
７.　現在の学校の感染対策の状況やそれに対する意見があれば、お書きください。（９６９人）

プライバシーの保護の観点から感染状況を何もおしえてくれないので逆に不安になるし、どうしたらいいのかも分か
らない。子どもが怖いかは休みたいと言われても何と言っていいか分からない。

学級閉鎖の基準が厳しすぎる。大袈裟に騒ぎすぎ。思うつぼです。

学校ではほんの少し窓を開けて、マスクするくらいしか対策はとられていません。一番リスクの高い給食はそのまま
ですし、音楽の授業ではいまもまだリコーダーをやっています。いまだに布やウレタンの子もいる（不織布マスクが
できない事情の子もいると思いますが）せめて不織布マスクの推奨をしてほしいです。
我が子の担任の先生はオンライン授業をやってくれますが、学校から「希望者にオンライン授業します」とお知らせ
が来たわけじゃないので、ほかのクラスや学年ではオンライン授業ができることを知らない家庭もあるんじゃないか
と心配しています。

一定期間の休講、それから、選択的登校を認めるべき。

数人感染者が出たら学級閉鎖するだけで、相変わらず学校での対策は手洗い、換気、黙食のみ。オンライン授業と
言っても、授業の様子を配信するだけ。オンライン授業では出席にもならない。
co2計測器の導入や頻回なPCR検査、分散登校、双方向のオンライン授業で出席と認めるなど、できることはまだある
はずなのにやらない。これではいつまで経っても感染が落ち着かないと思う。

先生たちが対応で大変そう。教員を増やしてほしい。

先生方にも感染が拡がり慢性的な人手不足。休んだ先生の分、２クラス分かけもったりして現場は限界。そんななか
必死に感染対策してもこの感染状況です。学校が悪いのではなく、政府や教育委員会が考える学校対策が鼻から間
違っているのが問題。原則オンライン授業しての一定期間の休校や、登校自粛要請ありきの登校選択制を求めます(登
校選択制の会 ぽあろ)

空気感染に対しての対策はほぼゼロ。(窓を少し開けるくらい)アルコールばかり吹きかけられて可哀相です

業間休みと昼休み時間の短縮、下校時間20分早い
体育音楽の授業中止
家庭科の調理実習と理科の実験中止
行事の中止

上記は、我が子のクラスのときのパターン(濃厚接触者の候補、学級閉鎖となったのはこの1件のみ)で、この日以降も
ほぼ毎日、陽性者発生の連絡が学校から入るが、「濃厚接触者なし。休校なし。校内消毒済み」という定型文しかこ
なくなった。
ほぼ毎日陽性者が出ていると連絡がくるのに、安心して我が子を通わせようとは、思えません。
上の子は六年生、まもなく卒業ですが、このまま分散や登校選択もないまま過ぎてしまうのは悲しいです。
また、謝恩会もやる予定。
進学予定の公立中学も、連日陽性者がでていても同様学級閉鎖さえなし。オンライン授業さえ今のところ予定してい
ないとの回答をされ、こんなところへ進学させなければならないのか、という絶望感も持っています。

事実を伝えてほしい。学校内で学級閉鎖が出ても通知がない。噂で入ってくる。リスク管理は家庭でするので個人情
報に配慮しながら、事実はきちんと伝えるべき。隠蔽体質では信用できず、自主休校しかない。休校した場合はこち
らが希望すればオンラインで部分的に参加できる。しかし、担任の負担を考えるとお願いしにくい。不安を感じなが
らも登校するしかないという家庭が多い。学校が率先してオンラインも選択可能ですと言ってくれれば多くの家庭が
希望すると思う。

マスクがほぼ無意味なウレタン製や布製で溢れている。いつまでも空気感染だと言うことを知らない。検査しない
為、補償しない為の政府都合の対策しかしないので非常に非科学的。いつでもだれでも無料でPCR検査をすべき。高機
能空気清浄機を導入して欲しい。オンライン整備さっさとして欲しい。全てにおいて馬鹿げている。

生徒の机には飛沫防止板をつけ、毎日の健康観察、話し合う授業等ではフェイスシールドを使用。

我が子は感染拡大始めてから自主休校をしています。週一で担任に会って授業内容やプリントを頂いていますが 本当
ならオンラインで教室と繋げて欲しいです
他の子との関わりが途絶えている事が情操教育上1番心配です

東京1日２万人の感染状況、検査も受診もできない状況、死亡者も増えてる、
学校で感染が増えてるこの状況では、7日から10日の休校が必要だと思います。
休校といっても、非対面。オンライン授業をお願いしたいです。
休めない子供は登校も可能に。登校選択制がいいと思います。

通常は、検査をしっかりやって、感染者のいない中で、普通に学校行事等を続けられることを願います。
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区立小学校ですが、もう少し真剣にオンライン化の整備を進めて欲しい。一年前と比べてたいして変化なしで推進す
る気力も感じられない。他の自治体や海外の例など参考にしつつやって欲しい。これは文科省の怠慢としかいいよう
がない。オンラインと並行で選択登校制なども検討してほしい。日本は酷すぎる。

一回短期間　休校した方がいい

感染症不安で休む時もオンライン授業をしてくれて助かる。

現場の先生方の負担と努力は限界だと思います。
毎日のように生徒と先生の感染報告が続いています（品川区）
医療従事者のような防護服もなく、丸腰でたくさんの子どもたちの前に立ち続け、大切な家族もいる先生方の『明日
は我が身…』という本音を想像すると、我が子の自主休校を選択した身でも申し訳ない気持ちになりますか。
子どもたちの学習の機会も大切ですが、
安心できる医療も受けられない状況下にありながら、子どもたち、先生方、家族の安全を優先すべきと考えます。

毎日のように感染者報告メールが届きます、幸い本区は陽性者が出たら、その学級の心配な人はキットを配布して検
査してくれますので、良いのですが、それを是非続けてほしいです。
また、オンラインと並行した学校運営をしてほしいことと、欠席扱いにするのはやめてほしい。選択制にすることも
検討してほしい。
また、感染拡大が止まらない23区内は、この感染拡大期は2、3週間の休校をして、3月1日より再開くらいのような生
活にすることで、感染拡大を防げると思います。
休校期間中は、午前はオンライン授業、お弁当をとりに行く、給食は自宅でというスタイルでどうか。

CO2モニター設置、オンライン授業は中学校のみ、下の子の小学校ではありません。
検温は自宅で実施するため自己申告。教員の定期的なPCR検査もなし。感染者が出てたから対応するのでは、感染症対
策とは言えません。

ウレタンマスクや鼻出しマスクなど、リスクのあるものを身につける子がしばしば見受けられる。
事情がない限り不織布マスクをしっかりつけてほしい。
本人の事情でなくご家庭の事情なら、学校で不織布マスクの配布をしていただきたい。

給食の時にはパネルの設置もして欲しい。

対策を増やすことも変えることもしないまま、濃厚接触者はありませんというのは信じられない。

また感染者がどの学年なのか、どのクラスなのかも知らされないため、本当に我が子が濃厚接触者にあたらないのか
不安になるため、大まかに教えて欲しい。

同じフロアにいるのか、教室は同じなのか、知らされないまま、毎日感染者が出た報告のみされているから不安は取
れない。

感染対策の極めて難しい特別支援教育を「その他」と杜撰に分類して顧みない、「やった感」だけ出したい国会議員
のマインドが変わらない限り、現場に何かを求めても虚しい。現場が疲弊するだけ。現場を見ろ。

先生生徒共に未だウレタンマスクや布マスクが多く大変心配になります
換気も徹底されておらず先生から窓を閉めるよう言われているようです
昨年夏からオンライン授業の選択ができるようにはなりましたが、当初は出席扱いだったオンライン授業が出席停止
に変更になりオンライン授業を選択しづらくなっています
また、以前は陽性者が一人でも出たら市HPに学校名が公開されていましたが、現在は5名以上の陽性者が出た場合にの
み学校名を伏せて公開と改悪されており大変心配です
マスクをしていたから濃厚接触者にはならない、との判断も不明ですし、何より検査が受けられないのは不安でしか
ありません

オンライン授業は可能だし以前の休校ではやったことがあるのに、頑なに対面にこだわって全員登校一択。結果とし
て、複数の学年閉鎖になってしまった。この状況では登校選択制は必ず選べるように国から指示があるべきだと思
う。

陽性者が出ても、学年、クラスさえ教えてくれず、濃厚接触者はゼロ。学校は通常営業です。全体にオンライン授業
のお知らせも、どういう子がオンライン授業ができるのか、子供にも親にもお知らせ等が無いのに、なぜか欠席者に
オンライン授業が行われている。タブレットの持ち帰りは、9月に接続テストと言われた日のみで、あれからタブレッ
トは家庭に持ってきてません。クラスでオンライン授業を受けている欠席者も、なぜオンラインなのか知らされてい
ないため、子供たちも困惑しています。習い事など、同じクラスに陽性者がいたら欠席しなきゃいけないのに、判断
すらできません。なぜ高齢者は、守られるのに、1番我慢を強いられてる子供たちは守られないのでしょうか？？学校
行事も、中止、卒入学式も、異例状態。高校、大学生なんて未だオンラインばかりで登校もできない。二度と戻らな
いこの時を、こんな風に過ごさせて、将来的に影響が出ると思います！来年度より、息子が大学生になりますが、オ
ンラインばかりでも、授業料が同じなんて、恐ろしいです。
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何も知らされない。娘の通う中学校は陽性の生徒がオンライン授業をしてて、濃厚接触者は普通に登校してます。陽
性の生徒は友達がインスタで言ってる状況。感染対策は無しです。息子が通う小学校は教員から陽性出まくりでも通
常授業。もはや無症状で出まくってる、にも関わらずコロナ対策無し。横須賀市ですが、市側はオンライン授業を小
中学校へ許可出してるそうです。学校側が何にも考えてくれません。このまま通常通り学校があっていいと思えな
い。せめて分散登校か、給食は中止にして欲しい。オンライン授業を横須賀市がきちんと全学校に通達するべき。

主に園長が対策窓口になっていて、夜の遅い時間帯に連絡があったりと負担が大きそうです。休園措置でしたが働い
ているご家庭ややむを得ず預けられるご家庭にむけては園を開いてはいましたが、先生含めた園を取り巻く、いつ感
染するかわからない・感染対策をしても感染してしまう状況に対して、行政の支援(金銭面・食料配布等)がないと感じ
ました。専業主婦のご家庭でも夫が在宅勤務で対応しても子どもがいれば騒がしかったりして家庭内のストレスは増
すばかりです。ここへの支援もまたないです。

これだけ子供たちが感染しているのに、学校は何もせず通常営業なのはおかしいです。
台東区在住で子供は小学生ですが、
タブレットは配布されたものの、一度もオンライン授業をやったこともなく、
ただ毎日持ち帰り充電するのみです。
今のような状況で使わないのなら全く意味のないことだと思います。

私はオンラインで対応できるご家庭はオンラインで、お休みすることが難しいご家庭は登校するハイブリッド制が良
いと思います。
そしてオンラインでも出席扱いとするのは当然だと思います。

どうして感染覚悟で学校へ行かせないといけないのでしょうか。
大人も在宅するよう指示があるのに、子供はいつも守ってもらえず悲しいです。

同じ学年で短い期間に何度も出ているのに在籍クラスのみ2日間学級閉鎖をするだけで場当たり的な対応だとしか感じ
られない。学年閉鎖をして欲しい。濃厚接触者でも兄弟は登校できるのもおかしい。せめて検査結果がわかるまでは
休むよう指示するべき。
園児、小学生はマスクの扱いも適切ではない場合が多く、距離が近かったり大きな声も出しがちなのに濃厚接触者の
定義が大人と同等なのはおかしい。
しかし県の方針に従っているだけなので学校には言いづらい。
また、在住する大津市は、予算が立てられず低学年にはタブレットも配られていないため、オンライン授業自体が不
可能。
滋賀県は競艇の繰越金が20億近くあるにも関わらず子供にかけるお金はない模様。

学校は感染者が出ても保護者に連絡をしません。自衛の為には情報共有が不可欠です。きちんとした情報提供と、感
染不安な児童のためのオンライン授業が必要だと思います。

後手後手と言うか何もやらなさすぎる

園で複数の陽性者が出ました。学級閉鎖になりましたが、その他のクラスは合唱会など通常通りに行われています。
合唱、吹奏楽器はリスクの高い活動とされているのにその対応は疑問です。コロナに感染することのリスクを過小評
価していると感じます。

常時換気、マスク、アルコール消毒、授業短縮等

学級閉鎖があっても該当学年の保護者にしか知らされないので不安

マスクをしていたから濃厚接触ではないと言われる。陽性者出たら少なくとも当該クラス全員PCR検査すべき。
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小学校では、毎日複数の学級閉鎖が出ています。しかし濃厚接触者なし、検査なしで３日の学級閉鎖で終わります。
閉鎖してからすぐ感染者になったお子さんを保健所は学校とは関係ないから連絡しないと言いました。保護者の機転
で学校へ連絡し学級閉鎖延長になりましたが、複数人になってもクラス全員に検査はしません。案の定また学級閉鎖
になっています。そんな複数出たクラスがたくさんです。濃厚接触者の定義がおかしいです。ウレタン鼻だしでもマ
スク着用とみなし、給食食べているのは無視です。
それでも市は家庭内がほとんどだと言います。理解できません。
また学級閉鎖中の兄弟は普通に登校登園してしまいます。
保護者への情報も足りていません。
クラスに何人出たのかはお知らせありません。もうどんなに感染者が出ても３日後に濃厚接触者なしと学級閉鎖解除
という流れがが決まっているかのようです。
子どもは学区をこえて習い事やクラブなどしているのに市内の休校や学級閉鎖状況の公表がありません。習い事の教
室の先生もどんどん感染しています。
県は１人陽性が出ればクラスに検査する
イベントベースサーベイランス事業を活用するように言ってますが、現実は検査してもらえません。今のままでは感
染は広がるばかりです。
休校してほしいです。

娘の学校は、プライバシーの保護として、感染者が児童か職員かを明かしません。クラス名のみ発表あり、学級閉鎖
対応です。娘には自主休校の形でお休みさせていますが、オンライン授業などの対応はありません。(タブレットで担
任がメッセージと板書の写真を送ってくれます。)

昨年9月と同様に、分散登校やオンライン授業、希望者には学校開放という形で選択制をとれば、保護者も仕事に行
け、休める子どもは家で学習できると思うのですが、なぜやらないのか。理解に苦しみます。

私の自治体は登校選択制です。
やむを得ず登校しなければいけない生徒以外は原則オンライン授業で出席扱いです。
希望通りになったので子ども自身も安心して学んでいます。(私は専業主婦のためフォロー出来てます)

学校も先生方も出来る限りやって下さっていると思います。これ以上は無理、対策のしようがないと感じます。そう
なるともうオンライン授業（やっている学校であれば）か欠席を選択するしかありません。

学校の感染対策は全く見えません。子供に聞くだけです。早退で迎えに出掛けた際、肩を組んで大声でお喋りしなが
ら廊下を歩く生徒、何故なのか？生徒とハグをする教師の姿が。そんな中、濃厚接触者はいません。とのメールが来
ても納得はいっていませんし、そのメールが来たからと言って、何になるのでしょうか？休校になるわけでもなく、
オンラインができるわけでもないので(練馬区容量の問題でオンラインできません)。
ただ、1月からは、1名でも陽性者がクラスで出れば学級閉鎖(消毒のための2日)は、懸命だなとは感じています。

守山市内の公立小学校は学級閉鎖がたった3日間という短さのため、学級閉鎖が同じ学年また違う学年にも広がってい
ます。
また学校の先生への感染にもつながっており、先生方にも家族や家庭がある中、一教室にたくさん集めた授業やマス
クを外す給食など、心身ともに疲弊されてるのではなかろうかと案ずるにあまりある状態です。

なんのための教育委員会なのでしょうか？なんのための行政なのでしょうか？子どもたちや先生方を守る施策が何一
つ取られていないのは、みんなが安心安全に生活のできる最低限の権利を侵害してるのではないかなと、とても問題
だと思っております。

個人の感染対策の努力に任せるのみで、実質今までと何も校内の対策は変わってません。部活がなくなったくらい。
うちの中学ではオンラインもしておらず。授業の遅れを人質に一か八か登校している状況です。1年と3年の子供がい
ますが、3年は受験真っ只中なので半分以上が自主休校。1年は全く空気が違い、全員当たり前のように通っており、
自主的に分散登校しているうちの子は浮いた存在です。給食中も大声で話す男子がたくさんいるらしく、本当にこわ
いです。オンライン環境を早急に進め、通学かオンラインかの選択の自由を委ねてもらえれはわ、全て解決すること
だと思うのですが。我が市ではタブレット一人一台支給されているのに関わらず、今それを使わないでいつ使うの
か、本当に腹立たしいです。

せめて２週間程度でも一斉休校が必要と考えています。実際対策を徹底した鳥取、島根などは感染者が減少傾向に
なっていることから、やはり学校に重点を置くべきと思います。

換気が不十分。
マスクの着用が徹底されていない。

大学生→まん延防や宣言の出てない地域に移動して部活やる人が多い、対面授業に拘る所が多い
そして対面授業後空いている(制限の無い)地域で飲み会をし全員感染という例が多発している
小中→給食時のリスク、換気が全く配慮されていない(未だに空気感染を軽視した対策)、専門業者でもない学校の先生
がリスクに晒されながら消毒作業に当たっている。

プライバシー保護の為、学校関係者としか連絡がなく、児童か教師かすらも分からなく、濃厚接触者が何人位いるの
かも分からなく、情報がなさ過ぎて余計に不安になる。
せめて通っている関係者には細かく情報を提供して欲しい。
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毎日学級閉鎖のクラスがあるが、自分の子供のクラス以外どこが学級閉鎖か連絡ない
そして濃厚接触者の隔離期間が7日と保健所から連絡があり、登校登園可能か聞いたが、怖い！不安！と抗原検査を受
けさせられたり、もし何かあったらと不安でしょう？またこんな目に遭いたくないでしょう？と言われ、隔離終了後
も1週間は登校を控える事とした。

オンライン授業がありがたい反面、先生方の準備が大変なのではないかと思い、残業や持ち帰りの仕事が増えてない
か心配です。

感染対策はかわらずなのでクラスターにもなってます。

次女の通う私立の幼稚園は日頃の危機管理も素晴らしく迅速な対応がされていて感染対策がバッチリされているなと
感じる一方、

長女の通う公立の小学校は感染者が出ても何もなかったかのように進んでいます。全員PCRを受けられるわけでもな
く、欠員補充のため担任の先生は2クラス受け持ち、8歳(小2)は大声で音読する。
このギャップに戸惑っています。

学校の感染対策には不安があり、長女は自主休校してオンライン授業を受けています。提出物も出しています。子供
も先生も頑張っているのに「出席停止」と無かったことにされるのには不満を感じています。

保育園などでの対策の基準を示してほしい
できる限りの自主対策をしている保育園もあれば形だけのところもある。園長の意向で対策度合いが変わってしまう
のは良くない。
縦割りと横割りや食堂で一斉の会食が行われるような園では集団感染も時間の問題。

オンラインなどの場合、自主的に学習できる子ならオンラインで良いがそれが難しい子の学習もしっかりフォローし
てほしい。

感染の経路として給食が問題だと思っています。どうしても昼食を学校でとらなければならない場合を除いて、給食
は一定期間だけでも中止にしたほうが良いと思います。

幼稚園1号認定は基本休園にすべきと思います。専業主婦は家庭でみれます。うちは2週間自主休園させてますが、陽
性者が出たとちょこちょこメールがきます。体調不良でも平気で通わせる親もいるんです。休園しないからどんどん
広がってるんです。1号は家庭で見れるんです。オミクロンが落ち着くまでで、できるところから閉めて下さい。小さ
な子を守ってください。

マスクをして、換気していれば、濃厚接触者にならないというのはおかしいと思う。

陽性者がでたらクラス全員検査してほしい

千葉市です。となりの席の子が感染してもコロナが出たのかどうかも教えてもらえず、地獄の沙汰となっています。
千葉市は何もかも非公表で、生徒も保護者も憤慨しています。

クラスに感染者が出て、複数の体調不良者がいるにも関わらず、濃厚接触者なし、検査なしで、3日間の学級閉鎖のみ
です。検査をしない限り、広がるばかりで、怖いです。検査キットが不足して、検査ができないのなら、濃厚接触者
なしと誤魔化さず、オンライン授業をメインにしたり、学級閉鎖を長くしたり、文科省、学校や教育委員会に、もっ
と危機感を持って対応して欲しい。

陽性者がいても濃厚接触者特定もしない、授業も合宿コンクールも長距離走も給食も通常通り。各クラス10人程欠席
していて、先生は授業中に咳き込んで廊下へ走ってい状況。陽性で休んでも学習補助プリントさえ出してもらえませ
ん。

かなりしっかり対策されていると感じています。

幼稚園だが、陽性者が頻発しているにも関わらず行政からの基準に従い該当クラスのみ5日間ほどの閉鎖にとどまるの
は職員にも他の園児にも不安なばかりでとても得策とは思えない。複数名の感染者が出ているなら、きちんと一斉休
園し、それに対する補償の仕組みを行政は構築すべき。現場任せは今の状況下では悪手でしかないと思う。（京都市
です）

保育園ではこれ以上何をすればいいのというくらい必死に感染対策をしてくれている。送り迎えする保護者の園に入
る時の意識が低い人が多く困惑しています。

私立校は校長の判断になっており、実質文科省以上の判断を行いません。
接触者や登校不安者へのオンライン授業の提供を国からもっと強く言ってもらって、対応させるようにしてほしいで
す。

同じ市内の小学校でも、学校生活や行事に対しての対応がバラバラです。
例えば、生徒数の多い学校で合唱をしているのに、生徒数の少ない学校では禁止していたり。校長判断？
各学校でバラバラな感染対策、科学的根拠は無く、ただなんとなくイメージでやっているとしか思えません。

今は学校で感染者が出ても学年はおろか生徒か職員か、何人かすら知らされません。濃厚接触者無しで翌日から通常
登校です。
幼稚園も濃厚接触者無しで一週間後には25名以上のクラスターが発生しています。
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隣の小学校でクラスター（学校は認めていないけど複数の陽性者および30名以上の熱や体調不良の欠席者）がいるに
も関わらずうちの小学校では陽性者連絡が、未だにない（都内）学校に問い合わせしたら、陽性者は答えられません
という回答でした。情報開示すらしないので致し方なく自主休校中ですが、リモート等の選択無し、教育委員会から
は感染拡大中の案内のみ。感染症不安で休む人は出席停止扱いとなっていますが完全放置です。世田谷区や寝屋川市
みたいな選択制登校や対策があれば助かるのに、孤独や不安（皆頑張ってるのに自分だけ&ずる休みと思われ友達がい
なくなるかも）や葛藤（とはいえスキー合宿すら強行する学校に恐くていけない）のなかにいる我が子をみるのが毎
日辛くていたたまれません。

オンライン授業を選択しても出席扱いになる「登校選択制」の地域ですが、実際にはほとんどが登校しており、毎週
数名の陽性者が出て学級閉鎖を繰り返しています。
広い検査ができないなら、強い登校自粛要請や休校が必要だと思います。

一時休校または完全オンライン授業が望ましいが、少なくとも部活は休止するべき

高校生です。学生のプライオリティーってこんなにも低いものなんでしょうか。検査キットを配り、陽性者と陰性者
をしっかり区分けながら、課外活動や部活動をなるべく通常通り行うことがなぜ日本ではできないのでしょう。街を
歩けば酔っ払いが居酒屋から出てきてカラオケへと入っていく。そんな中で文科省から2/4に出た通知で一律の合唱・
調理実習・運動系部活動の自粛要請。ハッキリ言って納得できません。共産党の方にはぜひ生の声(保護者及び生徒)を
聞いていただきたいです。どうかよろしくお願いします。

感染状況を隠して伝えないので不安が募る
後から聞いて学年閉鎖になっていた、とかクラスの子がなぜ休んでいるのか聞いてはいけないらしい　コロナ感染者
を差別してはいけないという教育もなし　これでは逆に疑念を抱いたり差別を助長してしまうと思う

どのような場合にオンライン授業をやってもらえるのかといった明確なガイドラインがなく、個人的に学校や担任と
交渉した人だけがオンライン授業を受けられている現状です。オンライン授業が「裏メニュー」のような扱いで、情
報がない家庭や遠慮している家庭は、できれば受けたいと思っていながらも、受けられていないと思います。学校や
教育委員会が、ホームページ等にオンライン授業のガイドラインを公表すべきだと思います。

小学校で陽性者がでても2日間の学級閉鎖のみ。３日後再開翌日再び陽性者ありで学級閉鎖の繰り返し。マスクをして
いるからと濃厚接触者なしの判断。同じクラスの子にも検査せず、、、。共働きですが、休校にして感染拡大をおち
つかせてほしい、、、

学校は感染対策しっかりしてない印象です。担任がウレタンマスクをしていますし、それを注意しにくい空気があり
ます。

オンライン授業、選択登校制、頻回PCR検査、オンライン授業を出席扱い、感染状況などの情報公開、希望

兵庫県神戸市の幼稚園ですが、市の方針に従うしかないので、先生は板挟み的な立場で大変だと思います。先生の家
族や保護者が陽性でも先生や園児が陰性のため自由登園は解除されましたが、保護者は不安なので休む園児も多いで
す。

黙食だけでは限界がある。マスクも不織布ではない大人も子供もいて普通に大きな声を出しているとのこと。

オンラインの選択がしたい！
タブレットはレンタル料金を保護者が払っている私立です。周りの公立に合わせてオンラインをしてくれません。
出来るところはしてほしいですし、
校区内の学校や教育委員会への配慮をやめてほしいです。
手が洗いたくても水しか出ず、洗いたくない子は洗わない。感染リスクが上がるので、温水に切り替えてあげて欲し
い。

基本的な事しかしていない･･･でも教室の換気は出来ていない、子供同士は休み時間に変わらず密集しています

こんなご時世なのに給食後の歯磨きうがいがあるのが意味がわからない。
オンライン授業も分散も何もない。している対策はマスク・手洗いのみで、今まで何をしてきたのかと思う毎日で
す。
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学校は1人目が陽性になったときは市のHPで発表され1日だけ休校になった。2人目以降は学級閉鎖1日、濃厚接触者な
しで誰も検査せず、市のHPでの公表もなし。検査対象や休校、公表の基準が学校毎に対応が違い過ぎてガッカリす
る。オンライン授業は最初断られたが、ただ黒板を映して先生の声を聞ければいいと頼み込んだところやってみま
しょうと可能になった。下の子は全授業は参加できないが低学年なので国語算数、時々音楽や学活をオンライン授業
でやってくれている。前日にメッセージで授業に使うプリントをアップ、時間割と内容を簡単に教えてくれるので滞
ることなく授業に参加できる。挙手して指名されれば発言もでき主体的に参加できるオンライン授業で満足。上の子
は黒板も音声もなくただPC上のちょっとした課題を出しておしまい。オンライン授業になっていない。先生毎でもオ
ンライン授業のレベルが違う。多くは求めないので、黒板映して音声聞かせてくれれば、子は授業に参加している気
持ちになれて安心なのにと言っている。あとはオンライン授業で感じたのはひどい咳が飛び交っている。クラスに1、
2人ではなく5人以上ゲホゲホし、特に低学年はマスクも鼻出してつけているので、これで濃厚接触者なしはさすがに
異常。風邪も親によって認識が違うので咳で休ませる親は少ない。でも咳がひどくて早退させられた他校の子はそれ
でコロナ陽性だった。オミクロン株が流行してから濃厚接触の定義、症状の違い、色んなものの認識を改めなきゃい
けないと思う。学校は特にひどい咳があったら帰すくらいの気持ちじゃないと学校での感染拡大は食い止められな
い。むしろ一定期間休止にするくらいしないと無理だと思う。

とにかく学校は密です。机と机の間もありません。陽性者が出たとメールをもらっても、クラスも学年も教えられ
ず、毎日感染者が出たメールを受け取るも、濃厚接触者無し。そのうち2年生が学級閉鎖したので、あー2年生で広
がったんだな。。と思いました。怖かったので「不安ですので欠席します」と伝えたところ、「オンライン授業参加
可能。ですが欠席扱いになります」と言われました。

感染者が出た旨の連絡メールは連日のように来ますが、いつも濃厚接触者はいません、休校しません、消毒済みのた
め通常通りとなってます。部活はマスクを外してやっていますが本当に濃厚接触者にはあたらないのか、いつも不安
に思います。

臭いものには蓋をするように、市内のコロナが出た学校や、同じ学校でも学年などが公表されない。
習い事で他校の子達と同じになるので、習い事の自粛など対策の為に公表して欲しい。

クラスの人数が多いから、絶対に密だと思う。

感染状況についての情報提供が少なく、不安を感じます。感染者発生時、氏名や性別など個人情報は不要なので、感
染者人数や学年、検査状況など、もっと情報がほしいです。また、オンライン授業は個別対応となっており、正式な
通達がきていない為選択しにくい状況です。

オンライン授業がある、と書きましたが、授業の要点が書いてあるパワーポイントの配信があるのみで、授業のライ
ブ配信はありません。授業のライブ配信を希望しています。

濃厚接触なしだったとしてもそれはマスク一枚だけのこと。感染が出た場合、クラスメイトには知らせてほしい。場
合によっては登校や習い事を自粛したり仕事を休んで様子を見ることができるから。

陽性者への人権配慮が最優先され、情報が全く公開されていない(陽性者が何名出たかだけ)濃厚接触者になり待機の人
にすら、学校なのかスクールバスかなのかも知らせず、毎日とても不安です。特別支援学校では、過敏でマスクが着
けられない子も多いです。

複数の感染者が出ているのに情報を得られない。お休みの数すら教えてくれません。おそらく学校の発表よりも実際
の感染者はもっと多いはず(噂等で流れてくる)なのにあたかも感染者、濃厚接触者はなしのような感じで学校は通常通
りです。意識の高いご家庭は自主休校されていますが、ただの風邪だから平気とろくにマスクもせずに出歩くご家庭
も多いので、これでは拡がるばかりかと思います。
一旦短期間でも休校や選択登校の措置をとるべきかと思います。

現場は出来る範囲では頑張ってると思います。ただ教育委員会や市、県の対応が遅すぎて学校でも出来る事が限られ
追いついてなく、感染爆発しているとおもいます。

オンライン授業を、感染していなくても誰でもいつでも選択できる登校選択制。それならば仕事に行かなければなら
ない親も安心でき、教室は密になりません。ただし、先生方への人員増加なども合わせてです。できないのであれ
ば、文科省で全ての単元の動画を今すぐ作ってほしいです。

大学ですが、感染状況が落ち着いていた時は登校していましたが、感染者が増え始めた段階ですぐにオンライン授業
に切り替わりました。大学はまだマシな方だと思います。小中学校もこのようにできるよう支援が必要だと感じま
す。
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学校はエアロゾル感染の認識にアップデートできていない。いまだに接触飛沫感染のみの考え方である。
高校からはこのようなメールが来た。
「陽性者に対して、発症日（症状の出た日）から2日前からの学校での活動を調べます。
① マスクをせずに15分以上、1メートル以内の距離で話しをした。
② 換気をしていなかった。
特に①がある場合には、濃厚接触者となります。具体的には、昼食時や帰宅途中の飲食がこれにあたります。逆にマ
スクを着用し、換気をし、食事中は黙食をしていれば、濃厚接触者とはなりません。
　部活など、マスクを外す活動の際も、互いに距離を取り、大声を出していなければ、濃厚接触者にはなりませ
ん。」
エアロゾル感染は考えていないのがよく分かる。
さらに驚くのが、教師がマスクをキチンと付けていない。布マスクの教師もいる。酷い教師は、マスクがずれて、前
歯が見える、口の中が見えている教師。要するにノーマスクと同じ。教壇から子どもたちに飛沫を飛ばしながら大声
を張り上げ授業をしている。また、百人一首大会をしたり、グループでの話し合いをさせたり、子どもたちを密にさ
せて活動させている。

布マスクの外国人講師が生徒と一緒に歌を歌って授業していた。
給食の時間も結構おしゃべりしているらしい。
顔近づけて話している。
布マスク、鼻マスクが多い。
先生もマスクをとって話している時がある
このクラスは全員濃厚接触者認定された。
歌、リコーダー、ハーモニカやっている
縦割り班遊びなど他学年交流もしている
先生の意識の違いで感染対策に差がある。
廊下は走らない。みたいな学校ルールを作って先生、生徒にわかりやすく提示した方がいいと思う

東京都でPCR検査ができる制度が整っても、区や学校が活用していません！声をあげても動かない、全く非科学的な対
応で保護者が疲弊しています。

去年、コロナ感染があった?のに胃腸炎にして公表しなかった事もあり、信頼が崩れました。
私の地域は小学校以上は毎回、濃厚接触者なしで通常通りです。お休みが多いかどうかの情報もありません。市とし
ての感染者は多いのにおかしいなと思ってしまいます。

集団生活において、ウィルスをシャットアウトすることは不可能です。消毒を強化したり、ワクチンを開発すれば、
ウィルスは変異するので、終わりがなくなってしまうと思います。免疫力が弱かったら亡くなることもあるかもしれ
ませんが、それはどんな病気も同じですね。ウィルス対策より、子どもの自殺を減らす方に予算をかけて欲しいで
す。教員を大幅に増やしたり、受験の改革など、子どもが子ども時代をしっかり生きれる環境作りの方が、命を守る
政治になると思います

生徒、保護者への情報共有。　感染予防、不安を感じる生徒たちへ、登校、オンラインのどちらでも選択可能である
事を積極的に周知するべき。

専門家がいくら不織布マスクを推奨しても、「経済的に買えない家庭があるから」と布マスクやウレタンマスクの子
がいても野放し状態なのは多くの子供達を集めている学校では不適切だと思う。布マスク半分以上とは言いません
が、テレビで流れる他学校の様子を見てもそれなりに見かける。本腰入れて不織布マスク以外禁止！とならないこと
がおかしいと思います。それくらいの局面だと思います。（事情のある人は申告制で許可）。ただ、内側のみ布素材
の不織布マスクもあるのになと思いますが。

あと多くの人が言われているように、感染者が出てても自分の子供のクラスなのかどうかさえ知らされないでは自衛
できませんし、こどもからしても怖いことだと思います。プライバシーを理由に何も教えてもらえないのは一方のみ
の意見に偏りすぎていると思います。噂話の為に知りたいんじゃなくて、自衛の為に知りたいだけなのにそれすら許
されないのはおかしいと思います。個人名が知りたいのではなく、せめて自分のクラスの子供かどうかや、感染者の
人数、その子がいつから学校へ来ていなかったのかは教えてもプライバシーの侵害にはならないと思うのですが。

いろいろ一般的な対策はとられていても、長時間、大人数で過ごすのはリスクしかない。一番の対策は集まらないこ
としかないと思うので、一定期間の休校にして欲しい。知事も飲食店でなく学校などで増えていると言っていて、な
ら学校止めてと思う。鳥取県は休校にしたら感染者が減ったと聞いた。全国で今すぐやって欲しい。

感染者が出たことしか知らされず 状況が分からないので不安でも どうしたらいいのかの判断が出来ない。

オンライン授業
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幼稚園からは陽性が出た場合は保健所の判断に従い、園からの対策は行わない旨予め連絡があり、その後陽性者が出
た時には1人も濃厚接触者無しで、陽性が出たクラス名すら教えられませんでした。わが家は自主休園中ですが、来週
末にはお遊戯会が開催されます。
春から入学する小学校のメールリストも登録していますが、毎日複数の陽性者が出ていますが、該当クラスにしか連
絡がなく、他言禁止になっています。そして毎回濃厚接触者無し。濃厚接触者なんて全く追えていないので連日同じ
クラスから陽性が出たりしています。
全員検査ができないなら、一定期間休校休園にしてほしい。幼稚園も市に従う→市も県に従う→県も国に従うという
ので国が動かないと何も変わらず困っています。

こども園に兄弟2人が通っています。幼児クラスで陽性が2人出た際、幼児とは園舎が離れており交流もない低年齢保
育クラスもまとめて休園となりました。せめて低年齢児の預かりを止めないでくれれば欠勤せずに済みました。どこ
までを休園対象とするのか、科学的根拠に基づいて柔軟に対応してもらえればと思います。

濃厚接触者認定を学校が行うようになり、『もう今後はそう簡単に休校にはならない』と担任が生徒に言っている。
陽性者が出てもマスク着用しているため（昼食時はマスク無しで会話しているが問題としないらしい）校内で濃厚接
触者無しとするのが基本になるのだろう。今もクラスに多数欠席者がいたり教員が長期で休んでいるが、陽性者が何
人いるのか…部活は大丈夫なのか情報が全く保護者に伝わって来ない。

聞き取りもせずに、濃厚接触者無しと決めつけるのがおかしいと思う

上の子供は都内私立中学に通っており陽性者が続けて出た後オンライン授業に移行しました。下の子が通う川崎市立
小学校は通常通りの対面授業です。川崎市教育委員会のホームページでは日々陽性者が発生した学校と閉鎖などの対
応が発表されており、我が子が通う小学校については該当事例が無いようでしたので少し油断をしておりました。と
ころが、よくよく文書を読むと、「公表しない場合もある」との注意書きがあります。気になって2/4に陽性者が発生
した場合の運用を小学校担任に尋ねたところ、保健所の指導で学級閉鎖となる場合以外は、陽性者が発生してもクラ
ス内の保護者への情報共有は行なっていないとのこと。「濃厚接触者の判定に時間がかかり、その間に感染が広がっ
てしまうという可能性は排除できないのでは？」と尋ねると、「そうです。」との回答でした。川崎市教育委員会の
方針のようです。オミクロン株との戦い方を全く理解していない非科学的な対応に驚くと共に、そんな危険な場所に
毎日我が子を送り出していたのかと思うと、子供に対してとても申し訳ない気持ちになりました。そもそもその運用
ルールがわかっていれば欠席を選択した家庭もあったはずでは、川崎市教育委員会の指示で陽性者発生連絡ができな
いにしても、運用ルールは学校の判断で共有できないのか検討してほしいと担任に伝えて電話を切りました。また川
崎市ではギガ端末の整備が間に合わずオンライン授業に移行できていないという話も聞きます。子供達、社会を危険
に晒すルールを早急に見直し、感染拡大を食い止める施策を各自治体で柔軟に打てるよう国がリードしてほしいで
す。

検査が全部終わるまで発表されないので、普通に学校をやっているので心配。濃厚接触者を決めるのは学校だし、抗
原検査だし、色々心配

住んでいる自治体の方針もありますが、学校の対応には不安が募るばかりです。
感染者が出ても保護者に知らされるのは教員の感染があった場合か、学級閉鎖になるケースのみ。それも市の発表と
噛み合わない事もしばしば。
オンライン授業もない為、我が家は出席停止扱いの自宅学習をしておりますが学習面の補助などはなく放置状態で
す。
学校では机も２席ずつくっつけて距離もとられていません（給食もそのまま）、向き合って座らせる授業も衝立や距
離を取る事もなく行われています。
感染対策は初期の頃と変わらず、ただ窓を数枚あけて、各教室にアルコールを置いてあるくらいです。

感染者が出ても、どのクラスかどの学年か全く分からず、どの程度危機感を持てば良いのか全く把握できず対応出来
ません。感染予防で休んでもオンライン授業もありません。

札幌市ですが、今現在クラスに1人陽性者が出ると学級閉鎖になります。その間はオンライン授業になりました。この
ままオンラインで授業を受けたいと伝えましたが叶いませんでした。受験生で感染したくないから自主休校してる子
がクラスの半数なのに…。給食を40人同じ教室で食べている以上、誰かがかかれば全員濃厚接触者だと思います。感
染してから動くのではなく、感染しない、させない為の政策をしてほしいです。
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近隣の学校では陽性者が出ていますが陽性者が出ても濃厚接触者ではないと
学校休校、学級閉鎖になっても対象者は絞られ
その他は検査もできない状況。これでは感染の拡大は止まりません。

保育園の大規模な70人以上のクラスターも出ています。
頻回検査が行われていたらこんな大きなクラスターは
起こらなかったでしょう。

学校での定期PCR検査早く導入して欲しいです。
複数人のプール検査でもいいです。

津波が来ているのに逃げるわけでもなく
ただ傍観しているような今の状態は
愚かとしか言いようがないです。

感染不安はあるものの
検査も満足に受けられない。検査キットも売っていない。

自宅療養
みなし陽性医療につながらない
そんなのおかしい。

都会だったら入院できるかどうかは別として
病院もあるでしょうが
この地は大きな病院はひとつしかない。
医療脆弱地に住むものは切り捨てなのでしょうか。

品川区立の小学校です。オンライン授業を試行的にやってはいますが、回線は不安定で繋がらないことも多く、オン
ラインを元々行わない授業も多いです。学校からもオンライン授業についての正式な通知はなく、欠席扱いです。毎
日のように陽性者(生徒)の連絡がありますが、濃厚接触者無しとされてこれまでと変わらず対面授業をしています。オ
ンライン授業を当たり前にできる環境をいい加減に整えてほしいです。

オンライン授業出席扱い、登校選択制にしてほしい！

陽性者が出たクラスのみ学級閉鎖になりますが、濃厚接触者はなしということで、すぐに学校再開になります。
詳しい情報などは知らせてもらえないので、子供は本当に濃厚接触者ではないのか心配です。
同じクラスで授業を受けたり、学校生活を行う中で、濃厚接触者であるかないかの違いは何なのか、全く分からず学
校に行かせるのも不安ばかりです。

中3のクラス受験前の大事な時期にコロナが出てます。

自宅学習は完全オンラインではなく、黒板画像と教科書で自分で学習してノート取り。あらかじめ今日の教材として
のプリントなどの配布なし。PDF配布もなし配布されても家のプリンターとGIGA端末が接続禁止。
親のフォローなしで出来る子は出来ると思うけども、親自体フォロー出来ない家庭や出来ない子は厳しい。集中力が
違う。
オンラインだとどうなるかは不明だけどもひとりで教科書学習はちょっと。何かしらの解説動画や、親のフォロー必
要ならせめて授業のレジメ欲しい。

「個人情報の保護」を唱えてコロナ対策についての無策を棚上げし保身を図る責任者が多いです。

１名陽性者が出ても、３日休園になっただけ。その際の濃厚接触者は０。マスクもできない園児に濃厚接触者が０の
わけがない。休園の間に5名。しかし、休園中の陽性者なのでカウントされない。小規模のため定員19名中6名。クラ
スターではないのか。

私立幼稚園に通っていますが私立は自治体の管轄外と言われながらも感染者が出ても休園や学級閉鎖はするなと自治
体から圧力をかけられている現実があります。園長や副園長は高齢で情報にも疎いためコロナ軽視しており、クラス
ターが起きていますが通常保育をやめることさえしません。
不織布マスクの推奨、空気清浄機やCO2モニターの設置、定期的なPCR検査、感染者出た場合寝屋川市のように細やか
に検査できるよう私立園も含めて対策を進めていただきたいです。
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濃厚接触者の定義が疑問です。特に学校は子供達が密接になっているのに殆どの場合濃厚接触者なしで追加の検査も
ありません。おかしいと思います。

また、定期的PCR検査や陽性者が出た場合のクラス全員検査はして欲しいです。

オンライン授業に関しては、今年度から導入されましたが二学期までは利用者がクラスで1人か2人でした。三学期か
らはクラスの4分の1くらいに増えましたが、密が減るほどではないと思います。

オンライン授業を選びたくても、親が休めない、もしかしたら同調圧力（緊急事態宣言が出ていないから）などの理
由があるのかと推測しています。
ですので、せっかくのオンライン授業を利用しやすくなる工夫も政府にはしっかり考えて欲しいです。（保護者の給
与補償付き登校自粛要請、または一時休校など）

感染対策を徹底しているといってもそれでもクラス内で陽性者は出ている。
今までの対策では充分ではないので、クラスの密を減らす努力をすべき。在宅でオンライン授業が基本で、登校せざ
るを得ない子どもだけ登校できる登校選択制がいいと思う。もちろんどちらも出席扱いで。
長野日大小学校の登校する子も空き部屋でオンラインを受けるという対策が理想だと思う。これなら、疲弊している
先生方や不安な子ども達も負担が減る。感染リスクもかなり減らせると思う。

教育委員会は、感染不安での「自主休校者」にオンライン授業が可能なことを広くアナウンスしてくれない（臨時休
業、学級閉鎖等で出席停止の場合にオンライン授業可能という通知のみ、我が家は教育委員会に問い合わせたのでオ
ンライン授業してもらえている）。
広くアナウンスしてもらえる様に依頼したらすでにしているとの返答。納得いってません。

市立中学校で2月中旬に長野県での2泊3日のスキー教室があり、市の教育委員会の方針で実施予定。検温とマスクだけ
の対策で授業も通常（バスケットの試合など接近する体育種目・部活動は自粛中です）非常に不安。県立高校は吹奏
楽部の活動が以前と変わらず、密集しているにもかかわらず対策なしのままで不安。

教育委員会に電話をして聞いたところ、タブレットの全生徒への配布完了が今年度の夏休みでした。第5波の際も教育
委員会は対面授業の良さを強調するのみで、オンラインの「オ」の字もありませんでした。そもそも配布されたタブ
レットは学校内でしか使っておらず、自宅へ持ち帰ることは考えていないとのこと。
一年前に各家庭のWi-Fi環境や端末機の有無についてアンケートがありましたが、アンケート結果を知らされて終わり
でした。

体育の授業や部活動については感染予防対策について気にしているようなお便りが何度か配られたものの、実態とし
てはつい一週間ほど前までノーマスクでランニングが普通でした。
愛知県は昨日から部活中止になりましたが、陽性者が出てもノーマスクで部活(運動部)をしている公立中学校の神経を
疑います。
ただ、一部の保護者はこのような部活中止に対して苦情を言うような人もいますので、一概に先生方を責めること
は、これも違うな、と思っております。

結局は『正しい情報を国が危機感を持って正しく国民に伝える』これに尽きると思います。そうすれば学校に「もっ
と部活をやれ」などと言う保護者も減ると思いますから。
マスクについても同様で、いまだにウレタンで通っている子は多いです。肌トラブルなどの事情があって不織布がつ
けられないのであれば仕方がないのですが、金銭的な理由で不織布マスクが買えない家庭があるのであれば、そのあ
たりのお金を国や自治体で子どもたちを守るためにも、なんとかできないのかな？と思います。

子供は支援学級で人数も少ないこともありオンライン授業の参加など柔軟に対応してくださります。

休校もしくはオンライン授業にしてほしい

学級閉鎖が相次いでいる。せめてオンライン授業で登校選択できるようにしてほしい。登校させているが毎日もらっ
てきそうで不安です。

市役所や学校と色々交渉したり問い合わせしたりしているが、不誠実極まりない。大阪の茨木市は保健所が大阪府の
ものだから茨木市内の感染状況についてのデータを持っていないと言い張っております。で、茨木市内の感染状況把
握していないのにどう感染拡大防止するの？という素朴な質問は無視。完全に狂っております。

陽性者や感染者が出ても保護者には一切連絡はありません。休みの人数すら教えてもらえません。学級閉鎖になるま
で個人情報保護だそうです。
タブレットは家に持ち帰れずオンライン授業の準備すらされていません。
自主休校していますが学校からの連絡は一切なくプリント配布は感染対策のためにされません。

濃厚接触者で登校できない間、オンラインで授業対応してくれたので、助かった
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一月下旬から子供2人(公立小1、未就園児で、プレ幼稚園と一時保育)が通う施設の全てで陽性者が複数名発生しまし
た。本当なら自主休校させたいですが、オンライン授業がなく勉強が遅れるのが心配で仕方なく通学させてます。ま
た、小学校は毎回始めの陽性者は発表されますが、その後の続報は保護者に発表されず、どこまで広がっているの
か、あるいは広まっていないか分からず不安です。そして、生徒間や保護者間では毎回、(陽性者は)誰らしい、また陽
性者が追加出たらしいと噂がでます。誰も得をしない中途半端な情報開示で疲弊しています。

都内国立附属。今まで通りの学習をということで、通常どおり。こちらが配慮してほしいと訴えても届かない。新自
由主義的な価値観をもつ保護者が圧倒的で、こちらは少数。
一方、在住している清瀬市は原則オンライン授業となった。そこで、次週の清瀬市の感染者数に注目している。

感染不安によるオンライン授業は教科によって、申し出ベースで可能ですが、登校組はテストや課題を進めているの
で、登校再開した時のシワ寄せがありそうです。

感染者が出たクラスだけ5日間の学級閉鎖になります。検査についてはアナウンスがないので、していないのかもしれ
ません。昨年夏はクラス全員PCR検査があり、翌日には結果が出たので安心できました。せめて、陽性者が出たクラス
の全員PCR検査だけでも実施してほしいです。

オンライン授業は１日一時間のみなので少なすぎる。感染した児童の感染日や最終登校日を途中から報告しなくなっ
た。学年やクラスを教えてくれない。感染を拡げないためにも詳しい情報がほしい。誰が感染してもおかしくない状
況で…コロナに感染したからといって差別なんてしない。

息子の中学校はなんの情報も教えてくれません。

基本者はオンライン授業、学校に行きたいひとは登校のハイブリッド

コロナは軽症と言う情報を都合よく信じて、感染対策に積極的でない人もいる。
正しい情報を政府からアナウンスしてほしい。

学校の感染対策に疑問があります。
下の子の学校は特に酷いです。
音楽の先生が生活指導主任なのですが、表向きとは違い、あらゆる対応を押し付けられています。
養護教諭と一緒に全生徒の健康観察は勿論のこと、突然体調不良になった児童の家庭・明らかな体調不良で登校して
いる児童の家庭への注意喚起の電話、吐瀉物の処理まで。
感染対策を強いられている立場である以上、自らの授業内容は手話・打楽器のみです。
国はどこまで先生を虐めるのか、先生方を感染対策要員にするのは止めていただきたいです。
とにかく検査の拡充・換気設備の拡充(サーキュレーターではなく、高機能の空調設備投資等)を希望しております。

参加した説明会は、教室に沢山の生徒・保護者。分散して行ったり、マスクは不織布等の徹底をして欲しかった。
zoom参加の選択も欲しい。

希望したらオンラインが選べるようになるといいと思います。

中学生の方は私立校なのでオンラインと分散の両立でもう何度も行っているのでお手のものです。小学生の方は台東
区立小ですが、座学のものは教室から配信してくれています。何人かのお友達も参加しており誰が自主休校中なのか
もクラス全員認識しています。担任の先生にはとても感謝しています。あとは足りない部分は課題などで補充して出
席扱いになると嬉しいです。

どうしても密は避けられない状況かと思いますので、一斉休校を一度試されては。島根県の対策を見本に。

公立小学校、感染者が出てもその事実だけで、学年すら教えてもらえない。親の仕事の都合上リスクは避けなくては
ならず、接点のない学年での感染なら登校させたいが判断がつかず、感染者が出る度に自主休校。子供に申し訳な
い。校長は「私が親なら感染者と特定されたくありません」と言うが、情報がないからこそ親たちの間で噂が飛び
交っている現実が見えないのか。プライバシーの保護と感染防止は両立可能。もう少し考えてほしい。

とにかくひど過ぎる。感染者が出ても、どの学年かもわからないし、子どもたち隙間だらけのマスクで密集してるの
に「濃厚接触者」基準に適合しないからと、一度もクラス検査等が行われたことがない。課外活動や外遊びの際の感
染対策の呼びかけもないし、これでは感染拡散するに決まってる。持病のある側は怖くて出掛けられません。
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学校はしっかりとした感染対策ができているというが、できていません。
できていたとして、その上でこれだけの感染者が出ているということは、もう、その対策では対応できていないとい
うこと。

教室内、手を伸ばせば友達に触れられる距離。

給食黙食。
100%ではない。
わざと大声を上げる子もいる。
話しかけてくる子もいる。

これは先生の指導の問題ではない。

無理です。
1人の担任が40人近い子供たちをみるのは不可能です。

家庭により考え方に大きな違いがあります。
家庭内が感染予防軽視の考えだった場合、どうやって学校内でしっかりした予防をしようと思えるのか。

オンライン授業の体制も徐々に整ってきた。
可能な学校はオンライン授業との選択をとるべき。

もう、登校一択とか言っている状況にないことを認めるべき。

感染者の情報が一切公表されないので不安。園児か職員か、どこのクラスかも教えて欲しい。

どの学年にも発熱や体調不良が多く存在し、お休みもいる状況だと聞きました。区の発表でも公立校の児童や教師の
感染が毎日多数発生しているのに学校の対策は何も変化がありません。変異ウイルスに状況や対策は常に変わるはず
なのに手洗い顔洗い前を向いて黙食の対策だけで不安と諦めの毎日です。そして児童の陽性者も発生しているような
のですが保護者にむけての連絡は何も無く学校を信頼したいのに、このように隠されてしまうと疑うことしか出来ま
せん。保護者や生徒への誤魔化しのない正確な情報共有と、一定期間の感染予防の為のオンライン授業の積極的な利
用を東京都からも学校へ促して欲しいです。こういったことを学校や教育委員会へ個人で訴えても、たらい回しや相
手にされないと諦めている保護者も多いと思います。体調を崩しても簡単に診察も検査もしてもらえず自宅療養しか
ないなら尚更いまの状況にあった対策をして欲しいです。

ハイブリット授業が必要です。感染不安からの自主休校、濃厚接触者、陽性だが無症状の児童が授業中継で学ぶを継
続できる環境を早急に整えてほしい。子供の預け先がないなど登校を続けたい家庭もある一方、授業が中継されるな
ら感染が落ち着くまでは家で授業を受けさせたいと思う家庭も少なくありません。我が子の学校は、私を含む数人の
要望に応えてテストラン的に授業中継を2度開催してくれましたが、子供達はとても嬉しそうに授業を聞いていまし
た。

学校で感染者が出ても何も連絡はありません。（学校が隠しても他の情報網でわかります）感染者が誰か？個人を追
求したいのではなく、感染状況やその後の学校の対応を知りたいだけなのですが、隠されると不信感が増すばかりで
す。
学校内の感染対策も初期から何も変わらず、6派が来て感染者が増えているのに全校朝会で生徒を集めたり、音楽で合
唱をしたりしているそうです。
初期頃よりむしろ今の方が対応が緩くなっているように思います。そのせいか、連日体調不良でお休みしている子が
増えているように思います。

オンライン授業だと、共働き等どうしても困る家庭があると思うので、登校選択制も併用でお願いします。
どうしても学校に行きたい児童生徒だけ登校してもらい、あとはオンライン授業、これで感染リスクはかなり減らせ
るはずです。

うちは愛知県の公立小学校ですが、夏から何度か担任にオンライン授業希望してる旨伝えていますが、全くやる予定
はないようです。現場の先生の負担は理解しますが、いま複数発熱児童が出て、複数学級閉鎖になっているこの状況
で、対面授業しか選択肢がないうちのような自治体は、オンライン授業をやっている自治体に比べて子供の学ぶ権利
が損なわれていると感じます。市教委に話したところ、オンライン授業は各学校任せとの事でした。しかし現場は対
応できないの一点張り…誰も泥被って子供たちを守るためにオンライン授業やるという人間がいないのだと感じま
す。
基礎疾患持ちや乳児持ち妊婦のお母さん方も沢山みえます、そういう家庭が感染予防の観点からオンライン授業を選
択でき、対面授業と同じく出席扱いにしてくれるといいのに…。
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蔓延防止が出ているにもかかわらず、県や市教育委員会の指示にも従わない校長のおかけで、全校通常通りに登下校
しております。
本当頭にきます。

陽性者を犯人探しするようなコメントが園から出されることがあり、違和感を感じてます。

登校選択制とオンライン授業を導入してほしいです。もし、オンライン授業になる場合は、出席扱いにしてほしいで
す。
9月は、午前中登校、帰宅して昼を自宅で食べ、再度登校していましたが、10月よりコロナ関連で給食を止めた場合、
半額しか返金しないとのお知らせが教育委員会からありました。まだ近辺の小学校で陽性者が出ていないのもありま
すが、オンライン授業もなく、出席停止扱いになること、さらに、給食費の件もあり、昼のみ帰宅もしくは、自主休
校したいのですが大変躊躇しています。さらに、陽性者がでても、クラス全員pcrをしないとのお知らせもありました
ので、不安が募るばかりです。

葛飾区4人の母親です。
みな各々喘息の持病があります。本来は学校での授業っていいと思いますが。教育委員会は、基本的に感染者が出て
も保護者には伝えないです。そして、去年から気になっていたのは、学校という独特の閉鎖させた世界では対面がす
べて、子供の学びを止めてはいけないという古い体質から脱却できない場所です。うちの場合はある教師が子供たち
にマスクをせずに歌を歌わせる指導をしたり、各教室にアルコールもなく冷たい水で手を洗うという。

絶対冷たい水でしっかりなんて子供は洗いませんし。黙食なんてキレイごとで。実際うちは娘自身が絶対にこんなん
じゃすぐ感染するからいかないと言い出し、うちは自主休校をしています。
最初の一年はオンラインもなかったので、小学生組は私が教えるスタイルでした。

今はオンラインで授業を受けていますが、咳をしている子も多いです。
葛飾区自体がオンラインをできますという通知を大々的に公表していませんし、結局校長判断なので、学校によって
オンラインがらできるできないの差が大きいです。この感染者が倍増してるなか、普通に都内に社会科見学に行った
り。危機感は役所にはないです。

クラスで感染者が出てもマスクをしていること、窓を開けてる事でいくら隣の席の子が感染したとしても検査を受け
させてもらえず。でも、実際窓なんて開けてない事の方が多いです。濃厚接触者はいませんでしたで、終わるのが今
の学校現場だと思います。

療育現場でも風評被害が怖いからと公表もしてくれず。2~3歳の子供たちはマスクをしていないので先生が感染してい
たのに。り
調べてももらえず。感染してるかもわからない不安は大きかったです。

一斉休校を望むわけでなく、ハイブリットで選択肢が多い方がありがたいです。
葛飾区は一斉休校をしないのに隣の足立区子供を守るために一斉休校にしたりとまちまちなのも気になります。

そもそも文部科学省の動きがあまりに遅い。今頃合唱を控えてとか。おかしいと思います。
対面が全てという考え方はもう古すぎるし、学びを止める事はしてはいけないなら
せめてオンラインの選択肢を増やして欲しいです。オンラインをすると不登校が増える事もないと思います。実際、
次女は不登校ですがオンラインで楽しく授業しています。

幼稚園も学校も先生たちは本当に毎日大変な思いで対策検討さらに授業や通常業務をしてくださっていると感じま
す。国や自治体がもっと子どもや子どもに携わる人たちを考えて先の行動や方向性を指導してあげて欲しいです。

クラブはなくなりましたが、校外学習は、まん防中にも先方から断られた所以外には行っていました。
もともと希望者はオンライン授業可能でしたが、陽性や欠席が増えても一月は（現在は全校オンラインですが）大部
分のお子さんが対面だったので、学校で感染が広がってしまったのでは？と思います。「黙食なら濃厚接触者無し」
という保健所の見解に従っているようですが、その見解自体がおかしいですし……
学校が開いていれば大部分の親御さんは「登校すべき」や「行かせなければ可哀想」と思って行かせますので、感染
爆発時には国から休校または登校自粛を求めることが必要だと思います。
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子ども達は距離が近いし、無症状の子が出席してたら、クラスターになる。定期的にPCR検査をして、安全確保し、本
当の意味で学びの補償をしてほしい。アベノマスクの配送料に10億円もかかるという。その予算で、PCR検査の機械
が400台も買えるという記事を見た。どうか、優先的に使うべきところに、お金を使ってほしいです。
再来週に小学校の参観日と懇談会もあるみたいで、こんな状況で、正直集まりたくないです。中止の連絡がないこと
に、正直驚いています。
幼稚園でも今週対面の個人面談がありました。幼稚園関係者で陽性者出たから、金曜日は休園となりました。この状
況下で通常に集団生活してることに戸惑ってます。

学びの補償イコール定期的なPCR検査が必要だと素人ながら考えています。

感染者出ても、当人の希望でいつから症状出て休んだとか、何年生かも教えてくれない。感染対策の為にも正確な情
報が欲しい。

子ども達に喘息持ちのため、感染拡大を受けて自主休校しています。うちは支援学級なので１日に30分だけオンライ
ン授業をしてもらっていますが、他のクラスもオンライン授業をしているとの連絡はありません。基礎疾患のある子
も安心して学校に行ける状況にするために、定期的なPCR検査や陽性者が出た場合は全校児童、教員、の検査は必須だ
と思います。基礎疾患のある子に目を向けてほしいです。

本日、友人家庭が一家で陽性となり薬の受け取りや買い出し等をしてきましたが、陽性者の母に聞くところによる
と、高熱を出し地元の開業医でPCRを希望するも学校で流行していないとして検査を一度断られ、学校へその旨を電話
連絡したところ、解熱すれば検査無しで出席しても構わないと言われたとの事。
余りに体調がおかしいので、再度強く希望しPCRを家族全員受けたらもれなく乳幼児まで陽性であった。学校の対応で
このまますごせば収まるべき感染症でも収まらないのでは。と電話で話しました。

特に検査もせず再開している

とにかく情報が足りないし先生の手が足りない。連絡手段を電話だけに限定しているので，電話応対だけで先生が手
いっぱいになっている。個別のメールのやりとりは禁止されている。SNSで個人情報や学校情報をさらされることを懸
念しての事らしい。一斉メール配信だけでは詳細が不明なので学校を休むと何の情報も入ってこない。うちは自主休
校していて担任の先生だけが学校の接点で，週1でプリントを自宅に送ってくれるのだが，オミクロン蔓延で連絡もプ
リントも途絶えた。先生の無事を確認したいがきっと職員室は大混乱なので電話しにくい。戦地で戦う兵士の無事を
祈っている感覚。1月からほとんど学校のプリントも手に入ってない。オンライン授業は今更もう要らないが，学校配
布のプリントぐらいはホームページから入手できるようにシステムを組んでほしい。プリントはSNSでさらされても問
題にはならないはず。うちの子の教育に何の役にも立っていない今の学校，これは公教育と言えるのか？

感染不安であれば、子供達に感染不安のためお休みしている事を伝えられるのに、それ以外の感染してお休みなの
か、兄弟が学級閉鎖になって休んでいるのか、先生は言いません、と言うことになっているようです。
ここまで蔓延している状態で感染した人を非難する事はないし、寧ろ伏せられる事で不安を助長するばかりだと考え
られます。
なおCO２モニター設置の話など出ていません。対策は特に何も変わらない様子です。

検査がなくなりました。
学校では濃厚接触者、接触者はこれから先いませんと言われました。
これから先のことなんて全く分からないのにないとはっきり言われました。
感染対策なんてしてますと言いますが、適度な普通の手指消毒と窓を開けるくらいの換気だけです。

保健所と学校、教育委員会のなすりつけあいばかりです

感染を許容しない限り、子どもたちへの行動制限が続けられることを、大変憂いております。

個人情報を理由に学級閉鎖があっても該当のクラス保護者にしか連絡がいかない。学童では異学年で同じ空間にいる
のに。情報がないと自主休校するかの判断もできなくて困る。学校で何人発生したかなど、個人情報ではないのに、
教育委員会の方針だからといって教えてもらえない。

2.3日おきに感染、濃厚接触者が出ているのに通常対応しかせず、オンライン、分散登校もしない。体調が悪くなった
ら自分で保健所に連絡せよとだけです。どのクラス、学年なのか、教師なのかすらわからない。感染不安を訴え欠席
したならば後日補習で単位にするかも？などめちゃくちゃな扱いになっている。学びも健康の保障もない。この時期
に学年全部を集めて体育館に直に座らせられ人権教育指導するなど狂気な指導していいわけがない。
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小学校一年生と園児の母親です。小学校では学級閉鎖となった場合のみ保護者に連絡が来ますが、クラスに陽性の子
が1人出ただけでは連絡はありません。学級閉鎖も何名の陽性で発生したのかわからず、学校全体で何人の陽性生徒が
いるかわかりません。
私は感染拡大を抑えるために、自宅で勉強できる子に関しては今は登校せず自宅学習すべきと考えています。しかし
ながら子供のメンタル面も考え、出来るだけ登校もさせたいと思っています。
自主休校をするにあたり、学校の陽性者数がわからずにいつから始めるかのタイミングが掴めず困りました。
結局、学級閉鎖のクラスが発生したのと同時にクラスに陽性の子が出たため、次の日から自主休校をしています。
子供のクラスは陽性者が1人だったので学級閉鎖にはなりませんでした。学校から保護者への陽性者発生の連絡はあり
ませんでしたが、担任の先生から生徒へ話はあったようで私も知る事ができました。
1人目の発生から3日後、結局学級閉鎖となりました。
クラス内で他の子へ感染している場合、発症のタイミングがずれる事があります。同時期に発症し、同じ日に検査し
たとしても検査した病院によって結果がわかる日の差がかなりあります。即日わかる病院もあれば、5日かかる病院も
あるのです。
クラス内での感染を広げないために、1人出た時点で学級閉鎖にした方が安全ではないかと思います。

オンライン授業について、娘の学校では陽性、濃厚接触者の生徒の場合は行っているようです。クラスによって違う
ようですが、毎時間行うわけではなく1時間から3時間程度のようです。

娘は自主休校のためかオンライン授業の案内はありませんでした。恐らくですが、長期的に休むと決めている生徒の
みの実施ではないかと思います。
学級閉鎖のクラスが増えてしまい、金曜日から休校となりましたがオンライン授業はありませんでした。朝の点呼の
みGoogleのミートで行い、あとは出された課題を行うといった感じでした。
朝の点呼は学年ごとに時間がわかれていました。もしかしたら回線の負荷を考えてかもしれません。
休校となったのにオンライン授業が行われなかったこと、備えての回線の強化を行なっていなかった事に失望しまし
た。
このコロナ禍、もう始まって2年経つのにと。今まで何をしていたのでしょうか。
学校ではなく、教育委員会や国がどうにかしてくれないかと切に願います。

知り合いからオンライン授業できるときいたのでオンライン授業やっているが、学校からオンラインできると連絡は
ない。もっと積極的にオンラインを勧めて、学校の密を減らすべきだと思う。

学校は教育委員会から言われる通りに「今まで通りの感染対策」を徹底して気をつけて運営していると言って、コロ
ナ禍初期からの対応と同じことをしている。それに対して1.換気扇の設置　2.不織布以上の高性能マスクの推奨、配布
とマスクについての知識の周知　3. 給食はより広い空間を使い、食事中の人との距離を確保　4. 学校での検査はしな
い　5. オンライン授業を使って教室内の生徒数を減らす
などを出来るところからやる様に要望したが4を除いて何も対応してもらえなかった。子供の安全確保を軽視してお
り、人権侵害と思う。

最低限でもオンライン授業実現。教員児童生徒全員不織布マスクで統一してほしい。換気を徹底してほしい。下水道
のプール検査。
分散登校もよいと思うが1000人規模の学校では兄弟で通っている家庭で別々の登校になったりすると難しいとのこ
と。学童では違う学年、クラスの子がごちゃまぜなので最低学年ごとにクラス分けし濃厚接触者を減らす＆特定しや
すくしてほしい。
岡山市では自分のクラス以外の学級閉鎖の通知が来ないので自分の学校の感染状況も掴めず自主休校するにあたって
も情報がなく逆に無駄に休む結果にもなる。もし自分の子が発熱して医院にかかって「地域や学校の感染状況は？」
と聞かれても答えられないので検査ができない場合のみなし陽性もできないことになるのでは。また、岡山市ではク
ラスターが何系の施設かは発表されるが連日150人前後の10代以下が感染しているのに小中のクラスターは1月以降こ
れまで1件しか発表されていない(保育園はかなり件数が上がっている)。1〜数人ずつの感染に日数に差があればあえて
関連付けないようにしているのではないか。休校を避ける余りの解釈になっていないか不安になる。もっと情報を正
確に開示してほしい。

陽性者が誰なのか教えてほしい。
それにより、自分の子どもがどのくらい接触しているのかが分かる。

感染者が出ても濃厚接触者なしで登校、感染者出て一斉下校、濃厚接触者なしで登校　一斉下校、感染者出て一斉下
校の無限ループを繰り返した挙句、感染者多数で休校、登校２日ほどでまた感染者が多数でて休校。今回は、先生が
感染していないのとシステム切り替えでタブレット持ち帰りできずオンライン授業もなしです。

現状、児童がギガ端末を持ち帰っているだけです。特にオンライン授業は行われていません。今後どのように対応し
ていくか、の方針を明らかにしていただけると助かります。

2年前から学校での理不尽な感染対策による行事やイベントの中止、度重なる変更で可哀想です。小中高校生の子供た
ちを元気に過ごさせるためにこちらがおかしくなりそう。

横浜市は複数感染者が出ても休校にならず学級閉鎖のみの対応しかしない。選択登校やオンライン授業を実施してほ
しい。
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黙食、不織布マスク装着、アルコール消毒。未就学児なので、完全に守られているとは思いませんが、そもそも重症
化するリスクも低い年代であり、これらの対策ですら弊害のほうが大きいと思われるため、手洗いとうがいを徹底す
る程度の対策で十分です。いい加減解放してあげてください！

感染対策を徹底してます、とプリントに書けばなんでもできると思っているような対応です。実際はマスクを着けて
ねと言うくらいです。小学校はまん延防止措置になっても上から言われていないからとリコーダーや鍵盤ハーモニカ
や合唱、体育もマスクなしで至近距離で行っていました。
幼稚園は今週陽性者がでて体調不良者が大勢でていても、週末に保護者観覧ありで電車やバスに乗らないと行けない
ホールでマスクなし大声での劇の発表会を実施するそうです。

リスクの少ない子供達に対する感染対策は不要と考えます。ことごとく日常を奪われ心身共にぎりぎりです。一刻も
早く子供だけでも通常にもどしていただきたい。感染対策は子供達にとって弊害でしかないです。

陽性者について「いる」事は全保護者に報告され市の方針でクラス全員検査となり、一時的に学級閉鎖となる。また
オンラインでの主要科目の配信を選択できるが、小学生(特に低学年)には双方向の意思の疎通は難しく、実施しても子
供の精神的負担が大きくオンラインを拒否して登校を選ぶ児童が多い。

田舎なりに感染者が増えていて不安な為、分散登校やリモート授業の打診を学校にしましたが、市教委の方針から難
しいとの回答でした。親が医療従事者やエッセンシャルワーカーであるなど、各家庭の事情はあるというのは充分承
知しているからこその分散登校や登校選択制に合理性を感じておりますが、市教委はその考えには相容れないよう
で、毎日不安な思いを抱えながら登校させています。

子どもには感染対策が過剰過ぎる
子どもはコロナにならない為に生活してません
「誰かにうつしたら」という呪いの言葉から解放してください。
行事中止、部活、音楽、体育制限されて子どもの心はもう限界です。
成長、発達等の考慮した対策を。
各家庭でマスク着用選択できますように。
ロシアンルーレットのような全員検査等不要
希望者だけに検査やワクチンが行き渡れば良い。
インフル、RS子どもの命を奪う感染症が流行ってる時期に休校しないのにコロナ陽性者1人で休校等もってのほか。

愛知県西尾市です。
現在、子どもが通っている小学校では感染が確認されても「確認されました」という内容のお知らせが来るだけで、
児童生徒なのか教職員なのか、また何人なのかも全くわかりません。前述の内容についてはコロナ禍が始まってから
長らく通知されていた内容ですが、ここ2週間くらいで理由も告げられることなく、なくなってしまいました。
もちろん基本的に(というか一度も例外なく)濃厚接触者なしという判断です。
これだけでも悪いのですが、子どもの所属するクラスでは現在、クラスの約3割が休んでいるそうです。
一体何が起こっているのか…。学校とは話し合いたくとも保健所や教育委員会の見解(つまりお知らせの通りの言葉)を
繰り返すばかりで埒があかない、そんな状態です。
ただ、幸いなのは休んでいる子たちはzoomによる授業参加ができるようになったらしいようです。
これも子どもからの伝聞ではっきりしません…。
市内は保育園はクラスターが多数発生し休園状態だとか、学校も別の校区は学級閉鎖や学年閉鎖が相次いでいるな
ど、色々なことが市民の間で囁かれている中で、昨日の感染者の数が157人に登ったことが発表されました。17万人
の人口で157人というのは東京と比べたらどんな規模になるんでしょうか…。考えると目の前が真っ暗になるのです
が、市役所や学校からは詳しい内容のお知らせが全くされず、かといって分散登校や休校や学級閉鎖の案内もなく、
明日自分が発症するかもしれないと怯えながら、家庭外の親戚や親しい友人にも会えない日々を送っております。
愛知県、全県に渡り学校に対しては大した対策もない、そのくせジブリパークといってはしゃぐなど最悪だなと感じ
ていますが、この役所からの公式な情報が全くない状態は本当に心を塞ぎ込ませます。人を信じられなくなります。
是非、なんとかして欲しいです。

なるべく閉鎖の範囲を少なくしてもらえていて（学級閉鎖、最悪学年閉鎖）有り難い。一人陽性者が出たからと言っ
て休校にされるのは子供の発達上不安があるので。

過剰。大人の保身で子供たちを抑え込んでいるだけ。子供を守るものではない。

感染対策必要ありません。元に戻して下さい。

既にインフルエンザと同等、それ以下の致死率しかない感染症なのに感染症法の分類がおかしい。５類にして全ての
病院で診察できるようにし、ハイリスク者には個別に主治医と相談して対応を決めるというやり方にした方が良い。

欠席した児童と朝の会はオンラインでつなぐのに、授業はつないでもらえません。黒板と音声くらいは流してもらい
たいです。
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感染予防対策はうがい手洗いと、くしゃみや咳、鼻水が出る人のみマスクを着用、本人が辛そうなら早めに休ませる
で良いです。
どう考えても異常で過剰な今の対策で子供の免疫力が下がる一方です。
現在の黙食だの歌や楽器演奏中止だの1人陽性(感染者とも違う)が出ただけで大会出場停止だの馬鹿げたことはさっさ
とやめてください。

消毒のみ

手洗い以上の感染対策必要無し

マスクは症状（咳、喉の痛みなど）のある子だけでよい。年齢関係なく、強制のような状態から即刻解放すべき。す
でに、運動時もなかなか外せないような深刻な雰囲気になっている。つけたい人だけがつければよい。また陽性者、
濃厚接触者を学校全体にわざわざメール連絡する必要もない。不安や差別の元になるだけ。むしろ子どもたちの症状
をよく観察し、健康維持のためにどのようなことに気をつけるべきか情報提供、また栄養指導等に力を入れるべき。
行事も、通常通りやってください。子どもの2年は人生における影響が大きい。行政にはそんなことも想像できないの
でしょうか。

一斉休校やオンライン、分散に反対。
普通の活動で良い。
怖い人のみ自主オンラインや自主休校で。
検査は具合が悪くなった人が病院で検査すれば良い。
迷惑なので巻き込まないで。

子供にとってコロナより、コロナ対策による弊害の方が深刻です。子供のための教育であり、大人の建前のための教
育機関ではありません。

通っている公立の小学校は都内でも早い対応でオンライン授業を昨年からやっていたので、今回のオミクロン株での
対策もスムーズだった。中学生の方は私立なのでオンラインと対面とこちらもスムーズに出来ている

今の対策は過剰で、逆に子どもの心に負担をかけています。症状がない健康な子どもにマスクやソーシャルディスタ
ンスは不要です。黙食などせず、楽しく給食を食べてほしい。もっと自由にのびのびさせてほしいです。

先生方は子供達の感染防止のため、手洗い・手指消毒・黙食などとても尽力下さっていますが、それが過敏であると
のクレームが多いと聞きました。
合唱やリコーダーは夏休み明けは止めていましたが、最近はマスクをつけてやっているようです。
国の感染防止策がお願いレベルなので、マスク着用・黙食などに虐待だ！などとクレームがあったり、マスクしな
い・ウレタン鼻だしの子が増えて来て、感染爆発中の今は学校がとても怖いです。
生活を支えて下さるエッセンシャルワーカーのお子さんは、感染させてはいけないのに、とても心配です。

定期の検査や病院等の支持の無い検査不要。
税金の無駄遣い。子供達の負担増になるだけ
差別に繋がります。
休園、休学も不要
長期長時間の子供のマスク着用のデメリットが周知されていない
子供のうちにかかっておくべき感染症にもかかれず負の遺産になっている
一時的な感染対策は子供に無害でも3年目となるとまた違う話しになってきます。
アンケート項目が偏った思想に寄りすぎです。

海外はすでに脱コロナしている。これ以上の感染対策は不要。政治パフォーマンスでしかない。子どもをいち早く元
の生活にもどさせるべき。

子どもの感染対策撤廃！感染対策は子どもには弊害のほうが大きい。先進国で子どもにこんな制限かけている国はも
はやない。

新型コロナでは子どもの死者は出ていないので、過去実際に死亡者が出ていたインフルエンザ以上の対応をする必要
がないと思います。
オミクロンはデルタまでとは違って、症状が出てからウイルスを多く発するといういわゆる今までのインフルエンザ
や風邪と同じ拡散能力らしいので、「症状が出た子が休む」だけでいいと思います。

インフルエンザも過去に「大切な誰か」にうつしてしまってその人が残念ながら亡くなったりしてたと思います。そ
んなことをわざわざ突き詰める必要はないと思います。
高齢者やハイリスク軍など「罹ったら困る人が対応する」という極当たり前のことをしなくなり、子どもたちに余計
な罪悪感を植え付けるような対策はよくないと思います。

18 ページ



給食前までマスクをさせているのに、マスクを外して毎日マラソンをしているようです。１週間後には保護者を招い
てのマラソン大会もあります。
３月には生活発表会も予定されており、内容からしてマスクを外してするのでしょう。子供の健康より行事を優先す
るのは大人が現状を受け入れられていないのではないでしょうか？
子供の重症化リスクは低くとも後遺症などもありますし、幼稚園には乳児や妊婦も送り迎えでたくさん来るのでもっ
と危機感を持ってほしいです。
子供にとって行事は大切かもしれませんが、健康より優先すべき行事など存在しません。
無理して通常通りやろうとする大人側に意識改革が必要なのではないでしょうか？
目先の楽しみよりこれから健康で過ごせる未来の方が大切です。
先日子供の幼稚園の教員が陽性となりました。情報が少なくなにもわかりませんが、濃厚接触者はなしとのこと。ク
ラス学年関係なく一緒に遊んでいる幼保で濃厚接触者なしということ自体ありえない話です。そもそも園児はマスク
もちゃんと着用できていませんし、衛生観念もできていないのでどこでも触ります。子供の予防には限界があるので
園で誰か感染者が出たら全員検査する方針にしなければダラダラと感染者が出ることになるのではないでしょうか。
子供は小児科でもなかなか検査してもらえません。子供から家庭で親にもうつりますし隔離もできないので検査実施
を徹底してほしいです。
また感染対策の不十分さ、検査体制の不十分さから自衛のために自主休園をしておりますが、事前にしばらく休むこ
とを伝えていても、乗ってもいないバス代と食べてもいない給食費は１円も返ってきません。濃厚接触者や感染者と
なり長期にわたって自宅待機していても同様です。保育も教育も受けられず定額で毎月10000円以上支払わないとい
けないことに納得がいきません。コロナではなく熱の出ていない風邪でも休まされますが同様です。
いまは平常時ではありませんので、コロナ禍前に風邪で休むのと同じ扱いなのは理解できません。
休み損しかないので風邪でも登園する人が出てくるのもわかります。
幼稚園そのもののコロナ禍でのあり方を見直してほしいです。

消毒による手荒れ。15分で給食を食べ切る。外遊びや体育の時間もマスク。室内もマスク。合唱もマスク。そして行
事が中止。過剰な対策で子どもたちの心がこれ以上もちません。

学校が感染対策をしていても、学校後に集まる学童保育や放課後児童クラブはザルです。
子どもたちはおやつの時間はマスクを外して食べて、異学年の子らが一緒に遊んでいます。
広さも足りませんし、雨が降るとギュウギュウです。学校対策とと同時に放課後に子どもたちが過ごす場所の対策も
お願いします。

オンライン授業も選択はできる状態ですが、まだオンライン授業を選択する家庭は少数で、自分の子どもだけオンラ
イン授業を選び学習・習熟度が遅れたり、我が子だけお友達と距離が出来てしまう等と心配し通学を希望する家庭が
少なくありません。
学びを止めるのは反対ですが、今まで以上に子どもに発熱等の症状も出ています。感染児童を休ませるのではなく、
今は全面的に休校やオンライン授業に切り替えし感染を落ち着かせて欲しいです。
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・情報公開基準について
感染者が判明しても先生か生徒か、最終勤務／登校日はいつか、どの学年か、検査の結果など、保護者が感染リスク
を評価するための基本的な情報を教えてもらえず、「保健所による調査が行われましたが、学校運営に影響がないこ
とが確認されましたので、明日以降の授業も平常通り行います」という定型句に近い連絡ばかりで、本当に通わせて
よいか判断ができない。最近は、感染者が多すぎるのか、感染者が出ても学校から連絡がない／遅れているという声
も保護者仲間から聞く。
寝屋川市、熊本市、川崎市のように学校名を公開している自治体も見られる中、自治体ごとの情報公開に違いがあり
過ぎる。プライバシー保護や差別偏見の防止は大切だが、コロナについては防疫を重視して、国として一律の公開基
準（学級閉鎖となったら学校名を自治体のHPで公表する、学校の保護者には学年、最終勤務／登校日など感染リスク
評価に必要な情報は提供する、など）や指針を示してほしい。

・学級閉鎖（臨時休業）基準について
藤沢市では、感染者が判明した直後はいったん「自宅待機」という期間を設けて濃厚接触者の調査などを行い、複数
の感染者が判明したらはじめて正式な「学級閉鎖」を行い、市HPで発表している様子ですが、保護者から「学級閉
鎖」しても発表していないという疑心暗鬼を招いたり、隠ぺいではないかという不安を招いたりしている。
オミクロン株の感染力の強さを踏まえ、感染者判明後は、躊躇なく学級閉鎖を行い、クラス一斉検査を行うなど、臨
時休業基準を見直し、全国一律の対応としてほしい。
墨田区や寝屋川市のように、速やかに学級閉鎖し、幅広な検査を行っている自治体とそうでない自治体で、感染リス
ク「自治体ガチャ」の状況が生まれています。

・一斉休校 VS 一律対面ではなく登校自粛要請＋オンラインによる学びの保障を
感染レベル3以上の地域では「やむを得ず登校せざるを得ない」児童生徒を除き、登校自粛要請を行い、オンライン学
習による学びの保障を行う必要があると考えます。両親がエッセンシャルワーカーなど、やむを得ず登校せざるを得
ない児童生徒は、学校で同じオンライン授業を受ける形とし、一斉休校による弊害を緩和しつつ、学校の密を減らす
ことで、感染のリスク軽減と学びの保障、多様な家庭の包摂が可能と考えます。

数年前に校内でインフルエンザが大流行したので今度も覚悟はしたが、拍子抜けするくらいその時ほどの広がりはな
く、また子供達の症状もインフルエンザほどではなく、出来る限り通常通りの授業や行事を行って欲しい。

子供には健康上のリスクに蓋然性がないので、いかなる対応もしないで欲しい。

陽性者がでたら、そのクラスは学級閉鎖。姉妹兄弟がいたとして、学級閉鎖でなければ登校になる。濃厚接触の定義
に疑問がある中、感染拡大してしまうのではないかと心配。しかし、夫婦共にテレワークのできない状況。テレワー
クをしたとしても守秘義務から子どもがいる場所で仕事はできない。

陽性者、濃厚接触者のみがオンライン授業になっています。それ以外は通常授業で休みは欠席。オンライン授業はう
けれません。
なんだか感染するかしないかチャレンジをしているようです。
子によると感染者についての共有はありません。
感染しても「濃厚接触者扱い」のようです。
修学旅行も4月に行われる予定です。
思い出作りはしてほしいですが、やり方に違和感しかありません。
もっと安心して学校に行けるようにしてほしい。

過剰すぎる。イベントを簡単に中止にされてひまうこどもたちの身になって、本当に必要な対応が見直すべき

周りに陽性者はいない。一名出たようですが、濃厚接触者0で処理してくれた。
しかし、対策で通常通りの生活できないのがあまりに可哀想。
コロナもう無視してほしい。
このアンケートも、気持ち悪いです。

他の風邪やインフルエンザなどと比較してもコロナに感染した際のリスクが低い児童に対して、体調を崩したら休
む、以外の感染症対策は百害あって一理なしだと思う。

陽性者と同じクラスの子は全員検査してほしい。
市はオンライン授業を選べると言っていたが、学校にはオンラインは無理と言われた。市は学校の実態を把握してお
らず、把握していないくせにテキトーなことを市民に答え、結果、嘘をつかれた。不誠実。市と学校は真面目にやっ
てほしい。

全ての感染症対策が過剰です。
休校も分散登校も1人陽性者の子供がでただけでクラス全員検査も必要ありません。
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あまり意味が無いとされる手指消毒などはやめた方が良いと思います。我が子は手が荒れて血が出ています。
体育の持久走ではみんなマスクをして苦しそうに走っています。
マスク警察が子供にも生まれ
子どもの正義は暴走しやすい為
マスクは苦しい、したくないという子はイジメや叱責の的になります。
インフルエンザ等他の感染症と、リスクを比較して欲しいです。
公衆衛生の名のもとに、非科学的なことがまかり通り、苦しむのは子どもです。

感染しても非常に重症化しにくく、無症状や風邪程度の症状で済む子供達に、｢大人への感染を防ぐ為｣という大人達の
利己的な考えで様々な規制をする事は良くないと思います。子供達に感染対策による苦しみを与えすぎていると思い
ます。
過剰対策と、それによる自由の侵害・人権の侵害について共産党こそは声を上げてくれると思っていましたが全く逆
で、正直失望しています。

ちょっとコロナが出たくらいで休校休園にするのはやめてほしい。感染対策も濃厚接触狩りも最小限にして、コロナ
前の学校生活を早く取り戻せるようにしてほしい。

普通に無駄にマスクと消毒してます
給食も普通に食べてるそうで余りは
おかわりも出来て楽しそうです

子どもにとっては風邪程度。
インフルエンザ扱いで、なるべく普通に生活させてほしい。
子どもへのマスクの弊害が心配なので、保護者判断で完全任意としてほしい。

感染対策がうるさく、想像していたような学生生活が送れません。同級生の顔もわからず、課題の質問ひとつできま
せん。さらに感染対策を強めろ、徹底しろ、不織布マスクしてない人は人でなしというような意見が拡散されている
ので世の中に絶望して自殺したいとすら考えています。
子供いじめで子供に感染対策を押し付ける自民党政府を許しません。海外ではマスク着用なども無くなっている国も
多いです。イギリスに生まれた方が良かったと思っています。日本に絶望です。死者が少ないのに感染対策といって
私たちの行事を奪った大人たちを死ぬまで憎み続けます。

とにかく、情報を出してほしい（現状、陽性がでた学年やクラス、人数を知らせないで、学級閉鎖のクラスがありま
すだけメールで来る）。情報がないと、注意のしようがない。コロナにかかるのを隠さなければならないような雰囲
気になっている。そして、休校や積極的にオンライン授業を勧めてくれるのでないならば、頻回検査をしてほしい。
安心して子どもを登校させられない。そもそも３５人以上の密な環境を、もっと一人一人を見てもらえる少人数のク
ラスにしてほしい。先生の働く環境を整えて、良い人材を増やして欲しい。

心配な方にはオンライン。その他は通常通り授業、行事、部活を行う。

学校を自由にしてあげてください。先日の部活動自粛要請みたいなものはありえません。

学級閉鎖や子どものクラスに陽性者が出た時以外は、「陽性者が出ました、濃厚接触者はいません」の情報しか得ら
れない。喘息持ちの子どもの親として、感染リスクを減らすために自営の仕事を休んでオンライン(自習多し、全員で
はないので聞き流すのみ、授業に参加できない)にするべきか、子どもの精神衛生上学校に行かせるべきか毎朝選択を
迫られる中で、何年何組で何名陽性者が出たのかも知らされないのでは情報があまりに少な過ぎる。不安で仕方がな
い。
　学校や教育委員会にオンラインや情報開示について問い合わせたところ、誹謗中傷に繋がるので詳しいことはお知
らせできません、と。隣の埼玉県志木市は情報開示していますよと提案しても変わらず。
　全校オンライン&分散登校(昨年9月に実施済み、実施可能なはずだが)をお願いしてもまだ考えていませんと。学校
側は教育委員会や県、国からの指示がないので、教育委員会側は学校長の権限で決めることは可能、とたらい回しに
され、県や国レベルで働きかけするしかないのかと思っています。
　保健所業務や医療が崩壊し、みなし陽性されるような世の中で、陽性者がどれだけいるかも分からない混沌の中に
子どもを学校に行かせないといけない世の中はありなのか。
　安心できる検査体制や情報開示の準備を整えて、一刻早くオンライン&分散登校を開始するか、緊急事態事態宣言を
出して欲しい。
　

・必要な情報が迅速に共有されているため特に問題を感じていない。
・マスク着用、換気等の必要な対策は講じられている。
・高齢の職員もいるので、その方達が早期にワクチン接種できるようにするべきだと思う。

濃厚接触者が出た場合も、過剰な対策で子供の学びを止めることのないよう、PTAや保健所と連絡を取り合い、可能な
限り、授業や行事を継続するよう努力いただいており、大変感謝しています。
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必要な感染対策は免疫力を上げる事。
栄養のあるものを食べ運動し充分な睡眠をとる。後は手洗いくらい。
今行われている過剰な対策は子供達に精神的苦痛を与え心身共にストレスを与え続けている。コロナは怖いものだと
外部から恐怖を植え付けられている子供もいる。不健全極まりない。うちの子は部活動まで停止され、気力も目標も
失っている。今年度は行事ゼロ。長女は今年高3。このままでは高校3年間全て過剰な対策のもとで高校生活を終える
事になる。政府はこれで良いと考えているのか？
子供達に犠牲を強いる対策が必要だとは全く思えない。子供達の感染より成長の機会、教育的経験が奪われ続けてい
る現状の方が恐ろしい。コロナが怖い怖いと思っている保護者は冷静になって欲しい。子供達が健全に元の学校生活
に戻れるようにする事に邪魔をしないでほしい。それでも怖い方向けにオンライン学校を設立していただきたい。
怖い方はそちらでオンライン授業を受けて欲しい。普通に通わせて、対面で経験を積ませたい親の邪魔をしないでほ
しい。

過剰に対策しすぎ。子供の発達に悪影響。

コロナ禍で2年経つというのに未だにオンラインや分散登園など実施されない。
マスクは不織布のみ可と指導してほしい。

対策が明らかに過剰で子どもの心身の健全な発達が阻害されていると感じます。
冷静にデータを見て、通常の学校生活に戻していただきたいです。

感染対策のしすぎです。卒業アルバム等に使える写真がないと嘆いてるのが不憫でなりません

今の学校や幼稚園はコロナ対策が過剰すぎる。それは大人の保身でしかない。子ども達から学ぶ場も学ぶ機会もマス
クによって新鮮な空気も奪われている。

先述したように、これだけ感染者がいて、なおかつ肺炎にも進行せず、命にかかわる病気でもないので、誰がうつし
たうつされたなどと、人の精神をむしばむような対策は一日も早くやめて、かかったらお大事に、症状のない人は元
気に通常に登校登園しましょう、で何も問題ないと思う。

子どもたちの積極的な検査は不要だと感じています。毒性が下がってきた現在、以前のような園生活や学校生活を送
れるようシフトすることが、子どもの発達上大切だと思います。

担任の先生等現場の先生はオンライン授業にはわりと肯定的な感じがしますが、その上の校長会や教育委員会がネッ
クになっているようです。
陽性者が出た旨のメールは来ますが、何年生なのか、どのクラスなのかまってくわからずどう気をつけたらいいのか
わかりません。個人を特定したいのではなく、学年等を知らせていただけたら心持ちも違うのかなと思います。
休校、分散登校をしないのなら、学校や園で最低でも定期的にプール検査をするべきだと思います。

感染症対策の方が子供にとって害になっている様に感じます。

全ての感染対策が不要。感染を許容する社会にしないといつまでも子供達は不幸なままです。

学校は感染者が出ても濃厚接触者無しとして通常授業を継続しています。個人情報の保護だと言って学年やクラスも
発表されないので、毎日感染の不安を抱えながら学校に送り出すしか無い状況です。ほぼどのクラスも常に5人以上の
欠席がいます。10人程欠席か出て、ようやく学級閉鎖が5日（土日含む）ありました。教室は狭く、35人程度の子供
達が密集しています。自分が学校に行った時に机と机の間を通ろうとすると、引っ掛かるほどの近さです。換気もと
ても風通しが良いとは思えず、コロナ対策としてかなり危険な状況だと考えます。横浜市ではタブレットを全校生徒
に配布しており、昨年の夏はオンライン授業が出来ていましたが、今は全く使用していません。今こそオンライン授
業や分散登校をする時期ではないでしょうか。どうか助けてください！お願いします。

検査をする、対策をするのが前提のアンケートで、答えるのに苦労しました。私は真逆の考えで、オミクロンの性質
やワクチンのことを考慮しても、発症した人だけ休めば良く、取り立てての対策は不要と考えます。子供や保護者へ
の過剰な対策や自由や人権を早く取り戻したい。くだらない対策をやめさせて日常を取り戻したいです。子供は二度
検査を受けましたが、元気そのもので、自宅にいる意味は全くわかりません。心配な人だけ休めば良い話です。ま
た、保育園や学童クラブも、休んで税金がもらえるというのは、はっきり言って気分が悪い。安心安全の綺麗事言っ
てサボって給料がもらえるだけにみえますよ。

朝の早い時間や延長保育の時間帯は混合保育になる為、できればしてほしくない。

過剰。大学生はいつになったらまともに通えるのですか？

感染対策が過剰に感じ、毎日息苦しい日々を送っています。休み時間に運動場に出ることの制限や
ボールの使用禁止など、とても非科学的だと感じています。

学校は比較的寛容な空気だが、行政が休校や行事延期の圧力をかけてくるの本当に迷惑。そんなにコロナ怖いと言い
たいなら、文科省がオンライン専門のチャンネルでも作って自宅学習をフォローしてほしい。登校したい生徒にとっ
て今の国のやり方は過剰です。

かなり無責任だと感じます。
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学校の感染対策が過剰になっており、子どもが苦しんでいます。たとえ感染してもかまいませんので、子どもがのび
のびと楽しく学校生活を送ることができるよう、マスクや黙食をはじめ一切の感染対策を即刻中止し、行事や学科な
どすべて従来通り実施してください。感染者数にこだわっていては子ども達が心身ともに不健康になるばかりです。
無症状者への検査は中止してください。子どものために、お願いいたします。

感染者が1人出たくらいでは教えて貰えない。学年を越えての交流、担任の入れ替え授業や先生の授業見学など、人流
を止めないので心配している。

検査も休校も不要、健康な子供達にマスクも不要。黙食も不要。子供達の精神がどんどん病んでいきます。

学校では消毒、換気しか対策されていない。
タブレットが全生徒に配られているのに、なぜオンラインにならないのか？不思議です。

世田谷区住民ですので、登校かオンライン選択制です。13日まで。さらなる延長が必要だと感じます。東京マラソン
など、、ありえないです。。

3年も変わらないならやっても無駄、意味ない、早く2類に下げれば休園する必要はない

あきらかにやりすぎです。私たちは何を畏れているのでしょう。新型コロナウイルスは肺炎で人が大勢亡くなる病気
ではなかったのですか？それがリスクの高い人を守ろう！のかけ声で重症化率の低い世代を圧迫しています。たった
一人、陽性になって、症状はともかく休園。感染症というより穢れ扱い。もう止めて欲しい。

幼稚園ですが、幼児の様々な体験が奪われている過剰な感染対策は有益ではない。マスクも幼児にはメリットを感じ
られない。風邪をひいて体を強くしていく幼児期に、消毒やソーシャルディスタンス、マスクばかり、人間らしく
育っていく環境を奪っている原因は社の全ては大人の保身です。こどものことを真剣に考えて、見直してほしいで
す。

個人情報保護、差別防止をうたい、どの学年に感染者が判明したのか知らされない。濃厚接触者の基準がマスクなし
で15分以上、一メートル以内となると、給食停止中、マスク常時着用の校内で当てはまる方はないように思うが、連
日感染者の報告があり家庭内感染だけで説明できないように感じる。子どもは特別支援学級に通っているが、登校授
業で通常学級で行われているオンラインの選択肢はない。率直に状況が不安である。

オンブルと同じ対応で良い。全ての過剰対策をやめてほしい。マスクは任意にしてください

陽性者が出るようになってから日に日にマスク着用についてが厳しくなりました。
耳が痛いからつけたくないと伝えたところ、園長先生にそれは理由にならないね…と嫌々マスクを付けさせられまし
た。

インフルエンザと同じ対応にしてほしい。軽症なのに自宅待機期間が長すぎる。高齢者、重症化する人へ重点的に医
療を提供していただきたいです

学校はコロコロと変わる国の施策に、よく対応されていると思う。
先生方のご苦労を思うと、なにも言えない。

濃厚接触者がりにおびえて水泳の授業は2年できていません。早くインフルエンザと同じ扱いにしてもとどおりの学校
生活にもどしてほしい

無駄な対策ばかりで、やってる感アピールのみ、子供にはマスクさせないでほしい

オミクロンは風邪です。休校、休園、行事のs中止は辞めましょ王

何の対策も必要ありません。そもそも子どもは重症化しないし過保護すぎても免疫落ちるだけなので。

家族で陽性、濃厚接触にはなりませんでしたが、小学校と保育園のクラスで濃厚接触者ではなく念のため検査を受け
ました。その際、検査から結果が出るまでに時間がかかり、家族みんな元気であるのに1週間ずつ、合計2週間自宅待
機です。元気なのに学校や園、仕事に行けないなんておかしなことだと思います。
また、マスクをきちんと扱えない、体も成長途中の子供たちに体育でもマスク常時着用、合唱や部活動の制限など、
心も体も健やかに成長するための機会が奪われすぎだと思います。
インフルエンザのように、有症状者のみ検査しお休みをするという扱いにしてください。
でないと、いつまでたっても休校休園、やっと行けたとしてもまたお休みするということになります。
また、子どもは風邪を引いて成長していくものです。
普通に風邪くらい引かせて、普通に受診させてください。でないと、コロナばかりで他の治療か必要な病気の発見も
できません。

子どもに風邪すらひかせられない世の中が間違っています。
体調が悪ければゆっくり休んで治ればそれでいいのです。
風邪なのかコロナなのかなんてどうでもいいです。マスクも検査も必要もありません。
病気になっても治ればそれでいいんです。
子ども達の自由をこれ以上奪わないでください。

感染者の人数に関わらず、授業や行事や部活をしてほしい。
具合の悪い人だけが休めばよい。
濃厚接触者という定義も必要ない。
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過剰な対策でこどもたちの心身の健康が損なわれています。医療を守りたいのはわかりますが、こどもが一方的に奪
われすぎていると思います。コロナ前の普通の感染対策(手洗いや咳エチケット)で十分です。日常を破壊し、こどもの
自殺を増やしてまで感染対策を続ける必要はないです。負担が大きい割にはたいして効果ないです。もう一切の対策
をやめて欲しいです。

感染者が出たときの連絡などは誠実だと思いますが濃厚接触者の規定が狭すぎて、本当に大丈夫なの？といつも不安
になります。この寒さの中、窓をあけ、扇風機を回す生活も子どもたち辛いだろうなぁと思います。
午前中の間に５時間目まで行い、休憩時間は短縮、昼休憩はなく、給食を食べたら下校。仕方ないですが、学校の楽
しみは減りに減ってます

年長なのですが就学に合わせたと11月からマスクをさせられています。健康な子供にはきちんと息をさせて欲しい。
表情が見えないことも不安。今後の発達に影響があったらどうするつもりなんでしょう。
コロナよりRSや溶連菌の方がよほど怖いし別にコロナにかかっても構わないのに。

横浜市港北区の小学校ですが、オンラインも分散もなし。陽性社は定期的に出るのにクラスターと認めず、我が家だ
け自主休校で肩身狭い思いをしています。以前あったタブレット持ち帰りもなく、学校になんの対応も期待できない
状況で困っています。
教育委員会企画課は「オンライン授業は進めている」と言っていましたが、学校にはその気は無さそうです。

過剰な感染対策が一番おかしいと思います。

多数の被害の出ているワクチンの強制や差別がないようにお願い致します。希望者には申請すれば公費で打てるよう
にするだけで良いと思われます。

小学校、幼稚園で出来る感染対策はしていただいています。これ以上子どもの生活に支障が出ないよう、対策しつつ
出来る活動はして良いと思います。
大人が在宅勤務やフレックスで柔軟に勤務できれば、また大人数や密での会食を避けるなど感染対策は続けるべき。

新型コロナウイルスに感染した場合でも、ほぼ重症化する例が見られていない子ども達に半ば強制的に検査をさせ
「陽性者」、「陽性者との濃厚接触者」等の分類をして子ども達に不安を与える行為は子ども達の成長や発達に影響
を及ぼしている。
更に、重症化が稀であるのに隔離するといった行為も悪影響しかない。
一般的な風邪、インフルエンザなどの感染症と同様に体調不良者が欠席するだけの対策で良い。

休校が長すぎる。濃厚接触者でもないのに、学級閉鎖になったクラス以外も休校でオンラインになっている。(私立)
小学生が１ヶ月自宅で一人でオンラインは無理。精神的な負担もある。
希望者や共働き家庭の子は、休校中であっても学校に通わせてほしい。公立だけでなく、私立にも学びの場をなるべ
く減らさないよう、また共働きやひとり親世帯に配慮するように言ってほしい。

子どもが陽性と濃厚接触者になった時、それぞれの担任の先生がタブレットを自宅まで届けてくれました。プリント
等も持ってきてもらい、感染者が増えている中先生の業務が増えて申しわけないと思いました。何よりも先生の人数
を増やして、感染等様々な対策が必要になっても対応できる、学校のゆとりを確保してほしいです。オンライン授業
には、子ども達は楽しく参加していますが、顔を合わせて関係性を構築することは大事なので、オンラインだけで全
てが良いという訳ではないと思います。

感染対策やり過ぎです。子供達に今まで通りの授業を受けさせて下さい。まん防だからとリコーダーの授業やクラブ
活動が無くなるのはおかしいと思います。子供達は感染しても重症化しません。これ以上子供達に我慢させないで欲
しい。

札幌市です。クラスに陽性者が出てもクラスメイトは検査を受けられじ、学級閉鎖が連鎖しています。寒いので換気
にも限度があり、みなし陽性も始まってしまいました。検査にも医療にもたどり着けない状況の今、一旦学校を休校
にしない限り収まらないと思います。

対策もういらないから早く緩和して元に戻してほしい

子ども自身が重症化することは稀なのに、感染対策と称して、マスクの常時着用、部活や行事の中止、黙食の強要が
行われており、伸び伸び育つ環境が損なわれていることが許せません。感染を許容し、症状が出たら休む程度の対応
に戻してください。無症状なのに隔離をやめてください。検査をするのであれば、症状がある人のみ対象とすべき
で、それ以外は有害無益です。

さっさと休校にして連鎖を止めることを考えてほしいと思う

日毎の感染者の報告が保護者宛にメールでくるが、1週間遅れている（2/5に1/28判明の情報を出すなど）のでまった
く意味がない。
希望すればオンライン授業を受けられるが、まずその周知がなく、問い合わせして初めて対応してもらえる状態なの
がおかしい。
問い合わせてオンライン授業を選択したが、カメラオンにしてほぼ放置なので授業を受けているとはとてもいえな
い。出席停止扱いなのも納得がいかない。
担任の先生は非常に頑張ってくれているが、上が動いていないので現場の負担ばかり増しているように見受けられ
る。
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陽性者が15%以上でないと学級閉鎖になりません。なっても3日間だけです。一定期間休校にしてほしいです。

過剰な対策を即刻止めるべき

保育園は出来る限りの対策はしてくれてるが、いつかかってもしょうがないと思ってる。市で統一ではなく、保育園
判断でイベントもやってほしい。

選択制のオンライン授業となったが、
大半の働く保護者は子供を預けざる得ず、預けたところ、午前に出た発熱者を帰宅させなかった為にあっという間に
拡大した。
発熱者を特定させないという配慮の為に、情報共有されない為、事実を知らず、自由登校が続きクラスターがかなり
のクラスに出ている
いつどこでも感染するので、
情報共有は必要だと思う。

陽性者が出ても毎回判を付いたように濃厚接触者なし、通常授業と記載されるが、最近やっとオンライン授業選択可
能になった。とはいえ通常授業をライブ配信しているだけでプリントの配布などなく、また、ライブ配信すらできな
い授業もあり、学習の保証は十分ではない。学校も学習保証はしないと明文化している。そして、やむを得ない（命
に関わる）事情でオンラインを選択したのに出席停止扱いとなることについて、今後の出席日数不足や中学受験時の
内申にどのように関係するのか不安。

現場の先生方は本当にご苦労されてますが、自治体などの決定通りにしか動けない動いてくれないので不安です。

うちは私立なので、だいぶ前からオンライン授業を選択することはできるが出席扱いにはならない。授業に参加して
いるのに「出席停止」(インフル等の時の扱い)は納得行かないです。

子どものマスク一律に禁止するべき。
下校中の小学生のマスクよく見てみて下さい。めちゃくちゃ汚くてびっくりしました。あんなもの一日中着けてたら
余計に感染が広がるし、別の病気になりそう。

2-3にも書いた通り発熱者が出た時点で対策が必要だと感じました。どれぐらいの人が感染したなど知らせたほうがこ
んなに感染するんだと気をつけるのでは？隠しすぎだと思います。他人事にしか思ってないと思います。そして学校
で濃厚接触者なしなんてあり得ないと思います。1人感染者が出たらクラス全員検査すべきです。学級閉鎖になってい
ても兄弟は登校可なんて学級閉鎖の意味はあるのでしょうか？どれもできないのであれば不織布マスクを徹底するぐ
らいなら出来るのでは？

陽性者が何人判明したという連絡がメールで頂けるものの、どのクラスかわからないようにしているので実態がつか
めない。区のホームページで陽性者のお知らせがあるが、学校名を伏せているのでどの地域で感染が拡大しているの
か全く状況がつかめない。

情報が無さすぎて安心できない。せめて感染の学年くらいは教えてほしい。しかも事後報告（夕方に連絡が来て今日
から学年閉鎖でしたとか）なので行かせられない。土日は報告がないので月曜の夜にびっくりする。オンライン授業
は一応やっているが、学校に来ないとちゃんとできないよってスタンスで放置される事が多い。これでもやってて、
家でお絵描きでもしててという扱いを受け、仕方なく何日か登校したりする。
複数学年閉鎖になっても休校はしない。子どもを守る気を一切感じない。

陽性者が1人出ただけで学級閉鎖になるのはおかしいですし、授業が進まず先生の負担が大きすぎます。
インフルエンザと同等の扱いで数人感染者が出たら学級閉鎖というのなら納得できます。
やはり5類の扱いにするべきですし、マスクは咳鼻水症状のある子やマスクをしたい子供だけマスクをする従来のやり
方に戻してほしいです。全員マスクの強制はおかしいです。

子どもは重症化しないため早く通常に戻すべき。年寄りは外に出ないなど自衛をすれば良い。子どもを巻き込むな。

過剰な対策で子供達が可哀想です

どのクラスで陽性者が出たか教えてもらえないので、自分の子のクラスかも知れないと疑心暗鬼になる。検査すべき
か、自主休校すべきか、迷っている。せめて自分のクラスかどうかだけでも教えてほしい。

感染対策は不十分と感じます。座席もコロナ禍以前と変わらず、十分な距離が取られていません。各教室にアルコー
ル消毒も設置されていません。給食時の黙食も守られていません。ニュースやTVで取り上げられている感染対策十分
な学校とは全く違うと言うのが現状です。

こちらは東京都港区なのですが4日に数人出ている状態です。学校で陽性が出てもプライベートがとなり学年すら教え
ていただけない。ただ陽性が何人出ただけであり、こちらもせめて何年ということがわかれば登校させたいのですが
わからなすぎで学校へ不信感がつのる事ばかりでずっとオンライン(出席停止扱いですが仕方なく)で授業をうけさせて
います。

1.2人陽性者がでたら学級閉鎖になるのは過剰すぎる。子供にとっては風邪、インフルエンザ。それと同等の対応にす
るべき。
分散登校や、部活、行事の自粛など子供への活動の制限は子供達の心身の影響も考えるべき。軽々しく中止するべき
ではない
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全ていりません。濃厚接触者を調べるのもやめて欲しいです。症状がある人のみ検査し、陽性者が出たなどの情報も
一切いりません。ただ、心配な人は休んだり、オンライン授業を選択できるようにはしていただきたいです。

子どもが通う学校は1クラス30人以上の生徒がいて、毎日陽性者が出ています。大人数のため、机を離して距離をとる
のも難しいと感じています。先生方は机やドア等の消毒や、生徒へ手洗いの指導や声掛けをして下さってます。
ですが学校へ通わせることに不安を感じてる方は、私の周りにも沢山います。でも休ませると周りの目が…、子ども
の勉強が遅れてしまうから…と言う方がいるのも事実です。なので自由登校も選択肢の1つとして入れて頂きたいで
す。

なぜ陽性者を隠すのかがわかりません。感染することは罪ではないのですから。普通のこととして、頻回検査をすべ
きです。

多くの健康なこどもは新型コロナにかかっても回復できるのだから、感染対策による心身への影響や経験の欠如等弊
害の方が大きいと思う
体調が悪い時は休む、手洗いで十分と思う

以前は陽性者が出る→保健所より濃厚接触者なし→再開だったのですが、今は陽性者が出る→教育委員会と協議の上
再開です。マスクしているから濃厚接触者にあたらない、で、誰も検査されないので同じではあるのですが、なんの
根拠もないので戦々恐々です。もうすぐ高校受験の子供がいるのですが、オンラインもできないし、感染したら救済
もないので本当に祈るしかありません。

感染への意識が甘すぎる。感染対策を教諭やptaにさせてほしくない。専門の知識をもった人にさせてほしい

オンライン授業を出席扱いに､選択登校制を導入してほしい。

休校　休園はしてほしくない。怖いウイルスではないので　騒ぐ保護者と濃厚接触者探しの方が恐怖！差別されない
ための対策などしたくない。学校は対策をやめてほしい。子どもたちにのびのびと関わり合い　音楽も体育も普通に
やってほしい。これ以上子どもを犠牲にする政党や政治家は信用しない。

陽性者一人が出ても、学級閉鎖。
濃厚接触者扱いで、受験が受けられなくなる等から生徒達は休み時間も自席に座り、給食時間は黙食、部活は受験生
の為に休止、大会は延期や中止。まるで監獄のような学校生活を強いられていることに疑問しか感じません。これで
は、子ども達の意欲の低下、鬱傾向、自殺率の増加に繋がるのは必至ですよね。今の過剰な感染症対策は、子ども達
の心を蝕んでいます。
体育の時間でもマスク着用、学級閉鎖では外出自粛要請。これでは、子ども達の健康を損なうだけかと思いますが、
どうお考えですか?

子供にとってコロナなんて何の問題も無い。なのにインフルエンザより厳しい対処になってるのは　甚だ疑問。せめ
て小学生以下はマスク外させてあげてほしい。

当該、京都府木津川市城山台小学校では校長以下適切に感染対策等を講じていただいていると思います。息子の感染
が木曜発覚で即学校へ連絡後、翌金曜を学級閉鎖にして今この土日も含め様子を見ている状況と思います。昼に感染
連絡後、児童帰宅時には学級閉鎖の指示だったそうですので現場判断と決定の即決即断性の素早さに感謝していま
す。平素よりお付き合いのある校長先生ですのでその点は信頼しております。

教育委員会の悪しき弊害が問題になって久しい教育行政ですが、もっと現場主導の正しい判断や現場主導と現場ダイ
レクトの外部機関との提携や介入権限移譲等を円滑に進めていけるように、政治からも文科省や教育族議員等を突き
上げていってほしいと思います。

学校現場に福祉支援とうや危機管理を含め子ども家庭庁などの第三者機関直属の職員が常駐して機動的に動き教育委
員会や校長会の虚偽隠蔽欺瞞のできにくい仕組みを作るべきだと思います。

過剰な感染対策はいらない。マスク、アルコール消毒も不要。黙食反対。距離を取れ、なんていらない。
休校反対。家に引きこもって、昼夜逆転、ゲーム依存のほうが新型コロナに罹患するより怖いこと。
コミュケーションをしっかり取れる社会でないといけない。
子ども達に日常を。

陽性者が出たあと、いつ発症したか、最終登校日がいつだったかなどの連絡がないと、だいたいいつ頃まで発症の可
能性が高いなどの判断が難しい。
幼稚園からは連絡があるも、小学校からは連絡がない。
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陽性者が出て、濃厚接触者なしとされたのに休校になりました。オンライン授業をしている、とは口だけで、実際は
朝の会と帰りの会以外は自習です。子供は何にもやる気がないと言ったり、突然しくしく泣いたりするようになりま
した。

学校役員で子供と接する機会が多いですが、コロナだオミクロンだマスクだといった内容で差別的な発言を繰り返す
子が増えています。
マスクをしているのが良い子、黙っているのが良い子、という教育をするのは異常と感じます。

本当に感染対策としてマスクやディスタンスが必要なのであれば、
どういう場合には必要ない、も教えるべきです。
マスクを噛んでいても顔にマスクが貼り付いていればいいし、
周りと距離が取れていてもマスクをしていないとバイキン扱いされる、
異常だと思います。

子供の学年に感染者が出ても個人特定を避ける為情報があまりに少なく、自分の子とどの程度の距離が分からないの
で警戒すべきかどうかの判断ができない。マスク着用だからか濃厚接触者への連絡・検査もないようで、それが返っ
て恐怖心を煽る。必要な情報は開示して欲しいし、学校でのクラスター回避のために同じクラスの子は検査して欲し
い。

感染者と濃厚接触者以外は普通保育をしてくれた。登園は自由だったが、検査をさせてもらえればより安心して登園
できたと思う。

一人一人の意識や知識の差が大きすぎて、

関係者の陽性が出たという連絡だけなので、誰かわからず、感染対策しようにも難しい。濃厚接触の定義が浅すぎ
て、おかしい。

陽性者が出ると次の日急に休園となるため、仕事への負担がある。職場では小学校休校等助成金を利用できるが、上
司によって認識や知識も違い未だ利用できず、現在は自分の有給で休んでいる状況。

通学で電車を使う時に感染リスクもあるからしばらく休校やオンラインにしてほしい。
多くの人が電車で通っている学校ならなおさら。
あと、学校でクラスターが起こって学年の2割ほどが濃厚接触者等で休んでいるのに通常授業は頭がおかしいと言わざ
るを得ない。

私立中学、私立高校の2人はオンライン授業になっておりしっかりと学習も対策もされている。下の子の公立小学校は
感染症対策もしっかりとされておらず、陽性者が出た人数のみメールで連絡。信頼できないので自主休校させてい
る。公立に通わせていることはデメリットでしかない。

マスクをはずしたい
一人の感染で学級閉鎖ではなく、その子だけ休みで良いと思う
あとは今まで通りの普通のスクールライフで大丈夫だと思う

情報が少ないし、消毒済みだから通常通りです。ってオカシイと思います。

インフルエンザと同じ扱いにすれば良いと思います。

休園も休園も必要ない

ウイルスなんてなくならないんだから、いい加減に5類にしてほしい。子どもたちがなんでも我慢させられ学ぶ権利を
奪っています。
コロナよりも子どもの心の状態が心配でなりません。

マスク着用は言われていても休み時間など先生のいないところではマスクもちゃんと出来ないし、手も洗わない。子
供はそういうものだから仕方ないけど、だからオンライン授業を誰もが選べるようにしてほしい。
全員へオンライン授業ができると学校の公式のお知らせはない。家庭が個人でお願いする。オンライン授業がいいと
思っていても知らない家庭は受けられないし、オンライン授業を選んでいる家庭をズルいと言われたこともある。
オンライン授業を休まず出て課題を提出してグーグルミートで対面しているのに出席停止のまま。文科省の通知の
「不登校児童生徒のための支援の在り方」で出席扱いを求めたが自治体の方針が決まっていないと学校に言われ、練
馬区教育委員会には個人の事情も様々だから学校の判断でできると言われた。両者責任の押し付け合いをしており話
にならない。

大阪府立高校ですが、全く対策なしです。

「感染症対策を徹底して」が合言葉のようになっているが、現状の感染症対策で新型コロナウイルス、特にオミクロ
ン株の感染を防げるとは思えない。
学校では不織布マスクは徹底されておらず、正しく装着できていない児童生徒が多い。更に水しか出ない水道での冬
場の手洗いはどうしても雑になってしまう。
教室には空気清浄機もなく窓を開けての換気のみ。CO2モニターもないため、どの程度換気できているのかも不明なま
ま。給食中の黙食も徹底できていない。
一人の先生に対して児童生徒の数が多すぎるため、徹底した感染症対策というのは非現実的だと思う。
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オンラインで学習を進める努力をしてほしい

ただの風邪だから感染対策なんて必要ない。今まで通り風邪引いたら家で休むだけでよい。不必要なpcr検査をするか
ら無症状やただの風邪なのに陽性になる。濃厚接触者だから、心配だからと言ってpcr検査を受けていたら永遠に終わ
らない。なぜなら風邪の特効薬はありません。インフルエンザが消えたことを疑問に思わない世間にウンザリしま
す。早く子どもの生活を元通りにしてほしいが、残念ながら大人が気がつけないから子ども達の今や未来が奪われ続
けている。

これ以上、子供たちの日常を奪う事や、事実上マスク強制はやめてほしい。なんの症状もない健康な子供のマスクは
完全任意で自由として！健康な人のマスクには弊害しかない。健康な子供へのマスクは虐待です！マスクは自由で
す、とどうか周知をお願い致します…！

オンライン授業を活用してほしい。

2年経ったのに相変わらずオンラインでの授業が選択できない。対応できないならなぜできないのか、もしくはしない
のかきちんと説明して欲しい。何のためのタブレットで一体いつ使うのか不明。タブレットを配った目的が全くわか
らない。また部活等の活動はなくなったがあいさつ活動は継続されていて謎。結局家庭で自主休校等判断しなければ
ならないが、そもそも情報が共有されておらず判断にも困る。不安ばかりが募る学校、教育委員会の対応には信頼は
できません。

子どもたちを無理やり自粛や中止に追い込んで楽しいですか？頭おかしい。

学校での感染がピークな時は休校してオンライン授業に切り替えられるようにして欲しい。
濃厚接触者で欠席していても全科目オンラインで授業できるよう準備できる時間はあったと思う。

学級閉鎖になったらしいが、どこのクラスかわからない。

マスクに消毒、ソーシャルディスタンスや給食は黙食など、過剰な対策を2年も強いられ、ここにきて、弱毒化して重
傷者数の少ないオミクロン？に罹った人がいたら、学級閉鎖や休校の意味が分からない。
コロナ禍前のインフルエンザが蔓延した時の方が感染者の症状もひどかった。
休校中は、みんな元気で欠席者なしのオンライン。
小学校が休校になれば兄弟のいる幼稚園生は同じ日数休園。
みんな元気なのに学校にも幼稚園にも行けず。
毎日テレビでは感染者数がこんなに増えていると煽ってきますが、実際はPCRで、陽性反応が出た人数で、陽性者と感
染者は違うはずです。
検査数が増えれば必然的に陽性者数は増える。
PCRは日本のようにct値が高ければ偽陽性が出る確率も高いはず。
毎日毎日マスクで1日を過ごさなければならない子ども達の健康の方が心配です。
毎日子ども達は十分な酸素を吸えず苦しんでいます。
元気な子どもにマスクは不要。
マスクは任意であり、強制ではないはずが、今はほぼ強制されてると同じです。
今1番必要な感染対策は、休校でもオンラインでもなく、
マスクの自由化（症状がある人や本人の意思でつけたい人のみ）、コロナ禍前の普通の風邪やインフルエンザと同じ
扱いにすることだと思います。

無意味な対策(マスクの着用、部活禁止など)をやめてくれ。インフルエンザ並の対策で十分。

安心な方に舵を切りすぎで子供を犠牲にしすぎ。

対策の状況は、常時マスク着用と学年を跨いだ交流や社会見学等の校外行事の中止、運動会縮小、参観日中止など。
マスクは夕方になると頭痛が起きたりと身体的に支障がでます。知りあいのお子さんは熱中症になりました。苦しい
から鼻を出したくでも友達のマスク警察行為によるいじめの心配がつきなかったり、他人をバイ菌だと思いながら行
動する事を要求されるので、社会性や心の成長に不健全だと感じています。

行事の中止で学習や体験が奪われていることにも不満があります。

要するに、今の政策が「コロナは感染してはいけない恐ろしい病気」という前提であるのがそもそもの間違いで、こ
の感染症の実態とかけ離れているのが大問題で大きな混乱の元になっていると不満で一杯です。税金のかけ方がおか
しいです。一刻も早くインフルエンザ程度か、従来の風邪と同じ扱いにしてもらいたいです。子どもも親もストレス
で壊れそうです。
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・「陽性者判明→学級閉鎖→濃厚接触者特定期間（1〜2日程度）→濃厚接触者はいないため学級再開」を繰り返して
いる。濃厚接触者の定義も怪しいし、陽性が判明したらせめて学級全員に検査できる体制をとってほしい。
・感染拡大している時期だけでも登校を選択できて、かつオンライン授業を受けられるよういしてほしい。（今のと
ころオンライン授業をやる気配はない）
・下の子が重心心身障害児のため感染リスクが高いので、リスク回避のため上の子ともども自主的に休ませようかと
考えるが、子どもの学習機会・活動を奪ってしまうのではないかと感染拡大の度に悩む。

学校に検査を進めようとする姿勢自体が大迷惑です。駅の演説でも共産党は検査しか言わず、いつも心の中で石を投
げながら通り過ぎています。検査で日常を取り戻した国があれば教えてください。検査費用は沸いて出てくるのです
か。補助金もお好きですが、給付しすぎて間もなく雇用保険料が上がるのですが。私、25年前の就職以来一銭の給付
も受けたことないんですけど。学校のセーフティーネットとしての機能はどうお考えですか。いちいち全数検査で学
校を止めていて、あるいは安易に休校して、学校に守られている子はどうするおつもりですか。虐待が判明する場の
トップが学校ということはご存知ですか。冬なんですから体調を崩す子が多く出るのは当たり前です。毎冬そうでし
た。そうでない冬はありませんでした。コロナをただの風邪というつもりはありません。風邪はいつでも誰でも重症
化し得るし、お年寄りが風邪をきっかけに亡くなるのは当たり前のこととして受け入れられてきました。それが、学
校で風邪をもらった孫を経由してのことであってもそういうものとされてきたのです。なぜコロナだけはそれが許せ
ないのか。今まで普通にあったことをなくするために学校を制限し子どもを家に閉じ込めることは許されません。も
う2年、我が家の子どもたちも世の中の子どもたちも、目標にしていた学校行事や部活の大会、趣味のイベント、コン
クール、多くの発表の場、努力の結果を確認する場、正常な学校生活、級友たちとのまともな交流、先輩後輩との関
わりを奪われてきました。安易な検査にどれほどのものが犠牲になってきたか。あなたたちの主張には心からの軽蔑
を覚えます。

高校生の子供がいます。学校では毎日感染者が出ています。家庭内感染なのか不明ですが、『濃厚接触者は居ません
でした』との事で時差通学という手段を取り毎日登校しています。
横浜市は全く情報公開がされず、何処で(休校中の学校など)もう少し公表して欲しいと思います。
子供は重症化しないと言われて居ますが、本人たちはコロナ慣れをしてきているようで、危機感が薄れている様な気
がします。感染をなるべく防げるように近辺の情報公開をして頂きたいと思います。

コロナだけが怖い人は家にこもっていてください。時には熱を出し、免疫を高めるのが当たり前だと思っていますの
で、過度な対策は不要です！

子どもにとってコロナ（オミクロン）はインフルやRSウイルスと同程度以下の弱毒なのに、例年よりはるかに厳しい
休校・学校閉鎖措置がまかり通っており、また日常の学校生活での黙食などの感染対策により、子供の間のコミュニ
ケーションに支障が出ている状況を懸念しています。
感染対策は例年のインフル流行期のような手洗いや咳エチケット、換気を中心とする穏健なものにとどめ、できる限
り通常通りの学校生活や行事、交流、学びができるよう、配慮してほしいと願っています。
学級・学校閉鎖や登校停止などの措置も、通常の季節性インフル流行時の基準を援用するなどして、緩和を働きかけ
てほしいと思います。

今のところ幼稚園は5日程度の休園、小学校は該当のクラスのみの学級閉鎖です。
周りのスイミングスクールなども陽性者がたくさん出ているのに皆さん通わせています。
我が家は休校になっても問題ありませんが、仕事があって無理という方もわかるので選択登校制にしていただきたい
です。
連絡が来るたびに自分の子は大丈夫かと心配になります。
私個人としては一刻も早い休校を求めています。

黙食、児童同士でのマスクの監視、行事の縮小や中止などやりすぎです。
まるで刑務所のようで子供の人権を侵害しています。

大学2年の娘ですが、2年間ほとんど大学に通えていません。全てオンラインになったからです。友達もほぼ出来ず行
事もサークルも全部潰れました。「頑張って入った大学だけど今が人生で一番つまらない。浪人時代の方がマシ。」
と言っています。これに年50万もかけるのは馬鹿馬鹿しいとも言っていました。オンラインを推し進める流れができ
ていますが、少し考え直して欲しいです。対面でしか得られない学びは絶対にあります。

学校はきちんとやってくれています。国が2年経っても子ども達を締め付けることしか言わないので、先生も子ども達
も可哀想で涙が出てきます！もうみんな限界です！！過剰すぎる対策ではなく、コロナ以前の手洗いうがい咳エチ
ケット、で十分なのではないですか？あまりにも過剰すぎて感染してしまった子もそうでない子も心身共に悲鳴をあ
げています。早急に何とかしてください！！！死にたいと言い出している子もいます！ハイリスク層が個々に気をつ
ければいいだけ。子どもをこれ以上病原菌扱いするのと行動制限するのは許されませんし許しません。

一般的な手洗い、マスク、手指消毒、黙食などに加え、部活時間と日数の縮小、外部と交流する行事の中止やオンラ
イン化などされていると思います。学級閉鎖は極力避けられ、最低限の規制でよくやってくださっていると思いま
す。ただ市の方針でオミクロン以降部活中のマスク着用が必須になったこと、練習試合や公式戦が中止で運動量も少
なく子どもたちは不完全燃焼です。余ったエネルギーを使うところも少なく不健康です

マスク強制をやめていただきたい。
園児には無理です。
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オンライン授業で参加できるようになっているが通信状況不安定だったり、お昼ご飯準備で親も仕事へ行けない状
況。

トイレ掃除は先生が消毒しながらやる

感染対策はマスク、消毒くらいでしょうか？
それよりもいつまで続けるつもりでしょうか？
国民の7割がワクチン接種をしマスクをしていたらコロナは終息すると言われていましたが、今現在、国民の8割が接
種済みでマスクも必ずしています。それなのに何故感染拡大したのでしょうか？
結果としてワクチンもマスクも感染対策には全く意味が無かったという事になりませんか？いい加減無意味な対策を
強要するのはやめてください！！

過剰。児童虐待に近い。2歳からマスクとか気違いとしか思えない。音楽教育の否定やいい加減にしてほしい。分科会
の言いなりだと永遠にできないことになりますが？次のターゲットをこどもにしたんだなあという感じ。検証もせ
ず、いじめやすいところをターゲットにするのが感染対策。こどもの合唱を禁止させて、高齢者のカラオケやデイ
サービスにはなにも言わないのはなぜ？矛盾だらけの感染対策とやらいい加減にしてほしい。身内は鎖国のせいで大
学もだいなし。外国語大学で海外行けなくされたら、大学行った意味がない。オンラインには価値はありません。

保健所がこないと濃厚接触者の判定ができないと言われ、濃厚接触者疑いの状態になってしまったこと。動いていい
か悪いかわからない。また、兄弟児が休校になった場合、同居する家族はどこまで行動したら良いのかわからず困っ
た。

あと、とにかく情報がない。どのクラスで出たのかもわからなく、小学校は濃厚接触者無しと判断されるので、どう
言う生活を送るべきか悩んだ。

学校での給食の時、マスクをはずして食べる為、ちょっと不安です。

実際は机の間隔を1メートルも開けられていませんし、布マスク、ウレタンマスクの子が多くマスクをしていたから濃
厚接触者ではないの定義はずれると思います。黙食なども子どもの学校はできていません。

あと、寝屋川市の対応がとても参考になると思います。(登校選択制や、市長自らの感染者報告のTwitter発信)

寝屋川モデルを全国に適応してほしいです！

横浜市在住です。40人学級で教室内はかなり密な状態です。黙食をしていても、オミクロンの性質上、給食はかなり
リスクが高いと感じます。分散登校＋午前授業、そして弁当配布が今はベストかと思います。ただ現在、先生方の感
染も多く、学校現場はかなり疲弊しています。「社会を止めない」の皺寄せが学校にきてるわけです。感染者が出て
いる学校は、せめて、2週間は休校にし、その後、分散登校やオンライン、弁当配布に移行が希望です。

子供は感染しても死亡する病気ではありません。感染よりも過剰な対策による行事の停止や環境のしがらみによって
子供たちの心身の健康が心配です。自分や自分以外をバイキンのように考え、目に見えないものに怯え、修学旅行や
発表会の楽しみを奪われ続ける気持ちを考えたことありますか？通常の生活をさせてあげてください。

何もしていなくて学校に通わせたくないです

昨年は、陽性者が1人出るとそのクラス全員pcr検査をしました。それなのに今年は複数人陽性者が出ても何もしてく
れません。家庭の判断で検査を受けに行きました。これじゃあ
感染拡大するのはあたりまえです。文科省も学校もあまりにも無策で頭に来ています。

子供のマスクを外して、いつも通りの日常を取り戻してあげたい

今の状態だと安心して子供たちを預ける事ができません

貴重かつ補充不可能な体験が奪われており、やり過ぎである。今後の人格形成にも影響を与えることから、子ども本
人には重症化リスクがとても低い以上、過剰な対策をするべきではない。

インフルエンザの時の対応でよい。
今の対応では子どもに悪影響しかない。

オンライン授業、基本登校せずどうしても困る子だけ登校という形にしないと、もう感染拡大は止まらないと思う。
オミクロンは黙食でも感染する。政府から行動を自粛しなさいというメッセージを出すためにも積極的に補償とセッ
トで休校、休園すべき。

対象クラスだけ学級閉鎖となるが、その兄弟は、不安ならば休ませてと、各家庭に委ねられている。欠席とはならな
いが、そういう子供は、オンライン授業ができればいいと思いますが、まだ、オンライン授業までは環境が整ってい
ないようです。

過剰すぎるので、落ち着いてせめてインフルエンザ同様にすべきですし、検査は有料にすべき。
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学級閉鎖や休校の判断が学校に丸投げされているので、対応がバラバラです。感染者が出ても学年も知らされず、い
つ出たのか、登校していたのかなども知らされないので判断材料がありません。タブレットを毎日持ち帰りますが、
オンライン授業対応もありません。自主休校しています。

co2モニターは各教室にあるらしいが警報音が鳴ってからの換気で常時換気はできていない。
3日程の学級閉鎖で感染者はすぐに特定されるが感染判明時には学年や人数を明確にしないぼやかしたメールしか来ず
余計な心配や詮索に繋がりかねない。

我が家は2年間自主休校を継続しているが宿題プリントを受け取るのみでオンライン授業もなく学びの補償は何も無
い。
それは承知の上で家庭学習をすると腹を決めもう自宅学習のリズムができているが、今後濃厚接触等や感染不安で休
もうと思った人はオンライン授業がないといきなり家庭学習で！と放置されると大変だと思う。

ゼロリスクは無理で無駄です。重症化、死亡リスクを許容できる範囲まで来てます。以前の日常に戻してください。

学校内に保護者は来ることが基本できないようになっているので、PTAはオンラインで開催。子どもの劇などの行事は
クラスごと時間をずらして保護者は1名までなど人数制限をしています。
感染者が出たクラスは5日間学級閉鎖していますが、それで良いのか不安はあります。できれば全学年PCR検査する
か、1〜2週間休校したらだいぶ感染が抑えられるだろうになと思います。

子供へのマスクや消毒は免疫力を下げます。イギリスやスイスでは子供の発育を考えて、12歳以下へのマスクはコロ
ナ騒動の最初からさせていません。日本の乳幼児の言語能力の低下が見られ、口呼吸により虫歯が増えるなど、デメ
リットの方が大きいです。無症状への検査をやめて、5類にして、感染して当たり前の社会にしてください！死亡率は
インフルエンザ以下ですし、子供達はそもそもACE受容体が少ないためコロナで重症化しないし死者は未だにゼロで
す。老人のためにいつまでこの子供達の生活を犠牲にするのですか？

マスクをしていたら濃厚接触者にならないのに、濃厚接触者は陰性でも10日間も学校に行けない意味がわかりませ
ん。マスクに効果あるなら、濃厚接触者はマスクで学校行ったら良いと思います。マスクに効果ないなら満員電車と
か全部アウトだと思います。

感染対策全く必要ありません。野党としてなぜ五類にといわないのでしょうか？足りない足りないとあおるばかりで
諸外国では対策やめて元の生活にもどっていますよ。大丈夫ですか？日本

毎回臨時休園にする必要はない。

玄関にアルコールが1個設置されてるだけ。
黙食・マスク

これだけでているのだから中学は休校してほしい。感染が怖いです。無理して行かせたくないが詳しい状況を知らさ
れないので半信半疑で不安を感じながら行かせている。こんな時は学びは止めても良いと思います。横浜市ですが川
崎市は詳しく学校名など出しているのに

子供のマスク（特に体育時）、消毒液（手荒れ酷くて血だらけです）、行事の中止（しかも直前に決定）など科学的
根拠も乏しいのにやり過ぎです！子供は重症化や死亡のリスクが低いのにおかしすぎます。もう2年ですよ。大学生は
高額な授業料をそのまま取られるのにろくに大学に通えないとか、もう狂っています。やってる感だけの対策は要り
ません。

去年夏、保育園でクラスターが起き子供が感染しました。ですが、保健所、保育園本部からの指示先生、感染者にさ
え詳細を教えてもらえず、状況が全くわからないまま、不信感だけが残りました。
このクラスターは、コロナが発生してからも、頻繁に旅行や行楽に出掛けているご家族が発生元です。

保育園側がら強く言えないのはわかりますが、普段から万が一が起きなければいいね。と言っていた矢先の事です。
このクラスターで、関係者、園児、ご家族合わせて100名近くPCRの対象、
先生は全滅、重症者多数、7割近くが陽性、濃厚接触者になりました。

下手すれば命を落とすコロナです。
個人情報とすぐいいますが、せめて関係者には情報共有をし、少しでも不安な気持ちを取り除く配慮が必要なのでは
ないでしょうか。

感染対策が過剰すぎる。運動時までマスクをさせるのは絶対に害悪。通常時も症状がある人のみマスクをすれば良
い。子供大人問わず、無症状者にマスクは不要。数名の陽性者で学級閉鎖や行事の中止など、楽しみにしていた行事
を潰され、子供達が病んでいる。まん延防止、緊急事態宣言下でも、修学旅行や運動会など大切な行事を中止にしな
いで下さい。子供達はみんな元気です！！！

プライバシーの問題はありますが、情報共有がありません。それが不安を助長します。どこかのクラスが学級閉鎖に
なると、その影響を受けて三分の一くらいが休みます。少なくとも学校や学童の先生は定期検査、良いマスクの配布
をしたらいいと思います。オンラインが難しいのは技術者不足もあります。支援者を置くだけでもかなり実施できる
でしょう。
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電車通学の生徒が多いため、通勤ラッシュと時間をずらし、通常50分のところを40分に短縮して授業を行っていま
す。学校側はオンライン授業への移行は考えていないそうです。

分散登校もなし、オンライン授業も全くされる気配なしです。
先日、下校班のお友達からコロナの感染してる子がいましたが、クラスは違うので我が子は普通に登校となりまし
た。下校時こそ密なのになんの対策もされずです。
家が遠いのでマスクを外す子もいます。
それなのに、濃厚接触者はいませんでした。と連絡が来ます。
授業中だけが学校ではと思います。

最初の陽性者発生の連絡から、陽性者の人数等感染状況の連絡まで4日かかった。自分の子どもが濃厚接触者に当たる
のか、外出していいのかも分からないまま、4日間待機することになった。

子らが通う公立小中はコロナ不安があればオンライン可能ですが、県立高校に通う知人は濃厚接触者にならないとオ
ンライン授業は受けられないそうです。妹弟はオンラインなのに高校生の自分は受けられないと不満そうでした。高
校生も希望すればオンライン授業を受けられるようにしてほしい。

マスク、黙食、行事中止、換気、手洗い消毒、検温、体調管理表、全て過剰すぎるし、意味がないから通常の必要最
低限の事で十分だと思う。

学校の先生方は本当に大変な中、とてもよく頑張ってくださっています。障害の特性上、学校生活を送るためには、
全介助が必要です。もちろんソーシャルディスタンスなんて言ってられません。それでも、丁寧な支援を行い、感染
症対策も気を使ってくださり、頭が上がりません。
ただ、先生方が忙しすぎて日に日に疲れて行く姿に胸が痛いです。必要なところにこそお金をかけて、子ども、先
生、教育を守ってください。

これ以上子ども達の青春を奪わないでください。子どもは風邪をひいて強くなる。

無駄な感染対策のせいで子供の楽しみが奪われているのが悲しくて仕方ないです。

全部無駄。子供にマスクなんてメリットがひとつもなくデメリットしかない。分散登校も黙食も全部が機関側の保身
でしかない。無駄なことにお金をかけて囚人か精神病患者を作り上げてるだけになっている。なんで今を生きる若者
が人生の大半を費やして人生を謳歌しきったハズの年寄りを守らなきゃ行けないのか。もう子供たちに感染対策なん
か気にさせずに普通に素顔て遊ばせてやって欲しい

北海道です。
マイナス10何度になろうとも換気をし、氷のように冷たい水で手を洗います。あんな水で洗えるはずがありません。
せめてお湯を出してください。切実です。

オミクロンで、毎日ロシアンルーレットのように次から次へと学級閉鎖が起こります。しかし同学年の別クラスと合
同で、リコーダーの授業です。

そのクラスが学級閉鎖になった時、一緒にリコーダーをしてしまったと、不安がる娘。その日からしばらく学校を休
んでいますが、学級閉鎖のクラスしかオンライン授業をしてもらえず、自主的に休んでいる娘は何もなしです。同じ
学年なのに…

国がはっきりしないから、みんな自分の都合のいいように解釈して、結局各学校自由に活動を行っています。どうに
かしてほしい。早く。

無駄な対策は要らない
インフルエンザと同様な冷静な対応を望む

感染対策の必要はありません。

感染対策は手洗いうがいだけで十分です。何度も言いますが子供は重症化しません、死にません。休校などもっての
外。大人の勝手な理由でこれ以上子供達の貴重な時間を奪うのは止めて下さい。

コロナに対する対策がされていないのに、差別に繋がるからと感染者が誰なのか不明。そのせいで今学校内で感染が
どのくらいいるのかもわからない。COCOAのようにルートはいらないが○○地区○○といっな○丁目より前くらいま
での感染者の情報が欲しい。スーパーに買い物に行くのすら不安。

感染対策など無意味であることは、今までの知見から明らか。いい加減に全て解除して欲しい。

現在はクラスで一人でも陽性者が出ると学級閉鎖になりますが、複数名出たときの人数など詳細は知らされないし、
それを「クラスター」とも言わないので逆に不安が大きくなる。オンラインは学級閉鎖したクラスのみ。親や子に選
択肢が無い。

過剰すぎる対策はやめてほしい。行事は中止か縮小、体育もこの２年まともにやってません。縄跳びか鉄棒ばかり。
音楽も音を楽しむ理念はどこへやら。数えるほどしか歌っていないしずっとリズムあそびばかりしている。コンサー
トやライブはやっているのだからいい加減いままでの内容に戻してほしい。
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子供たちに感染対策は必要ないと思います。
「コロナに感染してはいけない」ではなく、「誰もが感染して当たり前なんだよ。子供はウイルスに感染することで
免疫を獲得して強い身体を作っていくんだよ」と教えてあげてほしいです。

いまだに欠席連絡も連絡帳の手渡しです。登校班が同じ子に渡さねばならず感染も個人情報の面でも心配。

そもそも対策は不要。子供の教育の場を奪い、子供の自由を奪うなどというのは大人のすることじゃ無いと思う。子
供にとっては風邪以下なんだから、感染する事自体は本来問題点では無い。むしろ、様々なウイルスや菌に触れる事
で免疫力を育てていくので、無菌状態の様にして育てれば身体が弱い子になります。子供にとっては1日1日がとても
貴重なんです。とにかく、子供達だけはのびのび遊べるようにして欲しいです。

先生がいなくなってしまっては成り立たないので、先生に先にワクチン接種の機会があればよかったと思います。

不安を煽るからと隠そうとする意思が感じられるが、隠された方が余計に不安になるし、自主的に休む判断も何を基
準にしたら良いか分からなくなる。とにかく、感染者が出た場合は隠さずに保護者に伝えてほしい。

行事等の再開を希望。重症化しない子供の機会を奪うことに断固反対。

三歳からマスク着用となったが、この状況で感染を防ぐのは無理だし、子どもにマスクは本当にカラダに良くないの
でやめてほしい。手洗いと換気で防ぐしかないのではないかと思う。マスクはとにかくやめてほしい。子どもには酷
なこと。大人がすればいいだけ。

濃厚接触になる運動部が休みになるのは分かるが、他の文化系部活も一様に休みにさせられるのは理解出来ない。生
物部も管弦楽部も接触しないし感染対策で十分活動できる。
音楽祭も中止になった。
感染対策をして、仮にマスクしたまま歌うことになったとしてもいいから課外活動を安易に中止しないでほしい。こ
れ以上子供の学びの場を無くさないで欲しい。
幼稚園の頃から楽しみにしていた職業体験も無くなった。大人は社会活動しているのに子供への締め付けが重すぎ
る。
重症化しないのだからインフルエンザと同等の対応でいけるはずだ。

学校や保育園、幼稚園の感染対策はやりすぎです。このままマスク、行事を無くす、ソーシャルディスタンスなど対
策をしていれば、確実に子供の成長に害です。子供には発達段階があり、その年その年に必要な学習や友達との交流
があります。それをのがせば、確実に子供の成長を阻害します。
健康な子どもに過剰な対策は必要ないです。不安な子だけオンラインや対策をすれば良いです。本当に子供のことを
思うなら、リスクのない子供たちに感染対策を強要するのはやめてください。

明らかに学校だけではなく日本の社会全体が正気を失っております。
感染症のリスクに見合わない、異常な対策をとっており、これは人間の尊厳や生命に対する侵害です。
是非、政府へ過剰な対策を今すぐやめるように提案下さい。

学級閉鎖のクラスが数時間リモートをしているようですが、自主的に休んでいる子にはプリントを配布しているよう
です。教育委員会は学校に言えば個別に対応してくれるはずと言っていましたが現状は自主休校の子はプリント。感
染拡大期ぐらい教育委員会や学校側からオンラインの選択ができることを発信してもらいたいです。

換気のために窓を開けっ放しにしていることで、逆に体を冷やし風邪をひいたりする子供が多いと思う。換気は必要
だと思うが、随時必要かと言われると疑問を感じる

ソーシャルディスタンスがとれていない部活動を実施していることは学校側の大きな責任だと思いますが、自分たち
に責任がるという意識が全くないようです。

なぜそこまで感染対策をする必要があるのか。寒い中の換気で余計風邪をひきます。
教室で上着を着、意味のないマスクをさせられ、子供達の免疫や体調を崩すげんいんになります

オンライン授業もオンライン授業で画面を見続けるので目が痛くなるらしい。

感染者は風邪症状でしたが、感染者が出た学年が二日間学年閉鎖になりました。コロナの感染症対策が、普通に考え
て症状に対して過剰だと思います。

中学生にもなると子供の脇に体温計を入れて測る事はしない。。のでうちの子の周りの子は熱も測らず適当に体温表
に記入してる子が多数と聞いた。これまで以上に対策をしっかり行いと得意文句の様にお知らせなど配布されるが学
校でこれまで以上の感染対策なんてまず無理。北海道の雪国で換気のため窓を開けて寒いのにジャージの中に見えな
い様にヒートテックはいいがパーカーやひざかはダメという変な決まりがある。うちの子は感染不安で先生に申し出
て自主休校しオンライン授業してますが特に学校からは不安な場合オンライン授業できると知らせはなし。5教科以外
はオンライン授業できないですが、きちんと朝起きオンラインで授業を見てノートも取っているのに出席にならない
のはおかしい。

症状がある子、体調が悪い子はいつでも気軽に休めるようにしてほしい。コロナかどうかは関係ない。それ以外の子
は普通に登校すればいい。

何もしない。通常のカゼと同じ扱いにすること。学校は刑務所ではない。

大学にて。熱があると連絡しても対面のテストに来いと言われる。その事を医者から大学に怒ってもらうと「そんな
説明はしてない」と。都内有名難関私大の話である。
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学校も換気や手洗いなど今出来る事はやっていると思いますので、自治体や国が換気システムなどの整備をすぐに進
めていただきたいです。

行事が軒並みに中止になり楽しみを奪われている。
濃厚接触者があるために元気なのに学校へ行けなくなるのはおかしい。

学校側からの情報が少ない。子供に聞くしかない。担任が休んでいて授業がまともに回っていないのに学級閉鎖にな
らない。

オンライン授業だと出席扱いにならないことが、子どもの学習意欲にも関わると思うので、出席扱いにしてほしい。
登校させたいのであれば、定期的なPCR検査を全員できるようにしてほしい。

保育園の保護者から陽性者が出て、二度連絡をもらいました。その後一件目は子どもも陽性と判明。夫婦揃って教員
のため、自分たちが感染を広げてはいけないと、自宅保育しながらオンライン授業や交換しながら出勤を続けまし
た。オンライン授業をしている職場でも生徒や教職員の感染が広がっています。出勤している者で自習監督をしたり
（一部登校する生徒もいますし、学校でする仕事は山ほどあります）授業や入試の準備をしています。ですが、限界
です。疲弊しています。開いている限り、ずっとこれが続くのでしょうか。これから入試を控えて、本番の時に教職
員が足りなくなるのではと心配しています。そんな心配をしているところではないのかもしれませんが。
保育園の先生方には本当に頑張って頂いています。これで２歳児にマスクなど、弱いところに自己責任を求めるよう
な対策は、対策と言えるのでしょうか。

子どもが通う保育園で、園児が陽性になり、1週間以上休園になった。しかし、何組で、何人陽性なのか、濃厚接触者
のPCR検査は行われたのか、など詳細は全く明らかにされなかった。私は妊娠中なので、自分の子どもがどの程度感染
リスクがあるのか全くわからず不安だった。また、この保育園は市の認可保育園だが、市のホームページでは当該保
育園から感染者が出たことは周知されず、市立保育園や小中学校しか公表されていない。しかも具体的な名称は分か
らないので、近所の小中学校、保育園でどの程度感染者が出たのか全く分からない。こうした情報は地域の感染状況
を知る上で参考になるので、行政はもっと積極的に情報公開して欲しい。

過剰な感染対策を止め、子供たちを虐待しないでください。
マスクも必要ありません。

教員の方に3日連続陽性者が出たのに、濃厚接触者は誰もいないとして、誰も検査を行わず、通常通りに授業を行っ
た。
どの学年・クラスの先生なのかも分からず、該当するクラスにだけ連絡することになっているようです。
保健所の指示のようですが、オミクロン株の強い感染力で濃厚接触者無しとは、あまりにも信頼できません。
自主休校していますが、まずは1〜2週間一斉休校して感染拡大を止めた上で、頻回にPCR検査を行ってほしいです。
そして、希望者にはオンライン授業を行なってほしいです。

給食黙食など愚行はやめて下さい。
6の設問も下らない対策ばかりで科学的根拠に乏しいです。
世界を見てもそれでうまくいったところはないですよ。

過度な感染対策は行わず、2019年のような園生活を送らせてあげたい。

小学校に関しては学級閉鎖は連絡がくるが、感染者が出ただけでは連絡がこない。
未だにウレタンや布マスクの子供達が多い。不織布以外は禁止にして欲しい。

1月半ばより自主休校、休園している。
途中から選択制になりオンライン授業を受けているがオンラインの人数が少ない。
基本オンラインで登校する児童は申請するようにすればもっと増えるのではないか。

オンライン授業をいくら頑張っても出席停止なのが納得いかない。

感染対策として、「登下校時は距離を取り話さないように」などという注意喚起のメールが届く。休んだ場合も欠席
停止扱いにする、など。

換気等しているようですが意味をなさない

濃厚接触の定義に当てはめ濃厚接触ではないと判断されても、保護者としては納得もできなければ不安が払拭される
わけでもない　個人情報を共有してほしいわけではなく、感染状況がどうなっているのかを知りたいだけだが、濃厚
接触ではない　ということ以外の情報を得られない　家庭では様々な判断をしなければならないが、得られる情報が
僅かなため適切な判断を家庭で下すことができない　検査も気軽に受けることができない、情報も得られない　これ
では一体どうしろというのか
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小学校ではもうずっと体育時もマスクで、外でもマスク、給食時だけ唯一外せます。鍵盤ハーモニカも買ったけど、
指遣いの練習のみ。今小2でちょうどコロナで入学してるので、校歌も歌ったこともなければ、学年集会もなく、皆の
顔もわかりません。
休み時間もトイレ以外は離席は原則できず、友達とのコミニュケーションが取れない状況です。遠足は宣言がなかっ
た頃、一度だけ行けましたが、近場の公園でそれも、シートを前向きに皆敷いて、黙食でした。あり得ません。
高学年の課外授業での博物館見学はオンラインになり、さまざまな貴重な外部との関わりも中止になっています。
今は何より寒さがひどいです！！！常時換気で窓全開です！！コート着て授業。コートないと寒くてたまらない。HP
でも、皆コート着てますし、体育時のマスク姿もばっちりうつってます。
というか、体育時のマスクを載せる事自体腹が立ちます。とにかくさまざまな体験や経験の場がなくなり、参観日も
なくなりました。子どもたちを保護者が見れなくなりました。子どもたちは、学校で成功体験や挫折を味わう事な
く、授業して昼ご飯食べて帰ってきて、、の毎日で学校つまらないと言っています。

小学校、オンライン授業は学級閉鎖してる子達だけとのことでした。
弟の幼稚園で陽性者が出て、濃厚接触者を特定しないとのことで、兄も一応小学校を欠席しているのですが、オンラ
インはさせてもらえず何のためのタブレット購入なのかなと思っています。

部活動で複数感染者がいると噂されているが、学年閉鎖のクラスしか活動を停止していない。濃厚接触者の連絡はな
い。情報開示されない。

自分の子供たちの通う保育園小学校の情報しか分からず。せめて市内他の学校の情報もほしい。
習い事で、他の学校の子供もいるため。参考にしたい。
自主休校した場合のオンライン授業を実施してほしい。

感染対策としては無駄なものばかりです。濃厚接触者にならないために幼児にもマスクを着用させ、屋外でもマスク
させ、行事は縮小。何のために通わせているのか、幼児教育の意味が失われています。
このアンケートの設問もだいぶ偏ってますね。今の幼稚園や学校のやり方、感染症の扱い方に疑問を持っている層も
多くいますよ。

黙食や分散登校、早めの下校など何の意味もない

もうインフルエンザと同じ扱いにして欲しい。対策が過剰だと思う。

休校によるオンライン授業は、やはり、小学生には無理です。画面に映っている子供達、ゲームしたりテレビ見てま
すよ。そばについていられる親は多くないと思います。自宅で仕事している親なんてほとんどいませんよ。

登園時すぐに検温があります。検温回数自体も増えています。

未だに布マスク、鼻、顎マスク。静かになんて給食食べていません。マスクなしで普通に会話している。距離とって
ないです。
窓も寒いから締め切ってます。
感染対策しっかりやってますと言ってますが、まったく出来ていません。

マスク、消毒したい人だけすれば良いと思う。全員に求めないで欲しい。大変迷惑。

子どもの生活を犠牲にするような感染対策は必要ないと思います。
今行われてる感染対策というものは、メリットより明らかにでめりが上回ってると思います。
子どもの成長や経験がこの２年間阻害されています。
いい加減に、感染対策の弊害に目を向けてほしいです。
子どもの1年間は高齢者の１０年以上に匹敵するほど貴重なのです。

無意味な感染対策は辞めて、通常通りの生活をすることが、自己免疫の上昇につながる。
風邪は毎年流行る

濃厚接触者の定義がそもそも非現実的なのに、その定義に基づき濃厚接触者なしと言われても不安しかない。現に構
内で感染者が短期間で倍増している。1月半ばから自主休校しているが、子供達に我慢ばかり強いてしまうことが申し
訳なく、自宅で学年の違う二人に勉強を教える負担が大きいため12年続けてきた正社員の仕事を辞めた。

35 ページ



今中学三年生の受験生、で学校が安全である保障がなく
休んでもらって構わないと先生からもお言葉があったので
自主休校して自宅で受験勉強をしています

名古屋市在住ですが、学校からの連絡もなければ
授業の進み具合などのお知らせも全くなく、完全に放置です
オンライン授業ができないにしても、文科省の謳う
学びの保障はどこ行った、家にあるタブレットは何の為にあるんだと
不満は募ります

学校に行けば感染しても放置
自宅で命を守れば学びは放置

国の宝とは名ばかりで大人都合の経済のツールでしかありません

私が仕事の傍ら勉強を教えていますが
全ての親御さんに出来ることでもありません

この国の子供対策は狂っていると思います

千葉県中学生。自主休校してもオンライン対応はなし。内申が大切な中学生なので、
成績評価が下がるのではと不安。国から、
自主休校による成績低評価はしないように
徹底して欲しい。本来なら、登校選択とし、
オンライン授業参加は登校扱いにすべき。
自助で行なっているのだから。

いくら感染対策をしても拡大してしまうのがコロナウイルスだと分かっていながら「感染対策をしっかりして」通常
通り。当然対面のみ。自主休校するのは学びの場を放棄するものなので選択する人も少ない。
そして「感染対策をしていた」からと言って濃厚接触者なしで次の日から通常授業。
今は一斉休校にするしかないと思います。
そして登校するなら定期検査は必須。
テレビ出演者やオリンピックでは出来たので、出来るはずです。

過剰過ぎると思います。もっと子供たちがのびのび過ごせるようにさせてあげてください！

職員は定期でPCR検査の実施。陽性者が出た場合休校、休園とし濃厚接触者でなくとも徹底検査。

感染対策など不用です。直ちに通常に戻してください。コロナは風邪と何ら変わりません。マスクや消毒で余計に免
疫が下がることはあきらかです！全て利権のためにやっているのではないですか？なぜ野党はそこを与党に追求しな
いのか？

コロナ禍で不安な人も（感染者じゃなくても）オンライン授業が受けれたところは◎学校というか学童のおやつ時間
に感染したので、そこの対応が必要だった

感染判明後、消毒のため3日間学年閉鎖。２クラス　その後　通常登校

子どもに感染対策は全く必要がない。マスクをしたまま転けて出血したらどうなるか？嘔吐したことに保育者が気付
かず死亡する可能性もある。小学生以下のこどもが感染対策をすることにデメリットしかない。

先生方には大変な中、ご指導いただき感謝しかありません。
行政からの指示通りの対策はしてくださってると思います。
ただ、文書で陽性者が出ましたと連絡はくるもののどこのクラスかすらわからず、子供を通わせていいのか判断に困
ることが多いです。
毎日、提出する健康観察も未だに紙媒体で提出し先生が確認することになっていますが、うちの子供は忘れてばかり
で学校でどう対策されているのかはわかりません。
先生方もいちいち確認するのは大変だと思うので紙ではなく何か検温健康観察のシステムができたらいいなと思いま
す。

子供は限界です。それをみている大人も限界です。
変異し弱毒化しました。インフルエンザを思い出すとその時の方が感染者数も死者数も多いですよね。元の生活に戻
ると思っていました。他国はコロナ対策を終える所も出てきましたよね。いつですか？コロナ禍前の生活に戻るの
は？ワクチンは安全ですか？日本はなくなるのですか？
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自主休校をしています。タブレットは活用できる段階まできているはずなのに、教育委員会は動きません。
私は入院していて、病院の中から現在の様子を見ています。
自宅待機となったお子さんを持つ医師、看護師は休まなければならず、現場は混乱しています。
タブレットでの自宅学習、学校での学習が選択できれば、この様な混乱を最小限に抑えることができるのではと思い
ます。
学校の混乱は、病院にまで影響し、患者である自分へ影響し、これ以上混乱が起きればどうなるのかという不安があ
ります。
学校だけの問題ではなく、地域全体の問題である事を認識して頂きたいです。

マスクの任意化を強く希望。子供のマスク警察が深刻。

諸外国の大学で行われているように、とにかく頻回、大規模のPCRを定期的に行って、教育活動を安全に行うべきで
す。感染者が多すぎるからと検査無し、濃厚接触調査なしで中途半端な対策のまま継続させるのが最も愚策と思いま
す。

無意味なので全て止めるべき。感染してもほとんど重症化しない子どもの日常生活を奪わないでほしい。

濃厚接触者の定義がデタラメだと思います。
同じクラスで給食を食べていても濃厚接触者になりません

安全な環境を作って欲しい。今だに対策は換気とマスクだけです。クラスは40人の密、給食は黙食だけど、子ども当
番が配食します。(アルコール消毒なし)
分散、選択、家庭学習を認めて欲しいです。
感染者が出ても情報を出してくれないので、自分での判断がつきません。

実態調査をありがとうございます。弁護士の太田啓子です。学校の感染対策の課題、問題点について、保護者として
の雑感メモを書きました。ご参照頂ければ幸いです。自治体ガチャ、校長ガチャ（しかもハズレが多い)のが現状で大
変問題だと考えています。

https://docs.google.com/document/d/1PJ_oFQ9G7BviaJ3eTQ6t3FZF3NzbcQ2b-gII51vrq3Q/edit?usp=drivesdk

昨年10月に神奈川県藤沢市に、保護者有志で提出した要望書です↓
https://docs.google.com/document/d/1BDvvzT9sKMEflX48_0TruLsm7UxvKS5DgxJfyYb1NGs/edit?usp=drivesdk

年明けからの感染を予想し、感染が穏やかな時期に予め用意しておいてほしいことを色々まとめましたが、藤沢市で
は全く対応が不十分で疲弊しています。おそらく他の自治体もこのレベルのところが多いです。

学級閉鎖になろうが、自主休校しようが、オンライン授業いっさいありません。何のためのタブレット配布なのです
か？ただ重たい教科書が増え子供の荷物の負担になっているだけです。

むしろ過剰対策で手荒れマスクの肌荒れ頭痛がよくきかれる。

感染対策は必要ありません

感染対策だけで無く、子どものメンタルヘルスや体験活動の確保にも目を向けて頂きたいです。学校行事等、楽しい
ことだけが奪われています。授業やオンライン授業にワクワク要素を加えて頂きたいです。

本当に感染対策やめてください。免疫弱くなります

オンライン授業の必要性やクオリティが各学校の校長先生の認識力のちがいによって格差が大きく出ています。

オンライン授業すべきだがそれ定着すると「子供の学び」が保障出来るが給食/制服/通学ローカル線/受験産業が維持
出来ない
「学校利権教育ビジネスの保障」だから対面授業強行って正直に言うべき

・私は非正規職員として学校に勤務していますが、クラスに6〜7人の陽性者が出ても通常授業をしています。
・何より職員室での昼食時に、目の前にアクリル板をしていますが両隣はない状態で他の職員がおしゃべりをしなが
ら食べていることに感染リスクを心配しています。

２週続けて感染者が出たので濃厚接触ではないが自主休園しています。
保育料勿体ないけれど、感染リスク高すぎるので濃厚接触になり夫の仕事や収入への影響を考えてやむを得ず。

幼稚園の対応が、国や都道府県、市町村の基準よりも、園独自の基準で検査範囲など決めてくださるのが慎重な対策
で安心できる。
小学校の対応が、コロナ陽性者発覚のタイミングではなく、その前の体調不良者複数名欠席の時点で学年閉鎖の対応
だったことがとても安心につながっている。学年閉鎖した学年の兄弟姉妹は登校になるようなので、他学年でも兆候
があれば拡がる前に休校、学年閉鎖してほしい。

どちらも独自に早めの対応をしてくださっているので不満はないですが、時間の問題ですぐに我が子の学年も流行り
そうなので、東京都の小中学校も休校を検討してほしいです。
今は、自主的に休ませたい気持ちでいっぱいです。
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感染しても重症化しない子供に対し、感染対策をさせる事をやめて下さい。
重症化しやすい高齢者、重症化しやすい基礎疾患有りの方、が対策をすればよい話です。
私は、最近子供が生まれたばかりですが、子供に感染対策を強要する社会は、健全な子供を育てられる環境ではない
と考えます。

神奈川県葉山町です。
周囲の状況を聞くと子どもの学校はまだ比較的落ち着いているように思いますが、濃厚接触者や陽性者の連絡がある
たび、学校の電話がパンクしたり、
先日給食の先生が濃厚接触者となった際は急遽、給食がなかったりと学校側の対応も本当に大変なことと感じます。

保護者としては通わせるべきか、自主休校するか、本当に悩ましいところです。
神奈川県から抗原検査キットが配布されましたが、都内の友人は「検査キット配布助かるね…！」と言っていまし
た。

感染状況が今のように多いときだけでも、オンライン授業等ができると助かるのですが…

クラスのお知らせが基本紙ベースのため、物理的に学校に取りに行かなければいけないのも、担任の先生の負担に
なっているのでは…と感じています。
欠席等の連絡通知やクラスのお知らせもメールで良いのにな…（環境面からも…）と感じています。

窓を常に開けているので教室が寒すぎて子供たちは勉強どころではありません。
ダウンを着ていると、外で着る物は教室内で着るなと叱られるので寒い中凍えています。

低学年はタブレットが配布されていないため、すぐにオンライン授業に移行できない。

マスクを全員不織布にするべき。未だにウレタンや布マスクがたくさん居ます。先生にも児童にも。アレルギーの子
以外は不織布にすれば良い。

もう子供たちには過剰なコロナ対策は止めるべきです。学校に入学したから全ての行事が中止や縮小になりました。
貴重な学生時代が全然楽しめていません。下の娘は友達がなかなか出来ないし、上の娘は高校生活という1番楽しい時
期を奪われてます。
もうコロナ対策なんて必要ないぐらい弱毒化してるのに、何故若者から楽しみをうばうのでしょう？若者は充分耐え
てます。マスク無しで普通に学生時代を送らせてあげたいです。

高い階の窓の開く幅に制限があるなど、従来のこどもの環境の安全性をかんがえた上で、換気対策を両立しにくい教
室に設置してほしい。

学校で求められる消毒作業の負担を軽減　人体に悪影響を及ぼすことなく除菌可能な紫外線照射装置

https://www.kyoiku-press.com/post-232839/

学校は限界です。先生方も出勤困難や欠勤が複数でていたり、子供の陽性者もぞくぞくとでてきます。学級閉鎖にな
らなくても陽性者がいたりすることもあり、実は学級内で感染がひろがっています。学校は、疲れ果てています。休
校を強く要望します。

部活、行事を潰され続け
子供達は我慢の限界に近づいている。

高齢者や疾患持ちばかり
優先して、ただただ普通に学校生活を送りたい子供に、共産党を含めて
政治家はパフォーマンスばかり。

それに付き合わされる
学校現場。

先生方も無念そうだ。

保護者も子供も
あなたがた、コロナを利用する
パフォーマンスを怒りの目で見ていますよ。

陽性者が出た際、園は濃厚接触者の判断を保健所に委ねましたが、認定されたお子さん以外にも後に発症し、陽性と
なった子供がいました。
オミクロン株はマスクをしていても50㎝の距離で15分話せば20〜30%の確率で感染するとのスパコン富岳の計算デー
タについて、ニュース記事を拝見しました。
幼児に防疫は難しく、オミクロン感染者が1人でもいれば、感染を免れることは難しいのではと感じました。
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家族全員重症化リスクがあるので、クラス全員検査ができる体制が整うまで子供たちは自主的に休ませています。い
たちごっこで学級閉鎖が続くだけの混乱は酷い有様です。原則休校休園させて、どうしても保育、託児が必要な場合
登園登校を認めるフェーズかと思います。またコロナ陽性になりたくなくて医者にかからず検査もせずに療養して復
帰するパターンも多いですし抗原検査キットもあてになりません。

寝屋川市の対応が理想です(即座に情報公開、スクリーニング検査、SIMカード入りのiPadでのオンライン授業)

オンラインをもっと積極的に活用する検討をしてほしい。

若者には問題のない病気なので通常の授業、行事を行うべき。年寄を生かして子供を殺す政策やってどうする。

子どもにとっては普通の風邪です。対策は必要ありません。現行の感染対策のほうが逆に不健康かと。
マスク着用推奨など論外です。マスク着用による酸欠で、頭痛、吐き気、倦怠感がひどく勉強どころではないと高校
生の息子は憤っています。　感染対策が必要なのは、高齢者や基礎疾患をお持ちの方々ではないでしょうか。子ども
達にこれ以上犠牲を強いる政策はやめていただきたいです。
笑顔が消えた学校を一度視察してみてください。私は申し訳なくて、涙が出ました。
この国を支えていくであろう未来ある子ども達をこれ以上苦しめないで下さい。
どうか宜しくお願い致します。

マスク自体に効果はないとはっきり分かっているにもかかわらず、表情は見えない、部活は休止、修学旅行その他の
イベントもなくなり、学校とはなんなんでしょう。

感染対策の徹底と謳ってますが具体的な事は不明なままです
マスクを最低サージカルに、頻回PCR検査をやって欲しいです

ようやく蔓防の間は部活なしの自主休校の出席扱いになりましたが、オンライン授業とは名ばかりで1日3コマのみの
マイクとカメラoffでの参加。3コマ以上は目に
良くないからと。

双方向の全コマでマイクとカメラONのオンライン授業を望みます。

学校で感染者が出たら通知は来ますが、子ども達にはお知らせなし。
学年や何人か？濃厚接触者の有無すら分からないので気をつけようもない。

市長はオミクロンはただの風邪だから外出推奨！

情報を公開して欲しい！

せめて発熱や体調不良時はインフル同様ホームドクターで体調を確認してもらい、療養の指示をし体調急変時に即対
応してもらえる世の中でない限り、学校が安心安全な場所だとは到底思えない。

自主休校を隠すように指示されるのもおかしい。

保健所が逼迫してるから、学校の規制を緩和する事も子どもが休みになると働けないと市教委にクレームを入れる事
も全て大人の事情であって子どもファーストではない。
正しい情報を公開し、子どもが気軽に自分はどうしたいか？選択できるようになって欲しい。

親が働く為に子どもは学校へ行ってるわけではない!!と思います。

教職員の方の定期的PCR検査の実施をして、先生方も子どもたちも、安心できるようにして欲しい。
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感染者が出ても濃厚接触者なしですぐ再開されます。
登校一択しか出来ないなら、尚更定期的な検査は必要だと思います。

越谷市立の小中学校はオンライン授業はできません。部活も中止してません。
一人一台の端末は用意されていますが、無駄に高いiPadのためネットワーク強化までの予算まで考えてなかったよう
で、オンライン授業は出来ません。またICT支援員さんも配置されておらず、ネットワークが強化されても出来るかす
らわかりません。
何故だか越谷の共産党員の市議さんはオンライン授業や登校選択制を議会などで訴えてくれません。埼玉県の共産党
の県議さんも同様に訴えてくれません。
共産党内で、オンライン授業、出席扱いの登校選択制、学校での定期的なPCR検査など共通して訴えて欲しいです。

埼玉県立高校の方ではオンライン授業が出来るのに、分散登校もなければ部活も中止してません。
オンライン授業が出来るなら感染を抑えるためにやって欲しいと思います。

小学校は担任の先生が対応可能であれば、Wi-Fiが繋がる教室での授業はオンラインしてもらえます。学校としての対
応というより、担任の先生の技量、意向次第です。扱いは出席停止。テストも自宅で受けられますが、成績は出席し
ている子と全く同じにはつけられないと言われました。
中学生は、オンラインは不可と言われました。教育委員会が前の一斉休校時からHPにアップしている課題を提出すれ
ば出席扱いにしてもらえる、と言う話も聞きますが、学校によっても対応が違うようです。内申や成績に響くので自
主休校させたいけどできないでいます。
一斉休校は難しいと思いますが、登校選択制や、給食を学校で食べないとか、半日はオンラインとか、部活を全面的
に休止するとか出来る対応がたくさんあるのに自治体が何も対応しない事に本当に憤りを感じます。不織布マスクの
徹底すらされず、ウレタンや布マスクの子供の、先生すらまだいます。
きちんと対応されている自治体の良い例もあるのだから、全国的に真似して欲しいです。
学びを止めないと登校一択ではなく、柔軟な対応を切に願います。

まず、学校でどのくらいの感染者が出ているのか、きちんと公表してくれません。陽性者が出ても、同じクラス全員
などの検査はしていないようで、聞き取り調査？のみで、濃厚摂食者なし、となって通常の学校が再開されてしまい
ます。そういう中に子どもを登校させるのはとても不安です。それでも、自主休校させていますが、オンライン授業
はしてもらえるものの、子どもの学校では、1日2時間程度で、それ以外は先生から送られてくる課題を自習のように
こなすのみです。学校に行くのと同じように授業を受けたいです。

うちの子は通信制高校で、オンライン授業が平時から選べる環境だったので、学校の感染対策と学習保証はできてい
ました。

学級閉鎖になりました
と連絡はくるものの、何年何組で何人の陽性者がいるなど詳しく提示してくれない

札幌市ですが、こんなに感染状況が酷いのに、貸切バスでスキー場に移動させてスキー学習を行おうとしているのが
信じられないです。

学校、幼稚園に対する感染対策はもう必要ないと思います。これ以上子供を犠牲にしないでください。小学校は四六
時中マスク、机には意味のない段ボールシールド。このような状況で感染拡大しているのに今のこの対策になんの意
味があるのでしょうか。むしろ弊害の方が大きいと思います。
学級閉鎖のため小学校四年生の娘は3日間オンライン授業も経験しましたが、もう2度としたくないと言っています。
あんな小さな画面を6時間授業の時間割に沿ってずっと見ている負担は相当なものだと思います。
幼稚園でも、我が子が通ってい園はまだ外遊びではマスクを外すよう対応してくれていますが、私は教室やバスでの
マスク着用も不要と考えています。実際コミュニケーションができない、発語が遅れているなどの弊害もあるときい
ています。これ以上子供を犠牲にしないでください行事も軒並み中止か延期縮小。こんなの本当に納得いきません。
現在登園自粛してくださいと要請されていますが、真ん中の娘は年長。もう数えるほどしか幼稚園に通うことができ
ません。幼稚園に行きたいと望んでいます。もちろんお願いされれば家庭保育はできますが、家庭でできない経験を
させたくて園に通わせています。失われた2年は大きいです。お年寄りを大事にするのも結構ですが、これからの未来
を背負っていくのは子供たちです。もうこれ以上コロナで子供達を犠牲にしたくありません。
早く5類相当の感染症にして子供達の未来を真剣に考えてください。

マスク、うがい手洗い

幼稚園については過度な感染対策を行なっておらずかなり好印象でした。しかし、陽性者が出てからは外遊びですら
マスクを着用をするようになり、仕方がないこととはいえ、がっかりしました。過去2年近くの国内の感染状況を考え
てもコロナは子供にとって感染対策をする必要のないウィルスだと言えます。お年寄りを守るために子供たちを犠牲
にすることは、もうやめなければいけません。
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オンライン授業に切り替えて、留守家庭のお子さんは学校で預かりオンライン授業を受けられるようにして欲しい。
昨年末からオミクロンの影響は予測できたはずで、タブレットを配布し家庭と教室をつなぐ練習までして、登校対面
授業一択で感染を広げていることに納得がいかない。

山梨県在住ですが、感染者が出た際の対応は保健所の判断に従わなければならず、厚労省の規定通り、同一クラスに
在席していてもマスクをしていて距離をとっていれば接触者なしとされています。しかし、大阪の寝屋川市長によれ
ば、クラスに1人感染者がいた場合、同クラスに他にも陽性者が出た割合は7割にのぼるそうです。感染拡大をとめる
に速やかに全クラスのPCR検査をする様、国が義務付けるべきだと思います。それが出来なければ、補償をして一定期
間休校にするべきです。

感染対策が、過剰すぎます。マスクもいらない。元の生活に戻してほしい

感染対策は必要ない。マスクや真冬の換気は免疫力を下げるので、やめてください。

子どもへのこれ以上の感染対策は必要無いと思います。幼稚園に通う娘は、毎日マスクしている先生の顔も2年ほど見
られず、どんな顔だったかも忘れた、と言ってます。子どものマスクの着用を撤廃して下さい！！

楽しみな行事は次々中止され精神面が心配。過剰なコロナ対策はやめてほしい。こどもにとってはただの風邪なのだ
から。

先生の陽性がでて、園で簡易的にすぐさま他の先生も検査しましたが、その時は陰性。でも３日後には陽性となりま
した。先生達は限界だと思います。習い事でも小学生チームは全滅で先生がzoom対応に追われていました。何もかも
現場に丸投げであれば、政治家なんていらないですよね？

小学校で支援員として働いています。授業中は担任以上に児童の近くで対応しなければなりません。複数のクラスの
支援に入ります。勤務校でも感染者、濃厚接触者が出ているのですが、管理職から状況の説明が殆んどなく、担任に
よってはクラスの感染状況すら教えてくれません。(何故その児童が不在なのかはっきりしないので、前日対応した児
童がいない時は本当に不安になります。)
また、合理的配慮の支援を要する児童もいるためか、支援員の子どもの通うクラスが学級閉鎖になっても出勤するか
どうかを支援員当人の判断に委ねていました。(結果的に休んだ方も出勤した方もいました。休んだ場合の補償がない
こと(よく分からない)も一因かと思います。)

家族がいるので、いつ自分が感染し、移してしまわないか、仕事を諦めるべきか悩むことも多くなりました。
検査が抑制されているせいで、感染状況が殆んど把握されておらず、不安に思うと最大限の対策をとらざるをえない
ことも心身の負担となっています。
せめて、この何も見えないような状況を改善するために、正規、非正規を問わず学校関係者全員と児童の頻回検査が
行われるよう強く希望します。
自治体の首長、教育委員会に意見を送っても、ものがないので我慢してくださいという趣旨でのらりくらりとお返事
いただくばかりで本当に辛いです。もと教職の支援員の方が、ご自分がかつて教えた戦中のような事態(「大本営発
表」と「欲しがりません」の世界)になっているようで恐ろしいと仰っていました。

長々と申し訳ありません。
どうぞ少しでも状況が改善されるよう、お力添えいただければ幸いです。

学校の先生達は本当に感染対策に気を使っていると思います。お友達同士の会話も極力控える、ノートの見せ合いも
禁止等細かいところまで気を配っていただいているようです。ただし、子供は子供です。先生が見ている時だけ注意
されないようにと思っている子が多いのも事実です。登下校中はマスクを外す、給食も先生がいる時は黙食、先生が
教室から出て行った途端におしゃべりが始まる。そんな状況だそうです。実際に我が子が通う小学校でも感染対策を
徹底していても学級閉鎖しています。年齢的に仕方ないと思う反面、家庭によっては登校が不安な子も少なくないは
ずです。希望すればオンライン授業も可能と言われても、みんなが登校していれば登校する子が多いのが実情かと思
います。クラスに陽性者が出ても検査は任意（受けたくても受けれない、症状がないから受けない家庭が大半かと思
います）になっている今、保護者が在宅の家は原則オンライン等、強い措置は明らかに必要です。
通常の対面授業を続けるのであれば、せめて検査体制をもっともっと拡充していただかないと子供達の感染はまたま
だ続くと感じます。

子どものマスクを辞めさせようと、誰も思わないのが恐ろしい。

学級閉鎖や学年閉鎖になってますが、どの学年かどのクラスか教えてもらえず、不安ばかりつのります。陽性者もど
のクラスで何人なのか全く情報がわからないし、PCRキットも配られず登校させるのが怖い状況です
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　来年小学生になる娘がいます。幼稚園は勉強に遅れる等の問題がないので区内の感染者数を見て多くなってきたら
すぐ休ませているため1年の半分近く自主休園、更にはお弁当食べる時間が一番怖いので年の1/3は午前中で迎えに
行っています。
　幼稚園は1人コロナ感染者が出たら休園にしてくださいましたが学校はクラスに2人で学級閉鎖だと聞いたので入学
するのが不安です。

　勉強の遅れも気になりますのでオンライン授業を選択できるようにしてほしいです。横浜市は技術力なのか何故な
の不明ですが、こんなに多くの税金を払っているのにオンライン授業をしてる学校が少ないとおもいます。将来を担
う子供たち。子供は重症化しにくくても目に見えない後遺症など数年後に問題が出かねません。もっと子供たちを
守ってください。

学校では感染対策という名の締め付けがもう1年以上続いていて、子どもたちは不便を強いられています。
たとえ感染しても症状はインフルエンザと変わらず、それほど怖がるものではないと思います。
コロナ前と同じ日常に戻してほしいです。

マスク着用(布マスクも鼻だしもオーケー)、歯磨き禁止。黙食。行事は全部やってます。

マスク外して欲しいです。
黙食もやめて欲しいです。
あと、昨年の水泳の授業が2コマしかなかったので今年は全部やって欲しいです。

大人は会食したりして自由に行動してますよね。ワクチン接種してもオミクロンのような感染力の強いウイルスには
対抗出来ていません。

感染経路が判明しやすく、ワクチンを接種出来ないことからやたらと学校や保育園が感染源にされていますが、社会
全体が子どもにばかり負担を押し付けないことを願います。

感染対策をもう2年もやっています。
子ども達は大人とは違います。
感染対策と同時に子どもの発育への影響の話が同列に出ないのはおかしいと思います。

５類にすれば解決すると思います。症状がある人だけ休めばいいと思います。あまりにも過剰な対応の方に疲れを覚
えますし、子供はどうでもいいとったもはや諦めの感情を持っています。正直ここ２年の大人がさせた理不尽な我慢
でどんな精神状況なのかの方が今後心配なレベルです。もう少し現場の先生が今の子供の危機的なストレス状態につ
いて声を発して欲しいです

常時マスクの強制、ソーシャルディスタンス、黙食、消毒など、人間を無視したような対策がずっと行われていま
す。
マンモス校ですが、この2年で先日やっと陽性者が1人出た程度。
過剰対策が苦しくて、精神的に崩している子が多いです。
我が家も体は元気なのに、過剰対策や、それに伴う教員の高圧的な言動、子どもたちのいじめなどが増え、学校に通
えなくなりました。
マスクは任意にし、マスクのデメリットを周知して欲しいです。
黙食もやめ、笑顔で楽しく免疫を上げるような、健康的な学校生活を返して欲しいです。

コロナ対策を理由にいちいち授業や行事を中止して、子どもたちの学ぶ機会を奪うのをやめてほしい。会話するなと
か、友達同士が近づくなという教育は論外。人間関係を学ぶのはオンラインでは絶対にできない。

幼稚園はできることを徹底してやってくれているイメージですが、同居家族が陽性になって園児も陽性になるパター
ンが多い。園だけ休園しても、厳しいと思う。もっと社会全体で抑制が必要と感じます。

子どもはほとんど重症化しないにも関わらずいつでもマスクを着用させられ、友達と一緒に給食を食べるなと言われ
ている。教職員による人権侵害がまかり通っている。

学級閉鎖中にクロームブックで毎日30分ほど、朝の会と簡単な授業をして下さいました。子供はメリハリもでき、お
友達の顔も見られて楽しかったそうです。すごく良い対応をしていただいていると感じました。

過剰です。外の体育も中休みもマスク、マスク。園児は2年間歌を歌わせてもらえません。

陽性者が出るとクラス単位で数日間オンライン授業になっているが、翌日には隣のクラスから陽性者が出るなど、落
ち着く様子がない。先生はまだまだオンラインに消極的（オンラインは大変だったでしょ、疲れたでしょ、と発言す
る、一定期間オンラインした後登校した子供に来れてよかったね、ありがとうと声かけするなど）。不安ならどうぞ
オンラインでと気持ちよく言ってもらえる選択肢作りを国と行政から働きかけてほしい。

陽性者が治って登校してるお子さんがいましたが、家族がまだ

一律に休校にするのではなく、状況を見極めて判断すべき。PCR検査待ちだとか、学校園の責任逃れでしかない。
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マスク必須、黙食、教室に入る度のアルコール消毒、給食後の歯磨きの禁止など新型コロナ対策が過剰すぎて学校と
は勉強をするためだけの場所なのか？と感じる
他にもマスクをしてリコーダーを吹いたりマスクをしたままの体育の授業は逆に健康を害するのでは？と心配しかな
い
諸外国を見習ってはやくマスクを外した素顔の生活をさせてあげたい
もちろん不安な人は自主休校やマスクをのままでも良いと思う

保育園も小学校も学童も、陽性者が出ると頻繁に情報提供してくれていると感じる。クラスや人数、現在どこで何を
協議か、など。学級閉鎖時は短時間だがオンラインの朝の会と授業1時間程度をしてくれた。

学級閉鎖でなくてもオンライン授業をしてもらえればとは思う。しかし、去年から大学のオンライン授業をやってき
ている私には、オンライン授業の負担も想像がつく。現場まかせにしないサポートの仕組みがある程度ないと実際厳
しいと思う。

むしろ今すぐやってほしいのは不織布マスクの徹底。いまだにウレタン、布マスクの子供があまりにも多い。声掛け
や、経済的に厳しい家庭へ子供用不織布マスクを配布するとかはできないのだろうか。

過剰。学校より高齢者施設を行動制限するべき。票田には遠慮してますよね。

1日に接する人数を減らすために分散登校や登校選択制など対策を早急にして欲しいです。先生方も大変そうなので国
がちゃんと制度を早く作ってください。春休みになるのを待ってたら多くの犠牲者が出ます。

10代以下の子ども達に対策は一つも必要ありません。高齢者・基礎疾患がある方以外の大人にも必要ありません。全
撤廃してほしいです。

神奈川県相模原市田舎ですが、低学年クラスが学校閉鎖になりました。ですが、検査をしたのか何人陽性なのか学校
から詳細はなにもなく、情報はママ友のグループラインで入手しています。そんな状態なので我が家は登校自粛して
います。PCを配布されたもののオンライン授業も課題もありません。
クラスの状況を先生にお聞きしたら、腹痛頭痛で早退する子が増えているそうです。近隣校もクラスターになってお
り、習い事や生活範囲が被っているので感染拡大を感じています。ワクチンや治療薬、検査もままならないのに、2年
もあったのにオンラインや選択登校もなし出たとこ勝負で通常授業はありえないです。毎日不安な日々を過ごしてい
ます。

私立に通わせている次男は昨年9月や、先月末から現在と感染者数に応じて先生方含めて自宅からのリモート授業で安
心して学びを継続しています。公立で何故そのような対策が取れないのか不思議でなりません

川崎市立小学校 感染した生徒が出ても 学校からの発表はない。保護者にも同じクラスでも通知はないので 濃厚接触
者になった事すら分からず、クラスで他の感染者がいるかも分からない。

感染対策はアルコールのみ。
部活も学年行事なども行われている。

隣の席の子が感染しても、学校からの公表はなし。
子どもが本人に聞いて知ることが出来た。
この2年間、感染者が出たという報告が1度も無いのは、隠蔽しているから。

全国学校休校して欲しい。家族全滅します。

現在小学生中学生それぞれ子供がいます。
中学生は開三中ですぐオンライン対応してくださり、本当に感謝しております。
小学生は開4小で、オンラインにする気はないようです。
毎日のように学年や人数の分からない感染報告がくるだけです。最近2日ほど閉鎖になったクラスがあるようです。我
が家は感染予防で1月19日から登校を控えているので、毎日家庭でなんとか過ごすだけです。9月にオンラインの練習
をしたのはいったいなんだったのでしょうか。　この事態に何もやくに立たない重いだけのタブレット。
休校は求めません。出席扱いでなくても全くかまいませんが、希望者にオンライン対応はするべきだと思います。

飛沫防止板、黙食、マスクなど過剰対策は早く止めて欲しい。子供達は通常の学校生活を送って良いと思う。

子どもには過剰対策は必要ありません。
子ども達の日常を返してください。マスク生活や黙食を今すぐやめてほしい。

未就学児ですが学科も過剰対策しすぎた結果子どもが悲惨なことになってること知ってますか？北海道でも寒気で凍
ながら授業ですよ。正気の沙汰でない。

部活動も出来ず昼食なし短縮授業、行事は全てなし。高齢者は自由に遊んでます。納得できない。普通にやらせて欲
しい。

小学生ですが同じクラスで陽性者が出ないと保護者へのお知らせは無いようです。学校全体の感染状況は全くわかり
ません。又ホームページで市が発表していますが学校名や地域も伏せている為、感染予防の観点から登校を控えてい
る者にとっては判断材料が少なく困っています。
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市内小中学校共に感染者発生していますが濃厚接触者無しの対応。1月中は学級閉鎖もあったが2月になると通常登校
のみ。さらに自治体の方針なのか発生した学校名は伏せられており具体的な感染状況が分からないので心配です。

これ以上子供たちの貴重な行事を奪わないで欲しい。陽性になった方だけがゆっくり休んで、それ以外の子には普通
の学校生活を送らせて欲しい。
今まで感染症流行期にもそうやってきたはず。子どもの一年には来年やり直せないことがたくさんある

重症や死亡のない子どものコロナ対策は過剰だと思います。
インフルエンザと同じ対応に早くして下さい。
息子の通う園では子どもにマスクをするのが感染対策として有効との判断をしてしまいました。当然私はマスクの必
要はなく、むしろ酸欠の危険性、そもそも幼児にマスクの正しい着用はできない。ウイルスはなにを対策してもなく
なりません。
感染しないよう対策するのではなく、感染してもすんなり治るような体作りが一番大切だと思います。
詳しくは山田豊文先生のＦａｃｅｂｏｏｋの記事をご覧いただければ幸いです。
https://www.facebook.com/yamada.kyorin/posts/1741464952711208

換気や机の消毒はしているようだけど、給食の黙食はきちんと行われているようには思えません。意外と大きな声で
話して騒いでいたり、手洗いしよう！みたいな呼び掛けもないし、近距離で遊んだり話したり。先生の見えないとこ
ではそんな感じみたいです。

小学校は過剰な対策はせずに、子どもたちはできたらお友達と交流しながら楽しく学校生活を過ごしてほしいです。
マスクが不要になるといいです。保育園は園児はマスクなしでも有難いです。行事が中止になるのが残念です。

手洗い、消毒、マスク着用、もくしょく

＃コロナを5類以下に　＃子どもたちに以前の日常を

もうコロナを早く5類にしてほしい。
マスクを常に付けており、酸欠により頭痛が毎日起こっています。

陽性者が出たくらいでオンラインとかやめてほしい。マスク無しにしてほしい。行事は中止にしないでほしい

2週間臨時休校し全学年リモート授業とプリント学習になっている。学校での預かりはある。
臨時休校も常時換気もマスクも消毒も全てやめてほしい。

もう諸外国の様に対策すべて撤廃してコロナ前に戻っていいと思います。大人の都合で社会全体は無理でも子どもサ
イドは早急に過剰な感染対策を撤廃して、これからはコロナ禍で傷ついたこどもの心身の健康のケアに重点を置いて
ほしいです。

マスクや消毒、黙食、歯磨きなしなど感染対策が過剰で困っている。
たった1人の陽性者や濃厚接触者が出るだけで休園や学級閉鎖になる。インフルエンザではこうはならなかった。学ぶ
機会を子供には大したことではないウイルスで奪われ、貴重な幼児期の2年も普通の園生活が出来ず迷惑している。

濃厚接触者もおらず消毒完了しているため学校は続けます、というメールをもらうが、濃厚接触者ない？って本当
に？と思う。
消毒も大事だけど空気感染やからそこはどうなんかな？と思う。
ただ学校側も先生方がコロナ等でお休みがでたりギリギリでやってくださってる感がある。先生方は一生懸命やって
くれてると思う。それより上がどうなってるのかは不明。
大阪という時点で期待ができない。

もうインフルエンザと同じ扱いにして欲しい。アホらしい。

たのみの1人一台パソコンが、NECのリコール騒ぎで使えなくなってしまいました。大変ピンチです。
学校での対策は、これ以上は教員の物理的、精神的に大変厳しいです。休校の判断基準を示して、学校判断で柔軟に
休校できるようにしてほしいです。
学びを止めるな、という精神論だけでは、現場は限界です。

ウレタンマスクや布マスクが多数いて不安。子供に基礎疾患があるので現状のだと学校に行けないが、学習の保証は
ない。オンライン授業も国算のみなので、他の教科は全く分からない。

マスクや黙食の強要、行事や授業の制限など不要なことばかりでせっかくの学校生活が楽しくなくなっているようで
す

アメリカで、学校でのマスク義務化有学区と無学区の生徒対策はコロナ感染率に差がないから学校でマスク着用はデ
メリットばかりです。また、オミクロン株の死亡率は0.1%以下で、休校休園はただの迷惑です。
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検査の陽性者は感染者ではないことをご存じですか。最初からずっと報告されてる感染者には単なるウイルスが１つ
付いた人も含まれます。普通なら健康な人まで積み上げられた感染者で政治家の皆さんはいつまで騒いでいるのです
か。２年前のウイルスはもういません。はっきり言って殆んどの人にとって普通の風邪ウイルスです。人数じゃなく
て病気の中身が大切です。皆さんは何を見ているのですか。元気に学校に通ってる子どもに常時マスクなどさせるか
ら口呼吸も増えて、追い込みの感染症対策のせいで脆弱になり罹りやすくもなってると思います。感染は悪ではあり
ません。ウイルスはゼロになりません。子どもは感染することで強くなります。免疫訓練の邪魔をしるのが今の対策
です。無症状は健康の証です。余計な検査が本当の病人がたらい回しにされるんです。検査拡大迷惑です。税金無駄
使い止めて下さい。学校は2019年まで通りでいいです。うがい、手洗いで十分です。過剰対策やめて下さい。普通に
感染させて下さい。ウイルスはゼロにはなりません。子どもに感染するなというのは人間やめろと同じことです。そ
れより、感染症分類を新型インフルエンザ等感染症から季節性インフルと同様の５類かそれ以下の扱いに直に変更し
て下さい。それだけで全て解決です。余計な税金も使わなくて済みます。子どもも大人も健康を取り戻せます。よろ
しくお願いします。

批判や学校で感染やクラスターが出ることを恐れるあまりに、過剰な感染対策なので子供たちの日常やメンタルが壊
れてしまってます。
上が決めた事に逆らえない学校。大人が責任を取りたくないがために子供に犠牲をしいている。

短期間で検査対象には2回なりました。学級閉鎖期間に一度目は課題などなくただただ家で過ごすのみ、二回目で複数
の保護者が要望すると2.３日してタブレットで課題を出しくれました。要望しないとあのままなかったように思いま
す。オンライン授業も要望しましたが、学校はすいませんの一点張り。教育委員会に問い合わせても、文科省の言う
通り一斉に休みになったら事前に撮ってあるオンライン用の授業に切り替えますというなんともとんちんかんな答
え。そんなのを保護者は望んでいません。例えば陽性になり自宅療養後授業を受けたいと思えば、教室の黒板だけ映
して先生の声が聞こえるだけでいいです。と言いましたが、未だにオンラインはありません。
親の都合もあるため学校一斉休校は望みませんが、それぞれの家庭にあった感染対策として、授業のオンライン化、
登校オンラインの選択制を希望します。

学校の感染対策は過剰です。
子どもは重症化しません。いつまでも1つの感染症に怯え子どもたちの貴重な学習機会が奪われていることに怒りと悲
しみを感じています。
マスクも消毒もやりたい人だけがやればいい。
感染が怖いなら学校にも来なくていいし行事にも参加しなければいい。いい加減過剰な対策をやめて欲しいです。

マスクいりません。黙食やめてください。コロナ前と同じ生活で問題ないと思います。まるで感染者が増えてるのは
子供達のせいだというようなやり方で、子供達を追い詰めないでください。個人個人が、自分の免疫を上げるための
生活習慣を意識すれば十分かと。感染そのものを怖がらせようとする流れをはやく止めて下さい。大人が子供の笑顔
や楽しみを奪いすぎていて、今の日本の流れを見ていて恐ろしいです。何か表には出せない目的があって意図的にこ
の流れを作り出しているように思えてきます。いい加減にしてほしいです。

インフルエンザ相当で十分。子どもたちの中でもザワザワしてしまう。+親も加わり、うわさになってます。

担任から生徒同士の接触を禁止されています。給食の時間、おかわりが欲しい人は喋らず食器を鳴らして伝えている
そうです。
人間扱いされていません。そんな話を子供から聞いたらどう思いますか？人間扱いをしない感染対策なんて必要あり
ません。

全校休校にしてリモートにすべきであるが、虐待があり家に居場所がないこどものために、まずはPCRによる頻回検査
をし、陰性であれば登校可とするのがベストとと思う。よって検査リソースを拡大することが急務と思う。

学校での感染は許容範囲内です。マスクをしようがしまいが感染には関係ありません。給食後の歯磨きもだいぶ前か
ら無くなり意味が分かりません！歯磨きは立派な感染対策です。黙食、接触を避けた運動など過剰過ぎて子供たちの
体が弱くなり逆効果でしょう。学校は刑務所ではありませんし、私達はコロナに罹らない為にだけ生きている訳では
ありません。日本での子供の重症、死亡は殆ど無いにもかかわらず、実態と見合ってない対策には反対です。
校外学習や修学旅行、運動会、文化祭など様々な行事を中止され、子供たちを萎縮させ自殺に追い込んでいるのは過
剰な感染対策だといつ気づくのでしょうか。

教員も多数感染

子どもに感染対策は不要だと思っています。今おこなっている対策は子どもの発育に良くないです。
せめてマスク生活だけでも終わらせてほしいです。マスクは任意で良いです。マスクは各家庭で判断していただきた
いです。また、マスクを着用していない子を差別しないように配慮していただきたいです。
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感染者、濃厚接触者のみオンラインです。感染不安のオンラインがないため、通学が強制的です。実際に中学校では
累計46人感染者、濃厚接触者100人近くになっています。今は学級閉鎖、学年閉鎖、休校もなく、部活も通常通りで
す。学校の制限を強化するよりも、オンライン授業の強化、ハイブリット授業をして、あまりにも多い場合は休校も
して欲しいです。半日通学よりも週３通学、週３オンラインとかなら、休み中に体調戻したり、体調が悪いと検査し
やすいと思うのですが、（症状も２、３日中に出ると過程して）半日登校でも学校が毎日あるため結局普通と一緒だ
と思います。副教科の意味がないですよね。通学時に副教科、オンラインです主教科とかもできるんじゃないです
か？

社会制度が変わらないために、不要な感染対策をつづけさせられていて、子ども達が本当にかわいそうです。人と交
流して、いろんな場所に行って、みんなとおしゃべりしながらご飯を食べて、みんなで顔を見ながら笑いあって、沢
山の普通の幸せを感じてほしいです。

過剰である。注意喚起と手洗いだけで良い。行事の縮小・中止、食事中の私語禁止、飛沫ガードの設置など、過剰で
馬鹿馬鹿しい感染症対策ごっこを行っている。すぐに見直し、廃止すべきであると考える。子供にとってCOVID19は重
大な疾患ではない。

重症化しない子どもに対して
感染対策を止め
子どもがバイ菌に対して
従来の自然免疫を獲得出来るように
以前の健康的な学校生活に戻すことが
何より重要な事かと思います。

学校は情報を開示してくれず、陽性当事者の保護者や、その近しい保護者から口伝てやSNSなどで情報提供をする形で
校内外に共有されています。陽性者が複数居ても 感染経路が違う個別感染 との判断で学級閉鎖に至らなかったケース
があると聞いています。学校や市が正確な情報を開示し適切な判断をして下されば防げる感染が沢山あると感じま
す。

過剰対策いりません。もう、２年前の新型コロナウイルスはどこにもいません。通常に戻して下さい。不安は接触者
扱いされて検査を無理矢理受けらされることです。症状のある人が病院へ行く。それでいいです。もう、学校をかき
みだして子どもをコロナ騒動に巻き込まないで下さい。殆んどが無症状、軽症の病気を特別に扱うことを止めて下さ
い。感染症見直しを直にお願いします。新型インフルエンザ等感染症に当てはまるウイルスではもうありません。５
類かそれ以下の分類にしてくれたらいいだけです。税金使わなくていいです。検査は不要。検査が混乱の元です。冷
静になって下さい。どこにも死病のウイルスはいませんので。

インフルエンザでここまでやってません。対策は全部不要です。それよりマスクの顔しかいない中でのコミュニケー
ションやアルコールの常用などの影響、差別を助長する対応に怒りを覚えます。

過剰の一言。インフル以下、ただの風邪にみんな過剰です。コロナ前は、全国で一日25万人ほどのインフル感染者が
いたようです。その当時のニュースお忘れですか？学級閉鎖などはあったけど、濃厚接触者を探したり、子供にマス
ク強要したり黙食したり、いろんな行事をやめましたか？一度冷静に数字を見て、今の対策がおかしいことに気がつ
いてください。毎日毎日、何人が感染！と煽る様な報道にみんな踊らされてるだけです。
もう他国の様に、普通の風邪と同等に扱い感染対策やめましょう！
日本に日常を取り戻しましょう！

もはやインフル以外。対策は何もいらない。早く指定感染症外してください

去年からハイブリット授業なので、少しでも体調が悪い人はオンライン授業です。
学校に出れる様になると、休んだ時間の補習を受けれます。体育とかの場合、実技補習ではなく、レポートなど工夫
して貰っています。学校の先生も体調が悪いと家からのリモート授業になります。感染者０です。濃厚接触者は多数
いますが、家庭関係での濃厚接触者ですが、家での隔離がうまく行ってるのか、その後の感染を聞きません。と言う
かハイブリットなので気にならないです。今は生徒が半分オンライン、半分通学している状況です。高校はこれくら
いできると思います。学校に人を入れて早急に制度を整えるべきだと思います。

過剰な対策をやめて、行事やイベントなど当たり前の日常を送らせてあげてほしいです

川崎市です。小学校はオンライン授業は全く行われていません。学級閉鎖時のみ端末の持ち帰りはできるようです
が、オンライン授業ではなく健康観察や課題の提示程度だと思います。感染時や濃厚接触者となり登校できない場合
が不安です。

幼稚園は1週間に6名も感染者が出ても休園にならないため、自主休園しています。

検査もできず、オンライン授業等も選択肢になく、不安ばかりがつのります。

学校からの情報が少なく、突然スケジュールの変更がなされ、困惑している。教員も上の指示待ちなのかと予想する
と、やはり区や都や国の柔軟且つ敏速かつ明確な情報が必要と感じる。任意でのPCR検査等の指示はやめてほしい。
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学校では、今までもやれることは出来るだけやってくれています。しかし、昼食時間は嫌でもマスクを取らなくては
ならず、オミクロンでは、感染が拡がるばかりです。
やはり、対面かオンラインの選択が出来るようになれば、教室の人数も減りより安全に過ごせると思います。

くだらないコロナ対策やめてさっさと、通常の生活にもどせ！コロナコロナと対策フリをして何がしたいのか意味が
わからない！単なる風邪を大袈裟にするな！アホかぁお前ら！

支給されたパソコンに不具合が出て2/4に回収されてしまったので来週からオンライン授業に参加できない場合は各自
自習です。それでいいのか？

子供はマスクをしていても密になり活動していますし、マスクの種類もウレタンマスクや鼻だしマスクなどで、きち
んとしていません。そのような状況でコロナ感染を防ぐことは難しいと思っています。我が子を学校に行かせる際
は、今日もコロナにかかりませんようにと願っています。一定期間の休校や、登校自粛でオンライン授業への切り替
えのお願いなどをしていただきたいです。

マスクはしっかり、手洗いアルコール、健康観察は家族まで、黙食、近くによならい、歌わない、体育もマスクと校
長から話があったそうです。参観日も中止。社会見学中止。マスクで縄跳び3分、死ぬかと思った、こどもたちもおか
しいといったそうです。やりすぎ。

オミクロンの感染力に合致した濃厚接触者の判断基準や自治体で一律の休園基準などが必要だと思います。以下、品
川区の私立認可園の状況です。
夜に園児1名陽性連絡のみで濃厚接触者なし、とされ翌日以降も通常開園。プライバシーに配慮するのはわかるがせめ
てどのクラスからなど分かれば親にとって登園自粛の判断材料になったと思う。不安に思いながらも継続して登園し
た別の園児や職員が感染し、1週間後の現時点で6名の陽性者と多数の濃厚接触者を出しながら依然として開園中。勇
気を持って初期に休園すべきだったと考えるが、園にこういった判断が全て委ねられている現状が大きな問題のよう
に思う。

窓を開けないので、海外のように空気清浄機必須です。サークル等行事がほぼ無く、味気無いです。オンラインでは
課題提出、試験等の情報が曖昧で不安、また先生との連絡が取りにくく不安です。

あれだけマスクしているのに休園、学級閉鎖。それなら意味がないのでは？？
ならマスク外し普通に生活させてほしい。

札幌市は子供の感染者が増えていても、オンライン授業も分散登校も無しで、陽性者が出たクラスのみ学級閉鎖で
す。市の6割の学校などで学級閉鎖になっていますが、何の対策もしません。毎日不安です。どうして自治体でこうも
対策が違うのか。

集団生活で、様々な家庭がある中、学校はよくやってくれている。苦情も多いだろうけど、先生たちは疲弊して潰れ
ないようにきてほしいし、これ以上の感染対策は、未知の感染症であるし難しいと思う。ある程度の感染は、仕方な
いとさえ思っています。学校を悪者にしないで。

陽性者が出ても批判を恐れて詳しい情報を掲示してくれないので、せめて学年や幼稚園保育園であればクラスを教え
てほしい。それ以上の詮索はしないが、ある程度の対策ができるので。

たかたが一人の陽性者が出たくらいで、全校休校や学年休校になり大変困惑・迷惑している。幼稚園からは「休校中
の姉兄がいる園児は、その間登園停止」とまで言われた。こんなことを続けていては、園児も学生も永久に通常の生
活に戻れない。風邪以下のウイルスに過剰に反応して、子ども達の健全な成長を邪魔するのはもういい加減にしてほ
しい。

もう普通の学校生活を送らせてあげてください。

子どもは年中と２歳児で、マスクをして通わせているが子どもの長い時間きちんとつけているなんてほとんど無理だ
と思うので、ある程度感染者が出てしまうのは仕方ないと思っています。
ただ、陽性者が出た時に市や園から出される情報が少なすぎて不安があります。濃厚接触者には認定されなくても、
感染者と接種があったのか、それくらいは知りたいです。

自主休校させているが、一部の授業のみしかオンライン授業に対応してもらえていないのと、たまに回線の不具合で
参加できないことがある。
オンライン授業の拡充を求めたい

感染対策はいらない！
過剰な消毒もアクリル板もマスクも全部なくしてほしい！！
オミクロンは通常の風邪以下。
濃厚接触者だのクラスターだの、感染が悪という社会をやめてほしい。
冬に多少の鼻水も咳も当たり前という常識を取り戻したい。

感染拡大が心配になった１月中旬、宿泊行事が実施された。

手指消毒、マスク、お迎え1人

学校や幼稚園からはガイドラインはでていて、それに沿っていますと言われていますが、実際分からない。
冬で寒いので仕方ありませんが、換気もクラスによってやってたりやってなかったりのようです。

学校の先生方は精一杯対策して下さっているのでとても感謝しています。

感染対策は不要。子供たちは日常を送るべき
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提供される情報が少ない。近隣の小中学校や学童などでの感染状況など、兄弟などが通っていれば保育園での危険度
の判断にもなるが全く情報開示されない。

手洗いと手指消毒、給食前は何かの薬液に手を浸すということをやっている。必要なのかもしれないが、アトピーぎ
みの我が子は手がひどく荒れている。せめて薬液に手を浸すはやめて使い捨て手袋とかになってほしい。

政府は学校がどれだけ頑張ってるのか聞いてくれ。振り回すな。

給食時、衝立を設置しているが園児が近距離で向き合って食べている。
見せかけの感染対策ではなく意味のある感染対策をしていただきたい。

先生たちはとても丁寧にしっかりと対応してくれていると思います。

学校を休校にして、オンライン授業に切り替えてほしい。今のままでは学校に行かせるのが不安で仕方ありません。
濃厚接触者の定義も不信感しかありません。
子供が通っている幼稚園で保護者とその子供が陽性になったのに、全園児濃厚接触者にならないという保健所からの
連絡がありました。幼稚園では給食も食べてマスク外していますし、遊んだりすればマスクを外したり小さい子供で
すから徹底できないのは仕方ありません。それなのに濃厚接触者に当たらないのはどうしてなのか、すぐに検査でき
る体制を整えてほしいです。

公立小学校の保護者です。陽性者がいても、その濃厚接触者が出ていないことで休校にもなりません。子どもの学ぶ
機会、お友達と過ごす機会を保障して下さることに感謝しています。一方で、感染者が少ない時でも室内読書禁止や
外遊び制限など根拠のない制約を子どもに課すこともあり、精神的負担が気になります。オンライン授業内容は正直
なところ見るに値しないです。先生方も操作できる簡単なアプリを開発すべきです。

パラパラと陽性者の報告メールがくるが、保育園は「濃厚接触者には個別に連絡する」、学校は「濃厚接触者はいな
い」という決り文句が続き、具体的にどのクラスどの学年なのか、全く分からないのが不安。

過剰な感染対策に親も子も疲弊しています。特に、子どもは重症化しない、かかっても風邪程度で軽度だということ
を理解出来ない保護者、常在菌を殺す殺菌滅菌作業、兎に角責任を負いたくないので片っ端から行事や課外授業、実
技を伴うことを避ける（体育や音楽、図工）など気でも狂ったかな？と思う意味のない対策に振り回され、子どもは
無気力かつ体力、学力が落ちています。いつまでやりますか？やりたいやつだけやってろと思います。巻き込まない
でいただきたい。大人の一年と子どもの一年の価値は異なります。
検査を拡充したところで、ＰＣＲ検査自体が感染症の有無を判断する手段として適していないので、魔女狩り状態に
しかなりません。税金使って無駄なことをするなと思います。

保育園の話でもいいでしょうか？
3歳児のクラスで陽性者が出て、そのクラスだけ休園になりました。
検査もなければ、他のクラスへの自粛要請もありません。園児たちは年齢が違っても一緒に遊んだり接したりしてい
るのに。
そして、3日ほど閉めた後開けてすぐ、また陽性者が出ました。玉突きです。
保育園の先生方はすごくがんばっています。
でも誰がどう考えても、検査して無症状陽性者を炙り出さなければ、数日閉めたところで意味ないですよね？
東京都および在住区の感染対策が臭いものに蓋的対策で疑心暗鬼ばかり、ほんとうに嫌になります。
また最近、なにより、知事会と厚労相、分科会が幼児にもマスク推奨と言ったことがとても恐怖に感じています。
大人同士でさえマスクをめぐるトラブルで事件が起きているのに、推奨という責任を持つ気もない言葉がけだけかけ
て空気を作り、それを間に受けた人がマスクができない幼児に、なにをするか。
しかも保育園でマスクを幼児がお互いにするなんて、ただ先生方の負荷を増大させ、感染をひろげるのをアシストす
るだけです。
マスクしてれば濃厚接触者にカウントしない→仕事そのままできるよね、という謎理論を子どもにまで押し付けよう
とする、これ最悪だと国会議員の方は思わないんでしょうか？
こんな異常な状態、こんな不安な状態で子育てをしなければならないんです。
個人ができることなんて、たかがしれている。政治はなんとかしてください。

学級閉鎖になった際、オンライン授業の有無がクラスによって異なるのが不満。

下の子が私立幼稚園児です。先月末から感染防止のためとして半日保育で子どものための時間が失われています。そ
こに関係者に疑い例1人出ただけで、登校時間10分前に休園になりました。多くの子どもが園門前で休園を告げられ悲
しい思いをしました。園現場がパニックになり合理的な判断ができていません。結局は陰性でしたが、２日休園にな
りました。その後は子どもに陽性者が出て学年閉鎖となり、半日保育は当面続き、行事も中止になりました。子ども
たちにだけ強い制約を課すのはいかがなものかと思います。感染防止は大事ですが、子どもが子どもらしく過ごすこ
とを侵害しすぎだと思います。

オンライン授業について何のアナウンスもないので、どうしたら良いのか分からないが、先生も分かっていない。

何でもかんでも中止や延期ではなく、工夫の中での実施を求めます。

対策が過剰すぎる。子供は罹っても無症状。これ以上、子供の貴重な学校生活を制限すべきではない。
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感染対策は一切やめるべき。子どもはコロナで死んでいない。

感染対策の状況は毎朝の自己検温のみ、バス乗車時に消毒、昼飯時にブルーシートを敷いてその上に椅子を並べて椅
子に弁当などを置いて食べる程度です。

幼稚園では対策には限界があると思うので、ピークアウトするまでの間、休園にして欲しい。状況に応じて分散登
園、オンラインの取り入れもして欲しい。できれば先生も他学年とは触れ合わないように工夫して欲しい。
年明けからすでに3度も園から陽性者を出してても、イベントも通常通りに頑張って行おうとするのもやめてほしい。
特にイベント時は写真撮影目的でマスクを撮ることがほとんどなので、今それは本当にやめて欲しい。

町田市は感染情報が殆ど出ません。
小学校での感染も同じクラスでもふせられます。
また、私立高のクラスターも公表なし
学級閉鎖は感染者が3-4名出ないと行われません。また学級閉鎖にならないと保護者への感染情報も通知されません。

休校と言われれば仕事も調整しやすいですが、登校でもオンラインでもどちらでもいいですよ…というニュアンスで
は、職場でもじゃあ出勤してと言われるので、親としては不安なので増えている今オンラインに切り替えたいです
が、休校ではないので国の補償は使えないという事でした。
なので収入の面から考えて、それに値しないなら怖くても登校させるしかない…親として申し訳ない気持ちで毎日送
り出しています。
感染すると基礎疾患のある祖母がいるので本当に毎日怖いです。

子供達に過剰な感染対策を押し付けるのはもうやめてください。新型コロナで子供は重症化しません、死にません。
幼い園児にも黙食を徹底させ、行事は全て中止し、マスクのせいで友達の表情も伺えない。身体的にも社会的にも大
切な成長期です。子供時代の2年は大人の2年とは違います。2年も続けば子供にとってはそれが日常です。本当に日本
の未来を考えるなら子供達に普通の生活をさせてください。

陽性者や欠席者の人数に合わせて各クラスの学級閉鎖、または学年閉鎖となっているから割と必要最低限なのは働く
親としては有り難い。

これ以上、子どもの日常生活、楽しみを奪う事は辞めて欲しいです。
手洗い、うがい、換気を行い、
その他の過剰な感染対策はやめていただきたい。
マスクなんてもってのほかです。

今までは感染者がいたらすぐに学級閉鎖をしHPにもその旨公開されてましたが、今後、感染者が１人の場合（マスク
してたから濃厚接触者なしとか、クラスに複数の感染者が見つかっていない）、学級閉鎖もしないし公表もしないそ
うです。
これではますます安心して登校できませんし、別な理由で欠席した時にも憶測や噂でみんなが疑心暗鬼になります。

寝屋川市のように、しっかりスクリーニング検査して、広く情報公開してくださるとどれだけ安心か知れません。

それプラス毎週の定期PCR検査があれば、２年間自主休校してる我が家も、登校に踏み切れるかもしれません。

何もしなくていい。
マスクもいらない。
もう少し、勉強してください。
茶番です。
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○仕事については親の理由だと思うので、休校で論じるのは違うと思います（うちは両親ともにフルタイムのエッセ
ンシャルワーカーとされており仕事は休めません）
○リモート授業について差がありすぎます。こどもの通う学校ではオンライン朝の会で宿題箇所を言うだけで、プリ
ント学習です。親が教えるしかありません。教えられる家は良いですが、親に依存すると格差の再生産になるかと思
います。
○また、これほど感染が広がる前から、こどもの学校生活は制限を受けています。リコーダーがなくなり、歌わな
い、体育も制限を受け、運動場も学年間でクロスしないよう週に何回かしか出られません。行事も減っています。学
ぶ権利のこと、いまの小学生～高校生が体験する機会が制限されたまま大きくなっていること、こども時代の何年か
は大人と違って影響が大きいこと、を認識して早々に学ぶ権利を確実に保証して欲しいです。（オンライン授業なん
て担任がしなくても、模範授業は全国共通で録画されたものを使用して、質疑応答部分や問題部分は担任等々もっと
楽なやり方があるはずです）
○また、これほどまでに学校や保育園で感染が広がると休園や休校も致し方ないと思います。なんとなくこどもから
の感染が多いみたいな風潮になっていますが、特に保育園や小学校、中学校くらいまでは活動範囲は広くありませ
ん。大人世代が運んだ結果こどもたちの生活の場に到達してしまっているのだと思うので、こどもたちの学校だけと
めても根本的な解決にはならないように思っています。

合唱、ハーモニカ、劇の練習などを狭い空間でマスクなしにて行っているが、マンモス校の幼稚園に意見が言える雰
囲気ではないです。15人も連続で陽性者が出ておりますが、クラスター認定されず、感染状況も個人特定や差別を理
由にほとんど開示されません。基礎疾患持ちが自主的に休むしかなく、感染に人一倍気をつけているのにも関わら
ず、通園できず悔しい思いです。自主休園している家庭が逆にコロナ感染を疑われ、差別されています。一刻も早く
保育園、幼稚園、学校でのスクリーニング検査をしてほしいです。

在籍クラスに陽性者がでた時、濃厚接触者については保健所で調べず、保育園でも濃厚接触者の調査はしないとこと
こ。当クラスのみの２日間の登園停止で、その次の日からは通常通りの保育開始の措置だった。また、プライバシー
の観点から何日に登園した児童に陽性がでたなどの情報もわからず、自分の子供が濃厚接触にあたるかどうか自己判
断することもできず、できることは家族の健康観察くらいだった。高齢の基礎疾患のある祖父との同居のため、子供
が濃厚接触者であれば、祖父母にホテル宿泊をしてもらうなどの措置をとりたかったのだが、情報が何もなくとても
困った。
自己責任的な対策しかとれないのであれば、せめて正確な情報を伝えてほしい。

間違った感染症対策。皮膚が薄い子に過度のアルコール除菌、未発達の体に酸素妨害のマスク着用。手が痛い、呼吸
が苦しいと訴えています。

第3波の際に学校内で陽性者が出たのですが、個人情報保護法の観点からか該当学年も知らされず、濃厚接触者なし、
とのことで通常授業が行われました。生徒・保護者もほとんどがワクチン未接種の中で、保護者たちが情報開示が少
ないことに不安を覚え、憶測での噂等が広がりました。学校サイドも、センシティブな情報をどう扱うか考えあぐね
た結果だとは思いますが、休校等の実施についての責任を自治体や各学校に丸投げの現状はいかがなものかと思いま
す。
同じ市内でも学校ごとに対応が違っていたり、なによりも教育を受ける側の子どもたちが混乱している様子が見てい
てとても辛いです。

学校で今どれだけの感染者がいて、どの学年に何名いるかは教えて欲しい。(陽性者が出た場合はオンライン授業に切
り替えたいため。)

過剰な感染対策に、嫌気がさします。重症化の、少ない子供達の学びや、かけがえのない時間を奪わないでほしい。
インフルエンザ同様、掛かった人だけ休めばいい！心配な人たけ休めばいい！

クラスに二人以上陽性者がいれば学級閉鎖、という地域に住んでいます。
学級閉鎖の連絡が来た際に、陽性者の子はいつまで登校していたのか、何人いるのかなど知りたい情報はたくさん
あったけど学校からの連絡は学級閉鎖という事のみでした。
追って濃厚接触者無し、と連絡来ましたが学級閉鎖期間中に子どもが発熱、結果コロナに感染していました。学級閉
鎖があける直前に検査、あけてから結果が出るという事からか学級閉鎖は解除されましたが、親としてはこういった
子がいると言うことを公表してほしかったです。
学級閉鎖中に新たな感染者が出たと言うことを知っていればオンライン授業を検討した家庭もあったのではないかと
思います。
また、学級閉鎖クラスの兄弟児の登校は家庭の判断に任せますというのにも驚きました。
家庭に責任転嫁しているようにしか思えません。

陽性者が1人出ただけで学級閉鎖。いい加減過剰な対策はやめてほしい。子どもたちにマスクをつけさせるのも、部活
や大会が中止になるのももういいかげんにしてほしい。インフルエンザと同じ扱いにしてほしい。不安な人だけオン
ラインなどで対応すればよい。

2年前からの対策としてオンライン授業が可能な体制にしてもらえて助かった。

感染者が出た学級について、PCR検査予定だったが、一時休止になり、その後、再開されても検査はしなかった。
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感染者が出て、濃厚接触者は検査したとその子のご家族から聞いたが、学校からは陽性者がいるとの連絡は無かっ
た。
風邪症状があると注意喚起が2日後くらいにあった。
陽性者が出た時点で全保護者に教えてほしい。
その時点で登校させるか否か判断をしたいと思った。

過剰な対策を辞めてほしい。子どもにとってはただの風邪。子どもに大人を守らせるな。

オンライン授業を選択したらずっとオンラインのみになるのと、オンラインで全ての授業が配信されるかわからず、
選択しづらい。仕事が在宅でできる日や風邪気味の日などはオンラインできると分散に繋げやすい。

とにかく分散登園してほしい。それであればまだ登園できる。

滋賀県ですが、クラスで感染者が出ても濃厚接触者しか検査されず、3日でそれ以外は登園可能になります。直ぐにま
た濃厚接触者以外から感染者が出るの繰り返しで、無駄に感染を広げています。
陽性者が出たら、最低でもクラス全員、外遊びなどでミックスで遊んでいる所は全生徒、教員の検査をしないと、ど
んどん広がっていきます。
園児同士は距離も近く、マスクもちゃんと出来ない、触る、唾を飛ばして遊ぶなどします。

タブレットが配布されていて、休講の際も朝は接続しているのにオンライン授業に関しては一切話が進まない。オン
ライン授業か登校か選択できれば必然的に分散になるのに、休校か通常授業しかないので、不安の中で登校させなけ
ればならない。欠席した場合出席停止なのか、種類がわからないので、中学受験の際などに影響が出るのかもわから
ないので、通常授業の際は行くしかない状況です。

給食のもくしょくはほぼ出来てません。妊婦の担任は給食を職員室で食べ、別の先生が教室にいます。教師自身が教
室での給食を危険と証明した行動と保護者は受け取ります。そんな中クラスの子供が休んでも休んだ理由が言われ
ず、保護者に連絡もありません。

換気と手洗いうがい、短縮授業のみ。陽性者もかなり出ており、体調不良者も続出です。
学級閉鎖も5クラスほど出てますが(複数学年)、短期間の学級閉鎖のみ。検査や消毒もされてる様子はありません。学
級閉鎖期間も閉鎖中のクラスの先生は来ています、職員室では先生はいつも一緒なのに濃厚接触にあたらないのか謎
です。

過剰な対策は子どもには不用です。マスクも殆ど意味がありません。感染症はなくならないから元のように日常を送
るべきだと思います。

感染者が出ても濃厚接触はなし。学級閉鎖にする基準もあいまい。個人情報保護を理由に何の情報も開示されない。
情報がなさすぎて親として、どうやって子供を守ればいいのかわからない。豊橋市37万人なのに、感染者がどんどん
増えて、市長も市議も教育委員会もだんまり。恐怖です。

保育園でも給食の時間は対面を辞めた方がいい。空気清浄機等があるから窓を開けていないと思う。機械に頼らず空
気の換気をするべきだと思う。

検査、病院の紹介、感染した場合の援助等
妊婦のいる家庭を最優先にするべき
幼児から広まってい状況、第二子、第三子がお腹にいる女性は、第一子から感染する。
妊婦には金を渡して登園させないくらいにしないと産婦人科が崩壊する

心配で自主休校をしています
オンライン授業に対応してくれているので助かっています

学校でこんなに感染しているのに市長は何も対策してくれないし学校にも怖くて行かせられない！

オンライン授業があるところとないところに差がでてしまっていると思います。

自分のクラスが学級閉鎖になっても、何人感染したのか児童なのか教諭なのかすら情報がなく、他クラスや学年の感
染や学級閉鎖の情報も教えてもらえない。情報が無いのが怖いし困る。

過剰な感染対策をやめていただきたい。日本人は新型コロナに対して交差免疫を持ち、死者数も少ない。子どもに
至っては、死亡者ゼロである。パンデミックがあったことの科学的根拠が乏しく、過剰な感染対策により、子どもた
ちの自由が奪われている。今すぐ、ウイルス性感染症診断には使えないPCR検査をやめてほしい。マスクも無症状の子
どもたちには必要ない。

小学校では学校の職員は口うるさくマスクをきちんとして、と話してるが一部の子は給食中もおしゃべりしていて感
染拡大になるのではと不安。家庭での話も親から子へするべき、

子供は新型コロナウイルス感染症のリスクは極めて低く、マスクや黙食、行事の中止等は子供達から教育機会を奪う
というマイナス面しかなく、科学的根拠もないため、速やかに通常の学校生活に戻すべきである。
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クラスで陽性者が出ても保健所の言う濃厚接触者以外は通常通りと言われた。濃厚接触者の定義は古いし、子どもの
行動歴は正確には追えないはず。案の定、その後、濃厚接触者以外から連続して陽性者が出た。情報も交錯して混乱
した。
調査に時間をかけるより、クラス全体を数日間オンラインにした方がいい。
個人情報保護という名目で判断に必要な情報が共有されない。
クラス再開時の検査もない。
これでは感染が防げないと思い、自主的に検査を受けたり自宅待機した。

手指へのアルコール消毒、スマホで毎日検温入力、運動時や外遊び以外のマスクなどをやっています。
ものすごい人数の少ない学校で保護者同士話すことが沢山ありますが、ほとんどの人が、いい加減に対策をやめてほ
しいと言っています。
学校自体は比較的自由な雰囲気で、黙食も強制されませんし、休み時間も全学年皆でマスク無しで遊んでも大丈夫で
す。放課後、友達同士で遊ぶことも禁止にはされていません。しかしながら毎日毎日、感染対策の徹底を！と脅され
る日々は子供たちにとってストレスです。検温も無意味ですし、適当な体温書いてる人ばかりです。

また、オンライン授業もお試しでやりましたが、子供たちが集中できず、隣で見ていて無理だと感じました。また学
校には勉強だけしに行っているわけではありません。同級生とのふれあいを通して学んで欲しいと思います。一昨年
の休校で、子供が相当メンタルがやられてしまったので、オンラインも、休校ももう嫌です。

感染者が出た、学級閉鎖、をただ繰り返していてインフルエンザくらいにしか思っていない対応なのでびくびくしな
がら暮らしている。学校での定期pcrな検査どはもちろんないので行事や登校を犠牲にしながら「健康管理してくださ
い」と言うメールが定期的にくるのを見ている。オリンピックの観戦も市が中止にするまで「参加させなければい
い」の一辺倒だったので学校自治に期待していないが、罹患自体も将来罹患によって保険などにどう関わってくるか
わからないので不安で子供を登校させていない。タブレット端末は配布されているがオンライン授業というようなも
のはなくプリントの写真が送られてきたり、基本自習のみしかないのでなぜ2年も子供たちは不自由してきたのにこん
なに変わらないままなのかと感じている。

3学期開始3日目での陽性者連絡メールは来ましたがその後、他の学年に陽性者が出てもメールは来ず役所のサイトで
我が校がクラスターと知りました学校閉鎖明けも陽性者出たとの話は保護者繋がりでしかわからない状態で休み時間
も全校生徒で校庭遊びなど行ってるので心配です。
感染不安で休む場合は欠席扱い
リモート配信(欠席扱い)は
学校に問い合わせした
保護者しか知らない。何故全保護者に知らないのか？問い合わせした方は「感染対策きちんとしているので知らせる
必要がない」と言われたそうです。その3日後、学校閉鎖になりましたが…

よくやっていると思います。オンラインと対面どちらでもということになっていますが、結局働く親が多いためオン
ライン選んでいる子はクラスの1/4くらいです。

感染対策が過剰すぎる。
過剰すぎる対策により、上の高校2年の子ども達の学年はコロナ前より倍以上の不登校、退学者が出た。
県立上位校で、皆んな夢を持って受験に臨んだのに入学式も簡易的そして休校。それからも行事中止、部活中止の連
続。
子ども達は重症化しないのだから、普通の学校生活を送らせるべき。
このままでは無気力の若者がどんどん増える。

他のクラスで陽性者が出ても連絡がこない。どのクラスが学級閉鎖しているのか、ママ友からの情報等でしか分から
ず、学校の感染状況を把握できないので、子供を自主的に休ませるかどうかの判断ができない。自治体によって連絡
の程度に差があり、疑問に思う。

責任を取りたくないからとりあえず“中止”にしているのがありありとわかります。子どもたちの気持ちを無視し
て、教育の機会を奪う大人は最低です。

通信制なので普段の生活では不安はほとんどないが、スクーリングは宿泊を伴うので心配だった。通信制高校は感染
対策としては有利なのでもっと広がるといいと思う。

陽性者が出た程度で休みにするのはやめていただきたいです。
子供は重症になることもありません。
また、マスクの着用を「推奨」から「各家庭の判断」を早急に変更してほしい。
着けない子、着けられない子に関して、個別に学校にお願いしていますが、現状ではいじ
めや差別を助長しています。
外してよい場面でもマスクを外せない子どもが増えています。

過剰すぎる。子どもが風邪引くのを受け入れられなければ学校など成り立たないと思う。マスクはデメリットもある
のに全員一律に着用させるのらおかしいと思う。

北海道住みです。かなり寒いからなのか、教室の寒気はないに等しいそうです。子供が教えてくれました。
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子供を保育園に預けてますが、これから言葉を覚える段階の子供が周囲の大人がみんなマスクをしていて正常に言葉
を覚えられるか、コミュニケーションを適切に取れるかとても心配です。

また、行事も中止や縮小で貴重な成長の場が奪われています。
早く過剰な感染対策をなくしてほしいです。

ようやく少しずつオンライン授業もできるようになってきたが、学校によって差がある。国は学校に対し、ICT支援員
の配置の拡充や、少人数クラスの推進、子どもたちのことをよく考えてくれる教員を増やすことに予算をしっかりつ
けてほしい。

中学校はデルタ株の時は一人もでなかったがオミクロンになったら次から次へと陽性者が出ているにも関わらず、特
に短縮授業にも午前授業にもせずに案の定ひと学年、学年閉鎖になった。受験を控えている3年生だけでも対策を練っ
てくれないか頼んだが、学びを止めないとの方針で聞き入れてもらえなかった。

感染対策など必要ない。子供にとっては害なだけ。

「差別を防ぐため」もいう名目のもとに感染者が出たことすら知らされず、他学年では実際学級閉鎖にまでなってい
るのに何の情報ももらえない。一人一台パソコンが配られたのにオンライン授業など最初からやるつもりもないよう
で登校せざるをえない。学校には子どもを守る気なんてないんだと思います。

生徒は家庭の方針や環境で自主休校も可能だが、先生はそれが出来ず感染対策をしていても感染してしまうこともあ
る。何名か感染し休校になったりするのであれば、最初からオンライン希望者や分散登校、やむを得ない生徒のみの
登校などにして、密を避けることは出来るはず。

学校から、毎日陽性者メールが届く。でも毎回『濃厚接触者なし』。
その為、消毒や学級閉鎖もない。
定員ギリギリのクラスの為、教室はギュウギュウづめで、子供同士の間隔は１mもない。
その中で、音楽のピアニカや、給食。
それなのに、クラスで陽性者が出ても濃厚接触者なし。
絶対におかしいと思う。

それとオンライン授業を全く取り入れてもらえないこと。
学校にも市教委にも何度も問い合わせたし、要望出したが、返事さえない。
自主休校を申し出たが、その理解もしてもらえず、担任から『学校に来なかったら何もしない。登校再開してもフォ
ローもしない』と言われた。

幼稚園児のうちにいろいろな菌やウィルスに触れて免疫をつけるべきだと思います。
頻回のアルコール消毒でみんな手がカサカサです。マスクも息苦しいと言っています。

感染状況を包み隠さず、事実を公表して欲しい。

感染を止めるためには様々な理由でどうしても預けないといけない家庭を除いて、登園・登校自粛、オンライン授業
をするのが良いと思います。そうしないとなかなか感染が収まらないと思います。また保育士や教員には早めにワク
チンの第3回接種を可能にするのが良いと思います。

●休校や学級閉鎖になるまで、感染者の発生が公表されず不安を感じる。

●自主的に休んでオンライン授業を受けたい気持ちはあるものの、学校からはなんの選択肢の提示もなく、仮に自主
休校した場合にどうなるかわからない。

神戸市です。複数の学校の生徒が集まる習い事がありますが他校舎の感染状況が全く開示されないので参加不参加の
判断がつきかねています。他の自治体が普通に行ってさして問題が起きていない事は行ってほしく思います。中学、
高校の部活動はクラスターの発生事例を見ても休止すべきと思います。中学生にもなれば家で留守番もできるでしょ
うしやむを得ない場合は教室を開放して宿題等を自習してもらうと良いと思います。公立の小学校はトイレが不衛生
で税金であることを考えると仕方がないのですがパンデミック時はとても脆弱です。定期的に検査をきちんと行い隔
離を徹底すれば安全な学校や部活は限界はありますが可能と思います。検査による安全な学校、これが最も望ましく
かつ現実的な対応です。無理なら休校等をせざるを得ない。または、分散登校です。少しくらい進度をゆっくりにし
てもいずれは帳尻が合います。

児童・先生に不織布マスクの推奨と分散登校をしてほしいです。

感染者が出ても検査がされない事に憤りを感じる。

リスクのない子どもたちに制限をかけすぎ。
過剰な対策で身体や心身が疲労していることの方が心配。コロナ禍以前の生活をしてほしい。

保健所が逼迫しているからと自治体が代わりに返答など行うとして全面に出てきて、何もかも「濃厚接触者なし」に
してしまう。個人情報個人情報と言い、情報も出てこない。
当初から大型モールスオープンを控えてコロナ感染者情報の隠蔽、市長夫婦はフライングワクチン、市長がらみの高
層マンション建設問題、と闇の自治体ふじみ野市に園や学校が牛耳られている。近隣学校や園は閉鎖をしているの
に、この自治体は意地でも閉鎖しない。埼玉県は公立校ではクラスに2名感染者もしくは1名でも他に風邪症状のある
児童がいれば、閉鎖としている筈なのに、全部個人情報が漏れるから、で塞がれてしまう。
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　子供のクラスを見る限り　ウチの学校はできる感染対策を色々やってくれていると思います。

　後は各家庭のモラルの問題だと思ってるので　できる事をやってくれる学校には　とても感謝しています。

　それでも現状を考えると　登園、登校自粛をお願いして　どうしても…と云う家庭のみ登校　それ以外はオンライ
ン授業にした方が良いと思います。

園の対応には満足しているし、こんな状況で先生たちは頑張ってくださっていると思う。

過剰な感染対策をやり過ぎている。子ども達はマスクは必要ないし、ソーシャルディスタンスも必要ない。2019年の
感染対策で十分。さっさとコロナを5類以下にしてほしい。そうすることで、全ての医者がコロナを見ることができ
る。そして、子どもにワクチンは絶対は必要ない。

感染者はいないが、欠席(感染不安などで)している人数などが知りたい。

できることは既にやっている。
対面でこれ以上の対策は不可能。
一定期間、原則オンラインにすべき。

感染対策という名の制限をかけすぎです。マスク必須(不織布推奨)、歌わせない、ピアニカ吹かせない。行事がことご
とくなくなる。やりすぎです。コロナ禍になってもう3年目です。大人への制限はまだしも、子供にはもう制限かけた
くないです。マスクマスクいいますが、マスクをつけ続けることのデメリットありますよね？

クラスで感染者が出ていたことは学級閉鎖になるまで連絡なし。タブレットを配るだけで結局オンライン授業もせず
感染者が増えて学級閉鎖になってもプリントとタブレットで学習用アプリをするようにと。今まで何をしてきたの
か？子供も登校するのが怖いと言っています。せめて希望者にはオンライン授業を受けさせてほしいです！

幼稚園ですが、陽性者が出ても濃厚接触者なしで通常通り。なのに、毎日陽性者が増えていく。学年など何の情報共
有もないので、陽性者の関連性などもわからない。こんなので誰が安心して子供を通わせられるんでしょうか？子供
の命を軽視しすぎ！後遺症もあるのに、子供は軽症だからいいということではないはず！通常通りに通わせたいな
ら、定期的にPCR検査すべき！

幼稚園→陽性者あり→３日休園→濃厚接触者無し
小学校→陽性者あり→情報共有無し→通常登校
高校→陽性者あり→濃厚接触者特定→オンライン→短縮授業とオンライン組合せ

集団生活で濃厚接触者なしなわけがない
感染者を隠さないでほしい
重症化しないからといって感染が出た学校へ行かせるのは心配だ

感染不安での欠席者にはオンライン授業せずプリント対応。
体調不良や学級閉鎖のクラスにはオンライン授業。
教育の機会が欠席理由の違いで平等に担保されていない。
感染者が出た学年にしか公表されないので、同じ学校であってもどの学年に陽性者が出たかさえも分からない。

山村の小さな町のためか、他の学校に通う兄弟の感染が判明した時点で該当のクラスが学級閉鎖になり、その子の感
染が判明した時点で学校全体が休校となり、全員のPCR検査を実施してくれました。その後、学校での感染拡大は確認
されなかったため再開されましたが、以前より換気に気を使ってくれているようです。ただ、まだ心配なので自主休
校しています。オンライン授業は来週から部分的に始めてもらえるようですが、本来なら感染が拡大する前から準備
しておいて欲しかったです。

感染症対策と称して意味のわからない対策を園が独自で行うなど、無法地帯化が進んでいるように思います

息子のクラスで陽性のお子さんがいたのですが、保健所より濃厚接触者が無いと連絡があったことで他生徒への検査
はまったくされませんでした。
県のコロナ相談センターに聞いた所、栃木県では学校が検査をするかどうか最終的に判断出来ることになっているそ
うです。ですが、市によって保健所の濃厚接触者判断頼りの所と市が積極的に検査を行っている所がありバラバラで
す。
子供伝いに感染が広がっているのが目に見えている以上、国が検査を積極的に行うよう指示を出すべきだと思いま
す。
また、まだ本市ではオンライン授業も選択出来ません。

オミクロン株は軽症で済む方が多いようですが、後遺症の有無などまだまだはっきりと分かっておらず、米国ではブ
レインフォグなどにより仕事が出来なくなっている人が増えているとの報道さえもあります。
検査も無い、オンライン授業も出来ないで子供達の健康を蔑ろにしていて良いのかと不安しかありません

もうこれ以上の対策は、子どもたちも先生たちも苦しくなるだけで効果も乏しいので、早く緩和するほうへ舵を切っ
てほしいです。子どもたちから普通に風邪を引く権利を奪わないで欲しい。
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各授業10分ずつ時間短縮になりましたが朝ラッシュ時の登校時間が変わらず下校時間が早くなりました。時短にする
なら朝も遅らせて欲しい。
オンライン授業を全く検討すらしていません。オンライン授業、是非取り入れて欲しい。

陽性がでても濃厚接触者がいなければ何も教えて貰えない。教室は机と机の間も狭く密になっている。先日教室に
行った時にはカーテンが締め切られ、前後廊下のドアのみ開けられていた。とても換気をしているとは言い難く、二
酸化炭素濃度計や空気清浄器などがあるわけでもない。マスクも不織布を使用するようにという指示もなく、布やウ
レタンも多い。風邪症状があっても登校している生徒も多く、先生も声枯れ咳込みしていても学校で授業をしている
など、コロナに対しての危機感は全く感じられない。
コロナはただの風邪と捉え、子供の学びの機会を奪うなという人もいることは理解している。子供も自分も喘息があ
るのでコロナにかかってしまうと高リスクだし、過去子供が消化器症状がでて入院した際にコロナを疑ったが検査し
て貰えず、その後血便がでて、発熱・リンパが腫れるなど川崎病疑いになり、体力が落ち疲れやすくなり、ずっと微
熱が続き、不定愁訴ありあちこちの痛みを訴えていたが原因がわからず‥というのが1年近く続いたということがあ
り、今となってはもうわからないがあれはコロナにかかった後遺症だったと思っているので、子供は重症化しないか
ら罹らせてもいいとは到底思えない。ただ子供の学びをとめることはいいとも思っていないので、頻回なPCR検査を条
件にして学校をあけるようにして欲しい。頻回PCR検査をすれば、コロナに似た症状がある生徒・先生（花粉症、アレ
ルギー、喘息など）も不利益を被ることなく行けるし、他の生徒・先生も安心して学校に行くことができるようにな
る。
また個人情報保護の問題があるから情報を出せないというのはやめて、同一学級かどうかいつまで登校していたかを
明らかにして欲しい。隠すことで、陽性になった子供たちは隠さなくてはいけないものになってしまったと余計に傷
つくことになる。今は誰もがなる可能性が高いので、誰が陽性になってもいじめや差別をしてはいけないと教える努
力をしていく方がいいのではと思う。

幼保に関して言えば、豊橋市は完全に情報は非公表になっていて、保護者へは発生の知らせはあるが、どの学年でで
たのかはわからない。陽性者が合計40人になっても非公表で、同じ地域でも知らない人が多い。保育課が公表をさせ
ないと聞いた。幼保で濃厚接触者がいないなどありえない話なのに、公表をしないことをいいことに科学的根拠のな
い基準で濃厚接触者を絞り、休園をさせまいとしている。そして、PCR検査のスクリーニングをすることもなく、地域
一帯に感染を蔓延させる原因になっている。個人情報保護をたてに情報を貰えず自衛することも許されない。喘息が
悪化するのが心配でかかりたくないため、極力行かせたくないが仕事のために泣く泣く行かせている状態。後遺症で
喘息悪化から戻らない割合が高いと聞いているので、かかって喘息がでてそれが原因で仕事ができない状態にならな
いかを心配している。

まず。子どもたちの事を何も思っていない政策ばかり。一体誰を守っているのですか？高齢者を守るために子ども達
ばかり。この国は本当に異常です。政策暖和。マスク自由化。これだけです。

幼稚園でマスク強制です。
アルコール消毒も頻回。
人は色々な菌に触れて強くなっていくのにこれでは成長の機会を奪われています。
また、マスクによる低酸素状態や、お友達の表情が読み取りにくいため、自分の感情と相手の感情とのバランスをと
ることも出来ずに幼稚園にして不登校になる子も見受けられます。

このままで日本の将来は大丈夫でしょうか？

幼稚園、小学生、中学生、高校生など
未成年に関しては一刻も早く感染対策完全撤廃をお願いいたします。

登園を自粛していますが、保育園からは何の連絡もありません。自治体のホームページなり、連絡網メールなりで、
現在の感染者や濃厚接触者がどのクラスでどのくらい出ているかの情報を知らせてもらえないと、いつまで休ませた
らよいのか判断できないと思います。

今まさに保育園で陽性が出ていますが、当初抗原検査で判明したため改めてPCRをやりますとなって数日、そこから数
日して保健所から一部の園児が濃厚接触者にあたるとしてPCRを受けるように要請。スピードを重視したのか精度の低
い抗原検査で保育園スタッフは全員陰性なので休園対応はしません、でも心配なご家庭は休んでもいいですよ、とい
う対応でとても困っています。保健所も保育園もとても頑張ってくれていると思いますが、いっそ休園にしてほしい
くらいです。子供のことが心配ないわけないですが、仕事に行かないと非正規で給与がなくなるだけなので、保育園
に預けて働くしかありません。最初の園児のPCRの結果が出るまで数日は仕事休んで子どもを休ませましたが、週明け
からはもう登園させようと思っています。これから園内でもどんどん感染者が増えるんだろうなと思いながら。政府
の無策を非常に怒っています。

過剰対策すぎて刑務所のようです

自主休校していますが、オンライン授業はなし。課題もなし。タブレットだけあっても無意味です。
一度、クラスで陽性者が出たにも関わらず濃厚接触者の連絡もなし。自分で所有していたPCRキットで検査しました。
その後は、クラスに２名以上感染者が出ないとメールも学級閉鎖もなさそうです。
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感染対策は不要。子供はたいしたことありません。こんなつまんない病気で子供の貴重な時間を奪うのはやめてくだ
さい。このアンケートもひどくないですか。なぜ対策前提でしか答えさせないの？　いい加減データ見ろ、科学見
ろ！

子供の学びの機会を大切にしていただきたい。感染拡大の原因を子供たちのせいにするな。

「マスクをしていれば、濃厚接触にあたらない。検査も休校もしない」というルールで、詭弁のように思います。
感染者が増え対応できないから、ルールの方を変更するのは本末転倒ではないでしょうか。

学校は ひたすら隠す。
保育園は濃厚接触者には連絡してくれますが
検査まではしてくれません。

現在、オミクロン株で重症化しやすいのは高齢者及び基礎疾患のある人です。 ほとんどの子ども達にとって風邪症状
で終わるこのウイルスに対して、休園、休校措置はもちろんのこと、分散登校、オンライン授業、行事の延期、中止
などの感染拡大対策は明らかに過剰です。合唱や演奏も禁止、休み時間のおしゃべり禁止、黙食など、このようなこ
とが当たり前に強いられる学校に通う子どもたちにとって、新型コロナウイルスにかかるよりも、今の過剰な感染対
策の方が身体や心の健全な発達に多大な悪影響が出ると思います。
子どもは国の宝ではないのでしょうか。
大人の都合を物言えぬ子ども達に押し付けるのは辞めてほしいです。

学級閉鎖の状況について、他のクラスの情報を教えてもらえない。

中学は感染者が出ても非公表。先生のみマスク2重。ありえない。

保護者が陽性になったという連絡はありますが児童にはなく通常通りです。ただまんぼうが出ているので、保育時間
後の園庭遊びが出来なくなりました。子どもたちにとって、風邪程度という認識も広まっていて市販薬でも十分効く
と言われているのに、安易に検査を受けて周りへの影響を考えない人が多すぎて困惑しています。そういう人たちは
保険目当てかなんなのか分かりませんが、病や体調不良を治すのは医者だと勘違いしていますよね。保健所の方々の
心労が気になります。コロナ騒動で余計なことばかりやらされますが、子どもたちのための幼稚園保育園学校こそ、
のびのびと活発な活動を続けてほしいです。どうか、子どもたちを窮屈な感染対策から解放してあげてください。

感染状況が人づてに回っており、真偽不明で不安。

公立小学校はオンライン選択できます。2時間のみですが、先生はうまく運営されています。
私立中学校は準備はしてますが、オンライン対応はまだ。不安です。

子供の小学校では、一人でも陽性者や濃厚接触者（陽性の可能性が高い）が出ると１週間の学級閉鎖となる。オンラ
イン希望の生徒にはオンライン授業をしているそうです。子供は学校に行くことに抵抗はないようですが、毎日のよ
うに感染者が出たとのメールが届き、親としては登校させるのに不安があります。登校している生徒には検査キット
の配布があると安心かな。

感染対策は必要ない。

公立保育園ではある程度一律の感染対策、陽性者発生時の対応がなされているが、私立の場合園によって園によって
まちまちで、対応の遅れから感染が広がってしまっていた。結果休園が長引いてしまった。

5歳からのワクチンが認可されたのにまだまだ自治体からの接種の案内はありせん。
2歳のマスク着用なんて非現実的ことを検討している場合ではありせん。
はやく5歳からのワクチン接種が可能になるように国主導で動いて下さい。

検査の必要性について、また陽性者の名前や組名が公表されず、不安の元になってます。検査キットを配布して、検
査の重要性をクリアに言うべきです。

過剰な感染対策にうんざりです。
マスク、消毒、ワクチン等のデメリットについても考え、保護者に周知していくべき。

クラスで感染者が出てもお知らせは一切ありません。感染から逃れたい人達には知る権利もなく、臨機応変にできる
自衛もできず、行くか休むかで、私は子供達を全員休ませていますが、学校はよく分からぬ個人情報を守る為にオン
ライン授業を許可せず、週に一回だけの放課後１０分だけとか意味のないやってる感だけで結局学習の保証はされて
いません。
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現在こども園に通っているが、まん延防止措置期間中は家で保育できる家庭は登園自粛要請されており、陽性者が出
た休園期間と合わせて2週間以上登園出来ていない。専業主婦で仕事などに影響は無いが、重症化率が下がっており、
インフルエンザ、普通の風邪同等のウイルスにここまで感染対策する意味が分からない。子供が熱を出したり重症化
する病気は新型コロナ以前にも沢山流行っていました。RSウイルス、アデノウイルス、マイコプラズマ肺炎、ノロウ
イルス等々、これらはもちろん基礎疾患がある人や高齢者が罹っても重症化し、亡くなってしまうこともありまし
た。新型コロナウイルスの感染対策だけ異常だと思います。保育園幼稚園含め、学校、会社など、社会生活を止めた
り影響を出してまで感染対策を講じる必要は無いと思っています。どうか早く感染対策を撤廃してください。よろし
くお願いします。

換気や黙食をしているようだがそれだけで子供たちの感染対策になっているとは思えない

子どもは重症化しないのにやり過ぎです。子ども達はもう2年我慢し続けてきてもう限界です。うちの娘はお友達と普
通に遊びたい、楽しくご飯を食べたいと泣いています。その上これ以上文科省は締め付けようとしています。いい加
減緩和へ舵を切ってください。

暖房をつけながら窓を開けている
休み時間だけ換気や、空気清浄機を設置するなど、寒くて風邪ひいてしまう児童がいるんではないかと思います。
分散登校にして欲しいです。

過剰。陽性者も無症状でしたし、インフルエンザに比べてリスクが高いと思えません。PCR検査で無症状者を陽性とす
るのはは混乱を招くだけ。

陽性者が出た場合、休校ではなく学級単位で閉鎖しているが、次から次へと学級閉鎖になる。一定期間、休校にした
方がいいのではないかと思う。
また、うちの子の場合、分散登校だが、小学生は時間いっぱい決めたことをやらなきゃ！と5時間授業分、目一杯勉強
するので一日終わるとぐったりしている。
一方中学生の方は、受験生なのに、昼近くまで寝ており、夕方まで何も勉強しない。
人によると思うが、普段大人や周りの人たちの動きを見ながら、自分のやるべきことを決めたり休んだりしている子
どもたちは、子どもだけで一日過ごしなさい、というのは難しいことだと思う。
そう言った意味で、毎日短時間登校するだとか、オンラインで繋がる時間をもつのは必要だと思う。
けど、やってない…

オンライン授業の選択可否など全く情報がなく不明です。

感染することを悪いことと考えてはいけない。ましてや子どもにそのように教えてはいけない。そういうメッセージ
を出してはいけない。濃厚接触者を休ませるのも、もちろん休校も。それが コロナ差別、コロナいじめ を生み出す。
今の社会が異常だと気がつかないと、子どもは救われない。

第6波の中心がワクチンを打てない子どもたちになることは素人から見ても明らかでした。子どもは感染しにくいと対
策を後回しにしたツケがきていると思います。単に準備不足です。5歳以上のワクチン接種を早急に進めること、保護
者への休業補償を企業主導型ではなく保護者へ直接給付すること、保育士や教師の負担を減らす取り組み、すべて今
こうなる前に取り組めたことです。日頃からもっと子どもを大切にする政治をしてください。

感染対策が過剰すぎます。もう2年も、子供たちはずっと我慢を強いられています。行事や部活動の中止などで。対策
強化より、対策を緩和することについても考えていただきたいです。これ以上の対策強化には反対です。

基本的にはインフルエンザと同じ扱いのように感じる。ほぼ対策なし。学級閉鎖になったとしても、たった2日なので
短すぎる。潜伏期間以上は閉鎖するべき。

未だにアクリルパネルや謎のオゾン発生器を使用しているのでやめてもらいたい。アクリルパネルは空気が滞留する
ので意味がない。

オンライン授業を当たり前にしてほしい。そうすれば登校か自宅学習か選択出来ます。

感染対策はこういうことを気を付けている、というお知らせは来るけれど、感染者が出たかどうかは一切わからな
い。先週学級閉鎖となったクラスがあったり、我が子のクラスも毎日何人かは欠席者がいるという状況だが、コロナ
感染によるものなのかどうかは一切わからないため、我が子を休ませた方がいいのかどうかの判断ができない。

通わせている小学校の近くの小さな小児科クリニックで働いています。なので感染者の状況がうちに来られる陽性者
の分だけわかるのですが、例えば金曜朝と土曜朝に陽性者が出ているのに学校の発表は月曜給食後です。
発表の遅さや発表自体がないことに不安を覚え、当院での陽性者が相次いだためもう2週間自主休校しています。
オンライン授業は対応済みの学校ですが、なんとこの3学期あけてすぐからメンテナンスのため全機回収され、この2
週間中で終わらず一度もオンライン授業を受けられませんでした。
ちなみに3学期になって知る限り10人以上の感染者が出ていますが、授業の途中で帰宅させたり休校になることはあり
ませんでした。
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座席間隔や黙食、話し合いや歌唱を控えるなどを続けながら、通常どおりの学校生活に戻していこうという、学校の
方針が良いと思っています。
やはり子供はリアルで対面するのが一番だと思います

保育園ですが、コロナに対してどういう対応をしているのか、各家庭にどういうことを求めるのか、お知らせがなく
て不安です。
保育園ではマスクなし、給食一緒なので、各家庭での状況次第です。
各家庭で感染対策をしているのか、気にせず他人とも会食などをしているのか、気になりますが保育園に通うだけの
人間にはどうしようもありません。
レストランでは大声ではなすビジネマン同士を見かけます。こういう人が保護者だったらどうしようと思います。

陽性者が出ても一緒に給食を食べているのに濃厚接触者なしにされます。建前上は、黙食しているということなので
しょうが、小学生が全く話をせずに毎日給食を食べるというのは現実的ではなく，子どもがいうにはうるさくて何度
も黙って食べてって言ってると。
年明けの時は学級PCR(ほかにも陽性者が出ました)してクラス再開でしたが、再び陽性者が出た時は、濃厚接触者もな
し、検査は全くなしでクラスが再開されました。兄弟に受験生がいるので、検査なしでクラス再開され感染したら、
受験を逃すことになります。そのため、検査なしでクラス再開になってからは、登校していません。先生方はできる
範囲でやってくださっていると思いますが、オンライン配信は国語と算数だけ、他の教科は、授業で使用したプリン
トはいただけますが、内容については自分でどうにかしてくださいです。オンラインがあっても非常に限定的なの
で、受験が終わるまでの期間休み続けると妹や弟の学習の遅れがどうしても出てきます。ハイクオリティな授業配信
をもとめているわけではないので、ただ黒板の映像と先生の声が聞こえてたらいいだけなのですが、1日2コマしか配
信しませんと限定されています。神戸市は市の広報や、報道では誰でも希望すればオンラインできて問題解決できて
いるように報道されてますが、実際は、オンライン配信の時間も負担も全て担任の先生に負わされていて、そもそも
オンラインにいい印象を持たない学校、先生によって、やっていただけることに差があります。また教育委員会に相
談しても学校に任せているので、保護者が個別に交渉してくださいと言われて、出席はつくけれども，安心して休め
る状態にはなっていません。また、中学生になると将来の受験を考えれば、出席がつくだけではダメで、オンライン
＝サボりとか手抜きと思われて，成績を出席者と同じように評価される保証がないので、感染不安があっても非常に
休みにくいです。
　いまだに、子どもは布マスク、ウレタンマスクの子も大変多く，また、個人的な信条で、ワクチンも受けない、マ
スクもしない方(こういう方はコロナ前にできてた行事を全部やらせてとかマスクを外して授業をさせてとか学級閉鎖
するなとかびっくりするようなことを教育委員会に電話で何度も訴えたりしています。結果，来週の月曜日から1人の
陽性者では学級閉鎖ではなくなります。もちろん検査もありません。)がクラス分けによっては一緒のクラスや近くの
席になることもあり、学校で定期的PCRを行えるようにしてほしいです。先生方も、労働環境として気の毒だなと思い
ます。

校内の感染状況が保護者には一切知らされないため、不安な日々を過ごしています。感染者を誹謗中傷から保護する
ためだそうですが、身近に感染者が居たことを知らされないのは、やはり怖いものがあります。
オンライン授業は、子供や親が感染もしくは濃厚接触者の場合認められます。つい先日、「感染不安による欠席」は
出席停止扱いと通知がありましたが、オンライン授業で対応されるかは不明です(確認するつもりです)。

GIGAスクール構想の前倒しスタートで児童ひとり一台のタブレットの配布は完了しているが、オンライン授業やオン
ラインでの課題の共有等は遅々として進まず2年前の一斉休校のときとほぼ何も進んでいない印象です。うちの小学校
では学級閉鎖→休校→休校延長で我が子は10日間登校できなかった上登校できるようになったと思ったら学年全員の
先生が休校中にコロナ陽性と濃厚接種者となりました。校長教頭教務主任、教育委員会の先生を引っ張り出しての授
業フォローが行われたようですが、休校中の学習の遅れの対応も含めて内容のクオリティに不安があります。健康観
察(検温等)と手洗い、マスク、消毒等学校も感染対策を講じてくれていますが子どもの手洗いは雑ですし、そもそも混
雑する水道場と冷たい水を嫌がるという点からも効果はじゅうぶんでないと感じます。

自身の周りから聞く陽性者数と、学校（自治体）から発表される陽性者数とに差がありすぎて、正確な感染状況がわ
かりません。特に小学生に関して、マスクの有無だけで濃厚接触ではないと判断されますが、小学生の実態をわかっ
ていないとしか思えません。（マスク越しで大声でしゃべる、鼻にマスクがかかっていない、常に顔が近い、学校の
外ではマスクをせずに近寄って遊んでいる、など大人が思う以上に子ども同士の距離感は近いです）
当市ではパソコンの発煙による点検作業のためにオンライン授業も不可能、分散登校もなく、給食も通常通りです。
何も変わりません。
さらに、先生方が欠勤している先生の代わりに交代で授業を行なっていることもあり、とても忙しくて子どもたちと
の時間を十分に取れていません。
文科省も教育委員会も眼前に危機が起きた時だけ慌てて対応しているため常に判断が遅れています。なので結局は学
校が一番決断に苦労しています。そこまで学校に決める権限がないのか、教委に判断を仰がなければならないのか、
時間と手間のロスが大きいです。
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子供への制限が増える一方で、2020年からそうですが感染対策として全く効果が実感できないし、それに対する検証
もない。前述した通り、子供たちにはワクチン登場前から風邪だったのだから、無意味な感染対策を止めて普通の学
校生活を取り戻すべき。

対策など不要

陽性者や濃厚接触者が出た場合、全員が休園するのではなくクラス単位で学級閉鎖をして柔軟に対応してほしい。

現場の先生方はもう手一杯。教育委員会や、行政がオンラインを推し進めないと、現場だけでは決められないだろう
と思う。登校選択制にし、家でみれる過程はオンラインなどにするべきと思う。先生方にも、持病があったり、ご家
庭に、妊婦、乳幼児がいる。そこを考えるべき。

子供にとっては風邪だし、同居している祖父母も高齢ではないし、学生に感染対策はいらないと思う。過剰な対策で
子供達の精神的ストレスの方が心配です。行事や大事な機会をこれ以上つぶさないでほしい。
普通の学校生活を送らせてあげたい。
常時マスクも、衝立や黙食も、成長に悪影響です。幼児では明らかに言葉の遅れが見られ、マスクの管理もできてい
ないし、不衛生でいいことがありません。

情報が無さすぎて不安と不信感が強い。一定期間休校とし、基本的にオンライン授業を行い、前回一斉休校時のよう
な居場所作りでエッセンシャルワーカー家庭を守り、教師も自宅からオンライン授業と言う形が取れないものか。

感染対策は窓をあけるのみ

先生がたの負担が大きい様に思う。除菌やその他外部委託できるものはしてほしいし、そうなって欲しい。

保護者の中にもマスクが不十分な方もいる。

今の国の政策は高齢者の為だけ。限られた学校生活なのに部活も理科の実験も調理実習も修学旅行も文化祭もすべて
奪われ、勉強だけ強いられていて不登校や退学が増えている。神経質になりすぎて子供たちの人権なんて無視で許せ
ない。

やりすぎ。子どもは免疫をつける機会を奪われてる。

大人の世界と比べて、十分なほど対策、配慮されていると思います。ただ、大人の生活は重要だから満員電車も出張
もお出かけもいつも通りだけど、子どもは友達とのコミュニケーションも行事も制限して構わないという政府の考え
が垣間見える感じが悲しいです。

家庭で見れる人はそうしたほうが、集まる人数が減ってお休みできない家庭の子への感染も防げるので、オンライン
と学級の両方が選択できるようになってほしい
いつ誰が仕事に行けなくて飢えてもおかしくない状況なので、感染蔓延時は集中して給付してほしい

特別支援学校の肢体不自由部門に通っているので、介助のために先生と子供の体が密着する場面が多々あり、ソー
シャルディスタンスは事実上取れない状況。教員はそれぞれ毎日担当の子供1人が決まっており、他の子供には触れな
いというルールはあるが、実際には1人で介助するのが難しい場面もあり、ルールは厳密には守られていない。唾液の
処理が難しい子が多く、垂れた唾液を先生がタオルで拭いてそのまま手指消毒などないままに隣の子に触るというこ
ともある。マスクに関しても着けられない子がほとんど。

情報開示もなく感染対策も不十分。

現在学校では感染者が出ても保護者に連絡が来ず、問い合わせても隠して答えてもらえません。子供達はすぐにくっ
つき、近くで喋り、濃厚接触だらけなのに感染の情報も共有してもらえないなんて有り得ません。
学校に不信感と不安でとても登校させられません。
早急に登校選択制を取り入れ、オンライン授業を行い自宅で安心して勉強ができるように呼び掛けてください！

感染対策のためにクラブ活動や参観がなくなったのに保護者が100人以上集まる入学前説明会は実施され疑問に思っ
た。
クラブ活動や部活が休止になったのに学校には行かないと行けなくて分散登校もオンライン授業もないのが納得出来
ない。
感染対策をしているのかしていないのか分からない。
感染対策するからにはもっと徹底的にして欲しい。
感染者が出た時に何人出たかやどういう対応をしたかが知らされないのも情報共有されず不安。

子どもたちに感染対策は必要ない。マスクも外させるべき。以前のような素顔でいられる場所として欲しい。子ども
の健やかな発育を願うのならば今すぐ対策を撤廃すること。海外では感染対策の撤廃が進んでいる。テレビの言うこ
とだけでなく、しっかりと満遍なくデータを見てほしい。

子供のマスクいらない

2019年までのインフルと同じ対策にして
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オンライン授業は「コロナ不安による自主的な登校自粛」の時にだけ使えるようで、「家族に風邪症状がある際に学
校を休む場合」は出席停止扱いになるためか、オンライン授業の対象外のようでした…
本人の体調に問題ない場合はオンライン授業参加で出席扱いにできることも選択肢として取れるようにしていただき
たいです。

家族で順繰り軽微な風邪(コロナ前であれば普通に社会生活を送る程度の…)を引き、小学生の長女本人は至って健康な
状態で4日ほど休みましたが、オンライン授業の案内は全くなく、自宅で自習したり遊んでいるしかありませんでし
た。

そもそも「コロナによる登校不安」の人以外はオンライン授業のアクセス方法を案内してもらえないので、学校から
案内されないとアクセスすらできません。

色んな事情で自宅にいる生徒が柔軟にオンライン授業に参加できるようにしてほしいです。
登校拒否の子がオンライン授業を受けたいと希望しても断られたという話も聞きます。

対応してくださってるのはわかりますが、詳細が来ず、どこまでどんな風に感染があるのかがわからない状態です。
このご時世、感染は気をつけてても仕方ないところがあり、誹謗中傷をするつもりはないのでもう少し情報開示をし
てもらえると、こちらも対処をしやすかで助かると思います。

どの経路が塞げていないために校内園内での感染が起きているのか、具体的な検証が必要

運用上では、定義上の「濃厚接触者」はもう発生していないが、オミクロンになってから、子供から子供への感染が
起きている
（特定のクラスでの頻発例があるが、「濃厚接触者」はいなかった）

子供が感染しやすい性質があるとしても、基本的な対策を行っているうえで、それでも校内の感染が起こっているこ
とになる

現状の対策が守られていないために校内での感染がおきたのか？
あるいは現状の対策では足りない感染経路があるのか？

学校で陽性者は出ているが違う学年、クラスなので濃厚接触者や検査対象の範囲についての情報は入って来ない。1人
でも陽性者が出ると学級閉鎖になっていたが最近その基準が緩く見直されると聞いたので不安になっている　学校の
先生方の負担が大きく心配(オンライン、保護者連絡、pcr検査会場での補助など) 濃厚接触の家庭への連絡と検査結果
の連絡が、夜中の23時頃に学校から連絡がありました。

陽性者が出ただけだとクラスすら明らかにされず不安。でもうちの小学校はオンライン授業も選択させてくれるの
で、まだましだとは思う。

一旦、休校休園にして立て直して欲しい

園児・児童に対する行動制限・検査・マスク等による感染対策は弊害が大きいため、即刻中止してもらいたい。する
のであれば、HEPAフィルター付き空気清浄機や換気設備・殺菌灯等、科学的に根拠があり、子どもたちの負担の少な
いハード面の対策を充実してほしい。
学校や園に対する検査強化は止めてほしい。保健所が感染経路の積極的調査を止めた結果、学校・保育所等からのク
ラスターの報告件数の割合が増えているだけで、学校・保育所等が感染拡大の源ではないという指摘が熊谷千葉県知
事からされている。にもかかわらず、教育機関が感染拡大を招いていると誤認した一部の知事たちにより、教育機関
での感染対策を強化するよう政府に要請があり、結果保育園でのマスクの着用や学校での合唱・調理実習の自粛要請
がありました。沖縄ではオミクロン株でも保育園・学校での実行再生産数は1を大幅に下回る数値だという報告が高山
義浩医師からされている。検査拡大は効果が低い一方、子どもたちや親の犠牲を増す方向に働いているようにしか見
えない。データに基づいた対策を行ってほしい。

今の学校は過剰な感染対策で、子供達自身の健康や学び、達成感などが全て奪われています。
何のために通わせているのか？子供の頃にしか出来ないことが沢山あります。
大人の点数稼ぎに、子供達を犠牲にしないでいただきたい。

濃厚接触者になって10日以上たってから陽性になったという体験を多数聞くが、濃厚接触者も家族だけ、学級閉鎖期
間もどんどん短くなり矛盾を感じる

親にまでマスクを強要してくるのはおかしいと思います。こちらにも体調というものがあります。一人一人の人権や
考えを尊重するという姿勢を今一度考え直すべきだと思います。そして先生がマスクをしていては言葉を覚えている
子どもたちへの弊害がありますよね。発音だけではなく口元を見て学ぶものですよね。学びの場がこんな状況では子
どもたちが本当にかわいそうです。マスクをして感染が防げると本気で思っているのでしょうか。子どもたちの身体
について勉強をして対策を考えて頂きたいです。マスクを強要して体調に問題が出たら指示を出している自治体や園
や国が責任をとってくださるのでしょうか？
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オンライン授業はないよりはマシというレベルであることを前提にしないと今後の学校教育が心配。

若い世代には手洗いうがい換気以外の感染対策は特に必要ない。いつまで若い世代に意味のない犠牲を強いるのか。
いい加減冷静にデータを見たらどうか。このままでは日本は自滅してしまう。野党はそれが望みなのか？

保健所の逼迫により感染者が出たクラスの保健所の調査が1週間程かかるクラスがあった。中学3年生で私立高校の受
験日が迫り、濃厚接触者の調査中期間だと当日受験できず後日追試（小論文になる）になるとのことで、登校を続け
るか自主休校をするかの選択を迫られ親として決断するのがしんどい状況だった。現在濃厚接触者の調査は学校で行
なわれるように変更されたため調査中の自宅待機はなくなった。

うがい、手洗いを頻繁にさせてるようですが、お湯が出ません。お湯が出るようにしてください。冷たすぎます。

オンライン授業配信は学校から告知されていないため、自ら担任に申し出た生徒しか受けられないのはおかしい。葛
飾区と台東区ではよく聞く話。

国立の幼稚園の為か、保護者への情報共有に不足があったり、市の情報ページでは発表されなかったりした。大人も
子供も頻繁にpcr検査が気軽にできる状況があれば陽性者が出ても必要以上に警戒したり、情報を隠したりせずに対応
できるのでは無いかと思った。

幼稚園は昼食をとらせずに昼までで帰らせる事を考える事も必要だと思う

先月下旬から陽性者が増えすぎて次のように対策が変わりました。「学校で陽性者が出ても公表しないことになっ
た」「濃厚接触者も症状が出るまで検査できなくなった」「濃厚接触者の家族も症状がなければ登校できるように
なった」そのため感染は広がる一方です。

市の要請で特別保育中のため体操やプール、園外活動ができなくなっている。弱毒化しているオミクロン株での子供
への感染対策は不要です！

長男の小学校では教育委員会の方針により、クラスに陽性者がでた場合、学級閉鎖となる。その為、現在長男のクラ
スは水曜日の午後から月曜日まで学級閉鎖となった。長男は保健所の指示により接触者としてPCR検査対象となり、明
日検査予定。それに伴い、会社の指示により夫と私(妻)は自宅待機、次男も登園自粛中。我が家は共働きで、留守家庭
教室にも預けているので、陽性者が1人でも発覚したら学級閉鎖や閉所にする方針は理解したいが、共働き家庭には出
勤できない負担が大き過ぎるので悩ましい。
次男の園では1月中旬に職員や園児に陽性者が出て休園となった後、クラスター認定された。次男がPCR検査対象と
なった時には家族4人で結果が出るまで4日程自宅待機。次男が陰性となったので、翌週から長男は登校、私も夫も出
勤する為、休園中でも特別に預かってもらったが、色々と考えて、夫と交代で有休を取って登園自粛した。先週から
通常保育となったが、また別のクラスで先生や園児の陽性者が出ているので、しばらくは次男が感染しないか自宅待
機になるのかまたPCR検査対象となるのか不安な日々が続く。

やりすぎ。子供へのしわ寄せはもういらないと言ってほしい。

クラスでクラスターがおきているのに濃厚接触者無しというのはおかしいと思います。学級閉鎖も5日間で大丈夫なの
でしょうか？

子供のマスク着用は中長期的に見てリスクが大きいので完全任意、自由、家庭の判断にしてもらいたい。

小規模保育園を利用しています。市から登園自粛要請があり可能な限り登園を控えています。
ですが、自粛した人は日割りで利用料金を返すなど、園の負担が増えてしまっているようで自粛してもしなくても申
し訳ない気持ちになります。

同じクラスで陽性者出たら全員PCR検査をして頂きたい。オンライン授業に切り替えしてほしい。

上記アンケートについて、4.5は一つしか選択できないので中学校について回答しています。

スポーツ選手のように、全員に頻回PCR検査をして、発症以前に対応できるようだといいと思います。大阪の寝屋川市
のように感染者が出たら学校名まで公表し、感染者が出たクラスは全員をスクリーニング検査するようなら安心でき
ると思います（世田谷区のようにPCR検査車を導入しましょうよ）。

オンライン授業は進めて欲しいと思います。ただ、高校、大学と違い、中学校では難しいのがわかります。現在は教
員が学校から所定の機器を使って配信しようとしていますが、うまくいきません（おそらく回線の問題。各学校の回
線がオンライン授業の配信に使えるものかどうか、トラブル例など学校現場に確認して欲しいし、国会や地方議会で
議論して欲しいです）。教員が出勤せず自宅などから配信できるようになるといいと思います（大学のように）。た
だ、参加型・コミュニケーション重視の授業をするなら学級人数を20人程度に絞らないと難しいと思うので、クラス
の人数を減らすかオンライン対応教員を倍増するかして欲しいです。

中学校の部活動は原則中止ですが、幾つかの部は活動しています。政府の方針（＝教育委員会の方針）が、「学びを
止めない」にあるため、厳格な禁止措置をとれない（とる必要がない）と考えているように感じられます。過去に部
活クラスターがあっただけに心配です。
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過剰な対策で子どもたちが犠牲になっていることに強い憤りを覚える

まったくされていない。発熱して早引きする人が多数。結局他の学年に広がる。

5歳児だがマスクをしていない。理由は不明だが、保護者によってはマスク代を厭う気持ちがあるかもしれないから、
全員に義務付けられないからと噂を聞いた。夕方の延長保育直前までの幼児内異年齢保育がなくなったが、朝の迎え
入れは幼児内で異年齢なのであまり意味を感じない。
8月は陽性者発生時に濃厚接触者として全年齢が保健所により検査されたが、年明けからの陽性者に対しては２度とも
濃厚接触者なしとされて判断基準が不明瞭。

陽性者の人数のみ連絡があり、実態がわからない。
個人情報保護ばかり気にして、逆に不安を煽っている場合があることを認識しておく必要がある。

オンライン授業も取り入れて欲しい

教員や保育士の負担を増やさずに、長期に継続してできる感染対策が必要だと思う。

もうすぐある音楽会をどうするのか、親は行けるのか、なにもわならない。検査もできない

マスク、マスク、マスク、マスク！マスクがそんなに感染予防になるなら、こんなに感染拡大してないだろ。消毒、
消毒、手指消毒！常在菌が死んで免疫力が失われる。ただの風邪で騒ぎすぎ！登下校中もマスク！体育中もマスク！
お偉いさんよ！同じことやってみろ！走ってる時もスポーツしてるときもマスクしてみろ！本当に本当にいい加減に
してほしい！日本人はお人好しすぎる！

消毒や密を避けるなど基本的な対策をよくやって頂き感謝していますが、コロナで無くても発熱や体調不良で休んで
いる子どもの情報提供がないので、子どもの健康観察に必要な情報が不足しているように感じます。

オミクロンは60代以下の死亡率は0%なので対策は必要ない。元々子供の重症化は極稀であり、死亡率も0%なので、普
通に生活すれば良いと思う。とにかく過剰対策すぎる。学校は普通に生活させるべき(マスクも必要ない)

大阪府茨木市の学校だが、情報共有の連絡も無い。
担任が陽性でも学級閉鎖にならない。
陽性者が多数、休みも多いのに閉鎖にならない。

不安でしかない。

上のものすべて不要。過剰な感染対策撤廃という選択肢はなんでないんですか？誘導ですよねー。みんなが過剰な感
染対策要求してるみたいにするための。無症状への検査とかいっさい不要。そんなんで、陽性でたら親も迷惑なんだ
けと！そんなに検査したければ、まず5類にして隔離なくして。

学校や園は何も悪くありません。国が普通の風邪と同じ扱いにしてくれればなんの問題もありません。

クラスの子が感染すると学級閉鎖となるが、自分の子供が通うクラス以外の情報はシェアされていないため、少し不
安がある

他の疾病に準じ、有症状者のみ休むようにすれば十分と考えます。マスク着用についても同様。現在の対応は過剰で
あり、子供たちの健全な心身発達を阻害している懸念が強いです。特に、視覚優位の発達特性を持つ子供にとって現
在の対応を長期間続けることは総体的に害の方が大きいであろうと危惧しています。

無駄が多すぎます。マスクの強要もやめていただいたい。病気や生活するうえでのリスクはコロナだけでないことを
思い出してほしい。

通常時もオンラインと対面と選べれば、感染の時も授業が受けられて良いのにと思う。

なぜ学校はこうも隠蔽体質なのか改めてあきれます。濃厚接触者の特定が終わったかどうかも、こちらから問い合わ
せなければ教えてもらえない。クラスターが出ても、そのクラスターに含まれない数倍の感染者が出ていても、保護
者には知らせない。学校では、感染対策も接触者の特定も専門外なので出来ないとはっきり言えば、登校選択などの
道が増えるのでは。

とにかく不透明すぎる。誰がを知りたいんじゃなくて、状況把握したいだけなんです。

一斉休校は絶対に反対。オンラインか登校かを選択できるようにして欲しい。オンラインも出席として欲しい。

国立附属の幼稚園に通っているのですが、小学校で陽性者がでても幼稚園保護者には公式に情報共有がされておら
ず、兄弟姉妹のいる保護者からの噂で回ってきているのが現状です。また、クラスで陽性者がでても濃厚接触者だけ
しか検査されず、せめてクラスメイトだけでも全員検査してほしいです。その余波で幼稚園の行事も縮小、中止にな
りました。もっと早い段階で全生徒に検査があれば、ズルズルと陽性者が出る事態にならず行事もできたのではない
かととても悲しいです。

児童生徒についてコロナを他の病気と比較して恐れる必要がないため対策は不要。分散登校、リモート授業、部活や
行事の中止、マスク強制、人との接触禁止、黙った昼食、合唱や料理教室の中止など、児童生徒の学びを棄損し健全
な発達にも悪影響なものばかりである。

園児のマスク装着の徹底、園児同士の距離をなるべく空けるなど、できる限りの対策をしているが、オミクロン株の
感染力の前には気休め程度にしかなっていないと思う。休業補償、一律給付金を支給した上で全国一斉休校など強い
措置を講じないと感染は収まらないと感じる。
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陽性者が出ても、給食は黙食してるからとのことで濃厚接触者なしで通常通りです。
布マスクの子も鼻マスクの子もいるし、黙食が完全に感染を回避できるものとは思えません。
また、どの学年・クラスで陽性なのかも情報は秘密にされます。
子供どころか職員を守る姿勢すら感じられません。
登校するなら感染覚悟でと暗に言われているようで…自衛するしか仕方なく自主的に欠席しています。
オンライン授業も個別の担任に任せず、東進などを視聴させてそれで出席や成績に変えてくれればいいと思います。
現場に負担をかすのではなく、餅は餅屋で何とか乗り切れる道を、国が主導してほしいです。

卒業前さいごの授業参観がなくなりました。オンライン授業の選択肢もなく、極端。もっと柔軟に対応してほしい

とにかく情報が遅く、的確ではない。

マスクをしているだけです。

とにかく行事を予定通りに行いたいようです。開催の時期を延期したり開催方法を工夫（何回かに分けて人数を少な
くする等）してほしいですが、通常通りにやってほしいという保護者からのクレームも多いようです。

我が家は長期間休んでいますが、特にサポートもなく孤立していると感じます。子どものメンタルも心配です。

学校も頑張ってくださっている

感染対策を徹底して。と言うばかりで、実際はちゃんとされていないことが多い。
基本の手洗いもきっちりされてない場面がある。
学校に来たら感染しても仕方ない。みたいな感じになってる。

玄関のアルコール消毒

マスク着用は子どもにとってデメリットが多いのでやめさせて欲しい。マスクは具合が、悪い人がするものだ。

子供はいませんが、もしいい歳で産んでいたら中学生あたりだったと思います。全ての対策不要です。こんな監視社
会、虐待のような強制をさせるくらいなら学校なんて行かせません。リスクに高い議員やお年寄り、なんにも対策し
てないですよね。風俗店なんか通常営業じゃないですか？お世話になってるところには、なんにも自粛させないんで
すね。

分散登校、給食なしでの下校のなど他の区の様にもう少し選択肢を増やして欲しい。

感染対策なんていい加減やめろ。子供たちにこれ以上辛い思いをさせるな。今まで通りの楽しい学校生活を送らせて
やりたい。

オンライン授業がいつでも始められる準備が整っていないので、学級閉鎖の間の課題が少なすぎました。

学級閉鎖すら不要

陽性者が出ても、濃厚接触者なしとされ、1日だけ学級閉鎖で二日目から学級閉鎖解除。意味がわかりません毎日陽性
者が出てるのに。休校にしてほしいです。

毎日陽性者がでてるみたいで、感染拡大リスクはなく濃厚接触者はいませんので通常授業行いますのメールがくるの
み。学級閉鎖が2クラス出ただけ。
不信感しかなく、
配っているタブレットを使ったり、分散登校をするべきだと思っている。

これ以上出来ることがないので消毒が強化されただけ。意味ないので通常の生活に戻してほしい。

対策なんてない　不要

時短授業、徹底した校内消毒、マスク手洗いの指導、距離感を保つ活動。

2学年で学校閉鎖、学級閉鎖が行われ、子供だけで家にいる状態が続いている

とにかく情報不足です。陽性者のプライバシーも大切ですが、陽性になることが罪かのような扱いです。
園児、児童のマスクなんて、しっかり出来ていなくて当たり前なのに、毎度、濃厚接触者なしも、無理があります。
陽性者が出た際に、一斉に検査をしないために感染が広がってるケースもあるように思います。

「濃厚接触者」を出さないために、給食を14分で終わらせる学校もあるとTwitterで知り、濃厚接触者という検査を狭
めるための定義は絶対にあってはならないと思います。まず、検査・隔離の徹底という感染対策の基本を厚生労働省
や文科省は認めるべきだと思います。
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オンライン授業、登校選択制について

こどもの学校は、夏休み明けに２週間程度の一斉オンライン授業を経て、以降もハイブリッド授業を続けてくれてい
ます。うちの子がオンラインを選択し続けていることもあり、子のクラスでは必要に応じてオンラインにすることが
当たり前のようになっています。

ただ、元気だが微熱がある、家族が発熱している、濃厚接触者になった、などの理由で選択する子がほとんどで、感
染を避けるためにオンラインを選択する子は我が家以外いないに等しいです。

この感染爆発期にあっても学校側からの明確なアナウンスがないため、そういう理由で選んでもいいことは認知され
ていない気がします。休業補償などがあれば選びやすくなるとは思いますが、どうもそこだけではないのだろうとい
う気がしてます。

少ない方を選択をすることが悪いことじゃないこと、むしろ緊急避難として当然の権利であることがみんなの意識に
も浸透すればいいのにと思います。

とにかく情報を隠す。感染者の個人を特定するような情報は要らないが、どういう立場の人がどういうタイミングで
感染（陽性確認）して、どういう基準で調査して濃厚接触者がどれ位いて（大体0人だが）、何人位に検査をしてその
結果陽性者がどれ位いたのかなど、出せる情報はあると思いますが、何一つ明らかにせず「濃厚接触者はいませんで
した」とのメッセージのみで、しかし裏で個別に検査の要請などをしているらしいという噂だけが聞こえてくる。
情報が無いため、保護者が取りえる自衛手段は自主休校しか無い状態です。
学校や園が自己判断で出来ることは限られているとは思うので、もっと国や自治体や教育委員会が理性的、理論的で
科学に基づく判断をして欲しいと切に願います。

とにかく子供へのワクチン接種と3回目接種を前向きに進めてほしいです。検査をしていても感染が防げなければ、家
族は全員かかりますし後遺症も心配です。政権はワクチンにしても緊急事態宣言の発出にしても、慎重すぎる印象で
す。

こちら名古屋市です。保健所は学校まで対応できなくなり、教育委員会がうちの学校で陽性者が出る少し前まではク
ラス全員検査していましたが、検査ができなくなり、10日登校しないで下さい、でした。それが７日間に変わりまし
た。
先週からオンライン授業を時々やってくださるようになりました。通信環境が悪く、クラスで一斉には繋がらない、
オンライン授業でも、沢山のクラスが同時に行えないようです。だからか、学級閉鎖中もなく、今も強くお願いしな
いとやってもらえません。

「出席日数を内申点に加えて点数化して評価するのはやめてほしい」→具合が悪くても何でもかくして無理して出席
する人が後を絶たない
「オンライン授業と対面とを自分で選択できるようにしてほしい」→学校は子どもを預かる場所ではないが、共働き
の家庭の「預かってほしい」とを両立させるためには、登校選択制しかないと思う
「感染者が出た等、情報の共有を行ってほしい、自治体や学校で差異があるのは困る」→かかった人は悪くないの
で、単純に感染状況を知って自衛できるようにしてほしい。
「クラスで陽性者が出た場合、在籍クラス全員やその他クラブなどで接触がある生徒は全員検査してほしい」→寝屋
川市はこの方法です
「全てにおいて寝屋川市方式を取り入れてほしい」→できている自治体があるのだから、全国で行ってほしい。

学校・幼稚園も手洗いうがいの徹底 のみで マスクは自由
布マスク・ウレタン 当たり前です
せめて不織布マスクを徹底してほしいです
また 空気感染の可能性が高いと聞くので 頻回換気
陽性者が出た場合は クラスを公表し 該当クラス全員 検査してほしいです
それでも 登下校 一緒の児童やクラブ部活の児童は検査漏れしてしまいます
該当クラスは学級閉鎖をして オンライン授業 待機期間を短くするなら検査数回で陰性確認の上 登校にしてほしいで
す
現状 ”罹って当たり前””学び＝登校を止めない”を重視しているため 罹り放題です
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あるクラスで陽性者がでても濃厚接触者はいない(マスクをしているから)となり、おそらく追加の検査はされていな
い。生徒のマスクはウレタン、鼻マスク、布マスクもいるし、給食もあり、マスクをしていたからといつて何の防御
にもならないのに、濃厚接触者ではなかつたから通常通りとするやり方がおかしいと感じる。陽性者は生徒だけでな
く先生にもでているが、そのクラスがどこなのか、何クラスでているかの発表はないため不信感でいっぱいだ。陽性
者が出たクラスは2日ほと学級閉鎖になるが、そのクラスの生徒の兄弟には特に規制がなく通学できるのもおかしい
(家庭内感染は防げない)。学校は情報を隠すことにやつきになつている。何度か、コロナで体調不良となっている生徒
や自主的に休んでいる人も含めて、1学年全体で、または学校全体で何人休んでいるか聞いたが教えてもらえず。教育
委員会なり文科省なりに意見を出そうにも現状を教えてもらえないため、動けないでいる。オンライン授業について
何度も学校へ聞いたが今から検討するなどと言っており何も進んでいない。意見を同じくするみなさんと連帯できる
のならばそうしたい。

4-1 小学校は、誹謗中傷を理由に、クラスに陽性者が出ても、濃厚接触者にしか連絡がいかず、その他保護者へは1週
間に一回、人数しか報告がなく、検査の結果報告も行われない。

5-2 オンラインが無いため、出席欠席の扱い基準がない。

6 全部やっていない。

現在、保育園（都内私立認可園）に子供が登園しています。
1人目の陽性者が出て以降毎日、陽性者が報告されていますがPCRの検査結果が出てから濃厚接触者に報告やクラス閉
鎖、継続の連絡が来ますが結果が出るまでに数日かかっていてその間も園は稼働しているのでこの間に広がっている
のではと疑い自主的に休園させています。
最初の頃は結果がわかってから報告でしたので休ませるタイミングを逃しました。

上記の理由から自主的にお休みさせているので職場からの理解が得られにくく、休園の場合に使える特別休暇なども
取れない状態です。
また開園している以上、徐々に感染者が増えていて通うタイミングを逃している状態です。
現状難しいのは理解していますがいっそ潜伏期間休園して全員検査させてもらえればと思うのですが自主的にお休み
させる期間が長期化してきてしまいかなり厳しいです。

また、近隣の他園（都内私立認証園）の例ですと最初の陽性者が出て2日休園して開園した翌日に次の陽性者、その3
日後にさらに次の陽性者が出ました。
潜伏期間の中央値が3日と言われているのにこの休園期間に意味はあるのかとかなり疑問に感じました。

我が子が通う園は市からの要請で休園にするしないの決定をしている様ですが市の対応に正直感染症対策のプロ入っ
ているのか疑問を感じ不信感を持っています。

他の自治体に住む友人たちの話を聞く限りでは対応も自治体によりバラバラな様に感じます。
プロの監修が入った最低限の指針は必要なのではないでしょうか？

当市では幼稚園、保育園、小中学の感染者が公表されておらず何人感染しているのか何校休校、休園になっているの
かもわからず市政に不信感を持っており保護者が自己責任で判断を下すしかないと諦めているのですがその判断を下
すだけの材料もなく毎朝毎晩登園させるか悩み胃が痛い日々です。
適切な対応がされないのであれば最低限の情報は欲しいなと感じます。

0206息子の学校より1年生の一クラスが学級閉鎖。息子にとって隣のクラスで学童も一緒の子どもが通っています。
感染の疑いがある場合はＰＣＲ検査を、と言われたが検査結果が判明するまで子どもの登校は控えよ、と。登校でき
なかったら親は出勤できず困る。また、神奈川県は「自主療養」という選択もできますよ、と学校から文書もらいま
した。その場合は学校へ連絡するのだが「休まざるをえない」と「自主的に休む」の間には大きな開きがあると感じ
ます。「自主的にこれくらいのご家庭が療養してくれ、〇人の感染にとどめることになった」などと言うつもりか。
やはり補償がないと休めない。それがないから働かなくてはいけない。

症状出た人だけ休園休校すればいいと思う。
濃厚接触者狩りは差別を生むだけ
先進国は次々と規制穏和の方向へ行ってるのに日本はこれ以上子どもを締め付ける政策を考えようとしてるのは何
故？
もううつしたらダメな感染症からうつっても治るというマインドチェンジが必要
いつまで経っても子どもを祖母に抱かせてあげることができません。
もう過剰な対策やめて欲しいです

「陽性者が確認された」連絡のみで、状況が分からない。オンラインで授業を受けたら出席扱いにして欲しい。

学校から具体的な対策の説明がない
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保健所が大阪府管轄のため、疫学調査、遺伝子解析が充分できていない。
そのため今どこの地域で感染が増えているのか、感染を抑えるためにどのような対策をすればよいのか教育委員会が
わかっていない。
1月上旬は保育園などで感染者が多く、小・中学校の兄弟を通して感染が拡がったり、成人式クラスターから他の年代
に拡がったりしたと思う。感染を助長させたのは、そのような状況下でマラソン大会、そのための練習をしたことに
よるのではないかと思う。
鳥取県の報告にあるようにマスクを外して合唱やリコーダー、運動をすることで感染リスクが高まったと推測され
る。
市内で何校か休校、学級閉鎖があるものの一向に学校名の公表がないため、他校区から集まる塾や習い事の教室など
を介して感染が拡がっているのではないかと心配です。
また、学校内で感染者が発生した場合は学校からメールで情報が送られてくるが、学級閉鎖以外はどこのクラスか何
人感染したのか、最終登校日がいつなのかという情報がなく、濃厚接触者はいないから通常どおり授業をするという
もので、学校内で接触があったかどうか本人もわからず、子供を通わせてもいいのか困惑している。

市内の高齢者、障害者施設、保育園、幼稚園で感染者が発生して濃厚接触者ではないが不安な場合希望すれば市から
補助金が出て検査を受けることができるのだが、小・中学校は対象外。おそらく差別や誹謗中傷が起こると言い訳に
して、どこのクラスで感染者が八したのか隠したいのだと思う。このような状況で通常どおり対面授業しか認めない
のは非常に腹立たしい。
教育委員会はオンライン授業できるかどうかは各学校に相談するように回答するが、現場では生徒だけでなく教職員
も感染や濃厚接触で休むことがあり、オンライン授業をすることは難しく思う。クラスによっては問題行動を起こす
児童生徒もいるため、担任1人でクラスの授業と家庭からのオンライン授業をするのは至難の技かもしれません。せめ
てPowerPointoなどで資料を作り学校、家庭にいる生徒と資料を共有しながら授業を進めるスタイルにしていればそん
なに難しくはないのかもと思います。
(この辺は教育委員会主導で授業資料を作成して万が一の時に使用できるようにしておけばよかったのではないかと思
います。)
最初の休校の時に授業動画を作成し配信されていたので、この状況下で何もしていないのは文科省、大阪府教育委員
会からの指導があったのかどうかも気になっています。

大阪府茨木市

学校の対応は迅速で感謝している。学級閉鎖になった児童の兄弟について、登校の可否が地域で異なるようなので、
統一してアナウンスして欲しい。

選択制登校でオンライン授業も対応していただきおおむね納得しています。
オンライン対応や学級閉鎖などの対応が無い学校があると聞いて逆に驚いています。

小学校で陽性者が出ても、保健所ひっ迫のため、福岡市では調査しません。非常に問題です。感染抑制ができるはず
がありません。学校から、検査の詳しい案内がありません。子どもは学級閉鎖を土日はさみ一週間ありました。子ど
もたちはその間、外に出てはいけないと考えています。一緒に外に出ても、子どもは周囲の目を気にして歩いていま
した。子どもには任意でPCR検査をさせました。陰性だったのに、人目を気にして外に出ようとさせないなんて、子ど
もが可哀そうすぎます。子どもにそんな思いをさせている政治に、私は憤慨しています。

学校側も大変なのはわかっているのですが、休校のお知らせが急すぎます。夕方に明日から休みですといわれても、
実家もなし仕事を持っている身ではスケジュールの調整、親の負担がすごいです。休校措置はやむを得ないと思うの
で、もう少しきめ細やかな告知をしてもらえると（低学年ですが、オンライン授業の開始時間や方法についても子供
に口頭で伝えたのみで保護者には連絡がありませんでした）少しは気が軽くなります。
休校中は学童も行けないので、仕事が滞るので一斉休校など思い切った措置をとってもらえれば、みんな一緒に対策
できるのでは…と思いました。

学童での感染拡大が大きく報道されるが、重症化リスクに関する専門家の指導を受けて、学校運営がなされているの
か不安。関係者の感染情報があると決まって教育委員会と協議してという文言が判断基準になっているようだが、教
育委員会に感染症の専門家によるアドバイスが入っているのだろうか？
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大学の事例で申し訳ないのですが、
私の知人に体が弱く、新型コロナウイルスに感染すると重症化しやすい基礎疾患を持っている学生がいます。
所属している大学でクラスターが発生したこともあり、彼は、来年度（令和4年度）に対面で大学に通うことに強い不
安を持っていますが、大学側は文部科学省から通知が出ない限り遠隔授業での受講は認めない、との立場をとってい
ます。
そこで調べてみると、文部科学省は、令和3年3月4日に発出された各文部科学省高等教育局長通知（２文科高第１１２
５号）などで、面接授業での実施を原則とする授業科目においても、「基礎疾患を有するなど重症化のリスクが高い
学生、通学のために要する移動距離が長い学生、重症化リスクが高い高齢者と同居している学生など、面接授業の実
施について不安を有する者」に対する、特例での遠隔授業での学修について、配慮を求めています。

私は、この配慮の要請を、文部科学省が出す来年度に向けた通知でも示すべきだと考えています。
オミクロン株であっても、彼のような基礎疾患をもつ方々にとっては、大きな脅威であり、不安を与える存在です。
全国の彼のような学生のために、文部科学省や全国の国公立と私立の全ての大学に対して働きかけていただけると嬉
しいです。
どうか、よろしくお願い致します。

学年閉鎖と休園になった。家にいてくださいという指示しかなかった。検査したほうがいいと思った。

寒い時期に窓を開けっ放しで換気するのをやめてほしい、開けっ放しなのにエアコン設定温度は上げておらず風邪ひ
きます。手指の消毒は食事前だけにすればよい。そもそも20歳以下で新型コロナ死亡はないです。子供達にマスクの
強要もしないで欲しい。せめて症状がある時のマスクでじゅうぶんです。マスクして勉強しても脳が酸欠で理解力が
低下します。

私立中学校でオンライン授業が可能なので、オンラインか登校か選択制にして欲しい。
大阪府立&大阪の私立の学校は部活動禁止ではないのはおかしいと思う。子供の学校は校長判断で部活禁止になった。

子供にマスクは必要ないと思います。

クラスで陽性者が出てPCR検査が希望者のみで、陰性の結果が出る前に濃厚接触者がいないからと登校になるのです
が、結果が出るまで学級閉鎖にしないのは何故なのでしょうか。
後からまた陽性者が出る事が多くまた途中下校となりその後オンライン授業がないのでしたら、最初から一日オンラ
インで授業受けさせたいと思います。
急な連絡で給食前に下校となるためか、お昼ごろのスーパーは子連れのお母さんたちお父さんがたくさんいます。
毎日持ち帰りしているタブレットをもっと活用してもらいたいです。

風邪以下の症状で学級閉鎖、休園誰がどう見てもおかしい。子供達は元気なのに外出も出来ず家族皆が家の中で取り
残され、学業に支障が出てます。

先生によって、学校によって対策がバラバラすぎる。とにかく換気は徹底してほしい。

登園自粛のお願いをされています。自粛している間も行事はあるし、給食費なども払い戻しされないので、登園を選
択する人も多いようです。一時的に園を閉めてもらったほうが各家庭で登園するかどうか判断する負担も減ると思い
ます。

他の学年で陽性者が出たというメールがある日を境にこなくなった。（2月〜）

保育園ですが、濃厚接触者は症状のない場合検査なし自宅待機とのこと。
その濃厚接触者の定義もマスクをしていたら濃厚接触者ではないというもの。
保育園の子供がどこまでマスクが出来るのか、無症状陽性者で家庭に持ち込み感染する、パターンもあるのではと考
えています。

大人が在宅ワーク5割を守ってない中、いろんなルールを押し付けてかわいそう。

コロナ禍になってから子供は学校を自主休校させたり、感染が減った時のみ学校へ行ったりしています。オンライン
は無理だと言われ続けましたが、やっと１日2時間のみですが、オンラインで繋いでくれるようになりました。先生方
には有難い気持ちでいっぱいです。ただ…我が家だけがオンラインなので、このまま感染はしばらくは減らないだろ
うなと思っています。先生方の定期、もしくは希望した時に必ずpcr検査をできるようにして欲しい。
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空気感染対策ができていない。経産省は高性能換気設備に助成しているがなんで国は学校には導入しないのか？マス
クもウレタンマスクや布マスクの生徒が沢山いる。教員すらいる。感染者がでても危険な合唱や体育や清掃を強要す
る。
高性能マスクを配布すべき。
ここに、二酸化炭素モニターや空気清浄機の情報や文献をまとめている先生がいます。
https://mobile.twitter.com/i/events/1315110755352494081
空気清浄機や高性能換気設備、二酸化炭素モニターを導入してください。
集団PCR検査を定期的にやってください。
学校に一台検査バスをおいて、地域の人も無料検査してほしい。

積極的疫学調査で、給食の座席だけで判断するので誰が陽性か逆にわかってしまう。むしろ積極的疫学調査はなくし
てほしい。調査なのに結果は公開されないし根拠はないし最低。

子供はマスクをつけていられない場面もあるのに濃厚接触者がゼロとされる理由がわからない

現状分散登校だが登校時は教室内でオンライン授業という支離滅裂な対応をしているので、原則家庭内でオンライン
授業としてほしい。

学校、幼稚園の感染対策が過剰過ぎて困っています。お昼は幼稚園児でさえも前を向いて喋らず食べる。
行事は減らされたり、中止されたり。
貴重な年度末の思い出作りができるはずの時期にかわいそうです。
子どもたちの感染対策は、子供が負担にならない程度、頻回な手洗い等におさめるへきです。

僕が発熱した時は娘は登園できませんでした。園長先生からPCR検査の結果が出るまでは登園できないと言われました
が、ギリギリ当日中に結果が出て陰性だったので、翌日熱も下がり、出勤できました。保育園の対応は正しいと思い
ますが、会社にPCR検査の結果待ちと上司に報告したら、PCR検査受けたの？という反応でした。

対策を緩和してほしい。子供達の日常をこれ以上奪うようなことはやめてほしい。
あと子供にはマスクは百害あって一利なしなのでマスクを強要するようなことはしないでほしい。

保育士さんの不織布マスク着用の徹底をして欲しいです。また、いろいろと議論はありますが、年中児、年長児、に
ついては、特別な事情がない限り、マスクの着用をルール化しても良いように思います。
我が子が通う園では、幸いまだ感染者は出ていませんが、感染者が出てからクラス閉鎖や休園をするのではなく、予
防措置としての登園自粛が選択できるようになれば良いと思っています。

感染対策は第4波の頃から何も変わっていない。市内の学校のサーバが十分ではない(予算)が取れないのでオンライン
授業はやってもらえない。休校の際は自習になる。空気清浄機や二酸化炭素モニタも予算がないという理由で導入さ
れない。

学級閉鎖が短すぎる。ウイルス排出量がピークの頃に学級閉鎖が解除されて登校になる。

学校や保育園は、十分頑張っている

　現在瀬戸内市の小学校ではマスクを外して同時刻15分以上食事をするのに、黙食なので濃厚接触者に当たらない
は、絶対におかしい。クラスで陽性者が出ても個人情報収集なので、教えられない。しかも学級閉鎖にもならない。
感染者が出た時点で学級閉鎖にするべきである。オミクロンは、マスクをした状況でも50センチ以内であれゃ感染の
可能性がある報道もあります。まして、布マスクで対策しているご家庭も色々あり、広がった後ではもう出遅れであ
る。広がる事でその子どもたちの後遺症、医療機関のひっ迫状況などもっと考えて、早めに対策をすべきである。と
考えます。

何もしておりません。イベントごとを制限するのみです。
なぜオンライン授業や分散を行わないのでしょうか。
感染していく子供たちをどんどん犠牲にしているだけだと思います。
不安な人は勝手に休めというのは何の保障にもなっていません。

学校の感染対策については頑張ってくれてると思います。なるべく休校しないようにしてくれてるのは共働きの親に
とってもありがたいです。

東大阪市ですが、感染者数も多いのに学校で濃厚接触者がいつもいないのは本当なのかと思う。
マスクもエビデンスが出されているのに布やウレタンマスクの子が居ても学校としては統一出来ないと、呼び掛けも
していない状況。感染者が出たら出たで一律検査も辞めて、今では放ったらかしなので自主休校を選びましたが、オ
ンライン授業もなく、休んでいる生徒は放ったらかしです！！

コロナを必要以上に恐れないこと

先月まで、保育園の濃厚接触者などの判断は、さいたま市保健所がしていました。
でも、保健所が逼迫しているせいか、これからは、保育園が濃厚接触者などの判断をしていくそうです。職員に陽性
者がでると、陽性者と濃厚接触者は自宅待機。でも休園にはならず。
マスクしてるから職員陽性になっても子ども達や他の職員は濃厚接触者にならないと園の判断で決められてます。市
からのマニュアルはあるみたいですが。
このままだと、いつ自分が陽性になるか不安だし、クラスターも怖いです。

68 ページ



保育園、年長さんでもマスクしてる子ほとんどいませんよ。掲示板に一枚、今一度お考えください、なだけ。2歳は無
理だと思うけど、6歳は…

オンライン授業を望めば可能だが、通常授業が基本なので、置いてけぼりを食らうことが多い。また、学校側の通信
環境が良くない。

これまでに2クラスが学級閉鎖になっています。そのうち１クラスの担任も感染してしまいました。
オンラインを選択したので、タブレットを学校へ取りに伺いました。
その際職員室へ寄ったのですが、教職員の方がかなり近い距離で話し込んでいる姿がありました。
また、そのうち一名の方はマスク未着用でした。
学級閉鎖になり、担任も感染している状況下であれば、もう誰が感染していてもおかしくない環境です。
そのような状況下とは思えない光景が職員室にありました。

我が家は乳児が家庭にいるため、なんとか感染しないよう必死の想いです。
また、夫は2回目のワクチン接種から6ヶ月が過ぎています。

それぞれの家庭が不安な中、なんとか必死にこの災禍を過ごしています。

そんな想いを抱えながら職員室で見た光景には、違和感しかありませんでした。
悲しい気持ちにもなりました。
おそらく沢山の保護者が不安な中子どもを送り出しています。

先生方の中にも同じように違和感を感じている方もいるのかもしれません。
その方々は毎日その職場へ出勤することがどれだけ不安だろうかと思います。

感染対策はそこに関わる全ての人が、適切に正しく行わなければ意味がないと思います。
先生方の身を守るためにも、まずは学校で働く大人の方が正しい感染対策をとって頂きたいと思いました。

2/8現在、学級閉鎖中です。担任が2/4にコロナ陽性となり、2/8まで学級閉鎖との通達でしたが、2/7に学年に7名の
生徒の陽性を確認したとのことで、今週いっぱい学年閉鎖となりました。オンラインにもならず、宿題が出るわけで
もなく、休暇の過ごし方は個人に委ねられています。わが子は何も体調に変化がないため、本屋でドリルを買ったり
本を読んだりして過ごしていますが、すぐに終えてしまい暇を持て余しています。9日間も自宅に篭っていたら体力の
衰えも気になるので近所を走らせたりしていますが、学校からも何か有意義な時間を過ごせるような指示を出しても
らいたいです。ただ休みと言うのみでなく、宿題の指示を出してほしいと教頭にメールしましたが音沙汰なし。オン
ラインもタブレットは配られていますがまだ設定段階で遅々として進まず。二年間のコロナ禍で子どもの重症化がほ
ぼないことが分かっているのに、学年閉鎖をする必要があるのか疑問ですし、するならば何かしら学校は子どもにタ
スクを課して貰いたいです。私は普段から在宅ワークの個人事業主なので大丈夫ですが、普通に会社員をされている
方は困っておられます。PCR検査をやめて早くコロナ禍を終わらせましょう

放課後の消毒作業をボランティアを募って実施

現在の対策で良いと思う

社会を止めない方針は頻回PCR体制構築後にしてほしい。せめて幼稚園等で感染者が出た場合に全員検査を例外なく実
施してほしい。幼稚園でクラスタ発生により閉園し10日後も連日陽性者発生する状況の中自粛推奨の開園の連絡が
あったが、頻回PCR体制がないと感染と再閉園リスクが高すぎる。先進国比較でも巨額のコロナ対策費が検査体制に使
われていないことに憤りを感じる。

世田谷区はどの小学校で感染が出たとか一切公表しないので、かえってこわいです。誹謗中傷がなんとか〜とか言っ
てますが、隠されてるように感じます。
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我が家は家庭内に感染リスクの高いものが多く、医療逼迫の際はたびたび自主休校と称して自宅学習に切り替えてお
ります。
その立場から…

学校からの情報開示について
○校内の欠席人数、またその内訳（コロナ関連、その他の体調不良、自主休校など）が知りたい
○陽性者報告の際は、学年や最終登校日の記述がほしい
○学級閉鎖が完了後も、同一学級で陽性者がある場合は引き続き学級閉鎖するか、同一学級であることを報告（続報
として）してほしい
現時点での報告内容は情報が少なすぎて参考になりません。

登校を選択制にしてください。
まわりの保護者の方から、「オンラインにならないのか、分散や休校にならないのか」という声が出ています。
学校から、
『自宅学習に切り替えた場合はタブレットを持ち帰り、家庭学習の支援に活用できます』と積極的に伝え、取り組む
べきです。
（オンライン以外にも方法はあります）

自宅学習せざる負えない我が家は、とても肩身の狭い思いをしております。
個別に対応頂き感謝と同時に、いつまでも異例な立場のまま孤立を感じます。

都内の学校はオンラインで実技以外は学習可能です。家庭内でも感染が広がる今、休校し短期間で収束へ向けて動く
必要性も感じています。　せめて、実技とテストだけ分散登校等…。　経済回した後、未来を担う子どもとその保護
者世代がコロナ後遺症で就業不能では意味無いですよね？　目先の経済だけでなく、教員、子ども、保護者の命も考
えて欲しいです。

これだけコロナが流行っていてもタブレットを使用した授業が一度もない。初期登録、オンラインの練習のために一
度持ち帰ってきたきりタブレットは見ていません。
また、こどもが先日コロナ陽性になりましたが、医師に聞いた日付（3日前くらいにうつったとのこと）から、学校以
外に行っておらず学校でうつってきたはずなのに休んでいるのは娘だけのようです。無症状の人もたくさんいると思
うので、オンラインや分散登校、学校での検査を行って欲しいです。

感染が広がっている状況となった時、オンライン授業への切り替えがスムーズに行えるよう整備してほしい。

幼稚園でのマスクが実質的に強制されているが、はっきり言っておかしい。
マスクをしたい子が親と相談してするのはいいと思うが、望まない親子まで強制されるのは、納得できない。
今後日本人の学力低下が加速する。
それどころか、相手の気持を感じ取れない人間ばかりになってしまう。
それを後に「今の若い人は」などと偉そうに論じる者が出てくるだろうが、そうなったのは今の（私も含めた）大人
のせい。

誰が感染したのではなく、どこのクラスで何人感染したか、その後検査でどうだったのか感染は広がっているのかを
知りたいのに
何も知らせられず
情報が少なすぎて不安になります。
また感染者が出たクラス全員の検査などされていません。
合同で体育を他のクラスと一緒にするのに
全員の検査などありませんでした。

また感染が不安で欠席した場合
オンライン授業はありません。
学びの平等もありません。ほったらかしです。

小学校で何度も陽性者が出ているが、濃厚接触者はあくまでもいないという連絡の連続で、それでいいのか？と思っ
てしまう。

登園自粛を要請されていますが、共働きで働かなければ暮らせないから保育所に預けています。補償もなく自己責任
でただ休めと言われても休めません。職場の体制とかではなく、給料がなくなり生活できなくなります。娘を感染さ
せたくないし保育所の逼迫状況もわかるので休めるもんなら休ませたいです。

熱などの症状が出た人のみ休めばよい。濃厚接触者探しは不要。症状のない人の検査も不要。健康な人のマスクも不
要。もちろんワクチンなど全く打つ必要はない。
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簡単に休校にしないで下さい
簡単に行事をやめないで下さい
子供ばかりに制限を強いるのはやめて下さい
現在の変異ウイルスは風邪です

陽性が1人でも出たら学級閉鎖になるのがしんどい。
もうインフルエンザと同等扱いにしてほしい。
PCRも必要ないし、マスクもしたい人だけで良い。過剰な対策はいりません。

こども園に通っています。園から頻繁にコロナに関する連絡（アプリでお知らせ）が来ています。陽性者が出た場合
や濃厚接触者が出た場合も連絡が来て、とても信頼できます。
他の園のでは、全然お知らせなどが貰えず、保護者間で噂などが立っていたりすることがあるようなので、通ってい
る園では、そういった事がなく、信頼のもてる対応をして下さっています。

ただ、国の定めた濃厚接触者を追わないという事に即した対応には、状況により仕方がないとはいえ…疑問を感じま
す。
各園や学校に検査キットを配り、登園、登校する際には毎朝検査をして陰性なら登校する様にするなど、安心して通
える状態にしてもらいたいです。
現状は、感染の不安を抱えながら、子どもを送り出している状況です。精神衛生面でも良くないです。

もはや共存しかないと思っています。過度な検査や休校、部活動の休止、行事中止はやめてほしい

東京都中野区です。iPadの全員配布は既に済んでいるのですが、回線の状況により小学校では学級閉鎖のクラスのみ双
方向のオンライン授業で出席停止扱い。感染予防の為に自主休校している子どもは教室後部からの映像配信のみ、欠
席扱いです。しかもホワイトボードの文字がほとんど見えず二時間のみの配信となっています。
オミクロン株は軽症、風邪やインフルエンザ並みと言いますが、児童から家庭内に持ち込まれ、重症化やデルタ株の
際の死亡者数も多く報告されている今でも学校が感染ありきな対応しか出来ないのは何故なのか？疑問に思います。
中学校では動画配信が最後の授業まで配信されますが、出席停止ではなく欠席扱いになります。高校入試などで不利
にならないか心配しつつも、本人は感染を全然気にしない児童と共に勉強するのを不安がっています。何故多様性の
集まりである学校が、多様性を認めないのか。日本では我が子を疫病から守るだけで全てが自己責任になるのが理解
出来ません。

保育園で、保育中マスクを外して子供と接する保育士がいる。
大人がマスクすら着用していないと、最低限の感染対策も出来てないと思えてしまう。
安心して子供を預けられない。

早く休校にしてほしい。1週間でも2週間でも。このままって言うのはダメだと思う。学級閉鎖しても意味ない。一回
学校全体をリセットして。いろんなご家庭がそう思ってますよ。先生達も大変そうですし。助けてあげて下さい。

基礎疾患がある2人の小学生ですが、現在オンライン授業を毎日受けています。
大変ありがたいのですが、1人だけなので子どもは学校に行きたい。でも感染も怖いし毎日泣いています。せめて学校
の感染情報が分かればと思い、学校に問い合わせると市の感染状況に比例して毎日陽性者は出ているとのこと。
詳しい情報は公開できません。と言われました。自分の通っている学校で、どの程度の状況なのか分からず、登校判
断がつきません
学校間での情報共有を求めています。

保育園で陽性者が出たら、そのクラスは一週間休まないといけない。それに伴い、小学生の上の子も休まさないとい
けなく、一週間が長い。仕事を在宅でしても全くできない。

これ以上感染対策の強化をしないでほしい。保育園、幼稚園、小学生はマスク必要ありません。子ども達を酸素不足
にしないでください。マスク着用推奨を撤廃してください。

小中の子どもが二人いるが、学校によって対策がバラバラ。中学では合唱していないのに小学校ではする、といった
具合。中学では一応オンライン授業をしているが、内緒のサービスとなっていて、実施が公表されていない。小学校
ではやってもくれない。オンライン授業と言うが実際は黒板を引きで映しているだけで、字が小さくてとても見辛
く、質が低い。勉強にならない。教育委員会はそれでもタブレット活用できてると言う。ICT支援員を増やす考えもな
いそう。ともかく、感染症対策もオンライン対応も学校によって、地域によってで差がありすぎる。質が高い方に合
わせて欲しい。
オンライン授業については、もう質の良い民間のサービスがあるのでそちらを利用し、その進捗管理やフォローをす
る形にして欲しい。地域の学校でなくても良いので。学びを止めないと言うが障害が多すぎて止まっているのが現
状。やってるふりで中身のない対策ばかりで苛立たしい。

保健所のひっ迫で感染者が出てからクラス内にて濃厚接触者の割り出しに時間がかかりすぎる。

保育園　年長までマスクなしで、夕方は全員を一つの部屋に集めて保育していた。ほとんど対策していない状態だっ
た。
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保健所の指示を待たずに、独自に濃厚接触者の認定、検査の実施をしてほしい。

症状のある人や感染が不安な人、その他休みたい人だけ休み、一斉に学級閉鎖や休園はやめてほしい。
それ以前に、園に行かせても感染症対策ばかりやらされて親として不満。昼食時間が10分しかないので、年中児の息
子は休みがち
（文京区の大和郷幼稚園）

過剰な感染対策のせいで子供たちはずっと我慢をさせられもう限界です。学校を通常に戻していただきたい。

過剰な感染対策有害。モンスタークレーマーみたいなコロナ脳の親はほっておくべき。欠席扱いで進級できなくすれ
ばいい。登校拒否は進級できなくて、コロナ脳はできるとかおかしい。

年度末の大切な時期に、行動制限が課され子どもが可哀想です。オミクロンの毒性、致死率を冷静に見て、インフル
エンザの学級閉鎖程度の対応で良いのではないかと考えています。
小さな子に窒息のリスクもあるマスク推奨したり、管楽器演奏での感染リスクが低いと、YAMAHAの実証実験もある
吹奏楽を止めたり、こども達にさらに負荷をかけている状況を危惧しています。しかもこども自身はコロナ感染リス
クは低いのにも関わらず、5類相当の対応をしない、考えない大人達のために苦しめられていると考えています。医療
逼迫しないシステムさえ作れば、学校も回せます。
インフルエンザでは週に100万人感染(しかも有症状者のみ)することもありましたが、医療崩壊と騒がれることはあり
ませんでした。

日本共産党の皆様、
日本維新の会のように５類相当へシフトチェンジするよう働きかけて頂きたいです。
こども達のためによろしくお願い致します。

マスクやめさせて！死にます。対策が過剰。手洗いで手がボロボロ。コロナ対策いりません。

オンラインを希望しても国算しかしてくれない。学校側のタブレットが足りないので。大阪府吹田市です。娘は42人
学級、隣は43人学級で過密状態がずっと続いてます。先生増やして少人数学級を早くと願ってます。
結局、学びを手放すか感染対策が不十分な学校に行かせるかしかないことが辛いです。
保育園も3度、関係者に陽性者が出たと連絡あり。でも濃厚接触者はなし。園でそんなことある？という気持ちで、市
はもちろん学校や園からの通知もあまり信用できない状態が続いていて、悲しいです。

保育園。200人園児いるのに一人陽性者出ただけで1週間休園。この１ヶ月で３回目です。いい加減にしてほしい

大阪の府立高校で、感染者の多い時期の沖縄への修学旅行が決行されました。旅行中の感染対策が十分とはいえない
状況でした。帰宅後すぐに学年閉鎖となり、強行と対応に疑問が残ります。

一斉休校、休園、学童休館

複数の感染者が出ても学校からは連絡がないまま通常登校だった。結果学級閉鎖にもならないまま収束。うちは心配
で休ませていたので感染の不安は無かったが欠席扱いだった。オンライン授業は1日1コマのみだが受けられた。1コマ
では少な過ぎるし、欠席なので、感染者の隔離解除の頃から登校に切り替えた。今はお休みゼロだが、いつ罹患する
かとても心配。

接触感染の頻度は少ないとのことなので、頻回に消毒しなくてよいと思っています。職員も家族の感染や濃厚接触者
判定を受ける等でいつもより人員も限られる傾向にある中では、過剰な対策を減らすべき。
2歳児以上への幼児に対するマスク着用は見送られてよかったです。熱中症や窒息のリスクだけでなく、落とす、交換
するなどでかえって感染を招き、職員の負担増になると危惧していました（反マスク派ではなく、小学生以上は着用
推奨妥当と思っています）。
正直に言えば、保育園に預けている時点でコロナのみならず感染症をもらってくることは覚悟済みです。

連日陽性者がでているのに、休園にならず、通常保育のままで、登園不安な人に対しての対応が全く取られておら
ず、不安がつのります。

マスクと消毒です。一年生なのでマスクをちゃんとつけていないと思いますので不安です。
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クラスで感染者出ても隠す→クラス保護者には教えて　保護者の判断で　登校選択出来る環境にして下さい。
ウレタンマスクで鼻出し子供　多数
マスク無し体育。持久走させたり　密接する運動させる
40人学級　仕切無し　前後左右の子供とは数十㌢しか離れてない密集
マスク無しの給食時間,全てアウトです。感染対策の基本の基本から　国が指示出して下さい

机と机の距離　保てないなら分散登校、オンライン
不織布マスクの徹底→例外有り、マスク有りで出来る　軽めの体育
感染報告　はクラス保護者には連絡、出席停止→出席扱いにして下さい

子供は重症化しない等　決めつけた観点から対策を決めないで下さい
疾患持ちの親　家族を亡くします。それが正しいですか？
疾患無しの重症患者　毎日出てます
未就学児です
感染も仕方無い?→後遺症のデータ　分析
国は　自治体はしてますか？
生涯苦しむ後遺症出たなら国は責任とりますか？
何も分からない今の段階で　子供は無症状
軽症　だから　5類にとか,安易に決めないで下さい
数年データ分析し　後遺症等判断してから決めて下さい。
休校や閉鎖しなくてすむ環境を

分散やオンライン　マスクや教室環境
三密対策　最小限のリスクで学べる
学校対策を　国が纏め全国に　発信すべきです。
自治体任せは　ダメです
命護れません
医療にも繋がらない現状を
苦しむ子供達　家族　学校を
現状を政治家　トップのかた見て下さい。

幼児クラスはマスク着用がきょうせいでないのであ、マスクをしてない子どもが多い。
年長は小学校に上がれば、マスク着用になるのでせめて年長はしてほしい。
また保護者が感染対策してないように思う。このご時世なのに熱があっても登園させる親もいる。
園側には特に問題ないが、登園させてる親の感染対策がしてない。

毎日、学級閉鎖のメールが来ています。
対策が難しい支援学校での感染対策を
専門家の方に考えて頂きたいです。
感染不安で休んでる人にも
配慮があればと思います。

16人休んで初めて学級閉鎖になったが陽性者の人数は開示されておらず、検査キットも配られていない。

学校園などでの感染拡大は目に見えて増えているのに、文科省、教育委員会、知事は何もしない。子どもから家庭内
感染も増えているのに、何もしない。子どもに何かあったら、大人の責任だ。でも何もしない。悔しくてたまりませ
ん。

市立小学校→感染者がでても、今や学校からは人数の公表なし、学級閉鎖になっても何組か公表なし。感染拡大のお
それがないと判断したらしく、休校もせず通常授業をしています。今で累計30人以上感染者が出ているのにクラス
ター認定すらされていません。（和泉市ですが、何校もクムシラコ３０人以上の感染がでている学校があるのに、1校
もクラスター認定されていません！） 情報もなく、ただただ不安です。
登校させるべきなのか、登校させてもかなりの人数が休んでいる状況です。15人以上休んでいるクラスがあるのに通
常授業。こわいので仕方なく休ませても、オンライン授業もオンラインで参加するというより、授業のノートを写真
で送ってきて、それを個人でノートに写させる…というだけのもの。オンライン授業なんてできていません。
学校は、兄弟もいる子もいて、学年をこえて感染が広がっているのになぜ休校にしないのか甚だ疑問です。そのせい
で、同じの校区の中学、保育園まで感染は増えており、落ちつく気配がありません。
支援学校→支援学校は、感染対策や休校はちゃんとしてくれていましたが、オンライン授業ができないため、子供が
かわいそうです。支援学校だから仕方ない部分はありますが、もう少し考えてほしいです。

クラスで陽性者が出ても濃厚接触に当たらず検査なし。3日後に学校再開。学校再開が早すぎるます。最低1週間の休
み、出来ないならきちんとクラス全員にPCR検査を義務づけるべき。
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子ども達は苦しいのにマスクを強要され、行事も部活も中止、1日中アクリル板で仕切られ、友達と公園で遊ぶのも禁
止。触れ合うことも笑って一緒に給食食べることも許されない。休み時間トイレ以外で立ち歩くなと言われる。高齢
者を守るという名目で我慢し続け、犠牲にされ続けている。国をあげての児童虐待が2年以上続き、子どもも親も心身
ともに限界である。こんな子どもを大切にしない国で、子どもは健やかに育つのでしょうか？子どもに一刻も早く5類
にし、子ども達に人間らしい生活を返して下さい。

保育園なので基本消毒、給食の黙食ぐらいしかないと思う。
先生も保育園児の感染対策は難しいと思う。

しっかりした感染対策は取れていないと思う。
次から次へと感染者がでても、体育で持久走をやり、オンライン授業も分散登校もない。
感染者がでても保護者に報告しない時もある。

今自主休校中ですが 何故今回は子供達の感染者が増えているのに お店には相変わらず蔓延防止があるのに学校等には
蔓延防止法が無いのでしょうか？また今回はこれだけ感染者が多いのに命を犠牲にして意地になって経済を自転車操
業で回すのですか？
現場では子供達も親も先生方も疲弊しています。もう滅茶苦茶な事は辞めて下さい！

陽性者が1人出るたびに休園。濃厚接触者なしでも3日間は休園。今年に入ってすでに3回✖️3日間の休園で、その度に
仕事に行けず。職場は人手不足。精神的にとてもつらいです。本当に必要な休園なのか。今後もまだまだ続きそうで
こわいです。

マスクしていても感染するのに給食絶対に無理です。
医療従事者として自分の子どもを学校に行かせられません。
感染しないなんて無理です。
咳してる子どもが沢山来ています。
仕事休みたくない親が調子悪い子ども学校に行かせるので無理です。
まだ布マスクやウレタンがいます。
布とウレタンマスクはマスクとして認めないでほしいです。

正直現場では窓開け換気、アルコール、手洗い、黙食、これぐらいしか出来ないと思います。学校園にこれ以上の対
策をさせるならば、外部委託をして消毒作業なりをしないと教員や保育士の負担が増えるばかりです。
私はそれは望んでいません。
オンラインの作業にしても外注すれば良いと思います。

5日間の学校閉鎖から再開した。クラスに複数名でたが、クラス全員検査しないから不安。

自主休校をしております。
オンラインは校長の裁量によるので、検討すらしてもらえませんでした。
市教は校長に丸投げ、校長は市教が言わない事はやりません。

クラスの検査もせず、陽性者が出ても通常通りなので、直ぐに感染者が出ます。
同じクラスに複数人でないと学級閉鎖にはなりません。

逆に陽性者のクラスが別々ならずっと通常のままです。
閉鎖クラスの兄弟も検査されず、無症状なら登校OKです。
学級閉鎖も3日なので意味がありません。

広島市は感染を止める気もなく、おかしいです。
冬休み明けから感染者はずっと出ていますが、一度も休校にはなりません。

子供は学校に行きたくても怖い。
私も、感染は野放しの学校には行かせたくても行かせられません。

ひと月程前に広島市の共産党の市議の方に自主休校で困っているとTwitterでリプしましたが、気付かれずお返事はあ
りませんでした。

登校選択制を望んでいます。
子供がいくら勉強を頑張っても欠席扱いです。
他の自治体の様にオンラインで皆と繋がり学びたいです。
助けてください。
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1月末から園内で感染者が毎日の様に出ている状況で、感染者が数名出たクラスのみ閉鎖になり、その後も他クラスや
職員の感染者が出続けている様です。休園にはなりませんでしたが、園内での感染者が立て続けに出た為、先週から
家庭保育の要請が来ました。我が家は自営業の為、感染する事だけは、どうしても避けたかったので、最初に感染者
が出た1月末から、登園自粛をしています。登園させて感染するか、長い間登園自粛するかの、2択の状況です。仕事
に子供を2週間以上連れて行き、正直しんどいです。いっその事、一度10日程休園にしてもらった方が、園内での感染
は終息するのでは無いか？と、思っています。

個人の保護のため園児がでたのか先生がでたのか不明なので保護の理解はできますがこちらはどこまで判断していい
のかわかりません。もし仮に隣のクラスで園児の陽性が出ても濃厚接触者じゃない場合も家族で感染防ぐために可能
性があるかもしれない意識すらもできないと思うのです。

大阪府立高校に通っていますが
昨年の６月に吉村知事が大号令をかけ
オンライン授業が受けられると思っていましたが、パソコンが配られただけで
最もらしいオンライン授業などは１度も受けられていません。オンライン授業が受けられない状態だと、クラス、家
庭内に陽性者がでて濃厚接触者になった場合、コロナ感染が不安で自主休校した場合の学びの保障は何もなく、勉強
の遅れなどから不登校になる可能性もあると思います。特に大阪はオンライン授業、分散登校さえもなく通常登校一
択であることに不安と疑問だらけです。オンライン授業の充実と分散登校の実施をおねがいしたです。

①ハード面ではオンラインの環境はあるがオンライン授業を出来る教員がいません。
なので事前に配ったプリントの質疑に答えるという出席確認のための"リモート学習"が行われています。
国や自治体は教員に最低限のPCスキルを習得する機会、何より時間の余裕を与えてあげて欲しいと思います。
②現在の感染状況を見ると学校がエピセンターになっていると思われますので、一斉休校をしていただきたい。それ
が無理でも頻回PCRは必須と考えます。

本日の感染者は何名という連絡だけあり、登校は各家庭の判断に任されている。感染は「運が悪かった」と考えざる
を得ない状況。クラスに何人陽性が出たら学級閉鎖なのかも不明です。
担任の先生が体調不良という理由で1週間お休みとなり別の先生が代理で授業、その後クラスに数名熱でお休みが出た
こともありました。
「先生が感染したら」「クラスで2名以上出たら」、もしくは不定期でもいいのでPCR検査をする機会を設けてほしい
です。我が子もクラスで数名出た時に陽性になりました。初日の高熱と頭痛だけで済みましたが、熱もなく無症状で
陽性に気づかない子も複数いると思います。マスクだけでは感染対策にならないと身をもって知りました。

濃厚接触者をなくし、5類におとすべし、感染対策はこれ以上やりようがない。

子どもに感染対策は必要ない。今の状況は明らかに過剰すぎる。

授業参観をオンラインで実施するなど、いろいろと工夫してくださっていると思います

小学校については、低学年ほどマスクの使用率が低くのにも関わらず教員は注意をしていない。ある学年で学年閉鎖
になったが、手洗いうがいが徹底されていないらしく、教員の指導にも問題があると思う。
子どもの教室と同じフロアで学年閉鎖になった為、我が家では2週間自主休校をした。(その間オンラインなどはなし)
中学校は【関係者に感染者がでた】との知らせだけで、特に何か対策をしているわけではない。部活も通常通り、受
験シーズンになっても3年生への配慮も全くない。

第一報で届く情報が少なすぎて(陽性者の人数のみ、濃厚接触者の人数不明、休園日数不明、クラス不明)、いつまで仕
事休んだり、家庭内保育しながら仕事すればいいのかわからないので困る。

息子と同じクラスのお友達が感染し、学級閉鎖になったが、濃厚接触者なしとされた意図がわからない。息子の学校
は感染者が出たクラスは五日間学級閉鎖、友人の子供の学校は感染者が出た学年が一斉に３日閉鎖とバラバラ。学校
のガイドラインを作ってほしい。
基礎疾患ありの夫婦なので、学校での感染が不安でたまらない。特に低学年は自分で守り切るのは不可能。体育はマ
スクなしでできるお互いに距離のある運動にしてほしいし、音楽もリコーダーを音を出さないでやるより、ほかにで
きる事があるのではないかと思う。

感染対策など必要ない　インフルエンザの時のように対応すれば良い

小学校はクラスで1人陽性者が出たら学級閉鎖は厳しすぎる。もう何回も学級閉鎖になられたら、親は仕事にならな
い。

長女の小学校は陽性が増えてきて一つのクラスが閉鎖になりましたが、『該当クラスの家庭には連絡する』と言う形
で発表されていました。
別件かもしれませんが自宅でのオンライン授業は実際とても大変でした。ウチは子どもの集中の問題で途中までで諦
めてしまいました。技術的なトラブルも多かったようですし『オンラインやるから大丈夫』ではないなと感じまし
た。

給食時の黙食とパーテーション、換気
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3週間、市内全域でオンライン授業にしていただきました。
大変ありがたかったです。
ただ、東京都の感染状況はたいして改善していない中、オンライン授業が解除され対面になるのは不安です。
今後オンラインで参加する場合は双方向授業ではなく、配信をみるだけになり、授業も通常に戻るらしく、再び感染
拡大にならないかとても心配しています。

同居している孫が学級閉鎖となりました。しかし、詳しい状況は説明がなく通常のインフルエンザの時の学級閉鎖と
同じでした。プライバシーなど配慮は必要だと思いますが、状況説明をしていただかないと対応のしようがありませ
んでした。ひょっとすると孫が感染していて、私たち同居の家族は濃厚接触者になるのではないかと心配し外出も最
低限に絞ったのですが、何の連絡もなく期間が過ぎて現在は普通に登校しています。しかし、隣のクラスが学級閉鎖
になるなど感染は広がっているのに状況の説明はないままです。これでは感染対策はしていないに等しいと思うので
すが、こちらには手の打ちようがありません。

幸いオンラインを選択できるようになり、学校側にはとても感謝しています。
ただ、出席停止については気になるところ。受験さえなければ何でもないのですが、合否の際に出席停止について少
しでもマイナスポイントになるのではないかと皆怯えています。それが理由で怖いけど登校を選んでいる家庭も多い
です。コロナ禍や今後についても今回のような非常時の「出席停止」は合否の懸案事項にいれないとしてくれたらよ
いのに、と思いました。
またオンライン授業の内容もかなりしっかりしていて、しかも相互やりとりで授業を受けているのに出席扱いとなら
ないのは、とても残念だなとおもいます。

十分してくれています。

給付金を速く。もう生きられません、餓死します。

マスクや特別教室、行事の制限で子供達が本当に可哀相です。
心配な家庭だけオンラインで出席扱いにし、他は通常に戻して欲しいです。
このままでは子供達の発達に悪影響てす。
周りでも陽性者は多発していますが、みんなインフル程度ですぐ回復していますし、過剰な対策で子供には悪影響の
方が大きいです。
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