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Glossary 
 

VVMS  新校舎のバリービューミドルスクール 

MDH  ミネソタデパートメントオブヘルス 

登下校時・学校運営における安全対策 

 

マスクポリシー 
 

「マスクポリシー」参照 （Appendix A） 

MDH 資料参照 

 https://www.health.state.mn.us/communities/ep/surge/crisis/ppegrid.pdf 

 

1. マスクは学校にいる間は必ず着用する。 

2. マスクポリシーの記述が曖昧なため、幼稚部～高等部全てマスク着用を義務付ける。 

（幼稚部：つけていないプリスクールもあるが、医療従事者の見解を考慮し、まず全員マ

スク着用を義務付け、様子を見て再検討する。） 

3. 布マスクは洗濯した綺麗なもの、既製品のマスクは新しいものを使用する。 

4. マスク装着時は鼻と口を覆う。（健康上の理由で、マスクを着用することができない場合

を除く） 

5. 予備のマスクも必ず鞄に入れてもらう。 

6. マスクを忘れた時用に、予備のマスク（使い捨て）を用意し、ファンドレイジング委員が

売店にて販売する。値段は子供用無料、大人用一枚＄２で販売する。 

7. 講師・補助講師・保護者ボランティアもマスクを必ず着用する。 

8. 講師のマスクポリシー：マスク着用の上、オプションとしてフェイスシールド（声が聞こ

えにくい）、またはゴーグル（声が聞こえやすい）を併用する。 



  

朝礼 
 

1. 大勢が一度に集まれないため、当分なし。 

2. 連絡事項は、全校メールあるいは運営だよりでお知らせする。 

 

ジムの時間 
 

1. 現在、VVMS は空気の循環装置を最大の設定にしている。 

2. VVMS のガイドラインは、ソーシャルディスタンスを保った上で、通常収容可能人数の５

０％。ノースジムの収容可能人数の５０％は５１人となっている。 

3. 但し 2021 年 1 月より対面授業に戻った場合、３学期の間のジムの使用は禁止とし、ひよこ

組専用スペースとして使う。 

 

 

 

 

 

 

 

４．今後ジムを通常に使用することになった時、下記の事項を検討する。 

 マスクはジムでもつけること 

 ジムの使用は各担任に任せる 

 ジム中にマスク着用していて息苦しくなった場合、すぐに外すことや、講師に伝えるこ

とを徹底して園児・生徒に指導する 

 フラフープ、縄跳び、ダンスなどソーシャルディスタンスが保てる運動を取り入れる工

夫をする 

 



  

 

カフェテリア・お昼＆おやつ 
 

 

1. お昼＆おやつはカフェテリアで取る。 

（VVMS 教室での飲食は禁止。VVMS もカフェテリアで昼食を取っている。） 

2. 食事前、生徒は必ず手洗いをする。 

全校に手洗いの仕方のビデオを共有し、自宅で練習してもらう。 

3. 幼稚部：学校で用意したハンドサニタイザーを使用する。（補助講師、またはお当番が補

助） 

アレルギーなどの理由で学校で用意するハンドサニタイザーが使えない園児は事前に担任

講師へ連絡し、各自用意したものを使用する。 

4. 小学部～高等部：各自でハンドサニタイザーを用意し、食事前に使用する。 

5. 昼食をクラス分まとめて入れ、運搬できるバスケットを用意し、食事前に床にお弁当箱を

置くことを避ける。 

6. 各クラスの昼食後、日直と見回り隊が手袋をつけて、ペーパータオルと消毒液で使用した

テーブル、椅子を拭く。 

7. カフェテリアの使用時間は、９時から１０時４５分までが幼稚部、１０時４５分から１２

時までは小、中、高学部とする。詳しくは講師の方々にきめてもらう。 

 

  



  

登下校： 
 

1. 検温: 医療従事者の見解によると、直接肌につけない体温計でも、顔の近くに持っていく

為、体温計は１回使う毎に Alcohol pad で消毒した方が良い。 

2. 使用する入り口は door１の 1 ヶ所のみ（VVMS の返答により）基本ドロップオフ・ピック

アップのみとなる。（保護者は入れない） 

3. 運営、日直、見廻り隊、幼稚部クラス当番とファンドの担当者は８時３０分から４０分の

間に登校し、検温をすませたあと、セットアップをする。 

4. うさぎ組以上の生徒の登校は生徒の名字のアルファベット順にわける。A から L までのグ

ループは８時４０分から８時５０分までに登校し、M から Z までのグループは８時５０分

から９時までに登校してもらう。幼稚部は１２時下校、小学部は１時下校とする。 

5. 混雑を防ぐため、ひよこ組は９時１５分登校、１１時４５分下校とする。 

6. 幼稚部は、保護者が入り口まえのドアまで幼児を連れて行く。小学部以上は、ドロップオ

フのみとする。 

7. 保護者は検温検査の結果を待つ必要のため、車で１０分待機してもらう。 

8. 検温は入り口の中で行う。検温をする者が二人、指導または保護者に電話をする者が一

人。ファンドは８時３０分から入り口でマスクを販売する。 

9. 検温担当者のスケジュールは運営が制作する。 

10. 保護者の携帯番号を確認し、すぐに呼び戻せるように準備する。 

11. 検温が終わったあと、幼稚部はクラス当番が生徒をクラスに誘導する。 

12. 運営委員が廊下に立ち、生徒を誘導する。 

13. アレルギー持ち児童の保護者は今まで通り、校内に残ってもらう。 

14. その他下校については講師と確認・検討が必要なため、決まり次第安全対策案をアップデ

ートする。 

 

クラス内 
 



  

 

1. フィッシュボール＆クラス内の定員人数を確認し、その 50％に徹底する。 

a. Fishbowl (4) 

b. Classrooms (20) 

c. Music room (38) 

2. 各部屋の換気は行われていることを VVMS と確認済み。授業中、各部屋のドアは開けてお

く。窓を開けて、換気を行う。 

３．講師用のアクリル板の使用について 

 VVMS は使用していない。医療従事者の見解によると、アクリル板は講師がその場から動かない

ことが大前提あり、それよりもマスク着用＋フェイスシールド、またはマスク着用＋ゴーグル

を併用する方が効果が期待され為、アクリル板は講師から要望がある場合使用する。 

3. 生徒は毎回、同じ席を使用する。 

4. VVMS がセットアップしているものをなるべく使う。セットアップを変えた場合は使用後

元の状態にもどす。（小学部以上～） 

5. 幼稚部朝の歌の会は無しとする。 

 

オンライン授業オプション 
 

下記の理由で、現時点では不可能である。 

１． 何パターンも対応策を準備できない。 

２． 日直など保護者の負担が偏る。 

３． オンライン授業と対面授業を同時刻に提供できるツールがない。（全学年分ない） 

 



  

対面授業にした場合 
 

１． カフェテリアの２０席を幼稚部の工作用にリザーブする。 

２． ひよこ組は９時１５分登校後、カフェテリアにて工作をする。その後、充分にソーシャ

ルディスタンスを保てるジムのスペースを使ってお遊戯などをする。 

 

清掃・消毒について 

 
VVMS より、「VVMS が金曜日の夜に清掃を行い、補習校が土曜日に校舎を使用できる状態にして

おく。また補習校が使用後、VVMS が再度、清掃を行う。ただし、補習校内で大勢が利用する場所

（カフェテリア等）については、各クラス使用後に簡単な清掃を行うことが推奨される。」との返

答があり、それらを踏まえた上で、下記の通り補習校でも清掃を行うこととする。 

 

準備物 
 

1.   各クラス、運営委員、日直・見回り隊、カフェテリアのお掃除・消毒セットを用意する。 

2. これは入れ物に以下５点を詰めたものとする。 

・ペーパータオル 

・消毒液（VVMS より提供されると返答あり） 

・手袋 

・ハンドサニタイザー 

・幼稚部の机と椅子を使用しないクラスについては床に直接座ることを避けるためレジャー

シートを用意（対面授業に戻ってからもう一度検討する） 

3. 幼稚部保護者：各自ヨガマット、又はバスタオルを持参してもらう。（床に直接座ること

を避け、ソーシャルディスタンスを保つため。） 

 



  

主な清掃・消毒係 
 

幼稚園・・・クラス当番 

小学生、中１・・・補助講師 

中２以上・・・担任と生徒 

 

場所ごとの清掃方法 
 

1. カフェテリア 

 朝礼（当面、朝礼をしないことが 9/19 臨時運営委員会で決定） 

 昼食 

各クラスの食事後、見回り隊と日直が手袋を着用し、ぺーパータオルと消毒液で使用したテ

ーブルと椅子を拭く。その後、必ず手洗いを行う。 

 

2. ジム 

 三学期対面になった場合、ジムの使用はなし。 

 使用したボールや縄跳び等に消毒液をかけ、ペーパータオルで拭く。清掃はそれぞれ、

幼稚部はクラス当番、小学部と中１は補助講師、中２以上は担任と生徒が行う。その

後、必ず手洗いを行う。 

 

3. クラス 

工作後や清掃が必要な場合に、随時、行う。清掃はそれぞれ、幼稚部はクラス当番、小学部と中１

は補助講師、中２以上は担任と生徒が行う。その後、必ず手洗いを行う。 

 

4. オーデトリアム 

現在使用予定が無いため、保留。VVMS のガイドラインに従う。 



  

体調不良の時の対応策 

 

下記チャート、COVID-19 Decision Tree for People in Schools, Youth, and Child Care Programs 

を参照のこと。 

（詳細は https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/exguide.pdf） 

 

 

 

登校前 
 

１．本人、または家族等同居人内に一人でも下記の症状、または状況に当てはまる場合、（A 条件

は１つでも当てはまる場合、B 条件は 2 つ以上当てはまる場合）登校できない。 

 



  

A の条件： 

・熱がある（100.40 以上） 

・咳がある。 

・呼吸が浅い、粗い、呼吸困難 

・味覚、嗅覚の喪失 

・保険局がコロナ危険エリアと指定している地域から出入りがあった 

 

B の条件： 

・喉が痛い 

・頭痛 

・鼻詰まり、または鼻水が出ている 

・発熱、悪寒または倦怠感 

・嘔吐、下痢、吐き気 

 

この場合、コロナテストの陰性結果がでるか、もしくは別の病気と診断された時は、症状が治まっ

てから 24 時間以上の経過後登校できる。 

 

症状がでて検査を受けない場合は下記３つのすべての条件を満たす場合のみ登校できる。 

① 症状がでてから 10 日以上の経過 

② 投薬なしで発熱がおさまってから 24 時間以上経過 

③ 完全に無症状であること。 

 

10 日以内に登校を希望する場合は、陰性の検査結果、または診断書（ストレップや他の診断結果）

の提出が必要。 

 

２．濃厚接触者とみなされる場合 

 

 陽性者と接触した日から 14 日間は、たとえコロナテストで陰性判定がでた場合でも、登校でき

ない。 

 

３．コロナ検査陽性判定の場合 

 

・本人にコロナ陽性判定結果がでた（もしくは、医者に近しい診断をされた）場合 



  

下記条件をすべて満たすまで登校できない。 

④ 症状がでてから 10 日以上の経過 

⑤ 投薬なしで、発熱がおさまってから 24 時間以上経過 

⑥ 完全に無症状であること。 

 

 ※この場合、兄弟等同居人は濃厚接触者となるので、陽性者と最後に接触した日から 14 日間は

登校できない。 
 

４．家族等、同居人について 

 

・家族等、同居人にコロナ陽性判定結果がでた（もしくは、医者に近しい診断をされた）場合、陽

性者との接触があった最後の日から 14 日間の自粛及び、無症状となるまで登校できない。 
 

・同居人に陽性判定がでても、陽性者と隔離できない場合（母と子の関係等） 

陽性者本人が下記条件のすべてを満たした日から、さらに 14 日間の自粛期間が必要となり、最低

24 日間は登校できない。 

① 症状がでてから 10 日以上の経過 

② 投薬なしで、発熱がおさまってから 24 時間以上経過 

③ 症状の回復 

 

・同居人がコロナテスト判定待ちの時：同居人に症状がある場合は、陰性結果がでるまで登校でき

ない。同居人に症状がない場合は、登校してもよい。 

 

・同居人がコロナテストを受けたが陰性の場合、すぐに登校できる。 
 

 

その他詳細は、https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/attendance.pdf を参照の

こと。 

 

 

 



  

校内で体調が悪くなった場合 
 

校内で下記の症状、（A 条件は１つでも当てはまる場合、B 条件は 2 つ以上当てはまる場合）がみ

られる生徒は、ただちに隔離する。生徒にはソーシャルディスタンスを保たせ、使われた場所を清

掃・消毒する。体調不良者が、講師等大人の場合、ただちに帰宅させる。 

 

A の条件： 

・熱がある（100.40 以上） 

・咳がある。 

・呼吸が浅い、粗い、呼吸困難 

・味覚、嗅覚の喪失 

 

B の条件： 

・喉が痛い 

・頭痛 

・鼻詰まり、または鼻水が出ている 

・発熱、悪寒または倦怠感 

・嘔吐、下痢、吐き気 

 

 

1. 運営委員の部屋を隔離部屋にする。（簡易ベッド又はヨガマットで対応）運営メンバーは

カフェテリアに移動する。 

2. 隔離した生徒の親に連絡し、迎えに来てもらう。（基本的に、親は３０分以内で迎えに来

られる場所にいることを登校の条件とする。）親に連絡が取れない場合、緊急連絡先の登

録者に電話し、迎えにきてもらう。 

3. コロナ症状と疑わしき場合、保護者と相談の上、兄弟も一緒に帰宅してもらう。 

4. 但し、呼吸困難などの症状が出ている際は、生死に関わる為、CDC のガイドラインに沿っ

て、直ちに救急車を呼ぶ。 

5. 隔離した生徒の付き添いは、ソーシャルディスタンスを取ったうえで、日直がする。フェ

イスシールドとマスク、手袋を着用（隔離生徒用に常に備品としておいておく。）補助講

師は隔離生徒が出た場合のクラス内の落ち着きを取り戻すためにも、教室に必要である。 

6. 運営、見回り隊は、隔離生徒が出たクラス、机やドアノブ、使用したトイレのハンドルレ

バー、などの清掃にあたる。（生徒の前では過剰反応に気を付ける） 



  

8. 隔離生徒下校後、運営部屋の換気、清掃。付き添い人と日直、見回り隊、運営が担当す

る。 

9. 体調不良の講師が出た場合は、本人がただちに帰宅。補助講師が授業を受け次ぐ。補助講

師のいない学年は、自習または保護者に連絡し、帰宅してもらう。 

10. もしもコロナ陽性の結果が出た場合、速やかに学校に連絡してもらう。 

 

上記生徒および家族は、この場合、コロナテストの陰性結果がでるか、もしくは別の病気と診断さ

れた時は、症状が治まってから 24 時間以上の経過後登校できる。 

 

それ以外は、下記条件をすべて満たすまで登校はできない。 

① 症状がでてから 10 日以上の経過 

② 投薬なしで発熱がおさまってから 24 時間以上経過 

③ 完全に無症状であること 

 

10 日以内に登校を希望する場合は、陰性の検査結果、または診断書（ストレップや他の診断結果）

の提出が必要。 

 

補習校内でコロナ陽性者が出た場合 
 

1. MDH および VVMS にただちに報告し指示を仰ぐ。 

2. 全校メールにて保護者に報告。 

3. 全校、2 週間のオンライン授業。 

4. 濃厚接触者とみなされる家庭に個別に連絡。 

 

 

・上記条件は常に更新され、それに従う。 

 



  

見回り隊/日直の仕事内容   

 
朝の仕事  

 

1. キャビネットの鍵を開ける（中 2 教室 229C、コンビネーション式） 

2. ジム用のボール箱をジムの中に置く（ジム使用時間 10ー12 時、ジムの廊下だと他の団体も

アクセスあり） 

3. 各教室の外に写真付きの設営テンプレートを貼る（以前同様）  

4. WB の配置 1~2 台 

5. コピー機、日直用品カートの配置(257 Flex space ドア 24)  

6. オムツ台をセットアップ(小 1 の前の Family bathroom)  

7. 他のトイレに踏み台とペーパータオル(手拭き用)をセットアップ  

8. カフェテリアのテーブルと椅子の清掃（コロナ対策＆アレルギー保持者への対応） 

9. 各クラスのお昼時間終了後、カフェテリアのテーブルと椅子の清掃 

10. 講師のトランシーバー置き場と講師の受け取り場 

a. 中 2 教室（229c）のキャビネット→カフェテリア  

 

帰りの仕事  

 

＜日直と見回り隊＞  

1. 各教室の設営を確認し、テンプレートを集める  

1. 教室の掃除はゴミ拾いのみ  

2. 忘れ物の確認  

3. WB の片付け（1～2 台） 

4. キャビネットの鍵かけ（中 2 教室)  



  

5. トランシーバーをチャージし、数の確認と片付け  

6. ジム用のボール箱の片付け（ジム使用時間 10ー12 時）  

7. オムツ台、踏み台の消毒と片付け  

8. カフェテリアの最終確認  

9. コピー機、日直用品カートの片付け(257 Flex space ドア 24)  

10. 倉庫の前にカートを戻し、カストディアンに倉庫にしまってもらう（私たちは倉庫に入れ

ないが、倉庫に入れた事を確認する）  

11. 教室の電気を消す  

  

日直と見回り隊の減った仕事内容  

   

1. 出入口は 1 日中鍵が開いてる状態のため、出入口周辺にいなくてよい。（VVMS のスタッフが出

入口に駐在している） 

2. 宿題コピー無し。（授業で使うプリントや宿題のコピーは各家庭でプリントする） 

3. 時間割表に合わせてベルを鳴さない。 

4. WB の数が 1～2 台に減った。 

5. 授業後、教室のドアは開けたままでよい 。 

6. VVMS のごみ箱を使う為、ごみ袋の設置の必要がなくなった。 

7. ごみの回収は無し 。 

8. 授業後、各部屋に掃除機をかける必要無し 。 

9. 戸締り無し。  

 

＊コロナが落ち着き、新しい学校生活に慣れた頃に日直を 2 人から 1 人へ減らす？ 

今後、検討していく。 

 

講師またはクラス当番にお願いする仕事 
 

教室の設営（朝と帰り）：  



  

 小 1 以上→机当番もしくは、生徒と講師  

 幼稚部→クラス当番もしくは、講師と補助講師 

 各教室にお掃除・消毒セットを講師またはクラス当番が持っていく/戻す 

 

  



  

Appendix  
 

Appendix A: Mask Policy 

Adopted:  

MSBA/MASA Model Policy 808  

Orig. 2020  

Revised:  

808 COVID-19 FACE COVERING POLICY  

[Note: The Governor’s Emergency Executive Order 20-81 generally requires Minnesotans to wear a face 
covering in certain settings and circumstances, including in various school settings. Emergency Executive 
Order 20-82 states that all Minnesota public schools must adhere to parameters determined by Minnesota 
Department of Health (“MDH”) in implementing or shifting between in-person learning, hybrid learning 
and distance learning. MDH’s Safe Learning Plan for 2020-21 and the 2020-2021 Planning Guide for Schools 
requires school district and charter schools to develop and implement a face covering policy that is clearly 
posted and communicated to students, staff, families, and potential visitors to the school building. The 
provisions of this policy substantially reflect the requirements of the 2020-2021 Planning Guide for Schools, 
Executive Order 20-81, and Executive Order 20-82.]  

 

I. PURPOSE  

The purpose of this policy is to establish requirements for employees, students, and other persons 
(including visitors, guests, contractors, etc.) present on school property to wear face coverings in 
classrooms, preschool, child care settings and other indoor areas, as well as outdoor areas where a 
physical distance of 6 feet cannot be maintained between persons, in order to minimize exposure to 
COVID-19.  

 

II. GENERAL OF STATEMENT OF POLICY  
1. The policy of MN Japanese School is to comply with Executive Order 20-81, Executive Order 

20-82, and applicable face covering requirements from the Minnesota Department of Health 
and the Minnesota Department of Education.  

2. Face coverings are meant to protect other people in case the wearer does not know they are 
infected.  



  

3. Unless an exception described in Part IV below applies, all students, staff, and 
other people present indoors in school buildings and district offices are required 
to wear a face covering.  

4. A violation of this policy occurs when any student, staff, or other person present in a school 
building or in the school district office fails to wear a face covering, unless an enumerated 
exception applies.  

 

III. DEFINITION OF FACE COVERING  

A. A face covering must be worn to cover the nose and mouth completely, should not be overly 
tight or restrictive, and should feel comfortable to wear. The following are included in the 
definition of face covering:  

1. Paper or disposable mask; 
2. Cloth face mask; 
3. Neck gaiter; 
4. Religious face covering; and 
5. Medical-grade masks and respirators 

B.  Face shield is a clear plastic barrier that covers the face and allows visibility of facial expressions 
and lip movements for speech perception. A face shield should extend below the chin anteriorly, 
to the ears laterally, and there should be no exposed gap between the forehead and the shield’s 
headpiece.  
 

C. Masks that incorporate a valve designed to facilitate easy exhaling, mesh masks, or masks with 
openings, holes, visible gaps in the design or material, or vents are not sufficient face coverings 
because they allow exhaled droplets to be released into the air.  

 

EXCEPTIONS AND ALTERNATIVES; TEMPORARY REMOVAL OF FACE COVERING  

A. Face coverings should not be placed on anyone under age 2, anyone who has trouble breathing 
or is unconscious, anyone who is incapacitated or otherwise unable to remove the face covering 
without assistance, or anyone who cannot tolerate a face covering due to a developmental, 
medical, or behavioral health condition.  
 

B. A face shield may be used as an alternative to a face covering in the following situations:  

            1. A student in grades kindergarten through eighth grade may wear a face shield when wearing a face 
covering is problematic.  

            2. A teacher of any grade level may wear a face shield when wearing a face covering may impede the 
educational process. A teacher may use an eye protection (goggles) in addition to face coverings. 



  

            3. Staff, students, or visitors who cannot tolerate a face covering due to a developmental, medical, or 
behavioral health condition may wear a face shield instead of a face covering.  

           4. Staff providing direct support student services may wear a face shield instead of a face covering 
when a face covering would impede the service being provided.  

 

C. Staff, students, and other people present in school buildings or in district offices may temporarily remove 
their face covering or face shield in the following situations:  

1. When engaging in classes or activities conducted outdoors, though people participating in these activities 
should maintain six feet of distance to the extent possible;  

2. When engaging in indoor physical activity where the level of exertion makes wearing a face covering 
difficult, though people participating in these activities should maintain six feet of distance to the extent 
possible;  

3. During activities, such as swimming or showering, where the face covering will get wet;  

4. While receiving a service, including nursing, medical, or personal care services, that cannot be performed 
or is difficult to perform when the individual receiving the service is wearing a face covering;  

5. Pre-kindergarten students age 5 years and younger participating in programming in a school building or 
district office;  

6. When the wearer needs to remove their face covering to eat or drink, though care should be taken to 
maintain as much space as possible between people while doing so;  

7. During indoor practices or performances involving singing, acting, public speaking, or playing musical 
instruments where a face covering cannot be used while playing the instrument, though people participating 
in these activities should maintain six feet of distance to the extent possible;  

8. When required by school staff for the purposes of identification;  

9. Staff working alone in their offices, classrooms, vehicles, or job locations that have no person-to-
person interaction;  

10. Staff working in communal spaces that have barriers such as Plexiglas or cubicle walls between 
employees that are above face level ; or  

11. When communicating with a person who is deaf or hard of hearing or has a disability, medical condition, 
or mental health condition that makes communication with a face covering difficult, provided t h a t social 
distancing is maintained to the extent possible.  

 



  

V. IMPLEMENTATION 
A. This policy will be conspicuously posted in the school building and communicated to students, staff, 
families, and potential visitors to the school.  

B. To the extent practicable, the school will maintain an extra supply of face coverings and face shields for 
people who forget to bring their face covering.  

C. The school will teach and reinforce the use of face coverings and/or face shields for students and staff 
throughout the school day, including inside school buildings, and generally when on school grounds.  

D. Individuals who cannot tolerate a face covering due to a medical condition or disability related condition 
may be permitted to utilize alternative options such as a face shield or other reasonable accommodation. The 
MN Japanese school board shall have discretion to determine 
whether an employee, parent, or community member qualifies for a reasonable accommodation and the 
accommodation to be provided. Requests for reasonable accommodations from covering requirement shall 
be assessed on a case-by-case basis in accordance applicable federal and state law.  

 

VI. ENFORCEMENT; CONSEQUENCES FOR NON-COMPLIANCE  

1. In order to promote the health and safety of employees, students and members of the community, 
and make available a safe environment that is conducive to learning, compliance with this policy is 
necessary.  

2. Employees who fail or refuse to comply with this policy may be subject to discipline, as appropriate, 
up to and including the termination of employment.  

3. Students who fail or refuse to comply with this policy may be subject to discipline or removal from 
school property.  

4. The school may in its discretion report violators of this policy to law enforcement. Any individual who 
willfully violates Emergency Executive Order 20-81 or 20-82 is guilty of a petty misdemeanor and 
upon conviction must be punished by a fine not to exceed $100. (NOTE: This does not apply to: (1) 
children younger than 14 years old; or (2) students 14 years old and older who are enrolled in a 
school identified in Paragraph 12 of Emergency Executive Order 20-81, and who are on the premises 
of the school for educational purposes).  

Legal References: Emergency Executive Order 20-81 Emergency Executive Order 20-82  

Minn. Stat. § 12.45 (Governor's Orders and Rules, Effect) Minn. Stat. § 12.45 (Violations; Penalties)  

Cross References: MSBA/MASA Model Policy 807 (Health and Safety Policy)  

 


