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令和４年５月３０日改訂版

札幌市教育委員会では、今年度から感染予防の基準を緩和しています。本園においても、現在のオミクロン株

の場合、仮に感染しても子どもたちの重症化のリスクが低いこと、また子どもたちへの通常の教育活動を可能

な範囲で継続できる体制とすることから、５月３０日（月）から感染予防の取組の基準を以下のように緩和する

こととします。（新しい株による感染増加や重症化リスクなどにより、再度変更する場合もあります）

【改訂の概要】

学級閉鎖
等の対応

従来 クラスで1名でも感染者が出たら閉鎖（閉鎖期間は5日～10日程度）

改訂
クラスで陽性者が1名出ても閉鎖しない。所属クラス等のモニタリング調査をして新たな陽性者が出た場合や

他にも発熱等の症状の者が複数出た場合に閉鎖措置をする。（閉鎖期間はおおむね5日前後）

園児本人
の発熱等

従来 発熱等の主な症状がなくなった翌日から、３日間を経過するまで間

改訂 発熱等の主な症状がなくなった後、１日の経過観察を経て症状が無い場合登園可

同居親族
の発熱

従来 （園児は無症状）同居親族の発熱等の主な症状がなくなった翌日から2日間の出席停止

改訂
（園児は無症状）同居親族の発熱等の主な症状がなくなった場合は登園可
※ワクチン接種の副反応の発熱を疑われる場合も同様とします。ご理解をお願いいたします。

マスクの着用について
マスクの着用については、、従来通り一律にマスクの着用を求めず、可能な範囲で着用をお願いします。ただし、屋
外の活動などで、熱中症等の危険がある場合は、着用していても外させる場合がありますことをご理解ください。

参考 文科省 5月23日付
事務連絡を受けて

上をクリック



【１】きよた幼稚園のコロナウィルス感染予防〔2022.5.30版〕

項 目 取 組 の 内 容

感
染
源
を
絶
つ

❶健康観察・検温のお願い
【家庭において毎朝】

〇毎朝、お子様の検温と健康観察をし、れんらくアプリにて７時５０分までにお知らせください。
（土・日・祝日は午前９時まで）お子様、同居の方に発熱や風邪の症状がある場合は、登園をお控えください。

❷陽性判定回復後の再登園

〇保健所の療養解除日以降の登園をお願いします。
※コロナウイルスの発症日から１０日以上経過し、かつ症状がなくなってから（解熱剤等の服用なし）
７２時間以上経過した場合、登園可能です。【再登園までの期間は出席停止です】

《【４】出席停止の基準の①と同じ》

❸濃厚接触者となった
場合の再登園

〇陽性者との最終接触日の翌日から７日間の自宅待機をお願いします。風邪等の症状が無ければ、８日目から登園可能
です。【再登園までの期間は出席停止です】 《【４】出席停止の基準の②と同じ》

❹発熱回復後の再登園
〇発熱等の主な症状がなくなった後、１日の経過観察を経て症状が無い場合登園可➡5月３０日から改訂
【再登園までの期間は出席停止です】 《【４】出席停止の基準の④と同じ》

感
染
経
路
を
絶
つ

❶手洗いの徹底
〇登園直後、遊戯室や園庭での集団遊び後、食事・おやつの前には必ず手洗いを行います。手洗いに際しては、
園で用意したペーパータオルを使用します。その他、必要に応じて、随時正しい手洗いを行います。

❷アルコール消毒
〇登園時、園舎に入る前に子どもたちの手にスプレーし、手首を含めて手指の消毒を行います。
また、食事、おやつの前にも消毒をします。

❸マスクの着用 〇可能な範囲で、子ども用の不織布マスクを着用させてください。
〔ジップロック等の袋３枚⇒①マスク保管用②汚れたマスク持ち帰り用③替えのマスク（数枚）用
※マスクの着用は義務ではありません。マスクを付けることを嫌がったり、長時間付けることが難しい場合は、
マスクをしないで登園しても構いません。なお、熱中症の危険がある場合は、マスクを外す場合もありますので、
ご了承ください。➡付加

感
染
リ
ス
ク
を

減
ら
す

❶密閉⇒換気
〇暖かい季節は、お部屋の窓や扉を開け、空気が通る環境で保育を行います。冬季間、常時窓を開けられない場合は、
３０分に１回、園内放送で換気の合図を行い、お部屋、遊戯室等の換気を実施します。

❷密集⇒分散
〇自由遊びの場の選択を多くし、一つの場所に多数が集まらないで分散して遊べるようにします。
〇行事等は、密閉・密集・密接を回避して開催します。状況に応じて、学年・クラス単位で実施する場合もあります。

❸密接⇒スペースの確保 〇食事の際には、対面に人がいないように配置します。教職員は、園児と同時に食事を摂らないようにします。

そ
の
他

通園バス
園内施設設備・バスの消毒
お部屋の空調管理

〇バス運行時の換気の徹底と可能な限り座席は一人ずつ座らせます。
〇園児帰宅後、園内の消毒作業を徹底します。園バスは、運行前後で消毒作業を行います。
〇幼稚園では、各お部屋にオゾン発生装置、空気清浄機・加湿器、エアコン、二酸化炭素濃度計を設置し、除菌や室温、
湿度の管理を行っています。また、保育時間中は、全ての部屋の換気扇を使用します。

名前 名前

３枚必要

１

追加した部分



【２】幼稚園の出入りや行事等について〔2022.5.30版〕

項 目 取 組 の 内 容

❶保護者等、来園者の
幼稚園舎内の
立ち入りについて

【新型コロナウイルスの流行期間中は、園舎内の立ち入りをご遠慮ください】

〇原則として、幼稚園玄関から園舎内へ入ることはご遠慮ください。職員とは風除室内のインターフォンや職員室との

窓からの対応、もしくはピロティでの対応となりますが、ご容赦ください。

〇園舎内に入る必要のある場合は、『来園者情報カード』の記入をお願いします。

※『来園者情報カード』⇒氏名、生年月日、年齢、連絡先等）を記入いただきます。

※園舎内に入る場合は、【検温・健康観察・消毒・不織布マスクの着用・園児との接触回避】にご協力ください。

❷運動会や発表会等の
保護者を招いての大きな
行事

【緊急事態宣言等の期間や市内の感染者数が高い状態の場合は延期・中止もあります】

〇保護者の皆様に公開できるよう学年単位・クラス単位での開催、観覧者数の制限等、実施可能な方策を検討します。

〇万一、保護者の皆様に直接ご覧いただけない状況になった場合は、ライブ配信やビデオ配信等の代替措置を検討します。

❸お誕生会

【緊急事態宣言等の期間や市内の感染者数が高い状態の場合は延期・中止もあります】

〇園児との距離の確保等感染予防に努め、学年ごとに短時間で実施します。（参加者…保護者１名：乳幼児可）

※感染状況により、クラス単位での活動になる場合もあります。

❹預かり保育
（たんぽぽくらぶ） 新型コロナウイルスの流行期間は、『やむを得ない場合：短時間』でのご利用にご協力ください。

❺にこにこくらぶ
（未就園児保育）

どんぐりひろば
（園開放）

【緊急事態宣言等の期間や市内の感染者数が高い状態の場合は延期・中止もあります】

〇5月から実施しておりますが、感染状況によっては、延期・中止する場合もあります。

その際は、れんらくメールにてお知らせします。

幼稚園では感染対策を徹底し、安全な状況の中で保育や行事を行うよう様々な方策を検討していきます。保育・行事の実施に際しまして、

保護者の皆様に様々なお願いやご協力をお願いする場合があると思いますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
２

改訂した部分



新型コロナウイルス感染症は、一度園内にウイルスが入り込むと幼稚園内での感染の拡大を防ぐことは大変難しくなります。

園児や教職員に陽性者が判明した場合、モニタリング調査を行い、その結果を受けて感染の拡大を防ぐために臨時休園・学級閉鎖等の対応をとりま

す。ご理解とご協力をお願いいたします。

〇学級閉鎖 ・接触状況による感染リスクがクラス内に限定されると判断した場合

〇臨時休園

※バス乗務員の感染等による

バスの運行中止の場合

・接触状況による感染リスクが園内全体と判断される場合

・教職員の陽性者や濃厚接触で、安全な園の運営に支障が生じる可能性がある場合

※バス乗務員に陽性者や濃厚接触者が出た場合は、全コースの送迎バスの運行を中止します。

その際は、園児の保護者の方に送迎のご協力をお願いします。なお、保護者の方の送迎が不可能で欠席

せざるを得ない場合は、公欠扱いとします。その旨、幼稚園へお知らせください。（アプリもしくは電話）

【お願い】

・学級閉鎖・臨時休園の期間は状況によって変わりますが、概ね５日程度と予想されます。

・万一、学級閉鎖等の対応をとる場合、対象のクラスの保護者だけではなく、全クラス保護者に

れんらくメールにてお知らせします。

・学級閉鎖等の対応の際は、その対象となった学級の園児の預かり保育は利用できません。

※学級閉鎖等の対応をとった場合は、子どもたち、保護者の皆様に負担をおかけすることもありますが、

感染拡大防止のため、お子様の外出等を可能な限り控えていただきたくお願いいたします。

陽性者の
判明

・陽性者が判明次第、該当クラスの園児や濃厚
な接触をした園児に園からメール配信をして
モニタリング調査を実施

・モニタリング期間は、陽性者の感染日や発症
日から起算して3日程度

【３】臨時休園・学級閉鎖等の措置について〔2022.5.30版〕

３

学級閉鎖等の措置

・陽性者発生のクラスも、モニタリング期間は
通常登園

※ただし、感染症予防のための登園自粛は、登園扱いと
します。その旨アプリでお知らせください。

新たなコロナ陽
性者が判明した
場合や発熱等の
症状を有する者
が複数名いる

・陽性者が判明した場合は、その旨を全保護者へ
メールでお知らせします。

・モニタリングの対象となった園児の保護者へは、
別途「モニタリングのお願い」のメールを配信
します。

【モニタリングの対象となった場合のお願い】
・コロナに罹患している可能性があります。
健康観察を丁寧に行ってください。

・幼稚園以外の外出を可能な範囲で控えてくださ
い。特に持病のある方、高齢者との接触は避け
るようお願いします。

改訂した部分



① ・子ども本人に感染が確認された場合

〇保健所の療養解除日以降の登園をお願いします。

※コロナウイルスの発症日から１０日以上経過し、かつ症状がなくなってから（解熱剤等の服用なし）

７２時間以上経過した場合、登園可能です。

②

・子どもと同居している者に感染が

確認された場合

・子ども本人が、

保健所から濃厚接触者とされた場合

〇保健所の指示がある場合は、それに従ってください。

〇保健所の指示がない場合、陽性者との最終接触日の翌日から７日間の自宅待機をお願いします。

発熱など風邪等の症状が無ければ、８日目から登園可能です。

※ただし、陽性者との接触が避けられない状況下の場合は、陽性者が治癒する期間終了日の翌日から

７日間の自宅待機となります。

③
・子どもと同居している者が

保健所から濃厚接触者とされた場合
〇当該濃厚接触者のＰＣＲ検査の結果（陰性）が判明するまでの間

④
・子ども本人に発熱等の風邪の症状が

見られる場合

〇発熱等の主な症状がなくなった翌日から、３日間を経過するまで間

〇発熱等の主な症状がなくなった後、１日の経過観察を経て症状が無い場合登園可➡5月３０日から改訂

⑤

・子どもと同居している者に発熱等の

風邪の症状がみられる場合

（子どもは無症状）

〇同居親族の発熱等の主な症状がなくなった翌日から、２日間を経過するまで間

〇同居親族の発熱等の主な症状がなくなった場合は登園可➡5月３０日から改訂

※同居親族の方のコロナワクチン接種の副反応による発熱の場合は、その旨を幼稚園にお知らせくださ

い。副反応による発熱と感染による発熱をＰＣＲ検査なしに診断することは困難なため、出席停止扱

いとしますので、上記と同様２日間の出席停止となります。☚（取り消し線部分は5月３０日から廃止）

⑥
・医療的ケアが日常的に必要な場合

基礎疾患等がある場合
〇主治医や学校医に相談の上、登園を判断する

⑦ ・海外から帰国・再入国した場合 〇帰国、再入国した者が検疫所から自宅待機を求められた期間

※「まん延防止等重点措置」や「緊急事態宣言」が出されている期間や市内の感染状況が悪化している場合、お子様の登園を控えさせたいことが

あると思います。その際は、園に電話（８８１－２４５３）もしくは「れんらくアプリ」にて、その旨をお伝えください。

その際は、公欠扱いとします。（欠席となりません）

【４】出席停止の基準〔2022.5.30版〕

４
改訂した部分



連日の新聞やテレビ等の報道で、新型コロナウイルスの感染予防における「マスクの着用」、特にこれからの運動会練習での「幼稚園における
マスクの着用」について関心をもたれていることと思います。

〇幼稚園では、文科省の事務連絡等を受けマスクの着用につきまして再考しましたが、これまで通り個々の発達状況や体調を考慮し、一律に着用を
求めるのではなく可能な範囲での着用のお願いとし、「マスクをする・マスクをしない」は保護者の方の判断とします。

※文科省では、「体育授業ではマスク着用の必要はない」としています。運動会の練習や本番は「体育授業」と考えてよいかとも思います。
しかし、幼稚園において「２ｍ以上の身体的距離かつ会話を控える」ということは現実的ではありません。そこで、運動会の練習や運動会当日
及び園外での活動（遠足や散歩など）のマスクの着用につきましても保護者の方の判断に沿います。（運動会当日についてはアンケートを実施）

※ただし、屋外での活動に際し、熱中症の危険がある場合には「マスクを着用している園児もマスクを外させる」場合があることをご理解ください。

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等について （5月23日付 事務連絡）

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

〔一部を抜粋して箇条書き 色付けは幼稚園〕

（４）感染防止策
〇「マスクの着用」については、屋内において、他者と身体的距離（２m以上を目安）がとれない場合、他者と距離がとれるが会話を行う場合、

屋外において他者と距離がとれず会話を行う場合は、マスクの着用を推奨する。

〇屋外において、他者と身体的距離が確保できる場合、他者と距離がとれない場合であっても会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必要

なく、特に夏場については、熱中症予防の観点から、マスクを外すことを推奨する。

〇２歳以上の就学前の子どもについても、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク

着用を一律には推奨しない。なお、本人の体調がすぐれず持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理に着用する必要はなく、マスクを着用する

場合は、保護者や周りの大人が子どもの体調に十分注意した上で着用すること。

（５）オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策
〔２．学校等〕
〇十分な身体的距離が確保できる場合や体育の授業ではマスクの着用は必要ないこと、気温・湿度や暑さ指数が高い夏場においては熱中症対策を

優先し、マスクを外すこと等を指導する。

〔３．保育所、認定こども園等〕
〇２歳以上児についても、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には

求めない。

なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、可能な範囲で、マスクの着用を求めることは考えらえる。

マスクを着用する場合には、息苦しくないか､嘔吐していないかなどの子どもの体調変化に十分注意するほか、本人の調子が悪い場合などは無理

して着用させずに外させること。さらに、児童や保護者の意図に反してマスクの着用を実質的に無理強いすることにならないよう、現場に対して

留意点を丁寧に周知し、適切な運用につなげる。

参照 マスクの着用についての文部科学省の事務連絡を受けて

５


