
新型コロナウイルス予防対策について （R2 年度 第 13 報）      令和 3 年 1 月 12 日 

 

 

               現在の感染状況を受けての感染対策について 

 

 日頃から園運営にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

1 月に入り、各地の感染が爆発的に拡がりを見せ、首都 3 県には緊急事態宣言が発令され、

今後他の都市部にも発令される見込みです。県内でも感染拡大地域が増え、上田市は昨

日感染警戒レベルが 4 に引き上げられました。 

 園内の感染予防については、引き続き徹底してまいります。 

 

 県からの注意喚起に基づき、以下の対策を強化いたします。 

 おうちの皆様には、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

① 登園前の体調チェックを忘れずにお願いいたします。 

② 風邪症状等のある場合は、お休みしていただくようお願いします。 

③ 同居のご家族が発熱等ある場合は、お休みしていただくようお願いします。 

④ 同居のご家族が、やむを得ない事由で、感染拡大地域との行き来があった場合、

滞在期間中の感染リスク等を判断し、必要であればお子様の登園自粛をお願い 

いたします。（自粛の目安となる期間は 1 週間～2 週間程度） 

お家の方のご判断で登園させる際には、普段以上に細やかな体調管理をしていた

だき、その旨を園へ伝えていただくようお願いします。 

※②、③、④の理由でお休みする場合、出席停止とします。 

 

 

★家庭における感染予防についてのお願い 

 ・こまめな手洗い・うがい・水分補給をしましょう。 

 ・感染が拡大している地域との往来にあたっては、慎重な行動をお願いします。 

  ※緊急事態宣言が出ている地域への往来は、基本的には控えるように。 

 ・人ごみを避ける、外出時はマスクの着用、同居家族以外との会食を控える等、 

基本的な感染予防を各家庭でしっかりと行いましょう。 

 ・園児・保護者の感染の疑いが出た場合、または濃厚接触者となった 

場合は、必ず幼稚園へお電話をいただくようお願いいたします。 

※その場合の措置については P2～ 

  （幼稚園がお休みの場合  幼稚園携帯 080-9530-1711 副園長へ） 

 

今後の感染状況や、政府・自治体の方針によっては、予定や対策が変更になる場合も 

あります。どうぞご理解・ご協力をお願いいたします。 

 



上田女子短期大学附属幼稚園 

2021.01.12 

 

新型コロナウイルス感染症にかかった時、濃厚接触者になった時の対応 

 
 連絡、報告のお願い（下記に当てはまる場合は登園をせず幼稚園へ電話連絡をしてください） 

 濃厚接触者になった場合 

 PCR 検査、LAMP 検査、抗原検査等の対象となった場合 

 同居若しくは生活の大半を同一にする者が濃厚接触者として公的機関の健康観察の対象

者となった場合（疑いがあり、自主的に登園を控える場合も含みます） 

 

幼稚園担当者：副園長   幼稚園 0268-38-5996  幼稚園携帯 080-9530-1711 
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〜報告書の聴取についてお願い〜 

報告書の内容を総合的に考慮し、県へ相談のうえ休園の実施の有無・規模及び期間について判断しますので、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

治療後の対応 

 医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院、

自宅療養、宿泊療養終了をもって治癒とする。 

 登園の時期については医療機関または保健所に必ず保

護者が確認すること、公的機関の指示に従い、改めて

担当者と復帰の時期について決定する 

自宅待機中の対応 

 健康管理に努め、健康状態を

記録しておく 

 登園の時期については、公的

機関の指示に従い、担当者と

復帰の時期について決定する 

新型コロナウイルス感染症と診断された 公的機関の健康観察の対象となった 

副園長は、「感染者の情報」を聴取し、園長へ連絡の上、

当該園児の濃厚接触者にあたる者に連絡、健康観察を

慎重に行うことを指示する。 

園長は下記、関係各署へ連絡 

① 上田保健所     0268-25-7178（24 時間対応） 

② ⻑野県健康福祉部食品・生活衛生課 026-235-7153 

副園長は「感染者の情報」を聴取し、

園長へ連絡の上、当該園児の濃厚

接触者にあたる者に連絡、健康観察

を慎重に行うことを指示する 
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接触者対応マニュアル（園児） 

 

 

 

 

 

 

 

            行動制限について必ず公的機関の指示を仰ぐ         

 

      行動制限『あり』                           行動制限『なし』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊接触者（濃厚接触者、一般接触者、その他接触者）として PCR 検査対象者となった場合 

＊同居若しくは生活の大半を同一にする者が接触者（濃厚接触者、一般接触者、その他接

触者）として公的機関の健康観察の対象者となった場合 

 

※ 患者となった場合は、入院、自宅療養、宿泊療養終了後、以下の対応となる 

 

・ 指示通り、登園を停止し、健康観察を継

続する（登園している場合は即帰宅） 

・ 陽性者は退院後、1 週間程度は外出を自

粛し、その後の行動制限や登園に関して

必ず公的機関の指示を仰ぐ 

・ 陽性者以外は不要不急の外出を自粛し、

登園に関して必ず公的機関の指示を仰ぐ 

・ 行動制限が「なし」となったら右記へ 

 

・ 指示通り、翌日から登園可能 

（但し、本人および家族の健康状

態、家族の感染状況により慎重に

検討する） 

・ 陽性者との最終接触から 14 日間は

不要不急の外出を自粛し、登園に

関しては必ず公的機関の指示を仰

ぐ 

・ 健康観察を継続し、体調に異変を感

じたら登園せず、保健所へ相談する 

 

なし 



 

〔参考資料〕新型コロナウイルス感染症対策 ⻑野県⺠手帳より抜粋 

陽性と判断されたら・・・ 

 陽性と診断された場合には、感染症法による勧告に基づき、指定の医療機関へ入院して治療を受け

ることになります。新型コロナウイルスそのものに効く抗ウイルス薬はまだ確立していませんが、ウ

イルスによる熱や咳などの症状の緩和を目指す治療（対症療法）として、解熱剤や咳どめ薬の投与、

点滴等が実施されます。また、肺炎を起こした場合は酸素投与や人工呼吸器等を使用することもあり

ます。 

退院後・・・ 

一定の退院基準を満たせば、入院の勧告は解除され、退院が可能となります。ただし、退院後も１週

間程度は、外出自粛のお願いをさせていただきます。また、退院後４週間は、保健所よるフォローア

ップを受けながら、社会生活を送っていただくこととなります。特に最初の２週間は、毎日電話等に

より健康状態の確認を行っています。職場や学校への復帰などの相談にも対応しています。 

 

濃厚接触者となった場合の対応について・・・ 

保健所から連絡が入りますので、検査や外出自粛にご協力をお願いします。また、家族や職場・学校

へのご連絡をお願いします。 

PCR検査で陽性だった場合…入院治療となります 

PCR検査で陰性だった場合…陽性者との最終接触から14日間は、毎日健康状態のチェックと不要不急

の外出自粛をお願いしています。保健所から毎日電話等により健康状態を確認させていただきます。

外出の可否や職場・学校への復帰などの相談にも対応しています。 

「濃厚接触者」とは 

「患者（確定例）」（「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。）の感染可能期間に接触した者の

うち、次の範囲に該当する者である。 

◎患者（確定例）と同居あるいは⻑時間の接触（⾞内、航空機内等を含む）があった者 

◎適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者 

◎患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 

◎その他： 手で触れることの出来る距離（目安として１メートル）で、必要な感染予防策なしで、

「患者（確定例）」と15分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の

感染性を総合的に判断する）。 

国立感染症研究所 感染症疫学センター 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領 

（令和２年５月 29 日版）より  

 



新型コロナウィルス予防対策について （R2第 12報）       令和 2年 12月 11日 

 

                  今後の感染対策・行事について  

 

 日頃から園運営にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

 12 月に入り、今年もあとわずかとなりました。来月には今年度のまとめの時期となる 3 学

期を迎えます。色々な行事を予定していますが、感染予防のため、例年とは内容等の変

更をし、感染状況に合わせた体制での実施となります。 

 引き続きお家の皆様には、色々な面でのお願いをすることとなり、大変恐縮しておりま

す。どうかご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

今後も引き続き、以下の対策について、お家の方のご協力をお願いいたします。 

 

① 登園前の体調チェックを忘れずにお願いいたします。 

② 風邪症状等のある場合は、お休みしていただくようお願いします。 

③ 同居のご家族が発熱等ある場合は、お休みしていただくようお願いします。 

④ 同居のご家族が、やむを得ない事由で、感染拡大地域に行き来した場合、普段

以上に細やかな体調管理をしていただき、その旨を園へ伝えていただくようお

願いします。（出席については保護者の判断でお願いします） 

※②、③、④の理由でお休みする場合、出席停止とします。 

 

 

3学期の行事について 

【もちつき大会  1月 15日（金）】 

・園児・教職員のみで行います。 

（例年は連絡員のお母さんやお父さん方にお手伝いをお願いしていました） 

・日本の伝統的な食文化を体験できる大切な機会と考え、衛生的に安全に行います。 

 

【豆まき 2月 3日（水）】 

・例年、「信州上田真田年中行事を守る会」のみなさんをお迎えして行っていましたが、 

今年は各クラスで計画して行います。 

 

【やまんば劇場 2月 17日（水）】 

・入れ替え制で、遊戯室内の人員を減らした形で行います。 

・遊戯室に入るお家の方の数を、感染レベルによって変更します。 

 感染警戒レベル 1～2・・・1学年ごと各家庭 2人まで 

 感染警戒レベル 3以上・・・1 クラスごと入れ替えで各家庭 2人 

    ※この場合は 2日に分けます。 2月 16日（火） すみれ 1・2、ばら 1 

                         2月 17日（水） ばら 2、まつ 1・2 

 



【親子お茶の会（まつ組のみ）  2月 24日（水）】 

・お茶室に入る人数を制限して行います。 

・例年通り、保護者は 1名のみの参加です。 

 

【ひなまつり会 3月 2日（火）⇒2日か 3日】 

・各クラスで計画をして楽しみます。 

 

【参観日 3月 3日（水）すみれ、4日（木）まつ、5日（金）ばら】 

 ⇒ 3/2（火）まつ１   3/3（水）まつ 2   3/4（木）ばら 1   3/5（金）ばら 2  

3/9（火）すみれ１   3/10（水）すみれ２ に変更します 

・最後の参観日なので、一日ずつ場所の工夫をしてクラスごとに参観していただきます。 

・活動は遊戯室、園庭、裏山等の広い場所で行い、保護者同士の間隔が十分空けられる 

ようにします。 

・日程 （予定）       普段通りに登園 

     10：00～10：10  保護者来園、入室   

     10：10～10：50  参観 

     11：00～11：50  学級懇談会（遊戯室）     12：00終了  

  

【卒園式  3月 19日（金）】 

・遊戯室で、まつ組とまつ組保護者、教職員のみで行います。 

 ※感染の拡大によっては、会場を短大に移して行います。 

・来賓、在園児はなしで行います。 

・謝恩会やそれに伴う会食はご遠慮願います。 

・保護者の方の人数は、感染警戒レベルに合わせて決定します。 

  （レベル 1～3の場合は 2名 まで可  レベル 4以上は 1名のみ）   

 

★年末年始における感染予防についてのお願い 

 ・こまめな手洗い・うがい・水分補給をしましょう。 

 ・感染が拡大している地域との往来にあたっては、慎重な行動をお願いします。 

 ・人ごみを避ける、外出時はマスクの着用、同居家族以外との会食を控える等、 

基本的な感染予防を各家庭でしっかりと行いましょう。 

 ・休み中に園児・保護者の感染の疑いが出た場合、または濃厚接触者となった 

場合は、必ず幼稚園へお電話をいただくようお願いいたします。 

   （12/26～1/5 は、幼稚園を完全閉鎖します。 

    その場合の連絡先は、幼稚園携帯 080-9530-1711 副園長へ） 

 

今後の感染状況や、政府・自治体の方針によっては、予定や対策が変更になる場合も 

あります。どうぞご理解・ご協力をお願いいたします。 

 



新型コロナウィルス予防対策について （R2第 11報）     R2.8.18  附属幼稚園   

 

                    今後の行事について  

 

 日頃から園運営にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

 夏休みが明け、今日は 2学期の始業式を行いました。夏休み中、市内での感染者が発

生し、心配な中でのお休み、お盆となりました。2 学期が始まりましたが、県内の感染者が

引き続き発生しています。今後の保育・行事等について、子どもたちの学びの保障のた

めに、様々な対策をしていきます。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

★運動会について【10月 11日（日）】 

① 運動会の開催については、当日の感染状況の段階に合わせた対策をいたします。 

  段階 1  感染の発生が落ち着いている状態 （県感染警戒レベル 1） 

  段階 2  市内での感染が確認され、注意や警戒が必要な状態 

（県感染警戒レベル 2～3）※上田市の現段階 

段階 3  感染が拡大の傾向にある状態（県感染警戒レベル 4～6） 

  

②各段階の対応 

 段階 1 

 ・保護者は各家庭 1名のみの参観とします。マスク着用をお願いします。 

ソーシャルディスタンスの確保と入場時の混雑を避けるため、保護者席は全指定席と

します。（パイプ椅子） 

 ・撮影のための移動はご遠慮いただきます。 

   ※夏休みに職員で実際の園庭において検証したところ、保護者席に十分な間隔を

あけての座席を確保する場合、150人程度が限度でした。（各家庭 2人とすると、 

十分に間隔をあけるスペースがありませんでした。） 

 ・来賓、学生ボランティアは、来ていただかないことにしました。 

 ・例年行っている次の競技は、感染リスクが高くなるので今年はやりません。 

…来入児競技・卒園児競技・親子競技・大玉送り・玉入れ 

 ・競技数が少なくなるので 9：30開始を予定しています。11：00終了予定です。 

 ・雨天の場合は延期 ⇒ 12日（月） ※その場合 11日（日）は休み 振替なし 

  

段階 2 

・10月 13日（火）すみれ組    14日（水）ばら組   15日（木）まつ組 の 3日に 

分け、参観日型にし、学年ごとに行います。保護者 1名参観。 競技は後日検討。 

・10月１１日（日）はお休み。１２日（月）は通常保育。 

・雨天の場合の予備日１６日（金） 

・通常保育（園バス運行あり、送りの人は９：００までに）  

・参観 10：30～12：00 参観後は親子で降園 ・預かり保育あり 

  

  段階 3・・・延期 



以下の行事については、感染状況が段階 1 であることを想定しています。 

 

★祖父母参観について【11月 2日（月）】 ⇒中止 

 遠方からの参加もたくさんありますので、感染リスクがあると考え、中止します。 

 

★やきいも大会【11月 6日（金）】 

 たんぽぽの会・園開放の親子は参加しません。 

 幼稚園の子どもたちと先生のみで行います。 

 

★給食参観【11月 18日（木）～20日（金）】 

 学年ごとにしていた日程を 7 月の参観の時のように、3 日間に分散させて行い、開始時

間を学年ごとずらします。給食は業者さんにお願いしてピクニック型のバーガーパンに

し、天気が良ければ裏山等でシートを敷いて親子で食べることができたらいいなと考え

ています。10月に入りましたら希望日程をお聞きし、参観日程を決めたいと思います。 

  

★誕生会 

 今後も学年ごとに時間を分散して行います。詳しい予定は、事前にそれぞれにお知ら

せします。 

 

★子どもたちのためのコンサート 

 外部からの演奏者ではなく、短大教授によるミニコンサートを計画します。 

 会場や、保護者の参観については、今後検討していきます。 

 

 

例年のような子どもたちの姿を楽しみにしてくださっていたお家の方がたくさんいらっし

ゃったかと思います。いつもと同じように開催できないことを、私たち職員もとてもさみしく、

悔しい気持ちでいます。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

今後の状況によっては、変更する場合もありますのでご承知ください。 

 

 

２学期も引き続き、以下の対策について、お家の方のご協力をお願いいたします。 

 

① 登園前の体調チェックを忘れずにお願いいたします。 

② 風邪症状等のある場合は、お休みしていただくようお願いします。 

③ 同居のご家族が発熱等ある場合は、お休みしていただくようお願いします。 

④ 同居のご家族が、感染拡大地域に行き来した場合、普段以上に細やかな体調 

管理をしていただき、その旨を園へ伝えていただくようお願いします。 

※②、③、④の理由でお休みする場合、出席停止とします。 

 



新型コロナウィルス予防対策について （R2第 10報）     R2.6.26  附属幼稚園              

 

 日頃から園運営にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

 来週からの感染症対策を以下のようにしてまいります。よろしくお願いいたします。 

 

 

1.送迎について 

 ・登園は全園児 8：30～8：50 門のところでお子さんをお預かりします。 

 ・靴裏の消毒マットは引き続き置いておきます。 

 ・登園時の手指の消毒は行いません。各ご家庭で清潔に手を洗っていただき、登園

後、お部屋で手洗い・うがいをするようにします。 

  ※お家の方も手洗いのご協力をお願いします。（門前に消毒液を設置します。） 

 ・お迎えは 6月 30日までは現行通り。 

7月 1日からは、全員が 14：40～15：00 ひだまりルームでお迎えを待ちます。 

 ・園庭開放はありません。お迎えの後は速やかにお帰り下さい。 

 ・送迎時はお家の方のマスク着用を引き続きお願いします。 

 

2.バス通園について 

 ・靴裏の消毒は引き続き行います。 

 ・バス乗車時の手指の消毒は行いません。各ご家庭で清潔に手を洗っていただき、 

  登園後、お部屋で手洗い・うがいをするようにします。 

 ・その他の対策は現行と同じです。 

 

3.ひだまり保育について 

 ・基本的には、お仕事でお家での保育ができない場合にご利用ください。 

 ・ご都合での利用も可とします。 

 

4.各教室の消毒について 

 ・今まで 1 時間に 1 回ずつの消毒作業を行ってきましたが、登園前、昼食前、降園

後の 3回にいたします。 

 

5.昼食のとり方について 

 ・飛沫予防パーテーションを各机に設置し、換気をしながら各保育室で食べます。 

 ・給食は通常の配膳給食となります。 

 

 

 



6.たんぽぽの会を 7月から開始いたします。（初回は 7/14） 

 ・出入りは裏山側の出入り口のみとし、園児との接触がないように配慮いたします。 

  ※駐車場内の安全にも気を付けていただくよう呼びかけます。 

 ・お家の方にはマスクの着用をお願いしていきます。 

 ・室内に入る親子の数を制限し、感染対策をしながら実施いたします。 

 

7.全園児の行事について 

・遊戯室や園庭で、隊形や内容を工夫して行います。 

   短時間で楽しめるよう内容をその都度検討していきます。 

 

8.水遊びについて 

 ・園庭のプールは設置いたしません。 

 ・学年ごとに場所を分けて散水あそび等を楽しみます。 

 ＜公園のプールについて＞ 

 ・公園プール運営に従い、幼稚園専用の時間枠（10：00～10：50、11：00～11：50 の

2枠）で、1 クラスずつの利用となります。入り口は幼稚園専用の入り口を利用。 

  （一般客との接触がないように配慮してくださいます） 

 ・天候にもよりますが、各クラス 5回程度行くことができる予定です。 

 ・水遊びをした後は、例年通り手洗いうがいを行います。 

 

 

今後の状況によっては、変更する場合もあります。ご理解・ご協力をお願いいたします。 



2020.6.10 

保護者各位 

新型コロナウイルス感染症予防と熱中症対策について 

保健室 宮下 

 

 新型コロナウイルス感染症を予防するための感染症対策として、これまで

幼稚園では手洗いうがいの励行とマスク着用、換気や消毒、外での活動を入

れるなどして努めてきましたが、6月に入り気温の上昇と共に外遊びや外で

のお昼についても熱中症が懸念されるようになってきました。特に低年齢の

子どもの場合、マスク着用によって熱がこもり熱中症のリスクが高まる等の

健康に過ごす上でのリスクが指摘されています。マスクは飛沫感染や接触感

染を防ぐために重要な手段ではありますが、熱中症などを回避するために、

マスクを外した上で感染症対策を適切に行っていきます。 

ご自宅でもお子さまの健康観察を継続していただき、少しでも風邪症状等

がある場合は登園を控えていただきますよう引き続きご協力のほどよろし

くお願いいたします。 

 

幼稚園で使用している消毒液について 

 

幼稚園では 8年ほど前から、感染予防対策として、「ビエリモ」（次亜塩素

酸水）を使用しています。現在、次亜塩素散水の噴霧についてや、ウイルス

への効果についての様々な見解が報道されていますが、当園で使用している

「ビエリモ」に関しましては、安全性と有効性が確認されておりますので、

引き続き使用を続けていきます。ご承知ください。 



附属幼稚園の感染予防対策について R2.6.10　附属幼稚園

　お家の皆様には、日頃から感染予防対策にご協力いただきありがとうございます。

　幼稚園で実践している感染予防対策についてお知らせいたします。

　子どもたちもお家の方も、安心して幼稚園生活が送れるように努力していきます。

①登園時の手指・靴裏の消毒

②手洗いの徹底 ③子ども同士の接触を減らす工夫

④一時間に一度の消毒作業

※消毒チェック表を掲示し、消毒のし忘れがないかを確認しています。

⑤外遊びの時には熱中症予防のためにマスクを外します。

♪手洗い手遊びで楽しみながら・・・



⑥昼食は、分散して食べます。

　

　これからも、全職員で協力し、知恵を出し合い、感染予防対策をしていきます。

　引き続き、お家の方のご協力・ご理解をお願いいたします。

外したマスクは、

個別の入れ物に入れて

衛生的に保管します。

入れ物は、降園後に

消毒します。

すみれ組は、4つの部屋に分

けて、机といすで同じ方向

を向いて食べます。

ばら・まつ組は、各自の

シートを敷いて、間隔をあ

けて食べます。

（画像は遊戯室）

現在このような透明のパーテンションを

作成中です。子どもたちが安心して

向き合って顔を見合ったり、みんなで食

事ができることも、豊かな心を形成する

のには大切なこと…

でき次第、順次導入していきます。

※画像は参考

給食は、

6月中は

個別のパックに

詰めてもらいま

した。



新型コロナウイルス予防対策について（R2第 8報）   R2.5.20 附属幼稚園 

 

先日は、ドライブスルー方式で来園していただきありがとうございました。 

久しぶりに皆さんのお顔を拝見することができ、嬉しく思いました。 

 

緊急事態宣言の解除や、子どもたちが園生活の中で養われる心身の成長や学びを考慮し、

来週より感染対策をしながら以下のように段階的に通常保育に移行して参ります。 

引き続きお家の皆様には、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

1.段階的対応について 

１）5月 25日（月）～5月 27日（水）⇒分散登園（全園児、3日間のうち 1日登園）/ 

半日保育/お弁当なし/バス運行なし 

※都合で希望日がある方はお伝えください。どの日でもいい方は、その旨をお伝えくださ

い。明日（21日）・あさって（22日）で担任からお電話で聞かせていただきます。 

※登園の人数の調整をさせていただきます。（クラス人数の 3/1程度） 

※登園しない場合でも欠席扱いにはなりません。 

※お仕事等の都合であらかじめ登園を希望されていた方は、予定通り一日お預かりします。 

 

＜分散登園のねらい＞ 

①友だちや先生と顔を合わせる（安心する） 

②園庭で思い切り体を動かして遊ぶ 

③裏山で森林浴をして山のいい空気を吸う 

④新しい「園生活様式」に慣れていく 

⑤保育者は、小集団の中で一人ひとりの様子を把握し、新しい「園生活様式」を試行

し、さらに改善し、通常保育再開に備える 

 

２）5月 28日（木）・29日（金）⇒半日保育（全園児）/お弁当なし/バス運行なし/ 

※お仕事等の都合であらかじめ登園を希望されていた方は、予定通り一日お預かりします。 

 

３）6月 1日（月）～⇒通常保育（全園児）/バス運行/お弁当あり/給食は 6/4（木）から開始 

 

＜5/25（月）～29（金）半日保育の送迎について＞ 

園バスの運行がないため、学年ごとに以下の時間帯での送り迎えをお願いします。 

①まつ…送り 8：40～9：00 迎え 12：00～12：20 

②ばら…送り 9：00～9：20 迎え 11：40～12：00 

③すみれ…送り 9：20～9：40 迎え 11：20～11：40 

※兄弟関係は下の子に合わせてください 

 

 

 

 

 



2.園児の登園について 

・登園前に体調の確認と検温をし、「体調チェックカード」へ記入をしてください。 

・風邪症状（咳・鼻水・鼻づまり・微熱を含む発熱）やだるさ・息苦しさ等がある場合はお休

みしていただくようお願いいたします。（その場合は出席停止とします。） 

・6 月以降も、お家のお考えで登園自粛を継続される場合は、その旨を担任へお伝えくだ

さい。（その場合は欠席扱いとします。） 

・登園後、お子さんの体調でいつもと違う様子があった場合はすぐにお迎えに来ていただ

きます。 

・同居家族に発熱や息苦しさ、嗅覚・味覚障害がある場合、園児の登園をお控えください。 

 

3.登園時の持ち物について 

・園児服（毎日清潔な衣服を身につけましょう。園児服はこまめにお洗濯しましょう）  

・通園帽子 ・通園カバン ・マスク着用（必ず記名をしてください） ・予備マスク（記名） 

・荷物袋 ・上履き ・お着替え袋 ・座布団（まだ持ってきていない方） 

・ハンカチ、ティッシュ（園児服のポケットに入れましょう） ・水筒（中身は水かお茶） 

☆以下は一日保育 

・コップと歯ブラシ（コップ袋に入れて） ・お弁当（ナフキン・おはし）  

・レジャーシート（ばら・まつのみ/必ず記名をしてください/週末に持ち帰ります） 

※感染防止のためタオルは使用しません。昼食時の麦茶は配りません。コップはコップ掛

けには掛けず、コップ袋に入れたままタオル掛けに掛けます。 

 

☆以下は 6月 1日以降の対策 

 

4.園バスについて 

・6/1（月）から通常通りに運行します。 

・運行前後の消毒（ステップ横の手すり、シート、取手、窓）を徹底します。 

・全窓を少しずつ開け、常時換気をします。 

・乗車前に手指の消毒をさせていただきます（両手を広げて 1プッシュ） 

・バスのステップに消毒マットを敷き、足裏の消毒をして乗車します。 

・園児の座席の間隔をとり、マスクをして話をしないで乗るようにします。 

※家庭の判断で送迎を希望する場合は、その旨を担任に伝えてください。 

 

5.送りについて 

・分散登園にご協力ください。 

①8：40～9：00 まつ組  

②9：00～9：20ばら組  

③9：20～9：40すみれ組 

※兄弟関係は下の子に合わせてください。 

・門の場所で職員がお預かりします。（保護者は園内に立ち入らないようお願いいたします） 

・門前で足裏・手指の消毒をしてから各保育室へ入室します。 

 

 



6.昼食について 

・マスクを外すことを考え、少人数に分けて間隔を取りやすくします。 

・子ども同士が向かい合わず、全員が同一方向を向いて食べるようにします。 

・すみれ組は 12 人ずつのグループに分け、すみれ 1・2・まつ 1・2 の 4 部屋に分かれて、

机といすを出して昼食をとります。まだ幼稚園での食事に慣れていないため、補助職員を

各グループに配置します。 

・ばら・まつ組は、天候が良ければ屋外で個々のビニールシートを敷いて遠足のようにして

食べます。暑い日や雨の日は、ばら 1・2組の保育室に 1クラス、遊戯室に 2クラス、ひだま

りルームに 1 クラス、と部屋の大きさに合わせた人数に調整し、充分間隔が取れるよう配慮

します。 

 

7.給食について 

・6月中は、給食業者さんにおかずを個々のパックに入れてもらうよう依頼しました。 

・おかず代 220円（パン+おかず代＝240円）にパック代 12円がかかります。 

（月 96円となります）ご承知ください。 

※6/25（木）は、参観日がないのでパン給食にします。 

 

8.降園について 

・送迎の方は全員 14：15～14：35にお願いします。 

・人が密集しないように、クラスごと 2か所に分かれてお渡しします。 

※詳しくは、28日（木）におたよりでお知らせします。 

 

9.預かり保育について 

・5月中は、引き続き利用時間の短縮にご協力ください。（～17：15 まで） 

・6月 1日からは、通常の時間に戻します。（15：15～18：15） 

ただし、お仕事をされている方のみの利用とさせていただきます。 

・すみれ組は、6月 8日（月）からの利用とさせていただきます。 

 

10.園内の消毒について 

・幼稚園の消毒作業は、ビエリモ（次亜塩素酸水）で行います。手指の消毒も同様に行い

ます。アルコールよりも肌に優しく、除菌・抗ウイルスの効果にも優れています。 

１）手洗いうがい、トイレの後、以下の箇所・時間（1日 5回） 

（消毒箇所） 水道蛇口・シンク・ドアの取手・トイレスリッパ・トイレドア・便器・トイレ水道など 

（消毒の時刻） ①朝の片付け後（10：00） ②活動の後（11：00） 

③お昼の準備後（12：00） ④ごちそうさまの後（13：00） 

 ⑤帰りの活動の後（14：00） 

２）昼食前の机、配膳台 

3）降園後の保育室 (遊具・遊具入れ、ロッカー、下駄箱、赤白帽子) 

4）降園後の園庭・遊戯室の遊具 

 

 

 



11.担任からの電話での聞き取りにご協力ください。 

・明日（21 日）、あさって（22 日）の 2 日間で、登園自粛されているご家庭にお電話で以下

の内容の聞き取りをさせていただきます。よろしくお願いします。 

①25.26.27日の 3日間の希望登園日（1日のみ） 

②園バス利用の方は、6月からバスか送迎か 

 

お家のみなさんの疲れも出てくる頃です。くれぐれも無理をなさらないようにしてくださいね。

何かありましたら、ぜひご相談ください。 

 

今後の感染の状況によっては、対策が変わることもあります。お家の皆様のご理解ご協力

をお願いいたします。 

 

 



 

新型コロナウィルス予防対策について （R2第 7報）       R2.5.15 附属幼稚園                  

 

 緊急事態宣言が解除されたことを受け、幼稚園でも通常保育再開に向けて、でき得る

限りの感染予防対策の準備をしています。一日も早い再開を望むところですが、連休中

に発生した上田市内での感染者の感染源がいまだ調査中だということ、上田市内で最後

に感染者が発生した 5/6（水）から 2 週間を経過していないことから、5 月末までは引き続

きご家庭の判断で登園をしていただくようご協力をお願いいたします。長い自粛をご協力

いただいているお家の皆様の中には、疲れが出ている方もいらっしゃると思います。その

ような場合は、登園について幼稚園にご相談ください。 

 

5/20 に、市内での感染者がいないことを確認し、6 月からの通常保育再開に向けての

詳しい感染対策をお家の皆様にお知らせいたします。ご理解・ご協力をお願いいたしま

す。 

 

本日は、6 月の予定についてお知らせいたします。詳しい内容は、来週配布する園だより

に載せました。ご承知ください。 

 

①6月の予定の変更について 

感染予防のため、以下の行事予定を変更いたします。 

 ◎延期・・・第 1回 防災訓練、プール開き、誕生会、参観日、お昼寝の開始 

 ◎中止…たんぽぽの会、園開放、卒園児園開放 

ご理解をお願いいたします。 

 

②衣替えについて 

６月１日は衣替えです。注文希望の方は、来週のドライブスルーでの受け渡しの際に 

希望の内容を書いたメモをご提出ください。注文が揃い次第業者さんへ発注します。 

 

 

③お昼寝について 

6月 8日（月）からの開始を予定していましたが、開始時期を７月に延期します。 

7 月に開始する際には、お布団の間隔を十分に空けるためにすみれ組から開始します。

（遊戯室やひだまりルームを使用する予定です。） 

新入園児のお宅に、昼寝布団についてのプリントをお配りします。 

７月までにお布団の準備をお願いします。 

 

④水遊びについて 

例年プールでの水遊びを楽しんでいますが、マスクができないこと、子ども同士の密接を

避けられないことから、感染予防のため内容を変更して行う予定です。やり方を工夫して



散水あそびやどろんこあそびを楽しめたらと考えています。水着については、通常保育が

再開しましたら注文を取ります。 

今後の状況によっては、変更となる場合もあります。 

 

その他 

・来週 18・19日は提出物と配布物の受け渡しです。どうぞよろしくお願いします。 

・それぞれの学年の担任から Facebookで製作あそびの動画を配信しました。 

材料は来週お渡しします。お楽しみに！ 

 

 

 

 



新型コロナウイルス感染予防対策について（R2第６報）     R2.5.8 附属幼稚園 

 

感染予防対策にご協力ありがとうございます。 

園児や同居家族が新型コロナウイルス感染症を発症した場合の対応について次のよ

うにいたします。ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

1.以下の場合、速やかに幼稚園へご連絡ください。 

  

a.感染の疑いが出た場合⇒健康観察期間が終了するまで出席停止 

〇園児または同居家族が、感染の症状があり保健所に相談した場合 

〇感染者の濃厚接触者となった場合 

〇同居家族が濃厚接触者となった場合 

 

b.園児が感染者となった場合⇒登園の状況により必要であれば臨時休園 

  ※PCR検査が陽性となり、新型コロナウイルス感染症と診断された場合 

  

2.県の教育委員会、保健所への報告のため、以下の内容について確認します。 

①家族構成（兄弟姉妹の就学状況） 

②家族の感染の有無 

③受診医療機関 

④診断名 

⑤診断日 

⑥主な症状 

⑦行動履歴 

 

3.各担当部局と連携し、発生状況について保護者・教職員へ必要な情報を提供しま

す。 

 

4.保健所等と協議のうえ、休園の有無・期間、園内の消毒等について決定します。 

 

5.休園になった場合、週に一度担任から健康状態についてお電話で聞き取りをさせ

ていただきます。 

 

 

※職員の場合も同等に対応いたします。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。 



新型コロナウイルス感染予防対策について （R2第 5報）     R2.5.7 附属幼稚園                 

 

新型コロナウイルス特別措置法に基づく全国への緊急事態宣言が５月 31日まで延長され

ました。園としては、以下のように園運営を行っていく予定でおります。 

 

①引き続き登園自粛にご協力ください。 

②登園を希望する場合は、日にちをお知らせください。 

 ひだまり保育もご利用される場合は、降園時間をお知らせください。 

③今月は、園バスの運行は休止します。 

④今月は、給食はありません。 

⑤困ったことなどがございましたら、ご遠慮なくお話しください。 

 

※７日（木）午後 13時～16：30・８日（金）午前 9時～午後 16時の間に 

 担任より電話で、お子さんやご家族の様子や上記①②⑤についてお聞きします。 

 ご協力よろしくお願いいたします。 

 

※5月 10日（日）は、母の日です。 

例年ですと、お母さんは、どんなお仕事をしているのか思い出したり、 

お母さんの好きな所や、お母さんの作るお料理で好きなものを言い合ったりしています。 

お母さんに言いたい言葉を考えて言ってみたり、どんなものを差し上げたら 

喜んでもらえるか考えたりして、プレゼントを作っていました。 

今年はそれが叶わないので、機会がありましたら、そのような内容について 

お子さんとお話ししてみてください。 

 

幼稚園の全教職員から、お母さんへ言葉のプレゼントをお贈りします。 

『おかあさん、いつもお仕事お疲れさまです。 

   ありがとうございます💛 

   ぼちぼちやってください。』 

 

 幼稚園の裏山が鮮やかな緑になってきました。 

 先生たちは、畑づくりに精を出しています。 

 子どもたちが、きっと育てたいと思う野菜を考えて、 

 野菜の苗を買いに行きました。 

 

 フェイスブックもぼちぼちやっていきます。 

 お楽しみに！ 



 新型コロナウイルス感染予防対策について（R2 第４報）  R2.4.20 附属幼稚園 

 

 

 緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されました。幼稚園としての感染予防対策を以下の

ようにいたします。ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

 

①登園自粛のお願い 

先日からご協力をお願いした対策を徹底し、園は運営いたしますが、園児の安全の確保と感

染拡大防止のため、保護者が自宅等で保育できる場合は、引き続き登園を自粛して頂くよう

お願いいたします。 

先週も、多くの方に自粛をご協力いただき、ありがとうございました。 

 

②園バスの運行休止について 

感染リスクが高くなることを考慮し、5 月 8 日（金）まで引き続き運行を休止いたします。 

 

③預かり保育「ひだまり」の時間短縮について 

感染リスクを減らすために、引き続き時間を短縮いたします。 

5月 8日（金）まで、15:15～17:15までといたします。 

 

④給食のとりやめについて 

28日（火）、30日（木）、5月 7日（木）の給食をとりやめます。（3回分） 

 

⑤すみれ組の方へ 

・登園、降園時間は 9:00送り、15:00お迎えでお願いいたします。 

・お昼については、お家でもお弁当箱で食べる経験をしていただく等、ご協力いただきあり

がとうございます。 

お弁当を食べられそうでしたら、おかず入りのお弁当を持たせていただいても構いませ

んし、お子さんの様子で、おむすびのみでも構いません。お弁当の場合は、中身はお子さ

んが好きな物、食べやすい物で量は少なめにしていただけると、お子さんが「全部食べき

れた！」という満足感が持てると思います。 

 

⑥登園する場合 

・引き続き、朝の検温・体調の確認を必ずしていただき、「体調チェック表」の記入をお

願いします。 

・必ずマスクの着用（記名）をしてください。予備（記名）も持たせてください。 

・風邪症状のあるお子さん、同居家族に発熱・息苦しさ等の症状がある場合は、お休みを

してください。 



・すべての海外・感染拡大警戒区域（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・大阪

府・兵庫県・福岡県・北海道・茨城県・石川県・岐阜県・愛知県・京都府等・県外）に、

本日よりさかのぼって 2週間以内に行き来のあった方・同居家族の方（保護者・園児を

含む）には、来園・登園を自粛いただくようにお願いいたします。（園児は出席停止と

いたします） 

 

⑦健康状態について 

・お休みしているお宅には、自粛期間中のお子さんやご家族の健康状態や、登園希望につ

いて等、担任から電話での聞き取りをさせていただきます。 

 22 日（水）までの間で、お電話させていただきます。お仕事等の都合で、お電話がつ

ながりにくいお宅は、お手数ですがご都合の良いときに園の方へお電話いただけると

ありがたいです。（9時～16時の間にお願いします） 

・その他の対策は、第１報～第３報を再度ご確認ください。 

 

 

今後の状況により、対策を変更・継続していく可能性がありますので、園からの情報

にご留意いただきますようお願いいたします。 

ご家庭のご事情で何かお困りのことがありましたら、ご相談ください。ご協力をお願

いいたします。 

 

今後も Facebookでの動画配信を行いますので、ぜひお楽しみに！ 



新型コロナウイルス感染予防対策について（R2 第 3報）  R2.4.9 附属幼稚園 

 

 

 

上田市で感染者が発生したことを受け、明日からの幼稚園としての感染予防対策を以下のよ

うにいたしました。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

①登園自粛のお願い 

先日ご協力をお願いした対策をさらに徹底し、園は運営をいたしますが、園児の安全の確保と

感染拡大防止のため、保護者が子どもを自宅等で保育できる場合は、可能な限り登園を自粛し

ていただくようお願いいたします。 

本日も大勢の方に自粛をご協力いただきました。ありがとうございました。 

 

 

②園バスの運行休止について 

感染リスクが高くなることを考慮し、明日からの運行を 24日（金）まで休止いたします。 

 登園する場合は、保護者の送迎をお願いいたします。 

 4月分のバス代については減額する方向で調整中です。詳細は決まり次第お知らせいたします。 

 

 ③預かり保育「ひだまり」の時間短縮について 

 感染リスクを減らすために、ひだまり保育の時間を短縮いたします。 

 24日（金）までは 15：15～17：15までといたします。 

 

④給食のとりやめについて 

24日（金）までは、給食をとりやめます。（3回分） 

代金は、年度末に調整いたします。 

 

 

 ⑤すみれ組の方へ 

 ・来週から一日保育になります。晴れた日には、園庭に大きなブルーシートを敷いて食べます。

雨の日などには、ひだまりルームや遊戯室にシートを敷いて食べます。 

（個々のシートだと扱いずらいのでこちらで用意します。） 

・24日（金）までは、おむすびのみ持たせていただくようにお願いいたします。 

中身は自由です。おはしはいりません。 

・送りは 9：00、お迎えは 2：00にお願いします。 

 

 



⑥ばら組・まつ組の方へ 

・昼食はおむすびのみでも OKです。 

 

⑦その他 

・登園を自粛される場合、園に置いてある上履き・赤白帽子等はこちらでお預かりします。 

・大切な連絡は、オクレンジャーでお知らせいたします。 

園だより・学年だよりはお預かりしておきます。 

・月刊本の締切が 13日（月）となっています。 

申し込みがまだで、登園を自粛される方は、お電話でお知らせください。 

申込用紙等は登園される際に持たせてください。 

 

 ⑧登園する場合 

 ・必ず朝の検温・体調を確認していただき、「体調チェック表」に記入をしてください。 

 ・マスクを必ず着用してください。 

（必ず記名をお願いします。予備にも必ずお願いします） 

 ・診断の有無にかかわらず、風邪のような症状のある方は、お休みしてください。 

 ・同居家族に発熱・息苦しさ等の症状がある場合は、念のためにお休みをしてください。 

 ・その他の対策は、第 1報・第 2報を、再度ご確認ください。 

  

 

今後の状況により、対策を変更していく可能性がありますので、園からの情報にご留意いただ

きますようお願いいたします。 

ご家庭のご事情で何かお困りのことがありましたら、ご相談ください。ご協力をお願いいたし

ます。 

 

 

 



新型コロナウイルス感染予防対策について（R2 第 2報）  R2.4.8 附属幼稚園 

 

 

 

政府から東京都など 7 都府県への緊急事態宣言が出されたことを受け、本日から幼稚園

としての感染予防対策を以下のようにいたしました。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

 

〇4月 8日（水）からの送迎について 

・送り迎えは、門の所でお家の方から受け入れ、引き渡しを行います。 

  お家の方は園内への立ち入りをご遠慮いただきます。 

お子様の引き渡しを終えましたら速やかにお帰り下さい。 

＜登園について＞ 

・ばら組まつ組…8：30～8：50登園（早朝預かりのお子さん以外） 

・すみれ組…9：00に登園 

＜降園について＞ 

・すみれ組…半日保育期間中は 11:00 

      …4/13（月）からしばらくの間は 14:00 

・ばら組まつ組…14:50～15:00（ひだまり保育のお子さん以外） 

※バスのお子さんがバスに乗り込むまでは、門の外でお待ちください。 

 子どもがバスに乗り込んだところで、職員が門を開けます。 

お子さんのお名前をお伝えください。門の所でお子さんをお家の方へ引き渡します。 

 

 〇昼食のとりかたについて 

 ・お弁当の日は、天候が良ければ裏山や園庭でシートを敷いて食べます。 

  カバンの中に敷物を入れて毎日持たせてください。 

 （天気が悪い日や給食の日は、十分に換気・消毒をした保育室で食べます） 

 

 〇すべての海外、感染拡大警戒区域に行き来のあった方・同居家族には来園・登園を自粛

いただきます。 

 ・すべての海外・感染拡大警戒区域（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・ 

大阪府・兵庫県・福岡県等）に、本日よりさかのぼって 2週間以内に行き来のあった 

方・同居家族の方（保護者・園児を含む）には、来園・登園を自粛いただくようにお願

いいたします。園児は出席停止といたします。 

 

 

 

 



 〇行動記録のお願い 

 ・今後の感染拡大を想定し、保護者の皆様にはご家族の行動記録・毎日の検温記録を 

付けていただくようお願いいたします。スマホのメモ機能等で構いません。 

 

 

 〇園児やその家族、職員、身近な人が感染した場合の措置について 

 ・園児やその家族、職員が感染した場合…上田市・保健所と休園について協議します。 

 ・感染患者との濃厚接触があった場合…判明した日から 14日間の登園禁止とします。 

 

 〇風邪等の症状のある園児は登園禁止（出席停止） 

 ・以下の症状がある園児は診断の有無にかかわらず登園できません。 

    発熱、倦怠感、食欲不振、鼻水・はなづまり、咳、のどの痛み、味覚嗅覚異常、 

吐き気、嘔吐下痢 

  ※園だより№5では、アレルギー等の症状がある方は担任へ報告するようにとお知らせ

いたしましたが、感染予防対策を徹底するために変更いたしました。 

 

 〇今後の行事等について 

 ・園児以外の方の来園を必要とする次の行事は、延期または中止といたします。 

    6月以降に延期…4月誕生会・5月誕生会・親子遠足 

    中止…4・5月のたんぽぽの会と園開放・一斉参観日 

 

 

 

 今後の状況により、対策を変更していく可能性がありますので、園からの情報にご留意い

ただきますようお願いいたします。 

 

 

 



 

新学期 コロナウィルス予防対策について  第 1報        R2.4.1 附属幼稚園                  

 

〇入園式について 

   ・保護者は両親のみの出席でお願いいたします。（祖父母・兄弟関係は出席しない

でください） 

   ・当日の朝、各家庭において出席者全員の検温をしてきてください。受付で健康状

態を確認させていただきます。 

   ・2週間以内に海外や感染が拡大している都市へ行ったことがある保護者は出席 

    を控えていただきます。 

   ・全員マスク着用、入場前に手指の消毒のご協力をお願いいたします。  

・荷物の整理は、こちらで行います。受付で、荷物袋（赤白帽子・コップを入れて）と

着替え袋（着替えを入れて）を職員にお渡しください。 

    絵本袋は後日持たせていただきます。 

   ・受付終了後、下駄箱に靴を入れ、下駄箱でマークシールを親子で確認してくださ

い。 

   ・上履き袋は、近くの整理箱に入れてください。 

・通園カバン、通園帽子、座布団を持ったまま、直接遊戯室へ入室してください。 

   ・式は、式場内の換気を十分に行い、内容・出席者を短縮して行います。 

   ・記念撮影は撮影数を限定して短時間で行います。 

   ・ホームルームは担任の挨拶のみとさせていただきます。 

   ・完全降園は、10：30を予定しています。 

 

〇4/6からの登園について  

   ・毎朝の検温、体調チェックをお願いします。 

・咳、鼻水等風邪症状のある子どもは登園しないようにしてください。 

   ・必ずマスクをして登園してください。（マスクに記名・予備のマスクを 2枚程度カバン

にいれておく） 

・新入園児は、自分でマスクをつけたり外したりできるようにしておいてください。 

   ・37.5度以上の発熱があった場合は、すぐに迎えに来ていただきます。 

・送迎の際は保護者もマスク着用をお願いします。 

・降園後の園庭開放は当面の間休止します。 

 

〇幼稚園の衛生管理 

   ・登園後の手指の消毒 

   ・手洗い・うがい、換気、消毒 

   ・園バス内の消毒（運行前、1便と 2便の間、運行後）、十分な換気 

   ・前向きに座り、話はしないで乗る約束 

 



〇教職員の感染予防を徹底しています。 

   ・毎朝の検温、体調チェックをし、風邪症状のある教員は出勤いたしません。 

   ・マスクをして保育にあたります。 

   ・感染拡大地域に行かないようにしています。 

   ・手洗いうがい、換気に努めています。 

   

〇家庭訪問について 

   ・感染を防ぐため中止といたします。 

 

〇始業式 

   ・ばら・まつのみ、十分に換気をした遊戯室にて短時間で行います。 

 

〇全園児が集まる行事（新しいお友だちを迎える会、4月誕生会）については、 

 今後の状況を見ながら随時検討いたします。 

 

※園内の関係者（園児・職員・その家族）に感染者が発生した場合、上田市・保健所等と

協議し、感染拡大防止のために休園措置をとる場合もあります。ご承知ください。 




