
 
２０２１年８月１８日 

保 護 者 各 位 

ど ろ ん こ 会 グ ル ー プ 

 

《変異ウイルスによるクラスター発生の危機に備えて》 
 

新型コロナウイルスへの対応について（第２０回） 

平素は施設運営にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

どろんこ会グループ各施設では２０２０年２月以降、新型コロナウイルス対策として入園のしおり

等で明記している方針・日課などを一部変更して運用してきております。 

７月７日に「新型コロナウイルスへの対応について（第１９回）」を発表させていただいたところ

ではございますが、変異ウイルスの感染力の強さから全国的に感染者数が過去最多となっているこ

と、また重症者が高齢者から４０代～５０代とスタッフの年齢に移行してきていることを鑑み、改め

て方針の一部変更を行うに至りました。 

お子様の安全を踏まえ全施設同じ基準にて、引き続き感染拡大防止に努め慎重に対応したいと存じ

ます。限られた環境の中でもお子様に多くの経験を提供できるよう配慮してまいります。内容をご確

認のうえ、ご理解ご協力の程お願い申し上げます。 

 

【新型コロナウイルスの最新情報】  

１． 変異ウイルスの感染力が高く、感染拡大している状態 

２． 重症者が「高齢者」から「４０代～５０代」に移行している 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回（第１９回文書）から変更があるものについては「※変更有」と記載しております。また、緊

急事態宣言解除までの対応の場合は、その旨明記しております。 

 

 

以下は、 

２０２０年２月２８日（金）～２０２１年９月３０日（木）迄の

期間限定対応および緊急事態宣言解除までの対応 

とし、更にそれ以降も延⾧する場合には改めてご案内いたします 



 
1 お子様の受入れ・感染症についての考え方 

お子様の登園につきまし

て（発熱時） 

登園に当たっては、登園時に玄関でのお子様の体温計測をお願いしま

す。ご自宅で検温されたお子様も入室前に再度お願いしております。

計測の結果、発熱等が認められる場合には、一律利用をお断りする取

扱いといたします。 （３７．５ 度以上の発熱をいう。以下同じ。） 

※つむぎ浦和美園の園バスによる送迎利用児童はバス乗車前に保護者

様にて検温をお願いいたします。 

 

過去に発熱等が認められた場合にあっては、解熱後２４時間以上が経

過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いといたしま

す。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該

子どもの健康状態に留意いたします。 

保育中に熱（３７．５度

以上）を感知した場合 

保育時間内で発熱した場合は、他園児との接触を避けお迎え要請を行

います。以降の取扱いは上記の通りとさせていただきます。 

 

※非接触体温計で検温の際は、外気に触れてない部分での検温実施に

ご協力ください。 

お子様や同居親族の方が

新型コロナウイルスに感

染した疑い、濃厚接触者

となった疑いがある場合 

 

管轄自治体・保健所等と連携し対応を行う必要がありますので、すみ

やかに園にご連絡をお願いいたします。 

消毒と換気について  

 

２０２０年３月から実施しておりますが、消毒・換気を強化していま

す。 

※布おもちゃの使用を一時中止いたします。 

※複数のスタッフが使用する電話機・ＰＣ・デスク周辺など、使用後

その都度消毒をします。 

※よだれや鼻水などに触れる機会が多い、０歳児保育室の消毒剤を増

設します。 

休園の可能性について 感染拡大の状況等によっては、休園する可能性がございます。あらか

じめご了承ください。 

 

 

 

 

通常運用（運営マニュ

アル・保育品質マニュ

アルの実施内容）を一

時的に変更します 



 
2 スタッフの勤務について  

体調確認・勤務 

 

発熱（３７．５ 度以上の発熱をいう。以下同じ。）や呼吸器症状

（以下「発熱等」という。）が認められる場合には、出勤しないこと

を徹底いたします。該当するスタッフについて、管理者への報告によ

り確実な把握が行われるように努めます。 

過去に発熱等が認められた場合にあっては、解熱後２４時間以上が経

過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いといたしま

す。なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該

スタッフ等の健康状態に留意いたします。 

新型コロナウイルスに感染した疑い、濃厚接触者となった疑いがある

場合には速やかに管轄自治体・保健所等に報告を行い、連携してまい

ります。保護者の皆様にも随時ご報告申し上げます。 

 

勤務体制、本部スタッフ

等の園往訪 

※変更有 

・２０２０年６月末で在宅勤務体制を終了しております。 

※地域により小学校等の状況が異なるため、施設⾧の裁量で在宅勤務

体制を継続することがあります。 

 

【本社スタッフ及び他園スタッフの園への往訪】 

・保育運営に必要な本社スタッフや他園スタッフの往訪は、（株）日

本福祉総合研究所運営の保育園を除き、継続させていただきます。 

ただし、訪問先は１日１園を原則とし、感染拡大防止に最大限注意

し、行動いたします。 

・１ヶ月に複数回、園往訪する本部スタッフ等は週１回の PCR 検査

を受け陰性の確認を行います。 

マスク着用 

※変更有 

全スタッフがマスク着用を行います。 

また、マスク着用以外の重要な施策（手洗い・うがい・手指消毒・施

設内消毒・換気の徹底）により、ウイルスを持ち込ませない・持ち込

まれたウイルスを死滅させていくことに重点を置いて対応していま

す。 

 

※スタッフは食事介助のみを実施し、子どもと別々に食事をするよう

に変更します。スタッフが飲食をする際は、子どもと一定の距離を取

り、黙食します。 

 

※休憩中もマスク着用を徹底します。 

 

※飛沫感染拡大防止を強化するため、勤務中は不織布マスクを推奨と

します。但し体質上、不織布マスクを使用していないスタッフがいる



 

場合があります。その場合は自前のマスク（通勤で使用していない）

の上に、不織布マスクをつけて二重にします。 

 

※夏の戸外活動・プール活動時もマスクを着用します。 

（ウレタン・布など通気性の良い素材のマスク着用を可とします。） 

 

※熱中症予防の観点から、人がいない場所・離れた場所で「マスクを

ずらし空気を吸う」など呼吸を整え、こまめに水分補給を行います。  

 

※一部の方より子どもの発達を考慮しフェイスガードや透明マスク着

用のご意見も頂戴しましたが、園児およびスタッフの怪我防止、空気

感染防止の観点から使用は控えます。 

スタッフの会議・研修 

 

ＷＥＢでの実施を継続します。 

一部、園にて行う会議については３密を避けて実施いたします。 

スタッフ懇親 

 

緊急事態宣言が全国で解除されるまで（緊急事態宣言非対象地域も含

む）は、ＷＥＢ開催のみ可とします。 

 

 

 

3 活動・運営上の対応 

遠足 園バスおよび公共交通機関を使用した遠足は原則中止とさせていただ

きます。 

徒歩のみで行う遠足は行程・行先において３密を作らないようであれ

ば実施可としています。 

 

世代間交流 

 

中止といたします。 

全国的に緊急事態宣言（緊急宣言非対象地域を含む）が解除された後

は、相手先施設の意向と安全状況を確認し、問題なければ実施しま

す。 

 

散歩・商店街ツアー 

 

【散歩】 

散歩は園の規模を問わず可としています。 

子どもの健康保持・体力維持の観点から戸外活動は必要です。園庭が

狭い、または、無い園については、園庭内で子ども同士の対面や３密

が発生することと、縦列で戸外を散歩した方が感染拡大防止となるこ



 

とから、散歩は可としています。また、公園内での活動も３密になら

ないよう配慮して実施いたします。 

 

【商店街ツアー】 

特定店舗にアポイントを取って複数人で訪問することは中止し、散歩

の一環で商店街を通ることは可としています。 

尚、当グループにおける商店街ツアーは職業体験を目的としており、

お買い物にいくだけではなく、広い意味での仕事はもちろん流通や文

化を学ぶ機会としています。 

 

保育参加 

※変更有 

２０２０年７月から再開しております。園スタッフまでお声がけくだ

さい。 

参加される保護者様におかれましては、検温・うがい・手洗い・手指

消毒およびマスク着用のご協力をお願いいたします。 

 

※各種行事の中止により保育参加中の動画撮影をご希望される方がい

らっしゃいますが、当グループの保育参加は保育者として参加いただ

いております。保育参加中の写真撮影、ビデオ撮影は禁止とさせてい

ただきます。 

 

※昼食（給食）をとられる際は、スタッフと同じく、園児と距離を取

っての食事、または個室での黙食となりますので、予めご了承くださ

い。 

 

どろんこ祭り 

 

２０２１年度は中止とします。 

プール活動 

 

例年通り７月より実施しております。 

但し、一部の自治体では中止・自粛を強く要請されるケースがありま

す。その際は対応を検討いたします。 

 

尚、新型コロナウイルスは、プールの水の遊離残留塩素濃度が適切に

管理されている場合においては、水中感染のリスクは低いとされてい

ます。 

水を介した感染よりも、飛沫や接触の方が感染のリスクが高まりま

す。子どもの密集や密接、また物を介した接触予防策をとることを前

提に、プール活動を行います。 

 



 

運動会 

※変更有 

実施いたします。 

・１家庭１名までの参加とさせていただきます。 

・その他、３密を作らない環境にて実施いたします。 

 

※但し感染拡大状況および、国・自治体から更なる中止・縮小を示唆

する方針が発信された場合は方針変更の可能性があります。 

お泊り保育・園開催のキ

ャンプ・田植え・稲刈り  

・今年度は沖縄・仙台を含め中止とします。 

※外部の旅行会社が企画するものも中止とします。 

 

・今年度の田植え・稲刈りは中止とします。 

 

保護者懇談会について 

（１１月度） 

 

実施予定です。 

・１家庭１名までの参加とさせていただきます。 

・その他、３密を作らない環境にて実施いたします。 

※但し感染拡大状況および、国・自治体から更なる中止・縮小を示唆

する方針が発信された場合は方針変更の可能性があります。 

運営委員会について 

（１１月度） 

※株式会社が運営する保

育園のみ 

 

実施予定です。 

・１家庭１名までの参加とさせていただきます。 

・その他、３密を作らない環境にて実施いたします。 

※但し感染拡大状況および、国・自治体から更なる中止・縮小を示唆

する方針が発信された場合は方針変更の可能性があります。 

習い事送迎サービス（課

外体験プログラム） 

徒歩、県をまたがない園バスを使用しての送迎サービス、事業者側の

バスで送迎する場合の当グループスタッフの帯同を継続します。 

 

課外体験活動（体操・英

語などの保育外活動） 

 

２０２０年７月より事業者に園舎（室内）を貸し出すことを再開して

おります。 

本方針は継続しますが、事業者に対しては入室前の検温・うがい・手

洗い・手指消毒の徹底、室内使用後の消毒を改めて注意喚起をしま

す。 

銭湯 

 

２０２１年９月末まで中止とさせていただきます。 

 

※銭湯の費用につきましては、再開決定後に年度分を一括請求させて

いただきます。 

※２０２１年４月配信・配布しております、２０２１年度年間行事ス

ケジュールは、新型コロナウイルス感染が終息することを前提に銭湯

の予定が記載されていますが、予定を変更しております。 



 

畑仕事 

※変更有 

 

園バスは１日１便とし、運行します。 

消毒の徹底および同一バスを複数の園で利用しないなど、感染拡大防

止に努めております。また、バス運転手は週１回 PCR 検査を受け陰

性確認を行います。 

徒歩で畑訪問、及び園庭内で活動している園は継続して実施いたしま

す。 

 

スタッフの食事介助 食事介助は継続しますが、スタッフは子どもと別々に食事を摂るよう

に変更します。 

スタッフが飲食をする際は、子どもと一定の距離を取り、個食・黙食

します。 

 

子どもによる食事の盛付 

バイキング給食 

子ども各々が直接自分で食べられる分を盛付ける方法は中止とし、調

理担当者及び保育者による盛付け、または、当番の子どもによる盛付

け（※２）へと変更いたします。 

（※２）可能な限り、子ども用マスク・手袋着用等の配慮の上で実施

します。 

子どもによるクッキング 個々で配膳できるもの、加工品をつくることは可といたします。 

調理に関しては工程・人数を限って、うがい・手洗い・手指消毒・手

袋の着用等を徹底して行います。 

 

例） 

・畑で獲れた自分の分の野菜をかじることは可とします。 

・自分で自分のかき氷を作り、食べることは可とします。 

・梅干し作り、味噌作りなどの加工品は可とします。 

・流しそうめんは個別に配膳できないため実施不可とします。 

その他の行事 お子様のみが参加する行事（保護者参加や地域・園外の人との交流が

無いもの）は予定通り実施します。 

 

※但し感染拡大状況および、国・自治体から更なる中止・縮小を示唆

する方針が発信された場合は方針変更の可能性があります。 

地域子育て支援事業 実施します。 

但し、9 月末迄、大きなイベントの開催は中止いたします。 

感染発生時のために利用者様の氏名・住所・連絡先のご記入を必須と

いたします。その他の育児相談等は通常通り実施します。 



 

ご利用の際は、検温・うがい・手洗い・手指消毒およびマスク着用の

ご協力をお願いいたします。 

 

※管轄自治体よりイベント実施の要請があった場合は、3 密を避けた

内容にて実施いたします。 

一時預かり事業 

 

管轄自治体の方針に準じますが、２０２０年８月より原則再開してお

ります。 

病後児保育 

 

朝霞どろんこ保育園・日高どろんこ保育園・前原どろんこ保育園・石

川どろんこ保育園の全てにおいて、通常通り実施しています。 

児童発達支援 

（日帰りショートステ

イ・体験学習を含む） 

 

管轄自治体の方針によりＷＥＢ等での相談支援は当面の間、継続いた

します。 

通所に際しては受入時の検温・手洗い・うがい および、換気を徹底

の上、実施します。 

体験学習も再開いたします。 

但し、公共交通機関を使用するものは中止とします。 

 

※今後の管轄自治体からの連絡内容によって変更する可能性がありま

す。 

 

 

4 保護者様へお願い 

月極延⾧・課外体験プロ

グラム 取下げ・申込に

ついて 

 

月極延⾧・課外体験プログラムの取下げ・申込は、前月末日までに所

定用紙をご提出ください。 

 

※事業者側が保護者希望による利用休止を認める場合、事業者側の運

用ルールに準じます。 

 


