令和 2 年 4 月 13 日
寮生の保護者の皆様へ
寮務主事 遠山和之

（協力依頼）新型コロナウイルス感染症に関する対応について

新型コロナウイルス感染症に関するニュースが連日報道されており、保護者の皆様におかれまし
ても本校学寮における対応について、大変心配されていることと思います。 日々刻々と状況が変
化する中で、沼津高専学生寮においても、以下の「３つの条件の重なり」を避けるべく検討を進
め、その対応を急いでいる次第です。
【３つの条件】
（１）換気の悪い密閉空間
（２）多くの人が密集する場所
（３）近距離での密接な会話や発声
今年度、本校学生寮では１～５年の約５００名の寮生を受け入れます。4 月 2 日に本校学寮の所
在地である長泉町で 1 名の新型コロナウイルス感染者（以下、感染者）の発生が報道されて以降、
日々刻々と学校を取り巻く状況は変化しております。4 月 8 日には安倍総理大臣により改正新型
インフルエンザ等対策特別措置法に基づく初の「緊急事態宣言」が発令されました。東京、神奈
川等の 7 都府県が対象で、4 月 8 日午前 0 時から発効しています。4 月 9 日に本校校長名で学生・
保護者の皆様に発信した「基本方針」で、
「本校での感染者発生と感染の拡大を起こさないよう最
大限努める」としています。
始業後は授業時間を変更することで食事時間や入浴時間を延長する、寮祭等のイベントを中止す
るなど様々な対策を講じ、寮生の感染リスクの低減に努めますが、寮生の心身両面に及ぼす影響
を考え、今回、人数を 500 名から 1 人 1 室となる 350 名程度まで減らす対策も重要と判断し、今
回のお願いに至った次第です。
新入生は、本校入学後の寮生活に期待と不安を抱いていたと思います。また、2 年生以上の寮生は
新しい年度、新入寮生を迎え、気持ちを新たにして、寮生活を基軸に 1 年間を送りたいと考えて
いたと思います。その矢先にこのようなお願いをすることになり申し訳なく、感じております。
遠方から本校に入学し、寮しか選択肢のない寮生の安全を確保し、心身両面に及ぼす影響を考え、
新型コロナウイルス感染症が終息に向かうまでの当面の期間、自宅からの通学が可能な寮生につ
いて是非ともこの対策に協力して頂きたいというのが今回の趣旨です。

自宅からの通学に協力頂ける学生には新たに通学に係る費用の負担をお願いすることになります。
また、引き続き寮で生活する寮生には以下に説明する寮生の数が減少したことに伴う諸経費の負
担をお願いすることになります。
新型コロナウイルス感染症が終息に向かい、元の 500 名体制に戻すと判断した際は、今回自宅通
学に協力頂いた学生は寮に戻ることができます。その際の経費については、公平性の観点から見
直すことも申し添えます。
◇食費を除く諸経費について
（１）寮費
光熱水料や学生寮内で使用する消耗品、下駄箱購入、部屋のクリーニングといった備品
購入、小規模修繕費です。前年度の実績をもとに寮生人数で負担額決め、月割でご負担
をお願いしています。
（２）寮エアコンリース代
全寮内に導入したエアコンの使用料となります。年度毎の定額の使用料を入寮している
寮生にご負担していただくものです。
（３）寄宿料
寄宿料は、2 人部屋 700 円、1 人部屋 800 円となっております。なお、2 人部屋を 1 人で
使用しても 700 円です。
（４）月ごとに換算した場合の諸経費の試算
①入寮者が 350～399 名の場合、寮生の負担額は月額 12,000～12,100 円程度になります。
（説明）寮費の月額は 7,300 円、エアコンリース代は半期で 20,000 円です。完全閉寮期
間となる 2 か月分(2020 年 4 月と 2021 年 3 月)は徴収しないため、10 か月で計算してお
ります。食費を除く諸経費は、以下のようになります。4,150 円の負担増です。
寮費 7,300 円＋エアコンリース代 4,000 円＋寄宿料 700～800 円＝12,000～12,100 円/月
②入寮者が 400～449 名の場合、寮生の負担額は月額 10,590～10,690 円程度になります。
（説明）寮費の月額は 6,390 円、エアコンリース代は半期で 17,500 円です。
食費を除く諸経費は、以下のようになります。2,740 円の負担増です。
寮費 6,390 円＋エアコンリース代 3,500 円＋寄宿料 700～800 円＝10,590～10,690 円/月
③入寮者が 450～499 名の場合、寮生の負担額は月額 9,480～9,580 円程度になります。
（説明）寮費の月額は 5,680 円、エアコンリース代は半期で 15,500 円です。
食費を除く諸経費は、以下のようになります。1,630 円の負担増です。
寮費 5,680 円＋エアコンリース代 3,100 円＋寄宿料 700～800 円＝9,480～9,580 円/月
④入寮者が 500 名の場合、寮生の負担額は月額 8,620～8,720 円程度になります。
（説明）寮費の月額は 5,120 円、エアコンリース代は半期で 14,000 円です。
食費を除く経費は、以下のようになります。770 円の負担増です。
寮費 5,120 円＋エアコンリース代 2,800 円＋寄宿料 700～800 円＝8,620～8,720 円/月

◇自宅からの通学にご協力いただく方へ
寮費と寄宿料は月額で毎月引き落としておりますが、エアコンリース代は半期ごとの引
き落としとなるため、新型コロナウイルス感染症の感染が終息に向かっても、その時期
が 10 月以降になった場合は、半期ごとにいただくエアコンリース代の計算が成り立たな
くなってしまうため、年度途中での入寮ができません。一方、9 月前に新型コロナウイル
ス感染症の感染が終息に向かい、通常の寮運営が可能となった場合は、寮に戻ることを
希望する寮生の希望者数を把握したうえで、後期分の全寮生の負担額を決定し、その金
額で再入寮いただくことになります。
(例）前期の寮生数 350 名、後期の寮生数 450 名となった場合。
・前期から寮生活をしている寮生の諸経費
（前期）
（寮費 7,300 円＋寄宿料 700～800 円）×5 か月分＋エアコンリース代 20,000 円/半期
小計 60,000～60,500 円
（後期）
（寮費 5,680 円＋寄宿料 700～800 円）×5 か月分＋エアコンリース代 15,500 円/半期
小計 47,400～47,900 円
・前期間中は自宅から通学、後期に再入寮した寮生の諸経費
（前期）

小計 0 円

（後期）
（寮費 5,680 円＋寄宿料 700～800 円）×5 か月分＋エアコンリース代 15,500 円/半期
小計 47,400～47,900 円
寮に残る寮生と自宅通学に切り替える寮生の人数を把握するため、次ページに記載されている内
容を、4 月末までにご回答ください。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。
～問合せ窓口～
沼津工業高等専門学校
新型コロナ連絡窓口
TEL 055-926-5801（平日 9 時 00 分～17 時 00 分）
E-mail: covid-19@numazu-ct.ac.jp

調査用紙
棟（翔峰・光峰・栄峰・明峰・清峰・優峰） 部屋番号
クラス

学生氏名

以下のどちらか一つに〇印をつけてください。
（

）寮に残ります。

（

）自宅通学に切り替えます。

回答期限：2020 年 4 月 30 日(木)17 時
郵送で回答される場合は、この調査用紙を以下に送付下さい。（4 月 30 日消印有効。
）
（宛名）
〒４１１－０９３４
静岡県駿東郡長泉町下長窪 153
沼津高専学生寮 寮務係宛
※「調査用紙」同封と朱書きください。
メールで回答される場合。
（2020 年 4 月 30 日(木)17 時まで）
沼津高専 新型コロナ連絡窓口
E-mail: covid-19@numazu-ct.ac.jp
※題目に「入寮希望調査回答」と記載ください。

大変重要な調査です。必ず回答いただくようお願いします。

