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コロナウイルス感染症対策のお願い
日頃よりコロナウイルス感染拡大防止対策にご理解ご協力いただきまして、ありが
とうございます。
ご存じの通り、連日、秋田県内でも感染者が確認されております。秋田市では保育
施設でもクラスターが発生している状況です。感染警戒レベルがレベル４に引き上げ
られたことで、県の方から通知（別紙）がきました。その通知を受けて、これまで以
上に本園でも対策を徹底していくとともに、保護者の皆様からも更なるご協力をいた
だきたいと思います。別紙をご参照いただき、下記のことにご理解ご協力をお願い致
します。
１、登園時は引き続き検温してください。降園後、就寝前なども検温し、体調管理
をお願いします。
２、熱中症も心配ですが、できるだけマスクの着用をお願いします。
３、風邪の症状（咳・発熱・喉の痛み・倦怠感等）がある場合は、登園させずお家
の方で様子を見るか受診してください。受診した際は、必ず結果をお知らせ下
さい。家庭内における感染拡大も見られることから、ご家族に同様の症状が見
られた場合のお子さんの登園については、慎重に判断するようお願いします。
心配なことがありましたら、幼稚園にお知らせ下さい。
４、お子さん、家族の皆さまに体調に変化があった場合は、登園を控え速やかにか
かりつけ医等に電話で相談、受診し、状況に応じて幼稚園にもお知らせくださ
い。
５、県外および秋田市との不要不急の往来は、できるだけ避けて下さるようお願い
します。やむを得ず行かれる場合は、事前にご相談ください。もしも急遽行か
れた場合は、必ずご連絡ください。状況によっては、二週間お休みいただくこ
ともございます。ご家族の方も同様です。
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就学前施 設にお ける新型コ ロナウイ ルス感染 症対策の徹 底につ いて（通知 ）

日 頃 より 、 新型 コロ ナウ イル ス感 染症 に伴う ご協 力に ご尽 力い ただ きあ りが
とうござ います。
４ 月 以降 、 県内 でも 連続 して 感染 者が 確認さ れ、 特に 、秋 田市 にお いて 飲食
店エ リ アや 高 齢者 施設 、就 学前 施設 等で のクラ スタ ーの 発生 によ り、 感染 症が
急増 し てい る こと から 、去 る５ 月９ 日に 開催さ れた 第２ １回 秋田 県新 型コ ロナ
ウイ ル ス感 染 症対 策本 部会 議に おい て、 県独自 の感 染警 戒レ ベル が、 秋田 市に
限り、レ ベル４に引 き上げら れました 。
感 染 警戒 レ ベル が引 き上 げら れた のは 秋田市 に限 られ ます が、 各施 設に おか
れま し ては 、 国か らの 通知 等を ご参 照の 上、引 き続 き適 切な 感染 防止 対策 を講
ずる と とも に 、特 に、 以下 の事 項に 留意 して保 育の 確保 にご 配慮 をお 願い いた
します。
○

園 児や 教 職員 に咳 、発 熱、 喉の 痛み 、倦怠 感等 、風 邪の よう な症 状が ある
場合、決して 登園させず、あ るいは既 に登園し ている場合 は直ち に帰宅させ 、
かかり つけ医など の医療機 関を速や かに受診 するよう 指導するこ と。
○ 園 児や 教 職員 の同 居家 族等 に上 記と 同様な 症状 があ る場 合は 、積 極的 に登
園 を控 え て自 宅 で経 過観 察さ せる など 、感染 拡大 の防 止に 最大 限配 慮す るこ
と。
○ 近日 中に予定さ れている 園行事に ついては、地域の 感染状況 を踏まえつ つ、
必 要に 応 じて 活 動内 容や 開催 時期 など を見直 すと とも に、 実施 する 場合 は感
染 防止 対 策を 徹 底的 に励 行す るこ と（ 密閉・ 密集 ・密 接の 回避 、飛 沫の 飛散
防止、 大声の出な い取組、 会食を伴 わない取 組等）。
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