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感染拡大防止のための行動の徹底および 
大阪大学の活動基準（８月１１日〜９月３０日）について 

   
 全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大し、複数の大学で集団感染（クラスター）が
発生しています。 
 つきましては、下記１の感染拡大防止のための行動を徹底するよう、改めて貴所属学生・
教職員に周知徹底方よろしくお願いします。 
 また、８月１１日以降の大阪大学の活動基準について、下記１を徹底することを前提と
して、下記２のとおり現状の行動基準レベルを維持します。引き続き各レベルにてご対応
いただきますようよろしくお願いします。 
 なお、行政から休業や移動制限等の要請が発出される、大阪モデルの赤信号が点灯する
等の社会情勢の大きな変化等がある場合には、行動基準レベルを見直すことがあります。
行動基準レベルを改訂する場合には、改めて通知いたします。 
 

記 
 
１．感染拡大防止のための行動 

○適切なソーシャルディスタンスの確保、マスク着用、手洗い励行等の感染拡大防止対
策を、学内外問わず行うこと。 
また、体調の悪い方は登校させないこと。体調の悪い方や少しでも症状がある方は、
検査を受診すること。 
（詳細は「コロナ新時代における大阪大学の行動ガイドライン」（令和２年７月９日

策定）を参照） 

 ○とりわけ飲食を伴う会合に起因する感染が多い現状に鑑み、複数人での会食は控える
こと。特に、大阪府から５人以上の宴会・飲み会は控えるよう要請が出ていることに
留意すること。 
また、食事の際は、シールドのないテーブルでは対面での着座を避ける、食事中の会
話は控えるなど、感染防止に十分注意すること。 

 ○テレワーク、時差出勤、およびオンライン会議を積極的に活用し、できるだけ人との
接触を少なくすること。 

市中での新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み、複数人での会食を控えるなどの感染
拡大防止のための行動の徹底をお願いするもの。なお、この徹底を前提として、８月１１
日以降の大阪大学の活動基準については、現状の行動基準レベルを維持する。 



 ○課外活動は、十分な感染防止対策をとったうえで実施すること。 
  なお、他大学で課外活動関連での感染事例が見受けられることから、８月１日（土）

に課外活動団体を対象とした感染防止対策に関する講習会を実施する予定。（各団体
へ別途通知する） 

 ○大阪府から大学に対して、以下の要請が出ていることに留意すること。 
   感染拡大を防止するため、 
   ・感染防止宣言ステッカーを掲示しているお店を選択すること。 
   ・お店に入った後は、感染拡大防止のため、大阪コロナ追跡システムの登録・利用

をすること。 
   ・国の接触確認アプリ「COCOA」の登録・利用をすること。    
 
２． ８月１１日〜９月３０日の行動基準レベル（現在のレベルから変更なし） 

(1) 授業 
 レベル 0.5 
 

・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 
 

・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 

・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 

・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） 
 

※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 

 
 

【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） 
 



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８⽉１１⽇〜９⽉３０⽇）

は８月１1日以降の行動基準レベル

は大阪モデル「非常事態（赤色）」点灯時に実施する可能性がある行動基準レベル

0 0.5 1 2 3 4 5
100% ~70% ~50% ~30% ~10% 9%~

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

登校率

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


