
回答総数 ８９園（所） 回答者 園（所）長 副園長 主任（主幹保育教諭） 保育士 その他

回答者数 71 4 14 0 0

　　＜質問①　職員のワクチン接種状況についてお答え下さい＞

問 回答数

全員が２回とも接種した 56
全員が１回接種した 0
接種していない職員がいる 18
回答なし 15

・持病・アレルギーがあるため
・日程があわなかった

・接種がこわい（ワクチンの安全性について不安）

新型コロナウィ ルスの感染に関する現状調査　 （ し まね）

【接種されない理由】
・妊娠中・授乳中のため
・以前予防接種で副反応がひどかったため

・個人的な理由

・市外在住のため、先行接種枠に入らず予約が取れなかった
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　　＜質問②　園（所）で行っている感染予防についてお答え下さい＞

毎朝の体調チェック・朝の検温を連絡ノートに記入 85
39
89
77
43

＊その他
・空気清浄機を稼働

　
　　◎何歳児からマスクを着用していますか？ ＊その他

２歳児から 2
３歳児以上 32
４歳児以上 5
５歳児のみ 4

・夏は熱中症対策のためマスクはしなかった

・体調不良が見られたら保護者に連絡病院受診をお願いしている

・保護者の判断にまかせている

・風邪（咳など）症状の時は、着用している
・強制はしていないが、家庭からしてくる子がいる
・外あそび・午睡は希望する子のみマスクを着用
・集合する時のみマスク着用

・バス乗車時はマスクを着用している

【園児について】複数回答可

・歯みがきは中止・うがいはしぶきが飛ばないように蛇口を１つとばして行う

登所時、保育園（所）で検温
手洗い・うがいの迎行
食事、おやつ前、手指の消毒
マスクの着用

・BK水の噴霧（空気中）

・公共の場（他の人との接触のある場合）では、マスクを着用
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登園・降園時マスクの着用 88
園舎の入室を控えてもらう 60
体調チェック（保護者・家族） 10

＜県外に出かけた保護者（園児）の対応について＞

・報告してもらうようお願いしている（口頭や連絡ノートで）

・子どもに関しては、発熱等の症状がない場合は通常通り受け入れた

・緊急事態宣言の地域の場合、２週間様子をみてもらった。その他の県に関しては健康状態に異常がなければ登園してもらった

・県外に出られた場合、２週間の自宅待機。ただしPCR検査を行い陰性の場合はその限りでない。（緊急事態宣言の解除にともない変えていく予定）
・県外での行動を聞いて、特に問題がないようであれば、登園してもらう

感染予防【保護者について】

・保護者から申し出があれば、インターフォンにて対応
・送迎はできるだけ控えてもらった（園児については検温をこまめにするなど様子を見守っている
・県外から帰られて５日間は自宅待機してもらっている（感染者が減ったら変更予定）

・体調チェック・健康観察をしっかりしてもらっている
・特に何もしていない。保護者の意志に任せている（園に報告してくださる保護者ばかりでないので)

・緊急事態宣言の出ている地域の場合はPCR検査で陰性を確認してから自宅待機をしてもらう（２週間）

・状況に応じて対応する（県外単身赴任の保護者は行事の参加は自粛してもらった）

・申し出があった場合は様子を聞き取り可能な日数お休みをお願いした

・県外（指標レベル３以上）へ出られた方の入室を制限した（２週間）
・自主的に休まれた

・支援センターの利用は少し機関をおいて利用してもらった

・症状がない限り受け入れている
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感染予防【職員について】
出勤時、体調チェック・朝の検温 81
マスクの着用 74 77 ＊その他

27 ・状況に応じて外す時もあり
9

＊職員が県外に出かけたり、県外の人と接触した場合の対応 30

・どうしても県外に出かける、県外者と接する場合、必ず報告。個人が責任をもって行動する（食事をしない・直行直帰・消毒持参）

・２週間分の健康管理表を本人とその接触者に記入してもらい申請書の提出

・どうしても県外にいかなければいけない場合１日お休みをとってもらい、様子をみて異常のない場合出勤してもらう（通院）

休憩中
・夏の水・プール遊びの時

・その時の状況に応じて対応する

・あらかじめ園長に相談（届け出をする）・報告する（用紙に細かく内容を記入～対応は内容によって異なる園もあり）行動報告書の記入
・県外に出かけた場合、２週間自宅待機・県外者と接触したら１週間自宅待機（任意）
・自分から進んでPCR検査、抗原検査をする職員もいた

・県外から帰ったら、１０日間程度、自宅待機（出かける職員はほとんどいなかった）

　　　　　＊職員がマスクを外す時は？
食事
外あそび
絵本の読み聞かせ

・県外に出かけるのを控えるようお願いしている

・緊急事態宣言地域～２週間・その他の地域～１週間の自宅待機

・公共の乗り物を利用せず、自家用車で県外者とは接触しないようお願いした
・１～２週間の自宅待機後出勤をお願いした

・体調チェック・検温・状況に応じてはPCR検査をしてもらう

・法人の見解を統一。ワクチン接種済の人は、県や市の要請に従い行動する。未接種の人は、接触をやむおえない人は自粛を要請する
・給食を別室で一人で食べる

・場所・感染状況に合わせて自粛期間を決める。健康チェックを必ず行う

・３日休み、抗原検査チェックをする



＜質問③　日々の保育の中での感染予防をお答え下さい＞

室内の換気 76
遊びの場を分散 54
クラス間の交流を控える 36
玩具の消毒 83
室内の消毒 74
特になし 0

＊その他

・空気清浄機、オゾン殺菌等設置

・掃除をこまめにする
・食事をクラスごとに分ける
・朝・夕の消毒作業のパートさんを雇っている。後は保育士が必要な時に行っている
・３歳以上児は個々の手拭きタオルをやめ、ペーパータオルを使っている

・オゾンやBK水噴射を終日行い、感染しにくい空気環境を常に整える

室内の消毒については１日２~３回（朝・午睡時・夕方）が一番多かった

・午睡の布団は、ひとつひとつ間隔を空けている

・保護者の動線にそって消毒等行う
・法人内の園の交流会を中止
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今まで通りに行っている 42
行っているいない 3
年齢を分けて行っている 37

【食事について】
一方方向に向いて 28
向かい合って 38
間仕切り・パーティションを利用 17
会話をしないよう声かけ 49
特になし（いつも通り） 7
＊その他
・机を増やし、座る人数の制限　６人⇒４人
・時間帯を2つに分けている・1クラス2つの部屋に分かれて食べている

・子どもの食事の後、職員は、別の場所で一人ずつ食事をする
・バイキング方式をしていたが、子どもが触るのをやめて、職員が盛り付けし量を調整している

【集会（誕生会）のやり方について】

・内容の変更あり
・間隔を空けて座る
・換気に気をつけている
・その時々の感染者数により対応している
・短い時間でしている

・保護者を招待していたが、中止した

・子どもの当番を中止し、職員が配膳を行っている

＊その他

・誕生会は行っているが、毎日の集会は行っていない

・以上児には、黙食の理由を知らせ、無理のないよう対応している（大声の場合注意している）

・コロナ禍ではあるが、”楽しく食事をする”スタンスは変えず環境設定を考えている（ランチルームを２か所に分ける）

・いろいろ考慮したが、保育園では難しい
・職員は子どもたちと少し距離をとって食べている
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＜質問④　行事についてお答え下さい＞
【今年度の運動会について】
中止にした 1
制限なくいつも通り 3
年齢を分けた 56
制限をつけた 63
＜制限の内容＞
・１家族につき保護者２名まで

・親子競技中止・時間短縮・競技内容を減らした

・保護者の観覧席は、ソーシャルディスタンスを取るため、あらかじめ場所を決めた（移動はしない）・間隔を広くとった

・０～３歳児はクラスごと・４，５歳児は一緒に園庭で実施した

・動画配信で実施した

・保護者２名まで（ワクチン２回接種または医療機関で検査し陰性の方）

・保小中合同運動会を行った（小規模園のため）食事なしの午前中開催・１，２歳児は出場種目終了後、降園。

・保護者の学校・保育園の見学席を分け間隔を空けた。消毒を常備・使用した用具は使用後、消毒をした

・未満児・以上児と日にちを分けて実施。各クラス時間を分け
・４・５歳児で実施
・屋外の運動会は制限なし。雨天で体育館になったら保護者２名までに制限

・保護者なしで子どもと職員で実施（ビデオを撮影し、DVDにして保護者に配布）

・未満児クラスは平日に子どもと職員で実施

・市内在住の方・県外の方は、控えてもらう

・保護者の声出し応援を控えてもらった

・以上児のみ実施（保護者年長児～２名　３・４歳児～１名）

・０，１歳児は園内で・２～５歳児は出雲ドームで行った

・マスクの着用・入口での検温・消毒
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【今年度の園行事はどのように実施（予定）していますか？】
人数制限など工夫をして実施 83
無観客で実施 8
実施していない 4

　　祖父母が参加・参観する行事・もちつき会・親子誕生会

＊実施にあたっての工夫・検討中の内容

・親子遠足など行事をする前は、保護者にアンケートを行って意見を聞いている

・生活発表会は屋内行事のため、人数制限（各世帯２名）・常時換気・入室時の手洗い・消毒・検温・マスクの着用を徹底する

・制限を設けた行事については、オンラインで配信

・行事によって対応は様々です

・行事で保護者の人数を制限・健康チェックシートの記入
・保護者に食事（給食）の提供はしない

・生活発表会はクラスごと入れ替えと保護者の人数を制限する予定

・なるべく戸外での実施にしている

・外部の方との接触がある行事は判断が難しい

・生活発表会は保護者の座る位置は間隔を空け、保育園側が指定している

・保育所ホームページ内で行事を撮影し、動画配信をする

・運動会では、バトンは同じものを使わないように使いすてにしたり、運動遊具はこまめに消毒した。

・福祉施設の方との交流はリモート交流

　　親子遠足・保護者会・地域の参加行事・保護者参加のまつり

・親子遠足は年長のみ

・親子遠足は春から秋へ変更（現地集合・解散・食事なしで行う予定）
・親子遠足はクラス遠足（園児と職員）に変更

　　ぶどう狩り・夏まつり・園児との会食を伴う行事
　　保護者奉仕作業・プール遊び・お正月伝承遊び・体育指導

◎　中止された行事は？

・地域の方を招いての行事は職員と園児で実施（野菜作り・芋ほりなど）



＜質問⑤　保育園（所）で特に対応に困っていることはありますか？

・園としては、子ども・保護者・職員が安心して利用できるように（仕事ができるように）気を配っているが、一部の保護者の都合で、県外に出かけた
　後も利用したいと言ってこられたりする場面があり対応に困った。なかなか周りのことに気をつけてくれる保護者が減ってきたことが現状だと思う

・職員がマスクを着用することによって園児が言葉をはっきり聞き取ることが難しいと感じている。その為、職員もいつも以上に配慮が必要

・消毒作業の大変さ

　難しいことが多い。（小さいクラスの生活の中では、子どものマスクの着用は難しい）

・未満児の食事時、職員が交代して食べるので人手がいる。職員が急いで食べなければいけないので現場の負担が大きい

・保護者同士の交流の場が減っている
・年齢の低いクラスの保護者参加の行事が行えず、様子を見てもらったり、園の保育を理解してもらいにくい
・朝（８：００～８：３０）夕方（１７：３０～１８：００）の合同時間が密状態
・遅番の時間帯は複数のクラスを合同で保育せざるを得ず、遅番の勤務者を増やすことも難しい
・行事の開催方向の決定（毎回変更をくりかえしている）

・子どもによっては、消毒で手が荒れるので使用を控えて欲しいと申し出がある

・ご家族が県外に出かけられてもなかなか話してもらえない

・今のところ対応できている

・保護者の中には、あまり危機感を持っていない方もおられ、県外への往来や集団での遊びを楽しんでいる様子が見受けられる

・県外、特に大阪、東京へと出かけた保護者の対応（職員も同様に）

・年齢の低いクラスの生活の中では、子どものマスク着用は難しいので、普通通り保育している

・事業所ごとに陰性であっても自宅待機の指示が２週間出ているところがあり、その家庭の子どもの扱いに苦慮した（2週間休ませる必要があるのか）

・園を休園にすることなく、日常を守りながらも保護者の方の思いに寄り添った保育や運営をしていくことが常に課題

・子どもへのマスク着用の難しさ

・職員・保護者のコロナへ対する意識の同調具合
・県外往来の自粛などに関して保護者の捉え方や行事に対する考え方の違いが大きく苦労した点も多かった
・ワクチン接種・マスク着用など人それぞれ考え方があるため、保育園の対応の仕方に納得いかない保護者の対応が難しい

・マスク着用を拒否する家庭がある（子どもはしてくるが保護者はしてこない）

・体調不良の場合、休むようにお願いしているが、咳や鼻水だけなので登園されることが多くなかなか難しい

・保育園独自のマニュアルがないこと（それぞれの園に対応が託されているため苦悩する）

・デルタ株は子どももかかること、子ども同士の感染もあるということで毎日心配している。密にならないようにといわれるが、子どもの世界では、



・園で決まりを作って、理解してもらえるようにしている。市の姿勢が示されるのが遅い。行政が早く細かな決まりを示していくべきである

・保護者が参加する行事の判断
・県外にでかけることや来客のことなど悩まされることが多い

・県外に住んでおられる保護者さんの園行事の参加について
・保護者の中での感染症対策の温度差

　朝、夕少ない人数の中でのやりくりが大変で負担になっている
・送迎時、今までは各部屋まで保護者に入ってもらい、荷物の出し入れや園児の受け入れ引き渡しを行っていたが、すべて職員が行っているので

・地域の交流・異年児交流が難しい
・市内で感染確認があった場合、登降所時の保護者の方々は園に入れないので、その対応に保育士の負担が大きい

・コロナ対応について認識の薄い、あまい人がいそうだ

・職員の家族が出張や受験など県外へ行った場合や県外から帰省する場合どう対処するべきか？
・児童を含め、家庭内で濃厚接触者があった場合、その情報はあくまでも自己申告であり、園には連絡がないこと

・感染予防の観点から保護者とのやりとりが連絡ノート中心になっているため保護者との信頼関係が希薄化しているように感じる



＜質問⑥行政（市、県、国）に要望・お願いしたいことがありますか＞

・保護者が感染また濃厚接触者の場合も報告をお願いするにとどまっているため、報告がなかった場合園対応が遅れてしまうかもしれず危惧している
・入所児童の同居家族が濃厚接触者となった場合、その検査結果がでるまでの間、園児の登園禁止がなされない。登園自粛要請にとどまり、

・園児の兄弟で休校・休園になった時や保護者の職場が休業となった時、可能な範囲で保育園へその旨を知らせてもらうようお願いして欲しい

・学校のように統一された対策基準があれば嬉しい。どうしても園と保護者の関係性で決めることがあるので子の場合はいいが、この場合はダメだと

・コロナ対策のための補助金はありますが、職員への補助金は５万円の分だけだったかと…感染症対応のため残業せざるをえないときもあり、

・不特定多数の親子がやってくる子育て支援ルームなどの扱いをもう少し早く指示をだして欲しい。安心できるようになるまでは中止にさせて欲しい
・園側に登園の可否の権限を持たせていただかないと園内でのクラスターを防ぐ方法がない
・休園の基準の検討をお願いしたい

・処遇改善のように配分できる補助金があるとよいと思います。
・コロナ対策についての補助金にいろいろな条件がついている。もっと柔軟にできないものかと思っている

・保育士不足、コロナ対応もあり業務の軽減が実感できない

・濃厚接触者としてPCR検査の対象者となった家族がいる場合、検査結果が出るまで、保育所に子どもを通わせてはいけないと保健所よりはっきり

（情報が乏しいと防御の方法が限られてしまう）（情報提供のスピードを上げて欲しい）
・保育園の校区内の学校で陽性が確認された時の情報提供をして欲しい

・市内で感染者が出た場合の情報提供がないので情報が欲しい　（誤情報がとび交い風評被害が発生することもあった）

　伝えていただきたい

　保護者が登園させたいと希望があれば、拒否できないため、これを改めて欲しい

・第６波は、特に乳幼児と小学生が感染するだろうと言われているので情報共有については特に考えて欲しい
・コロナの助成金の申請対象の緩和
・市町村単位で対応マニュアルのようなものがあればよい

　判断しにくい場面がある。市に相談してもはっきり答えてもらえない。

・コロナだけに限らないが、災害時等の休園の目安を出して欲しい

・行事等の開催について、各園単位での判断も多く、他園の保護者に知り合いがいれば情報収集も早く「○○園は実施してますよ」
　「中止の基準は何ですか？」など半分クレームも多かったので、ある程度統一できるような基準があればと感じている

　また、職員も敏感になりすぎて、業務に支障がでることもあります。



・子育て支援でコロナ禍でもずっとほぼ１００％の子どもが来ていて朝も夕も長時間たくさんの子どもたちの密を避けられない状況で感染に気を

・衛生用品（特に消耗品）の需要が増えた。コロナがある程度収束してもこの習慣は変わらないと思う。その費用は今までよりもかなり支出が大きいので

・全私保連HPでは、組織内の対応策を掲載しているところがあります。園等のQ＆Aだけでは、実際どのようにすればよいのか不明な点が多いです。
　各市で最低の対応策を示していますが、予防や対応を考えた時、どのようにすべきか不安を感じるので、具体的なところまで示して欲しい

・コロナ対応をするため色々と工夫したり、子どもたちのケア、保護者対応をしている先生たちのがんばりを周りに知っていただきたいこと

・職員配置基準の改善。現場の状況に応じた様々な抜本的な改善をお願いしたい
・保育所の責任が重い

・PCR検査をもっと受けやすくして欲しい
・ワクチン接種３回目を早く実施して欲しい。

・コロナへの不安と戦いながら子どもたちと接している先生方へエールをいただきたいたい

・コロナに対する助成金は助かりました。今後も続くようであれば衛星管理対策におけるや職員へのマスクの配布などお願いしたい

　補助があるとうれしい
・園の実態を現場に来て見て欲しい。直接、話をすることで理解してもらい、今後の支援を考えて欲しい
・鳥取県は施設でクラスターが発生した場合、施設名を公表されるが、島根県はないので対応が難しい。情報が欲しい
・人材確保の政策・処遇改善・子育て支援体制

・保育士のワクチン接種は、医療従事者と一緒の時期に接種すべきだ。保護者から職員の接種はどうなの？と不安な声を聞いた

・PCR検査の証明・ワクチン接種の証明があればよい

　付けながら保育し続けている。保育士が働きやすい環境・処遇・離職せず長く続けられる対策をお願いしたい

・園で感染者が出て、消毒が必要になった時、業者による消毒費の補助をお願いしたい
・ひとり親世帯などコロナによる生活困窮者への特別給付金の再給付



＜質問⑦　コロナ禍に園で工夫していること・子どもたちや職員の前向きな姿・エピソードがあれば記入して下さい

・行事等、制限されながらも感染防止に配慮しながら子どもたちの貴重な体験と経験を保障できるよう職員間で模索しながら協力し保育を行っている
・普通通りに子どもたちを受け入れているのがありがたい。先生方も未曾有の大災害に直面しているが、慌てず子どもたち、保護者さんに対応している

・ままごとあそびの中で、お母さん役の子が料理する前には、手洗い・消毒をしたり、寝かしつける時には、検温したりと子どもたちの遊びも

・保護者に園内に入ってもらわないので、子どもたちの様子を見ていただく機会が非常に少ない。子どもたちの姿や保育の意図や願いを保護者に

・ホームページを使った活動の発信（写真・動画を配信）

　知ってもらえるように写真つきのクラスだよりをこまめに出すよう心がけている
・コロナ禍ですが、出来る限り保護者の方の思いに寄り添いながら行事等を行い、保護者の方から喜んでもらえたり感謝されたりする声が

　私たち職員の励みとなっています

・園行事の開催に対して、保護者から感謝や職員に対してのねぎらいの言葉が以前より多く聞かれるようになった

・保護者が保育室に入れない生活を続けているので、それぞれの年齢なりの自主性が育ってきている
　　（荷物の整理・カバンを自分で持ち、カバン掛けにかけるなど）
・大きいクラスの子では、保護者が入室することが減った分、身の周りのことを自分でしようとする姿が多くみられるようになった
・活動・行事など職員とよく話し合い、どのような形で行うことができるか、子どもにとって何を一番大切にすべきか考えることが増えた
・コロナワクチンを全職員が打ち控えることなく接種したこと

・マスク着用により、風邪による休み（職員・園児）が減った
・子どもたちの手洗いが上手になりました（指・手のひら・手首）

・いろいろな制限がありますが、その中で最大限楽しむことにしています
・慣例となりつつあった行事の見直しができたことは、子どもたち職員にとって大きな成果となった

・可能な限りいろいろな体験をさせてあげたいと試行錯誤しながら行事など取り組んでいる

・園内でするということもあり、保護者会より援助してもらえてうれしかった
・遊びの環境を職員同士で時間をかけて話し合い、見直して、１年通して再考してみようと進めている

　コロナによって変化してきていると実感しています。

・昨年は「何もできない」と思っていたが、何とか園内でできるよう内容を工夫し、職員の中でも様々なことに挑戦しようとする気持ちが大きくなった



・コロナ禍だから”できない”ではなく、どうしたらできるかを職員全員で考え、保育や行事を行っています。保護者の皆さんも喜んでくださり

・１歳児がペーパータオル（きれいなもの）をまるっこいお手々でたたんで、（たたんだものがボールみたいになってましたが）口にあてて

・山登りに４，５歳で出かけたり、キャンプにいったり、外でできる活動は再開している。コロナ禍なので市外へのバスが安いこともあり、
　いつの年よりも市外へ出かけることも多い。また、結果として行事が縮小や中止になることで、職員の負担が軽くなったものもあったように思う。

・お泊り保育の際、園外の公共施設で宿泊、市外での活動を計画していたが、直前に県内の陽性確認が複数あった為、急遽予定を変更して、

・嘱託医と連携を取っている
・運動会に５歳児が２チームに分かれて行ったが、チーム別（虹・ソーター）のマスクを保護者が作って下さり応援中はそれを着用した
・保育士は保育中マスクを着用している。それを逆手にとり、布製マスクにペイントをし、ハロウィンの日に全員つけて仮装した

・散歩しても目的地やそれまでの道中で人と接触しないようにする

　できる範囲内での活動、園内での宿泊を行った
・保護者の方への保育、教育の発信方法
・行事等は、できることを考えながら実施している
・地域の方と交流が難しい時は、保育士ができる限り地域のことを伝えるようにしている
・育てた野菜など使ったクッキングができないが、保育士が目の前で作ったり、魚をさばいたり、実物をみせたりしている
・保護者が園内に入る機会が少ないので、玄関に子どもの作品を飾ったり、保護者の趣味の作品を飾って和めるようにしている
・看護師の手洗い指導
・感染予防の具体的な対策や方法について職員会で話し合い、取り組めることから実行している

・玄関掲示でクラスの活動を伝える
・メール配信の活用

　その声がまた職員の励みになっています

　マスクにしていました。ここまでコロナの影響は強烈なのかと絶句しました

　なくていいねと言う声もあった。
・職員については、コロナに対してのみでなく、様々な感染症に対しての対処方法を学ぶ機会となっている
・県外からの公演依頼が行えない為、保育士や職員による手作り劇やコンサートを楽しんだ
・屋外での活動を増やしている

　ただ、やり方、やるやらないを決定するなどの行事の見直しがいつもよりたいへんでやはり例年通りやった方がその時はたいへんでも迷いが



「お家で応援してくれてるもん。離れていても心は一つ・一緒に頑張るんだよね」という声があがり、子どもたちの心の成長がみられた場面でした

・なかなか収束の兆しが見れない中、前向きになれないことの方が多いかもしれません。普段マスクをしていて口元が隠れてしまうので目の表情

　また、園での遊びの様子を写真で撮り、連絡帳アプリを使って配信することで少しでも子どもたちの様子、成長を保護者と共有することができればと

・子どもたちと保護者が一緒にいれる時間が増えたり、家でゆっくりすることが増えたことで、子どもたちが落ち着いている姿が見られた
・園に閉じこもるのではなく、引き続き園外活動に取り組みたい
　日々の教育・保育の中で楽しいこと探しをし遊びにつなげている
・コロナ感染予防の観点から園内行事の中止または規模の縮小を行う中、「楽しいことをたくさんしようね」を合言葉に園児と保護者が
　思っています

・リモート会議や研修により、IGTレベルが向上した。また、会場費、交通費の節約になった

・子どもたちに、その時期に経験して欲しいと思うことを少し形を変えてでもさせてあげたいと願い、職員みんなで力を合わせています

　中でも実現でき、寄り添いの方法を話し合い取り入れました
　例（保護者一人ずつの応援メッセージ入り万国旗や人型観客の設置・DVDの作成等）

・今年の運動会は、無観客としました。保護者の方の思いがよくわかる中で苦渋の判断でした。しかし、日常を守ることが第一と考え、無観客の

・保護者の理解、協力を得て（制限や対策等）運動会を実施することができた

　声のトーンなどには、気を付けて保育しています
・手洗い等意識があがり、風邪など少なかった



問 回答数
1．全員が２回とも接種した 10
2.全員が１回接種した 50
3。接種していない職員がいる 5
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