新型コロナウイルスの拡⼤防⽌と活動⽅針について
（2022/1/8版）
⽇ごろから新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌の活動⽅針へのご理解とご協⼒をありがとうござい
ます。本年もどうそよろしくお願いいたします。
さて、1⽉6⽇（⽊）に佐久圏域の感染警戒レベルが、レベル4「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」と
なりました。全国的にもオミクロン株の感染が急拡⼤しており、今後もしばらく予断を許さない状況
が続いていくと予想されます。
この状況を踏まえ、⾵越学園では冬休み明け1⽉11⽇（⽕）からの具体的な⽅針に関して、これまで
同様に濃厚接触者が広範囲に広がる状況を防ぐことを重点ポイントとし、「いのちと⽇常を守り、学
びを継続させる」という基本⽅針のもと、対応・対策を更新し、実⾏していきます。
今回の変更は、夏休み明け以降に実施した活動単位や活動エリアを区切る対策が、⼦どもたちの⽇常
的な学びや暮らしのリズムを崩し、また、それらが⼦どもたちの⼼⾝や関係性に影響を及ぼしたので
はないかという⾒解から、新たに策定することになりました。感染対策を徹底することで、できるだ
け⽇常を保つ形で活動を継続していきたいと考えています。
1⽉11⽇（⽕）からの対策について、下記の枠内の通りまとめました。夏休み明けの対策からの⼤き
な変更している点は⾚⽂字にしています。詳細な運⽤内容については、必要に応じてTyphoonのチャ
ンネルにてご連絡いたします。
1/11（⽕）からの対応・対策（佐久圏域がレベル5以下で⻑野県にまん延防⽌等重点措置が発令さ
れていない場合）
1. 活動単位・内容・時間は、前期後期ともに、基本的な感染対策を徹底した上で「通常通
り」とします。
2. 放課後村、保護者の校舎への⽴ち⼊り、かぜのランチは、基本的な感染対策を徹底した上
で、「通常通り」とします。ご⾃⾝の状況に応じて来校や利⽤をご判断ください。
3. 外部の来校者の校舎への⽴ち⼊りについては、原則「不可」とします。ただし、校舎の施
設設備の維持や⼦どもたちの学びに必要な⽅の⽴ち⼊りについては、状況に応じて「可」
とします。
4. 調理活動・校外活動は実施「可」としますが、必要最⼩限にとどめます。
5. オンラインによる学びのサポートは実施します。
6. 今後、状況が変わった場合の対応について4ページの（表1）社会情勢と活動を参照してく
ださい。

また、1⽉11⽇（⽕）からの登校については以下の点にご注意とご協⼒をお願いします。
1. 朝の検温と健康観察を必ず⾏ってください。体調が悪い場合は登校を控え、しっかり休養
してください。発熱はなくても、咳や⿐⽔といった⾵邪の症状がある場合にも⾃宅で休養
するようお願いします。
2. ご家族やお⼦さんが新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者になった場合は
info@kazakoshi.jp へ連絡をお願いします。
3. 休⽇などのご家族の予定で感染リスクがあった場合は、その後の登校前に⼦どもとご家族
の健康観察をしっかり⾏った上で登校するかしないかの判断をしてください。
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【０】基本⽅針︓いのちと⽇常を守り、遊びと学びを継続する
学園全体の感染拡⼤防⽌と感染拡⼤下での活動の⽅針を「いのちと⽇常を守り、遊びと学びを継続す
る」とし、対策を⾏います。
この基本⽅針のもと以下の項⽬で対策項⽬を練り、実施していきます。

１）いのちを守る…感染対策の徹底（持ち込まない＆広げない）
持ち込まない
1. 本⼈・家族の体調不良の時には休む
2. 不織布マスク着⽤
3. 校舎に⼊る前に検温と体調管理
4. 校舎に⼊る時に⼿洗い
広げない
1. マスク着⽤・⼿洗い・⼿指消毒
2. 個⾷・黙⾷
3. 換気
4. 三密回避

２）⽇常を守る…「遊びと学び」を継続する対策と運営体制
「遊びと学び」を継続する
1. オンライン学習の対応
2. 短縮時程の基準策定
「遊びと学び」を継続する⽀援
1. 陽性者確認時のフロー再確認
2. 資材の確認と補充
3. 勤務体制の柔軟化
4. スタッフ⽀援策
以上の基本⽅針と対策項⽬を下に、今後の対応⽅針と活動について次ページ以降でお知らせします。
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【１】対応⽅針と活動
社会情勢を3段階（表1のA〜C）、⾵越学園の感染状況を3段階（以下の1-1、1-2、1-3）に分け、以
下のように活動を⾏います。社会情勢と⾵越学園の状況次第で随時更新していきます。
なお、通常のインフルエンザ等学校感染症の場合は、在籍⼈数の2割以上の罹患で学校等の閉鎖措置
になります。それを参考に今回は濃厚接触による出席・出勤停⽌が1割（31⼈）という基準を設けま
した。

【1-1】⾵越学園のスタッフ・⼦どもに陽性者が確認されず、濃厚接触による出席・
出勤停⽌者が在籍⼈数の1割（31⼈）より少ない場合
（表1）社会情勢と活動
（夏休み明けの対策からの⼤きな変更している点は⾚⽂字にしています）
社会情勢

A

⻑野県感染警戒レベル
佐久圏域レベル5以下

内容

C

⻑野県
まん延防⽌等重点措置

全国
緊急事態宣⾔

1,2年⽣

活動時間

通常通り

昼⾷

⾷べる

放課後

あり

オンライン

B

幼児

対応なし

3年⽣以上

校舎⽴⼊
可
対応あり

活動時間

通常通り（但し、校外活動・調理活動・部活動は中⽌）

昼⾷

⾷べる

放課後

あり

校舎⽴⼊
可

オンライン

対応なし

対応あり

活動時間

午前︓校舎
午後︓なし

午前︓校舎
午後︓なし

昼⾷

⾷べない

放課後
オンライン

保護者

状況に応じて検討
対応なし

なし

校舎⽴⼊
不可

対応あり

（昼⾷と午前中のみの活動時間）

社会情勢Cの状況下では、感染予防を徹底しても、昼⾷時の感染リスクをコントロールするのが難し
いと判断しました。社会情勢Cでは学園全体の昼⾷を取り⽌め、それに応じた活動とします。

（出席停⽌にかかる学びのサポート）

社会情勢ABCの状況下では、家庭や⼦どもの基礎疾患の状況により登校できない、もしくは控える⼈
が⼀定数以上いると想定しています。義務教育学校のオンラインを活⽤した学びのサポートを⽤意し
ます。（詳しくは「【2】出席停⽌にかかる学びのサポートについて」を参照してください。）

（降園・下校時刻が早い場合の降園後・放課後の対応について）

前期（年少〜2年⽣）の⼦どもたちは、家庭で留守番は難しく、午前のみの活動となることで、お仕
事の継続が難しくなられる⽅もいらっしゃることと思います。社会情勢Cの場合、医療従事者の⽅を
はじめ、お仕事の調整が難しい⽅につきましては、幼児と1・2年⽣は15時までの時間外預かりを状
況に応じて検討します。
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（社会情勢BCにおける対策の強化について）

表1の社会情勢がBCの場合は以下の通り対策を強化します。
1. ⼦どもたちの活動に関すること
○ 県⽴学校の⽅針に準じて、部活動は校内でも校外でも中⽌とします。
○ 調理活動・室内での合唱・密集する運動など、感染リスクの⾼い学習活動は⾏いま
せん。
○ 感染症予防対策が徹底されてないような不特定多数の⼈が集まる場所で、⻑時間に
及ぶ活動は⾏いません。
○ 校舎にたくさんの⼈が集まるようなイベントは⾏いません。
2. 対外的なことに関すること
○ 個⼈及び団体での来校や学校⾒学の受け⼊れを中⽌します。
○ 外部の⼈との校舎内での打ち合わせを⾏いません。（但し、施設維持、⾏政対応、
学校運営上必要なものは除く）
3. 保護者の校舎⽴ち⼊りについて
○ （表1）社会情勢と活動の「保護者」の欄をご参照ください。
○ 「校舎⽴⼊可」の時には以下についてご協⼒ください。
■ 校舎内に⼊る際は、エントランスにある体温計で検温、記録簿にお名前と検
温結果を記⼊し、保護者ストラップをつけてからの⼊校をお願いします。
■ 靴はお⼦さんの靴箱に⼊れ、最初に⼿洗い消毒を済ませてください。
■ 感染拡⼤地域との往来がある⽅や体調に不安のある⽅の来校は、慎重に検討
いただきますようお願いします。

【1-2】⾵越学園のスタッフ・⼦どもに陽性者が確認された場合

在籍するスタッフ・⼦どもに陽性者が確認された場合、保健所の指導及び関係機関との協議により、
臨時休業の対象範囲（幼稚園のみ、前期のみ、後期のみ、特定の学年のみ、学園全体等）と⽇数を決
定し、お知らせします。また、休業中の義務教育学校のオンラインを活⽤した学びのサポートの実施
については、その都度ご連絡します。
なお、これまでの軽井沢町内での事例を参考にすると、校内で陽性者が確認された場合、保健所が⽰
す⼀定の基準に基づく濃厚接触者やその周辺の検査対象者となる者（以下、濃厚接触者等）の特定は
⼀両⽇中に⾏われています。濃厚接触者等の保護者への連絡は保健所より⾏われます。そのため濃厚
接触者等とされた⼦どもの緊急連絡先（保護者電話番号）を保健所に提出しますのでご了承くださ
い。濃厚接触者等のPCR検査は、陽性者確認後の翌⽇または翌々⽇に佐久合同庁舎で個別に⽇時を指
定され実施されています。検査結果は、検査の翌⽇午後に出ているようです。

【1-3】⾵越学園のスタッフ・⼦どもに陽性者が確認されていないが、濃厚接触によ
る出席・出勤停⽌者が在籍⼈数の１割以上（31⼈）の場合
「（表1）社会情勢と活動」の社会情勢C（全国緊急事態宣⾔）の対応をします。

【参考】登下校について

＜午前中のみの活動の場合の降園・下校時刻＞
「（表1）社会情勢と活動」の午前中のみの活動の場合の降園・下校時刻は以下の通りです。
1年⽣以上…11時45分
バス通学の⼈は12時12分⾵越公園発軽井沢駅⾏の内回りのバスに乗⾞。中軽井沢
駅には停⾞しません。
幼稚園…12時00分
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【２】出席停⽌にかかる学びのサポートについて
義務教育学校では、「（表１）社会情勢と活動」のABCの状況下において、オンラインを活⽤した学
びのサポートを⾏います。幼児のオンラインの活⽤はありません。
新型コロナウィルス感染症関連の出席停⽌の扱いやオンラインを活⽤した学びのサポートに参加する
場合の連絡⽅法については、掲⽰板No.430「新型コロナウィルス感染症関連の出席停⽌等の取り扱
い・出席停⽌にかかる学びのサポートについて」をご確認ください。

【３】保護者の皆さんへのお願い
【3-1】対策の確認と休業への備え

1. 校内における感染症予防対策（【4】に後述）をご家族で確認し、⼦どもたちが⾃分たちで
実践できるようにサポートをお願いします。
2. レジャーシート、除菌シート、予備のマスクをリュックに常備してください。
3. マスクの着⽤について⼦どもたちと確認をしてください。
○ 家庭からマスクを着⽤して登校してください。
○ マスクの正しいつけ⽅（⿐と⼝をおおう）の確認をお願いします。
○ 原則、不織布のマスク着⽤をお願いします。お⼦さんがマスクが苦⼿な場合等は、
お⼦さんに合ったものを準備してください。
○ マスクの落とし物については、感染拡⼤予防の観点から、記名の有無や素材に関わ
らずすべて処分しますので、ご承知おきください。
○ 参考︓マスクの効果 https://www.zen-on.co.jp/pdf/Coronavirusnews01.pdf
4. マスクをはずす時間を短くするために、昼⾷は短時間で⾷べられるものを準備してくださ
い。（おにぎり、サンドイッチなど）

【3-2】体調管理と出⽋席について

1. ⼦どもとご家族の体調管理を引き続きに慎重にお願いします。
2. ⼦どもたちや家族が体調に異変を感じた場合（発熱やせき、のどの違和感や⿐⽔、だるさな
ど）は、無理をせずに⽋席してください。
a. 週末や登園・登校前⽇に発熱が確認された場合には、無理せず様⼦を観察し、解熱
後24時間を経過してから、登園・登校してください。
b. 登園・登校前に検温し37.5℃を超えていない場合でも、平熱よりも体温が⾼い場合
には、無理せずご家庭で様⼦を観察してください。
c. 体調に気になる点がある場合には、スタッフへお知らせください。
d. ⽋席や遅刻の場合や体調等の申し送り事項がある場合のみ、8:00までに＜Typhoon
出⽋連絡＞からご連絡ください。
3. 出席の場合は、必ず⾃宅での検温、かぜ症状や体調不良がないかのチェックをお願いしま
す。しばらくの間、校舎に⼊る前に再度検温と健康観察を⾏います。発熱等が⾒られた場
合、すぐにお迎えをお願いしますので連絡が取れるようにしておいてください。幼稚園児に
ついては保護者が、1〜8年⽣については、⼦どもたち本⼈が⼀覧表へ記⼊します。忘れない
ように朝の検温をお願いします。
4. ⽇中に体調不良が疑われる場合には検温をし、37.5度以上の発熱があったり、かぜ症状が
あったりする場合には、家庭に連絡をし、お迎えがあるまでは別室で待機するようにしま
す。
5. 健康観察についてはスタッフも留意しますが、軽度の体調不良であっても⾃⼰申告するよう
にご家庭で伝えてください。
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【４】校内における感染予防対策
感染症予防対策は、⽂部科学省による＜学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛⽣管理マ
ニュアル〜「学校の新しい⽣活様式」〜（2021.11.22 Ver.7）（2021.12.10⼀部修正）＞をベースに
して実施していきます。

【4-1】校舎の換気

1. 各部屋に設置されている24時間換気、空調室の排気⼝で24時間空気の⼊れ替えを⾏います。
2. 窓の開閉による換気も、原則常時⾏います。

【4-2】⼿洗い・消毒とマスク着⽤

1. ⼿洗い・消毒の徹底
○ ⼿洗いの徹底
■ ⼿洗いをしっかりすることで感染リスクは下げられると考えています。今回
に限らず習慣として⾝につけることで、今後もインフルエンザ等の感染症予
防につなげていきます。
■ ⼿洗いは、せっけんをつけて、「10秒もみ洗いし、その後15秒⽔洗いをす
る」ことを推奨します。
○ ⼿洗い・消毒のタイミング
■ ⼿洗いと消毒の機会を増やすために、消毒の設置場所を増やします。また、
⼦どもたちに⼿指消毒の声かけをします。
①HBに⼊る時 ②各roomに⼊る時 ③ラボ、体育館、⾳楽室等に⼊ると時
■ その他、以下の機会に⼿洗い・⼿指消毒を促す声をかけます。
①登校時 ②トイレの後 ③⾷事の前後 ④昼休み後 ⑤掃除の後
2. マスク着⽤の徹底
○ 不織布マスクの着⽤を推奨します。
○ 荷物の中に記名した予備マスク（不織布推奨）を⼊れて、持参してください
○ 前期
■ 原則、マスクを着⽤します。ただし、屋外での活動時には、活動内容、天
候、発達段階等に応じて、⼦どもの意思等を確認しながら、各クラスごとに
着⽤／⾮着⽤の判断を⾏います。
■ マスクを着⽤して登園してください。また、いつでもマスクを着⽤できるよ
う、リュックの中にご準備をお願いします。
○ 後期
■ 屋外・屋内問わず、マスクを着⽤します。
■ アドベンチャー、体育館での遊び等の場⾯でも原則マスクを着⽤します。
■ 熱中症等体調が⼼配な場⾯では、活動を中⽌し、休憩をとります。

【4-3】昼⾷時の感染対策
前期の対策

後期の対策

1. 屋外での昼⾷を基本とします。荒天の場合には、⾷事場所としてエントラン
ス下、キッチン前軒下、キッチン、YY、⼟間、そうぞうの広場等を利⽤しま
す。また、⼦どもたちの動きにあわせて、密にならないことを考慮した上
で、⾷事場所を設定します。
2. ⾷事中は会話をできる限り少なくし、短時間で⾷べます。
3. ⾷物アレルギーの誤⾷を防ぐためにも、⼦ども同⼠の飲⾷物のシェアはしま
せん。

1. ラーニンググループまたはホームごとに⾷事場所を決め、指定された場所で
⾷事を取ります。感染対策が守られるように、ラーニンググループまたは
ホームスタッフが⾒守りと声かけを⾏います。
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2. ⾷事中は会話をせず、短時間で⾷べます。
3. ⾷後は、すぐにマスクをして、使ったテーブル・レジャーシートを除菌シー
トで拭きます。
4. ⾷物アレルギーの誤⾷を防ぐためにも、⼦ども同⼠の飲⾷物のシェアはしま
せん。

【4-4】⼦どもたちへの啓発

以下の枠内の内容を、随時⼦どもたちとも共有し、予防対策の確認を⾏います。
持ち込まない ／ 広げない
● これは⾵越学園の中だけでなく、家庭やその他の場でも同様です。それぞれの場
で「持ち込まない」「広げない」対策をすることで、全体の感染症予防につなが
ります。
● どんなに予防していても誰もが感染する可能性があります。感染することはその
⼈や家族のせいではないことを前提に、感染がわかった場合はお互いに協⼒・連
携していきながら必要な対応をしていきましょう。
「持ち込まない」
● 朝の体調チェックをする。（検温、いつもと調⼦が違うところがないかの確認）
● 発熱やせき、のどの違和感や⿐⽔、だるさ、味覚・嗅覚の異常などがある場合に
は、無理せず家でゆっくり休む。
● ⼿洗い・⼿指消毒をする。（校舎に⼊ってすぐ、教室に⼊る前）
● ⽣活リズムを整える。（しっかり寝る、ごはんを⾷べる、体⼒をつける）
「広げない」
● ⼿洗い・⼿指消毒をこまめにおこなう。
● マスクをつける。
● 換気をする。
● できるだけ密を避ける。
● 昼⾷時の対策を徹底する。
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【５】感染症罹患者等が確認された場合の対応
新型コロナウイルスの感染リスクは誰にでもあります。軽井沢⾵越学園では、在籍する⼦どもやス
タッフから感染症罹患者等が確認された場合には、感染拡⼤を防ぐために適切な対応をとると同時
に、その感染症罹患者等本⼈やご家族のケアを丁寧に⾏います。
【参考】軽井沢町の出席停⽌・臨時休業等の対応
https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1590748512426/index.html

【5-1】臨時休業について

在籍する⼦どももしくはスタッフが感染症罹患者となった場合の休業の対応は、「【1-2】⾵越学園
のスタッフ・⼦どもに陽性者が確認された場合」で記述した以下の通りです。

【5-2】新型コロナ関連の出席停⽌について

下記のいずれの場合も、必ずinfo@kazakoshi.jpまでご連絡ください。
その他、気になることや⼼配なことなど、ウェルネスや学校医との相談も可能です。お気軽にご連絡
ください。なお出席停⽌にかかる学びのサポートについては、掲⽰板No.430をご確認ください。
1. ⼦ども本⼈が新型コロナウイルスの感染症罹患者となった場合
● 治癒するまで「出席停⽌」とします。「⽋席」にはなりません。
● 療養が終わり治癒した場合は、医師が作成する治癒証明書の提出をもって登校の可否を判断
します。治癒証明書の発⾏は、ほっちのロッヂ等に相談してください。
2. ⼦ども本⼈が感染者の濃厚接触者・接触者に特定された場合
保健所から指⽰された2週間を「出席停⽌」とします。「⽋席」にはなりません。（濃厚接
触者とは、保健所の調査により特定された者）
3. 同居する家族が新型コロナウイルスの感染症罹患者となった場合
同居する家族の感染が確認された⽇から2週間を「出席停⽌」とします。「⽋席」にはなり
ません。
4. 同居する家族が感染者の濃厚接触者に特定された場合
濃厚接触者に特定された同居する家族の検査結果が陰性であると確認された場合でも、感染
者と最後に濃厚接触をした⽇から2週間は「出席停⽌」とします。「⽋席」にはなりませ
ん。
5. 同居する家族の勤務先、通学・通園先において、新型コロナウイルス感染症の流⾏による閉
鎖や休業が発⽣した場合
上記の状況となった場合には、info@kazakoshi.jpまでご⼀報ください。閉鎖や休業の範囲や
状況を踏まえて登園・登校について、ご相談させてください。

新型コロナウイルスの拡⼤防⽌と活動⽅針について（2022/1/8版）、以上
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