Following the declaration of a state of emergency in Tokyo to prevent the spread of a new coronavirus
illness and the extension of emergency measures.
As of August 3rd, this notification is still in effect. Administrative directives may cause it to change. Please
make sure you have the most up-to-date information.
Thank you for your continuous cooperation and understanding with our school's activities.
As a precaution against the novel coronavirus, the government has decided to extend the fourth state of
emergency in Tokyo until August 31. Furthermore, from August 2nd to August 31st, a state of emergency
was declared in the four prefectures of Saitama, Chiba, Kanagawa, and Osaka.
In the five prefectures of Hokkaido, Ishikawa, Hyogo, Kyoto, and Fukuoka, priority measures such as
preventing the spread of the virus are implemented.
As a result, until August 31st, the following actions will be taken by our school's facilities. We kindly request
your patience and cooperation from all of you.
Our school will continue to operate as usual.
* Although PAL is open, it is recommended that you avoid going out after 20:00, so we may change the
time for extended childcare.
* If infections in children or school officials are confirmed, we will notify you, as PAL may be closed or its
operation restricted following consultation with each ward and health center.
* Before coming to PAL again, we respectfully request that you pay strict attention to infection control
measures.
* All vehicles are equipped with an air purifier capable of inactivating the novel coronavirus and disinfected
as needed.
Every day, our school takes the following precautions. Please understand that we take actions in
accordance with administrative guidelines. Additionally, certain employees may give telework or home
training, but we will make every effort to manage childcare.
1. Disinfection in the Facility
● Disinfection and alcohol spray are installed in every classroom and the entrance.
● Handwashing using anti-bacterial soap for all children and teachers.
● Adequate Ventilation
● Disinfecting toilets, doorknobs, handrails, toys etc.

2. Temperature Check
● Mandatory check of body temperature for all children and teachers in the morning and if needed
3. Wearing Mask when commuting
● We encourage wearing mask when using public transportations.
4. Staying at Home
● Please do not come to school if you are in poor physical condition, such as a temperature of 37.5
degrees celsius or higher, respiratory problems, or if a family member is showing such signs or symptoms.
5. Regarding business trips, training involving outsiders, etc in the facility
● Not only will each facility implement infection prevention and control methods for each member, but
there will also be an online meeting for each facility to minimize clustering. Planned business travels may
be postponed depending on the circumstances, and online meetings may be substituted.
We believe that the most important thing for society to take care of is ‘Childcare.' We encourage parents
to continue working while understanding that we will assist in the care of their children.
Please do not hesitate to contact us for any questions or concerns.
With the help of our entire team, we will strive to resolve this matter.
Seiwa Gakuen
Chairman Yuzen Saito

新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止のための緊急事態
宣言及び東京都における緊急事態措置の延長を受けて
※この通知は、8 月 3 日時点のものです。行政の指導により変化する場合があります。最新情報のご確
認をお願い致します。
2021 年 8 月 3 日
日頃より、園活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
政府は、新型コロナウイルス対策で東京都に対し、4 回目となる緊急事態宣言を 8 月 31 日まで延長す
ることに決定しました。また埼玉、千葉、神奈川、大阪の 4 府県に新たに、8 月 2 日から 31 日まで緊
急事態宣言を発令しました。これに伴い、緊急事態宣言下にある東京都と沖縄県と合わせ、計 6 都府県
に拡大します。
北海道、石川、兵庫、京都、福岡の 5 道府県では、まん延防止等重点措置が適用されます。
これを受け、当学園の運営施設においては 8 月 31 日まで下記のような対応を継続いたします。皆様に
おかれましても状況をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
記
・当学園はこれまでどおり、通常通りの運営を継続いたします。
※開園しておりますが、20 時以降の不要不急の外出の自粛が示されておりますので、延長保育の時間調
整等は検討をすすめさせていただきます。
※園児や学園関係者の感染が確認された場合、各区や保健所と協議の上、休園や運用が制約される可能
性がありますので、その際はお知らせいたします。
※皆さまにおかれましては、感染対策に十分にご留意いただいた上での、施設利用を重ねてお願い申し
上げます。
※新型コロナウィルスの不活性化に有効な空気清浄機も全車搭載し、適宜消毒しています。
※期間中、園とご家庭をつなぐためのコミュニケーションーションツールとして HP の活用やメール配
信、そしてオンラインを活用しての保育継続も実施してまいりますので、園からの配信内容などに関し
ましてはご留意いただきますようお願い申し上げます。
※当学園の職員は、毎日以下の対策を徹底しております。行政の指導にもとづき対策を行っております
のでご理解ください。また一部の職員がテレワークや自宅研修等を行う場合はありますが、保育を確実
に続けられるよう努力してまいります。

１．施設内の消毒
・玄関・各保育室への消毒液や噴霧器の設置
・園児、職員ともに、液体石鹸等による手洗いの実施
・頻繁な換気の実施
・トイレ、ドアノブ、手すり、玩具などの消毒の実施
２．毎朝の検温
職員は、毎朝検温等の健康把握を実施しております。
※状況により、玄関での全園児に対する体温測定を実施する場合があります。
３．通勤時のマスク着用
公共交通機関による通勤者はマスク着用を推奨しています。
４．体調不良の職員の自宅待機
万一、37.5 度以上の発熱や呼吸器症状等、体調不良の際は、また家族等が濃厚接触者となった場合は自
宅待機としています。
５．各施設内の会議、出張、外部の方が関わる研修等について
各施設内において、職員個々の感染予防・感染拡大防止対策の実行はもとより、各施設の会議等におい
ては、3 密を避けるためオンライン会議で実施しています。計画されていた出張等に関しては、その必
要性を踏まえて延期もしくは中止としており、研修等につきましては、オンライン実施へと変更してい
ます。
※私どもとしては、「保育」は社会にとって継続していくことが最も大切なことと考えております。保
護者の皆様におかれましては、大切なお仕事をしっかりと続け社会生活を安心して続けられるため、お
子様についてのご心配事やご相談事がありましたら、遠慮なくご連絡ください。
私どもは職員をあげて、この事態を乗り越えるべく努力してまいります。
是非、力を合わせて乗り越えていきましょう。
学校法人 正和学園
理事長 齋藤祐善

