受講生のアクセスポイント利用は登校可

・実習・実験受講生のみ登校可
・受講生のアクセスポイントは

利用可

・登校停止
・アクセスポイント閉鎖

・登校停止
・アクセスポイント閉鎖

・授業の受講生
・アクセスポイント利用は登校可

・授業の受講生
・アクセスポイント利用は登校可

・特に制限無し
・研究室の滞在時間をできるだけ短く

レベル

授業

入校

学部生 特に制限無し
・授業の受講生

・アクセスポイント利用は登校可

・授業の受講生
・受講生のアクセスポイント利用

は登校可

・実習・実験受講生のみ登校可
・受講生のアクセスポイントは

利用可

・登校停止
・アクセスポイント閉鎖

・登校停止
・アクセスポイント閉鎖

院生 特に制限無し


