
毎週金曜に翌週の園の保育活

動のレベルを判定
➀　群馬県の陽性者数

➁　月・火・水と

　木・金　を比べた時の増加率
③　前橋　伊勢崎の陽性者数 ④　その他

　ステージ　1  　　平常に近い 　ステージ　1  .5　注意 ステージ　2　　　要注意 ステージ　3　　警戒

ステージ　4　　危険

(緊急事態宣言・蔓延防止含む)

※行政指導に従います

園の緊急事態

園内で発生した場合

※行政指導に従います

・県内で3日以上感染報告がない

又はごく少人数
・毎日感染者が連続で出ているが減少傾向 ・毎日感染者が連続で出ている

・増加傾向にあり感染者の発表が2桁の日が

連続している
・園児居住範囲の小学校等で集団発生

・園及び園児居住範囲の小学校等で

    集団発生

➀
人数目安

県内の発生がこの３日間  5人以下
ステージ1・2の中間この３日間１０人以下

人数目安

県内の発生がこの３日間  15人以下

人数目安

県内の発生がこの３日間  2５人以下

人数目安

県内の発生がこの３日間  26人以上
※行政指導レベル

➁ ・減少傾向 2から１への下降状態が見える場合 ・近隣・周辺地域では患者の報告がない
・周辺地域関連小学校等で患者の報告があ

る

・周辺地域関連小学校等で患者の報告があ

る
・園児保護者に発生

➁ 基準値は１だが、上昇傾向の場合 ・2桁でも減少傾向 ・県内及び全国的に増加傾向

・県内及び全国的に増加傾向１．５倍以上

・周辺の都県で蔓延防止、緊急事態が視野

に

・保育者に発生

③ ・前橋市・伊勢崎市の陽性者が各２人以内 ・前橋市・伊勢崎市の陽性者が各3人以内 ・前橋市・伊勢崎市の陽性者が各4人以内 ・前橋市・伊勢崎市の陽性者が各6人以内 ・前橋市・伊勢崎市の陽性者が各8人以内

④ ・関係者のPCR検査報告はほとんどない ・関係者のPCR検査報告が頻繁にある ・関係者の濃厚接触に陽性者の報告 ・園内で園児に発生

・可能な限り感染症対策を行った上で通常

の活動を行なえるよう工夫する

・保育優先

・リスクの少ない活動に限って、通常保育

可能

・可能な限り感染症対策を行った上で、リ

スクの低い活動に限定する

・感染拡大のリスクを低減させながら、個

人・少人数で実施する

・3密・発声などリスキーな活動は行わない

・感染を防ぐために全力をあげる

・保育より感染防止

(保育より　感染防止優先)

・感染拡大を防ぐために全力をあげる

・保育より感染防止

(感染防止優先)

「3つの密」回避 「3つの密」回避 「3つの密」回避 「3つの密」回避 「3つの密」回避 「3つの密」回避

生活 消毒・検温等をし、園内の立ち入り　可
消毒・検温等をし、園内の立ち入り　可

（人数・時間制限あり）

消毒・検温等をし、立ち入りは玄関・テラ

スまで（屋外のみ）

消毒・検温等をし、保護者の立ち入りは園

庭の決められた場所まで

消毒・検温等をし、保護者の立ち入りは園

庭の決められた場所まで
可能な限り自主休園

保護者・園児との接触を制限 保護者・園児との接触を禁止 保護者・園児との接触を禁止

登降園 園舎内立ち入り禁止 園舎内立ち入り禁止 園舎内立ち入り禁止 園舎内立ち入り禁止 園舎内立ち入り禁止 園内立ち入り禁止

マンツーマン引き渡し マンツーマン引き渡し マンツーマン引き渡し マンツーマン引き渡し

マスク マスクは必須 マスクは必須 マスクは必須 マスクは必須 マスクは必須 マスクは必須

（ない方の園内立ち入り禁止） （ない方の園内立ち入り禁止） （ない方の園内立ち入り禁止） （ない方の園内立ち入り禁止） （ない方の園内立ち入り禁止） （ない方の立ち入り禁止）

体調管理 毎日の体温・体調の確認 毎日の体温・体調の確認 毎日の体温・体調の確認 毎日の体温・体調の確認 毎日の体温・体調の確認 毎日の体温・体調の確認

会議 保護者が集まる会議・行事などの場合ソー

シャルディスタンスを取るようにする

保護者が集まる会議・行事などの場合ソー

シャルディスタンスを取るようにする
行事の際は2週間以上継続の体温表の提出 中止および延期を検討 中止または延期 中止

園内の決められた場所以外の立ち入り禁止

行事 感染リスクに配慮して全行事可能 感染リスクに配慮して全行事可能 限定した人数の保護者で実施可 リモート開催を検討
感染防止を優先　ほとんどの行事は中止・

延期

ハイリスクな行事は感染対策を確認　実施
ハイリスクな行事は県の陽性者数が３日5名

以下　5名以上の場合ステージ2

ハイリスクな行事は

県の陽性者数が３日１０名以下　１０名以

上の場合実施しない

ハイリスクな行事は実施しない ハイリスクな行事は実施しない

屋外は制限なし　屋内は２名以内 屋外は１．２名　屋内は１名 リスク配慮して園舎内　外１名 保護者参観なし　リモート 保護者参観なし　リモート 0

通常実施

保護者数は（室内）１００人未満

１００人以上は再度感染予防・状況判断

通常実施

保護者数は（室内）１００人未満

ホール１5０人以上は再度感染予防・状況判

断（屋内は）２m間隔で

リスク点検をし・限定した保護者の参加人

数で実施可能（屋外でも）１００人未満

（屋内は）２m間隔で

3密の可能性のあるイベント中止

１対１面談は　距離を取り　可
イベント中止 3密・外部参加のイベントは実施しない

園児の

登園

保護者会
3密に留意してソーシャルディスタンスを意

識して行う

3密に留意してソーシャルディスタンスを意

識して行う

原則5人未満

5人以上はリモート開催
リモート開催 中止 中止

マスク
原則着用（気温・室内外等の状況に応じて

外す）

原則着用（気温・室内外等の状況に応じて

外す）

原則着用（気温・室内外等の状況に応じて

外す）

常時マスク着用（気温・室内外等の状況に

応じて外す）
常時マスク着用 常時マスク着用

検温 毎日１回 毎日１回 毎日１回 午前午後　2回 午前午後　2回

衛生
複数の人が接触する場所の消毒

（1日数回）

複数の人が接触する場所の消毒

（1日数回）

複数の人が接触する場所の消毒

（3時間毎）

複数の人が接触する場所のこまめな消毒（2

時間毎）

複数の人が接触する場所のこまめな消毒

（出来るだけ）

複数の人が接触する場所のこまめな消毒

（出来るだけ）

45分に5分換気時間を取る 45分に5分換気時間を取る 45分に5分換気時間を取る 45分に5分換気時間を取る 45分に5分換気時間を取る 45分に5分換気時間を取る

保育終了後オゾン消毒 保育終了後オゾン消毒 保育終了後オゾン消毒 保育終了後オゾン消毒 保育終了後オゾン消毒 保育終了後オゾン消毒

接触 子どもとのスキンシップ可 子どもとのスキンシップ可 子どもとのスキンシップ可 子どもとのスキンシップは制限 子どもとのスキンシップはできるだけ禁止 子どもとのスキンシップ禁止

出勤

保育 予防措置を講じて実施 予防措置を講じて　通常保育の実施 予防措置確認・点検して実施
ソーシャルディスタンスが可能か検討・点

検
室内3密を避ける 室内3密を避ける

リスク回避をして活動を変更 リスクの高い活動の中止 リスクの高い活動の中止 リスクの高い活動の中止

保育者の

移動
手伝い実施　移動可 手伝い消毒を実施　移動可 手伝い可だがリスクを回避する 以上児・未満児の保育者の行き来の制限 他クラスへの保育者の行き来の制限 他クラスへの保育者の行き来の禁止

給食 通常実施 通常実施 リスク点検をして実施
リスク回避を優先・実施

保育者は、子どもと一緒に食事をしない

リスク回避を優先・実施

保育者は、子どもと一緒に食事をしない

人数を限定

子どもと一緒に食事をしない

（会話を楽しみながらの食事）
（大声の制限等の配慮で、会話を楽しみな

がらの食事）
（静かに食事をする・パネルは設置） （できるだけ黙食・パネル設置） （黙食・パネル設置） （黙食・パネル設置）

イベント

観戦

通常実施

主催者の指示通り

通常実施

ホール１5０人以上は再度感染予防・状況判

断（屋内は）２m間隔の確認

リスク点検をし・限定実施可能（屋外で

も）１００人未満（屋内は）２m間隔

3密の可能性のあるイベント参加中止

１対１面談は　距離を取り　可
イベント参加中止 3密・外部参加のイベントは実施しない

外食 制限なし ２時間以内 ４名以内　１時間目安 原則回避 原則回避

外出 規制なし 規制なし 規制のない範囲移動可 原則県内　県外禁止 原則県内　県外禁止 不必要な外出禁止

3密の可能性のあるイベント禁止 不要不急な外出禁止 不要不急な外室禁止

求められたら行動記録を出せるように 求められたら行動記録を出せるように 外出の際の行動記録記入　各自保管
行動記録　接触・感染の可能性がある行動

すべて

起床からの行動記録記入

接触・感染の可能性がある行動すべて
全行動記録記入

保育集団 通常保育　縦割り　可 通常保育　エリヤ単位（２階・1階） 学年単位まで 原則少人数（学年・教室単位） 以上児は学年・教室単位 休園を検討

全館利用可・混合・合同保育可 全館移動可　エリア違いの合同保育不可
※学年合同は必要最低限

不要な、過密な合同保育不可
※不要な、過密な合同保育不可 （行政からの指導のあった期間）

預かり

保育
通常実施 通常実施（１．２階別なら合同保育　可） 学年単位

学年単位

16：15以降学年単位　（少人数の場合）

16：15以前の以上児・未満児の交流の回避

学年単位

16：15以前の他　クラス・以上児・未満児

の交流の禁止

10人以上は合同保育をしない

※特別に保育が必要な場合のみ利用

発生後３日間程度 休園とする。

園内で感染が広がっている可能性が高い場

合は、学級単位・学年単位又は園全体の臨

時休業を検討・決定

登園制限 本人の発熱（原因がわかるまで） 本人及び家族の発熱（原因がわかるまで） 本人及び家族の発熱（原因がわかるまで）
本人及び家族及び接触者の発熱（原因がわ

かるまで）

本人及び家族及び接触者の発熱（原因がわ

かるまで）

集会 屋内　屋外　自由 屋内　屋外　エリヤ単位 屋内　学年　　屋外　自由 屋内　禁止　屋外　限定 集会はなし　避難訓練も

園外保育 リスクを避けながら実施 一般の人と密にならない（2ｍ）は可 一般の人とすれ違う程度の園外保育　可
一般人と接触の可能性のある園外保育の中

止

一般人と接触の可能性のある園外保育の中

止

送迎 スクールバス通常運行 スクールバス通常運行 スクールバス通常運行
スクールバス内はマスク着用で通常運行

（密を回避）

スクールバス内はマスク着用し運行（利用

は希望者）
スクールバス運行中止

マスク 通常なし　必要に応じて着用 通常なし　必要に応じて着用 必要に応じて（登降園等）着用
原則着用＝（気温・室内外等の状況に応じ

て外す）

着用（気温・室内外等の状況に応じて外

す）

着用（気温・室内外等の状況に応じて外

す）

給食 通常実施＝楽しく食事 通常実施＝楽しく食事 リスク点検をして実施 リスク回避を優先 リスク回避を優先 リスク回避を優先

（会話を楽しみながらの食事） （会話を楽しみながらの食事　大声禁止） （静かに食事をする・パネル設置） （できるだけ黙食・パネル設置） （黙食・パネル設置） （黙食・パネル設置）

パネル 園児席前のパネル不要 園児席前のパネル不要 園児席前のパネル

保育

活動

声を出してうたう等すべて可　縦割り保育

可　　集会可

声を出してうたう等すべて可

縦割り保育可　集会可
安全な方法が確認ができた活動

リスクのある活動の制限

（合唱・組体操等）必要度による

リスクのある活動の中止

（合唱・組体操等）

リスクのある活動の中止

（合唱・組体操等）

衛生 手洗い・うがい・消毒 手洗い・うがい・消毒 手洗い・うがい・消毒 手洗い・うがい・消毒 手洗い・うがい・消毒 手洗い・うがい・消毒

課外活動 ソーシャルディスタンスを意識 ソーシャルディスタンスを意識 屋外ソーシャルディスタンスを意識 屋外ソーシャルディスタンスを意識 原則　園内使用中止

課外活動利用する教室等の制限なし 課外活動利用する教室等の制限なし 課外活動利用する教室の制限 園舎内の活動の中止

実習生・ボラ

ンティア

予防事項の確認をし受け入れ

健康観察表の提出

予防事項の確認をし受け入れ

健康観察表の提出

園内外の行動を制約確認し受け入れ

健康観察表の提出

事前の行動を制約、確認し受け入れ

健康観察表の提出

事前の行動を制約、確認し受け入れ

健康観察表の提出

可能であれば、延期、中止等を検討

子育て

支援
通常実施　無予約　制限なし 通常実施（１０名以内では室内活動　可）

人数制限（5~10組　予約）

屋外活動が中心

人数制限（5組 予約）

屋外活動が中心
中止

一応予約　飛び込み可

緊急事態の連絡先
園へのご意見・ご要望・苦情は直接園にご

連絡下さい。

こまがた幼稚園

担当：園長・吉澤
027-266-2335

その他

活動

警戒レベル

こまがた幼稚園としての警戒レベルと対策の目安 行政指導・指示があった場合変更があります。              R031101~当面の間

過去３日間を参考に、ただし県内でも遠地のクラスターの場合は隣接市町村を参考に

対策

保護者

職員

園児

発生後３日間程度 休園とする。園内で感染

が広がっている可能性が高い場合は、学級

単位・学年単位又は園全体の臨時休業を検

討・決定

本人・家族がPCR検査した場合報告　　　濃厚接触者がPCR検査実施した場合・結果が出るまで自宅待機

PCR検査した場合報告　　　濃厚接触者がPCR検査実施した場合・結果が出るまで登園自粛

濃厚接触者には当たらないが関係者がPCR検査実施した場合　結果がでるまで体調を確認注意しながら登園

濃厚接触者には当たらないが関係者がPCR検査実施した場合　結果がでるまで体調を確認注意しながら出勤　　　園児には絶対接触しない

判定基準

基準事項


