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新型コロナウイルス感染症対策等について
令和３年 ２月
初等中等教育局健康教育・食育課



学校における感染状況と分析
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児童生徒等感染者の推移（6/1～12/31に文部科学省に報告があった件数）

※日付は陽性診断日
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小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合計
児童生徒 2,217人 1,513人 2,350人 79人 6,159人
教職員 327人 174人 270人 59人 830人

家庭内感染 学校内感染 その他 感染経路不明
54％ 16％ 8％ 21％

学校における感染者数

児童生徒の感染経路

※データは、学校が再開された6月1日以降、
文部科学省に報告されたデータを基に集計
したもの。12月31日報告分までのデータ。

小学校・中学校における
学校内感染の割合は8.1％

「家庭内感染」が最も多い感染経路。全体で54％、小学校では75％。
中学校・高等学校では、部活動を通じて感染が広がるケースもある。
クラスターの発生率は、高等学校が最も高い。自主的な活動が増える年代であることから、感染対策に
ついて生徒自らが留意するよう指導することが重要。
学校で複数の感染者が発生した事例においても、学校内で感染は収束しており、地域の感染拡大の
原因となっていない。

学校における感染事例の分析

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校
24校 21校 78校 4校

学校で5名以上の感染者が発生したケース
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（イメージ図）
教育委員会
保育課
保健所

欠席
連絡

学校（保育園）

データ入力 学校医・園医
医師会担当理事

リアルタイムの
情報共有

早期探知
早期対策

システム
サーバー

（実際の表示画面例）

＜実施主体＞ 日本学校保健会

＜システムの概要＞
感染症で欠席する児童生徒等の発生状況をリアルタイムに把握して、学校（保育園）、教育委員会（保育

課）、保健所、学校医等と情報を共有可能。全国の小学校の約66％、中学校の約60％において本システムが
利用されている（令和２年10月現在）。利用料無料。

＜新型コロナウイルス感染症への対応＞
厚労省と文科省の支援により新型コロナウイルス感染症対応機能を追加。国立感染症研究所とも連携し、児

童生徒等への新型コロナウイルス感染症拡大の影響を分析し今後の対応に生かす予定。
このため、学校設置者におかれては積極的に加入をご検討いただきたい。
システムの概要は https://www.gakkohoken.jp/files/ccenter/new_about_system.pdf を参照。
（新規加入は随時受け付け。）

学校等欠席者･感染症情報システムについて

加入申し込みは ⇒ https://www.gakkohoken.jp/system-information/archives/15 まで
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児童生徒の心身の健康の充実 令和3年度予算額(案) 5億円
(前年度当初予算額 0.7億円)

児童生徒の健康管理・健康づくりの推進
児童生徒が自らの健康は自分で守ることを理解し、免疫力の向上など必要な知識を身
に付け、活用すること（健康リテラシー）ができるよう健康づくりや感染症予防に関する優
良な取組を収集し、事例集として動画の作成・配信を行い、普及を図る

＜日本学校保健会補助（補助率：定額）の内数＞

感染症対策専門家を講師とした学校関係者向けのオンライン研修会を実施し、新型コ
ロナウイルス感染症に関する正しい知識や最新の知見等を普及・啓発することにより、学
校における感染症対策の充実を図る 【委託先：1団体（民間団体等）】

＜専門家を活用した学校における感染症対策研修事業 11百万円＞

３ 36百万円

感染症拡大に伴う学校給食・食育の諸課題
に関する調査研究等

臨時の長期休業に伴う課題への対応として調査研究を実施 【委託先：2団体（民間団体等）】
• 放課後児童クラブ等関係機関との連携の在り方、学校給食事業者と学校設置者と

のキャンセル料等の契約関係等

学校給食における衛生管理の調査・徹底指導等
• 新型コロナウイルスの特徴も踏まえた衛生管理の在り方に関する

調査・指導の徹底等を図る

６ 36百万円
（前年度予算額 22百万円）

学校健康診断情報のPHRへの活用に関する
調査研究事業

政府全体のPHR（Personal Health Record）推進という方針を
踏まえ、学校健康診断結果をマイナポータル等を通じて閲覧できるよう
にするための実証実験を行い、システム実現のための技術的課題等に
ついて調査研究を実施 【委託先：1団体（民間団体等）】

２ 155百万円
（前年度予算額 14百万円）

新型コロナウイルス感染症を契機として、集団感染の早期把握など児童生徒の生命と安全を守るための情報の利活用が求められている。校務支援システムに入力されてい
るデータを活用し、「学校等欠席者・感染症情報システム」や「PHR」など、デジタル時代にふさわしい児童生徒の健康を守るための情報システムを構築する。

児童生徒が自らの健康は自分で守ることを理解し、免疫力の向上など必要な知識を身に付け、活用すること（健康リテラシー）ができるようにすることや、感染症に関する
正しい知識の普及・啓発を行い、感染症対策の充実を図る。

近年増加しているがんや近視などの健康課題や、長期休業期間における食の課題など新しい社会的課題にも迅速に対応し、学びの保障の前提となる児童生徒の心身の
健康の充実について総合的に取り組む。

概 要

がん教育総合支援事業
全国でがん教育を確実に実施するため、それぞれの地域の実情に
応じた取組を支援するとともに、がん診療連携拠点病院等と連携
し、がん専門医、がん経験者等の外部講師を活用したがん教育の
取組を支援する 【委託先：1団体（民間団体等）】

５ 32百万円
（前年度予算額 32百万円）

児童生徒の近視実態調査事業
視力低下が進行する時期となる小中学生を対象に、医療関係者等の
協力の下、児童生徒の近視の実態やライフスタイルとの関連を調査する
とともに、その結果を活かし、児童生徒の視力低下を防止するための対
策を検討する 【委託先：1団体（民間団体等）】

４ 42百万円

１ 学校等欠席者・感染症情報システムの充実
新型コロナウイルス感染症にも対応する学校等欠席者・感染症情報
システムについて、各学校の校務支援システムに入力されている「発熱
による欠席」や「感染症による出席停止」のデータを連携することにより、
現場の負担なく、より精度の高い状況把握を実現

＜日本学校保健会補助（補助率：定額）の内数＞

※平成25年より日本学校保健会が運営
※全国の学校で本システムを活用（加入率：小学校の約66％、中学校の約60％ 令和２年10月現在）

222百万円
新規

新規

新規
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背 景
・

課 題

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において「文部科学省及び
厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る」ことが示される。

日本学校保健会が運用する「学校等欠席者・感染症情報システム」（小学校
約66％、中学校約60％が加入）は、感染症で欠席する児童生徒等の発生
状況をリアルタイムで把握し、情報共有できる仕組みであり、新型コロナウイルス
感染症に対応するための改修も実施済。

感染症情報システムの加入率を早期に向上させ、効率的な運用体制を構築す
ることが必要。欠席情報の重複入力を解消し、より広く状況を把握するしくみを整
備するため各学校の校務支援システムとの連携強化が課題となる。

期待される効果 感染状況の効率的な情報収集により、学校における集団感染等を早期に発見・探知し、国の感染症対策に活用する。

事業内容

各学校が日々入力する欠席情報を感染症情報システムに反映できる
よう、感染症情報システムと校務支援システムを連携させ、国が集団感染
の状況を早期に把握できるようにする。

日本学校保健会

（入力イメージ）

（表示イメージ）

感染症による欠席状況を
リアルタイムで把握

• 国（文部科学省、厚生労働省）
• 国立感染症研究所 等

自治体

文部科学省

各学校

欠席情報
入力

欠席情報

データ
連携 補助

各自治体の校務支援システムネットワークから感染症情報システム
サーバーへのデータ移行のため、連携サーバーを構築。
感染症情報システムについて、連携に対応するための改修を実施。

学校の設置者ごとに仕様が異なる校務支援システムの欠席者デー
タを、共通のルールで運用できるよう病名や形式を標準化。

各学校で入力されたデータを感染症情報システムに反映させ、即時
性、確実性の高いデータに基づき、国や自治体における感染症対策
に活用する。

システム改修・
サーバー機能強化

学校等欠席者・感染症情報システムの充実 令和3年度予算額(案) 2億円
(新規)

感染症情報
システム

連携
サーバー

校務支援
システム
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学校健康診断情報を活用してPHRを実現するための
課題について実証研究を実施する。

各学校が入力する学校健康診断情報のデータを「健
康診断データベース」に転送するための仕様や技術的
要件を検証する。

校務支援システムに蓄積された健康診断情報を、個
人の健康の記録として各家庭がマイナポータル等を通
じて閲覧するために必要な技術的要件・課題について
検証する。

事業内容

成 果 マイナポータル等を通じて児童生徒等の既往歴や現在の健康状態をいつでもどこでも本人や家族が確認することができること等により、
感染症が疑われる際にもそれを用いた医療者との正確なコミュニケーションが可能となる。

委託先 研究機関

委託対象経費 人件費、諸謝金、旅費、借損料、印刷製本費 等

箇所数・単価 １箇所 155百万円程度

学校健康診断情報のPHRへの活用に関する調査研究事業 令和3年度予算額(案) 2億円
(前年度予算額 0.1億円)

個人の健診や服薬履歴等を本人や家族が一元的に把握し、日常
生活改善や必要に応じた受診、医療現場での正確なコミュニケーション
に役立てるため、政府全体でPHR（Personal Health Record）を
推進する方針が決定されている。
乳幼児健診についてはすでにマイナポータルでの閲覧がスタートしており、

学校健康診断についても早急に仕組みを構築することが必要。

趣 旨
・

背 景

ＰＨＲ（Personal Health Record）

生まれてから学校、職場など、生涯にわたる個人の健康等情報をマイナポータル
等を用いて電子記録として本人や家族が正確に把握する仕組み。

乳幼児健診乳幼児健診 学校健診 事業主健診 特定健診

家庭学校 教育
委員会

政府

健康診断
を受診

実施イメージ

マイナ
ポータル

校務支援
システム
サーバー

健康診断
結果の入力

マイナポータルを通じて
健康診断結果を閲覧

校務支援
システム

校務支援システムサーバーに蓄積された学校健康診断情報を
マイナポータルを通じて閲覧するまでのプロセスを実証実験で検証する。

校務支援システムサーバーに蓄積された学校健康診断情報を
マイナポータルを通じて閲覧するまでのプロセスを実証実験で検証する。
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児童生徒の近視実態調査事業

背景
・

課題

学校保健統計調査において裸眼視力1.0未満の者が過去最多を更新し
続けている。

しかしながら、我が国では、健康診断で児童生徒等の裸眼視力のみを測
定し、近視か遠視かなどのデータが存在しないため、対策も取られていない
現状である。

実施体制・方法等

委託先 民間調査研究機関等

委託
対象経費

人件費、諸謝金、旅費、借損料、
印刷製本費、消耗品費 等

対象校種 全国の小学校、中学校

箇所数
単価 １箇所 42百万円程度

調査結果の集計・分析

視力悪化の詳細（遠視・乱視・近視）を明らかにし、有効な対策を検討

（％）

60

40

20

0
S54           H1           H11           H21            R1（年度）

裸眼視力1.0未満の者の割合の推移

高等学校

中学校

小学校

幼稚園

R1年度
過去最多

〈出典〉
文部科学省
「学校保健統計調査」

67.64％

57.47％

34.57％

26.06％

医療関係者等の協力の下、視力低下が進行する時期となる小中学生
を対象に、視力の実態について詳細に把握するための調査を行い、有効な
対策を検討する。

事業
概要

児童生徒の近視の実態やライフスタイルとの関連等について明らかにし、
効果的な啓発を行うことにより、児童生徒の視力低下の予防を推進する。

全国の小中学校で５～６月に調査実施

調査対象：小学校1～6年生、中学校1～3年生
各学年1,000名程度（合計約9,000名程度）

＋
測定装置

（オートレフケラトメーター）

毎年実施される
健康診断の視力調査

測定装置による遠視・乱視・近視
の程度、眼軸長などを測定

（測定値は本人にも返却）

文部科学省

全国の小中学校

業務委託

計測器・視能訓練士を派遣

民間事業者
（調査研究の総括）

・ 教育委員会
・ 学校長
・ 養護教諭
・ 学校医

・ 日本近視学会
・ 日本眼科学会
・ 日本眼科医会
・ 視能訓練士協会

医療関係者学校関係者

協力者

令和3年度予算額(案) 0.4億円
(新規)
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新学習指導要領に対応したがん教育の実施
事業概要

平成28年12月に改正されたがん対策基本法第23条では、「国及び地方公共団体は、国民が、
がんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育に
おけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。」というように、がん教育の
文言が新たに記載された。
平成29年度から令和4年度までの6年間を対象とした第3期がん対策推進基本計画では、がん教
育について、「国は、全国での実施状況を把握した上で、地域の実情に応じて、外部講師の活用
体制を整備し、がん教育の充実に努める。」ことが目標とされている。
平成29年3月に小学校及び中学校、平成30年3月に高等学校の学習指導要領がそれぞれ改
訂され、中学校及び高等学校においては、がんについても取り扱うことを新たに明記され、中学校の
全面実施（令和3年度）・高等学校の年次進行実施（令和4年度）に向け、学習指導要領
の対応を検討する必要がある。

①教員のがんについての知識・理解が不十分
健康については、子供の頃から教育することが重要であり、学校でも健康の保持増進と

疾病の予防という観点からがん教育に取り組んでいるが、教員のがんに関する知識が不
十分であることや外部講師が学校で指導する際の留意点等の認識が不十分である。

②がん教育の全国への普及・啓発が必要
がん教育に対して地域により温度差があるため、全国で実施する新学習指導要領に

対応したがん教育の指導内容を充実させ、全国への普及・啓発を図る必要がある。

③外部講師の活用体制の一層の充実が必要
がん教育における外部講師の活用状況が十分とは言えず、学校が外部講師を活用す

るための体制を充実させる必要がある。

課

題

背

景

新学習指導要領を踏まえたがん教育に
ついて、教員や外部講師の質の向上を図
るとともに、各都道府県で行っている先進
事例の紹介等を行い、全国への普及・啓
発を図る。

教員・外部講師に対する実践的ながん
教育研修会の実施
公立以外の国・私立学校も対象とした
がん教育シンポジウムの開催

１ 新学習指導要領に対応した
がん教育の普及・啓発 ２ 地域の実情に応じたがん教育の実施

委託先 民間事業者等 委託
対象経費

諸謝金、旅費、借損料、
印刷製本費、消耗品費 等

箇所数
単価 70万円/自治体 程度

成 果 本事業により、がんに対する正しい知識、がん患者への正しい
理解及び命の大切さに対する認識の深化を図る。

新学習指導要領に対応したがん教育の確実な
実施に向けた、取組の充実を促す。

外部講師の積極的な活用を
図るため体制を整備する。

全国でがん教育を確実に実施するため、そ
れぞれの地域の実情に応じた取組を支援する
とともに、がん診療連携拠点病院等と連携し、
がん専門医、がん経験者等の外部講師を活
用したがん教育の取組を支援する。

がん教育に関する教材の作成・配布
外部講師によるがん教育の実施
外部講師名簿作成、活用体制の整備

民間事業者等
（事務局）

都道府県等

文部科学省

①業務委託

②事業計画提出
④報告書提出

③旅費・謝金等事務局で
負担（上限あり）

事業スキーム
都道府県等における取組

• 外部講師の派遣
• 外部講師を活用した

授業研究会
• 教職員・外部講師を

対象とした研修会
• 各学校での外部講師

を活用したがん教育

がん教育総合支援事業 令和3年度予算額(案) 0.3億円
(前年度予算額 0.3億円)
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学校給食地場産物使用促進事業 令和3年度予算額（案) 0.5億円
（前年度予算額 0.3億円)

課題解決のための事業概要

学校

学校給食における地場産物の活用は、①子供たちが身近に実感をもって地域の自然や環境、食文化、産業について理解を深めたり、②生産者や生産過程を理解し、食べ
物への感謝の気持ちを抱くことができるなど、教育的意義を有するものである。政府の食育推進基本計画においては、3期（15年）にわたり学校給食における地場産物の使
用割合（30％以上）を目標に掲げてきたが、以下の課題から使用率を高めるのが困難な地域も多く、いまだにその目標に到達できない状況。

背景

未解決の課題
当日調理が原則。当日の朝、納入してもらえるか？
短い時間で調理が可能なのか？
必要な量が確保できるか？
大きさなどはある程度そろえられるのか？

自分でセンターまでの出荷を担えない
自分だけでは大量生産はできない
規格ではじかれてロスが生じるなら、他に売りたい……

◆コーディネーターの配置
◆関係者による協議会の開催

学校給食における地場産物の使用を促進するための補助を行い、都道府県・全国における地場産物使用率の上昇につなげる。
学校給食における地場産物等の安定的な生産・供給体制を構築するとともに、地域の食文化、食に係る産業や自然環境の恵沢に対する子供の理解増進につなげる。

成果

調整 調整

【コーディネーターや協議会に期待される役割例】
○学校給食の使用品目・使用量の整理・共有
○域内における農作物の種類・生産量の整理・共
有
○買取方針・生産方針の明確化・共有
○集荷・納入に係る仕組みづくり 等

栄養教
諭

学校給食に必要な量や規格、集荷・納入に係るミスマッチの未解決等課題

学校給食における地場産物の使用に当たっての課題解決支援として、学校側や生産・流通側の調整役として仕組みづくりを担うコーディネーターの配置に必要となる経費や、行政や
学校関係者、コーディネーター、生産者等による協議会等の開催に必要となる経費等を支援（対象校種：公立義務教育諸学校、実施主体：地方公共団体、箇所数：30、補助
率：1/3）

地場産物を活用して、子供たちに
食に関わる地域の自然、文化、
産業を伝えたい！！ 教育委員会

農政部局

給食センター
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民間団体（シンクタンク等）を想定。
２箇所 約500万円/箇所 １年
調査研究に必要な経費（人件費、委員旅費、謝金等）

委託先
委託対象経費
箇所数等

感染症拡大に伴う学校給食・食育の諸課題に関する調査研究等 令和3年度予算額（案） 0.4億円
(前年度予算額 0.2億円)

・新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、長期間の臨時休業に伴う子供たちの食生活の乱れや学校再開後の学校給食における衛生管理の徹底等、
新たな課題が露見。

・長期間の臨時休業が発生した場合に備えた対応を行うとともに、新型コロナウイルスの特徴も踏まえた衛生管理の在り方に関する調査・指導の徹底等を図ることが必要。

現状・課題

調査研究委員会
（衛生管理の在り方や調査・指導方針の検討等）

文部科学省

・現場への専門家・専門職員の派遣
（徹底した調査・指導）

・指導者養成講習会の開催
（調査・指導ポイントの説明・資質向上）

・報告を踏まえて
衛生管理の在り方を研究

指導者による衛生管理に関する調査・指導等
（指導主事等による域内市町村の学校給食施設の衛生管理状況の調査・指導）

⇒調査・指導結果を域内へ展開。徹底された衛生管理を実現

取組① 長期休業に伴う課題への対応

都道府県

・今後、感染症拡大等に伴う長期間の臨時休業を行うことになった場合の学校給食・食育関連施策に関し、有効な知見を得る。
・学校給食を介した新型コロナウイルスの感染拡大防止をはじめ、学校給食の衛生管理の改善・充実を図り、児童生徒の健康の一層の保持・増進を図る。

成果

【目的】
新型コロナウイルス感染拡大に伴う長期間の臨時休業により露見した
以下の課題に対し、今後の施策の検討に資するため、調査研究を行う。

（課題１）
登校できない場合における、学校給食提供機能を活用した食に関する
指導や食事支援のあり方について。
（放課後児童クラブ等関係機関との連携 等）

（課題２）
安定的な学校給食の実施に向けた仕組みの構築等について。
（学校給食事業者と教育委員会との関係 等）

委託先
委託対象経費
箇所数等

成果

取組② 学校給食における衛生管理の調査・徹底指導等
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