
                 

新型コロナウイルス感染予防対策について  第 2報        R3.4.26 附属幼稚園  

 

 

     ゴールデンウイーク中の感染予防についてのお願い 

 

  5月 1日（土）～5日（水）までは、連休になります。 

  連休の過ごし方について、県知事よりお知らせがありました。（裏面） 

  よくお読みいただき、園での感染予防対策にご協力をお願いいたします。 

 

幼稚園からのお願い 

① 各ご家庭で、基本的な感染予防をしてください。 

② やむを得ない事由で、感染が拡大している地域への往来を予定されている場合、 

感染リスクが高い行動は避けてください。 

③ 感染リスクが高い行動を伴う、旅行やレジャー等は控えてください。 

④ 緊急事態宣言が発令されている地域（東京都・大阪府・兵庫県・京都府）への往来

があった場合、または、感染リスクが高い行動を伴う、旅行やレジャーをした場合は、 

帰宅後 2週間は登園を自粛してください。 

 ※新型コロナウイルス感染症の潜伏期間は最長で 14日程度となっています。 

     仮に帰宅後 PCR検査をして陰性であっても、後に陽性となる例もあります。 

変異株は、10代以下の感染割合が高いことから、感染リスクを伴う行動があった 

場合は、2週間の登園自粛のお願いを徹底していきます。 

ご理解をお願いいたします。 

⑤ 家族以外の方（普段会わない方や県外からの帰省客（家族であっても））とのマスク

を外した会話や飲食は十分気をつけてください（食事等をする場合はマスク会食の

実施を徹底してください） 

 

休み中に感染・感染の疑いがありましたら下記へご連絡ください。 

             幼稚園携帯  080-9530-1711  （副園長） 

 

 

これまでも、お家の方のご理解ご協力のおかげで、感染予防ができています。 

本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 



                 

新型コロナウイルス感染予防対策について  第 1報        R3.4.7 附属幼稚園  

 

 

     今年度も、感染予防対策にご理解ご協力をお願いいたします。 

 

〇登園について  

   ①毎朝の検温、体調把握をし、「体調チェックカード」に記入をお願いします。 

②本人や同居家族が、発熱・のどの痛み・だるさ等のある子どもは登園させないよう 

にしてください。 

③本人や同居家族が、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の理由でお休みする場合、出席停止とします。 

   ④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きましょう） 

   ⑤登園後、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。 

⑥送迎の際は保護者もマスク着用をお願いします。 

⑦降園後はあそばずに速やかにお帰り下さい。 

 

〇幼稚園の衛生管理 

   ・手洗いの徹底をします。お家でも手の洗い方を練習しましょう。 

   ・登園時に足裏消毒を行います。（マットを踏んでから入る） 

   ・教室内の換気、消毒を行います。 （各部屋に空気清浄機設置） 

   ・室内はマスクを着用します。 

    戸外で遊ぶ時には外します。 

   ・食事時、対面の場合は透明パーテーションを使用します。 

    お話をしないで食べるようにします。 

    個人用のレジャーシートを使用して、戸外や屋内で食べる場合もあります。 

 

     ばら組とまつ組は、来週からレジャーシートを使用する場合があります。 

     12日（月）に個人用の小さなシートを持たせてください。（記名をして） 

     持ち帰った際には、きれいにして再度持たせてください。 

     すみれ組は慣れるまでは、しっかりといすに座って食べるようにします。 

      

 

   ・園バス内の消毒（運行前、1便と 2便の間、運行後）、換気を行います。 

   ・前向きに座り、話はしないで乗る約束を守って乗るようにします。 



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、風邪症状等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、感染リスクの高い場所へは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。 

 

〇行事について 

   ・マスクの着用や、3密の回避を工夫して行います。 

   ・感染警戒レベルや、その時の状況に合わせて計画・実施します。 

   ・状況によっては、急に予定が変更になる場合もあります。 

 

 

★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別紙 

  （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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 長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 



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  



                 

新型コロナウイルス感染予防対策について  第 3報        R3.6.24 附属幼稚園  

 

 

各地で RS ウイルスが増加傾向です 

 

 例年、秋から冬にかけて流行するといわれている「RS ウイルス」ですが、現在、各地で感染

者が増加しています。感染すると、発熱や鼻水、咳といった新型コロナウイルスと似た症状が

現れるため見分けがつかないケースもあります。飛沫感染や接触感染により感染しますので、

コロナウイルスと同様に、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。 

 

幼稚園からのお願い 

○ 咳や鼻水といった風邪症状がある場合は、いつも以上に体調のチェックをしていただき、

元気がない、食欲がない…など、いつもと違う様子がみられる場合は登園を控え、健康

観察を継続し、必要に応じて医療機関を受診してください。 

○ 登園後に咳や鼻水等の風邪症状が認められた場合は、発熱の有無にかかわらず、お迎え

に来ていただきます。 

○ 熱を伴う風邪の場合は、熱が下がって２日が経過するまで登園を控えてください。 

○ RS ウイルスまたは風邪等と診断を受けた場合は、主治医に登園再開について必ず確認

をし、その旨を担任へご報告ください。 

○ 一般的な風邪であっても、新型コロナウイルスとの関連から、各種薬剤等の服用のない

状態で症状が消失した翌日から登園可としています。 

○ 各ご家庭で基本的な感染症対策の継続をお願いします。 

 

    

 

休み中に「新型コロナウイルス」の感染・感染の疑いがありましたら 

下記へご連絡ください。 

             幼稚園携帯  080-9530-1711  （副園長） 

 

 

これまでも、お家の方のご理解ご協力のおかげで、感染予防ができています。 

本当にありがとうございます。一時的に警戒レベルは下がりましたが、まだまだ警戒

が必要な状況です。今後ともよろしくお願いいたします。 



                 

新型コロナウイルス感染予防対策について  第４報        R3.8.11 附属幼稚園  

 

       夏休み・休み明けの感染予防についてのお願い 

 

保護者の皆様には、日頃より感染予防対策にご理解ご協力をいただきありがとうござい

ます。現在上田圏域の感染警戒レベルは 5 となっていることから、お盆期間中や夏休み

明けの対策について、以下のようにお願いいたします。 

   

① 休み中は、各ご家庭で、基本的な感染予防をしてください。 

② やむを得ない事由で、感染が拡大している地域への往来を予定されている場合、 

感染リスクが高い行動は避けてください。 

③ 感染リスクが高い行動を伴う、旅行やレジャー等は控えてください。 

④ 家族以外の方（普段会わない方や県外からの帰省客（家族であっても））とのマスク

を外した会話や飲食は十分気をつけてください（食事等をする場合はマスク会食の

実施を徹底してください） 

⑤ 休み明けの登園について 

   〇毎朝の検温、体調把握をし、「体調チェック表」に記入をお願いします。 

〇本人や同居家族が、発熱・のどの痛み・せき・鼻水・下痢・だるさ等のある場合は

登園させないようにしてください。 

   〇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きましょう） 

   〇登園後、37.5 度以上の発熱や、風邪症状があった場合は、すぐに迎えに来てい

ただきます。 

〇送迎の際は保護者もマスク着用をお願いします。 

〇送迎後は、速やかにお帰り下さい。 

 



〇緊急事態宣言が発令されている地域（東京都・沖縄県・埼玉県・千葉県・神奈県・ 

大阪府）への往来があった場合は、帰宅後 2週間は登園を自粛してください。 

〇まん延防止等重点措置が取られている地域（北海道・石川県・京都府・兵庫県・ 

福岡県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・愛知県・滋賀県・熊本県）への

往来があった場合、または、感染リスクが高い行動を伴う、旅行やレジャーをした

場合は、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。 

 

 ※新型コロナウイルス感染症の潜伏期間は最長で 14日程度となっています。 

     仮に帰宅後 PCR検査をして陰性であっても、後に陽性となる例もあります。 

変異株は、10代以下の感染割合が高いことから、感染リスクを伴う行動があった 

場合は、登園自粛のお願いを徹底していきます。ご理解をお願いいたします。 

 

⑦ 以下の予定は中止または、延期いたします。 

     8/20  園開放（中止） 

     8/24  たんぽぽの会（中止） 

     8/23～ 教育実習Ⅰ（延期） 

 

 

お家の皆様のご協力のおかげで、感染予防ができています。 

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 



                 

新型コロナウイルス感染予防対策について  第５報        R3.8.31 附属幼稚園  

 

           第 4４回 運動会について 

 

 日頃から感染予防対策にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

10 月 10 日（日）に予定をしている運動会について、開催の判断基準・内容等、現段階で

決定している内容をお知らせします。 

最終判断は 10/1（金）に、その時点での感染警戒レベルや、市内の感染状況を鑑み

お知らせする予定です。 

  

◎段階 1 （目安：感染警戒レベル 1～2）  

 ・保護者の参観について…すみれ・ばら組は、同居のご家族一人 

                  まつ組は、同居のご家族二人 

  ※単身赴任等で普段別居されているご家族の参観はご遠慮いただきます。 

・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。（まつ組は、1名指定席／もう 1名は立ち見席） 

 ・マスクの着用をお願いいたします。 

 ・撮影のための移動はご遠慮いただきます。 

 ・来賓、学生ボランティアはなし。 

 ・次の競技は、感染リスクを配慮し行いません。 

…来入児競技・卒園児競技・親子競技・大玉送り 

 ・9：30開始、11：00終了予定 

 ・雨天の場合は延期 ⇒ 11日（月） ※その場合 10日（日）は休み 振替なし 

  

◎段階 2 （目安：感染警戒レベル 3～4） 

・学年ごとの分散開催 

 ①ばら組    10月 10日（日） 8：30～9：45 

 ②すみれ組  10月 10日（日） 10：30～11：30 

 ③まつ組    10月 10日（日） 13：00～14：30 

 ・その他の対策等については、上記と同じ 

 

◎段階③ （目安：感染警戒レベル 5以上） 

 ・11月 6日（土） 雨天の場合 11月 7日（日）   

  ※10/29（金）に、その時の感染状況を鑑み判断いたします。 

 

昨年に続き、今年度も感染予防対策を講じての開催となります。お子さんの運動会で

の姿を楽しみにしていらしたご家族の皆様には、大変心苦しいお願いになってしまいま

すが、どうかご理解とご協力をお願いいたします。 

 



 

現在の感染予防対策について、以下の内容を追加しました。ご確認をお願いします。 

 

①同居家族が、所属している職場・学校等で感染者が発生し、出勤や登校を停止してい

る場合、園児の登園を控えていただくようお願いします。 

 

②同居家族が、新型コロナワクチンによる副反応を起こした場合 

・ワクチンの副反応である可能性が高い場合であっても、発熱（平熱より明らかに高い熱）、

倦怠感等がある場合、園児の登園は控えてください。 

・ワクチンの副反応後の発熱や倦怠感等が消失し、更に 2週間前からの行動歴等に心配

がない場合、園児の登園については、お家の方がご判断ください。 

 

③ワクチンを受けた後も、引き続き感染予防対策の継続をお願いいたします。 

 

 




