
             

2022 年９月 21 日 

教職員・学生各位 

学長 寺嶋 一彦 

 
「新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動基準」＜レベル１＞ 

への引き下げについて（適用日：10 月１日～） 

 

 本学の活動基準は，1 月 17 日より，活動基準をレベル２とし，学内における諸活動に

ついて，感染対策及び制限等をお願いしてきたところです。 

 

今年度に入り新型コロナウイルスの感染状況は，変異により感染力を増したオミクロン

株により，全国的に過去最多の感染者が発生したところですが，オミクロン株の特性やこ

れまでの知見から，今年度は国の新型コロナウイルス感染症対策本部による緊急事態宣言

やまん延防止等重点措置の地域指定は発出されないなど国の対応は変わってきているとこ

ろです。 

このような中，９月８日に国の新型コロナウイルス感染症対策本部により「With コロナ

に向けた政策の考え方」が決定され，今後は行動制限を行わず，重症化リスクのある高齢

者等を守ることに重点を置いて，感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る方針とするこ

とが示されました。また，基本的対処方針の変更も行われ，大学においては，学生の学修

機会の確保と感染対策の徹底の両立に取り組むよう，引き続き要請があったところです。 

 

これらの状況を踏まえ，愛知県及び学内での感染者の状況等並びに国の方針を総合的に

検討した結果，10 月１日より活動基準をレベル１に引き下げることを決定しましたの

で，順次対応をお願いします。 

また，各活動における内容を，現状に即して変更していますので，ご確認願います。 

 

なお，レベル１においてもすべての活動において，基本的感染対策および新しい生活様

式の実践を前提としていますので，引き続き，緊張感をもって感染防止に取り組まれるよ

う，よろしくお願いいたします。 

 

各活動における基準レベル１（変更後）とレベル２（これまで）の内容（抜粋）は以下

のとおり。 

 

【授業】  

レベル１：基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，原則として対面 

授業を実施。 

レベル２：感染拡大防止措置の上 

・新しい生活様式等の実践・励行を徹底し，授業の実施 

・遠隔授業の積極的利用 

・対面授業の制限  →（教室収容定員 50%） 

・演習・実習の制限  →（教室収容定員 50%） 

 

【研究室等の教育研究活動等】【教員個人の研究活動，研究所，センターの活動】 

レベル１：基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，活動。 

レベル２：感染拡大防止措置の上 

     ・在宅勤務を活用し，オンライン活用による必要な活動の継続 

 



             

【事務職員の業務】 

レベル１：基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，活動。 

レベル２：感染拡大防止措置の上 

・一居室での人数を減らすなど新しい生活様式等の実践・励行を徹底し，必要な業

務の継続 

・時差出勤の活用 

・在宅勤務の活用 

・別室の活用 

 

【課外活動】 

レベル１：基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，活動。 

レベル２：感染拡大防止措置の上 

・活動前の健康チェック（倦怠感・息苦しさ・発熱がないことの確認）及び新しい生

活様式等の実践・励行を徹底し，課外活動の実施 

 

【学内会議】 

レベル１：基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，会議開催。 

・オンライン・メール会議の活用も可とする。 

レベル２：感染拡大防止措置の上 

・新しい生活様式等の実践・励行を徹底し，必要な会議の実施 

・オンライン・メール会議中心 

・対面会議を実施する場合は，一居室の人数を抑制  

 

【出張等】 

レベル１：基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，出張・旅行・移動 

を可とする。 

・感染リスクの高い場所への旅行・移動は慎重に。 

レベル２：感染拡大防止措置の上 

・原則，緊急事態宣言発令区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域 

への出張・旅行・移動の禁止 

 

【施設利用・構内入構】 

レベル１：基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，学生，教職員及び 

学外者の施設利用・構内入構可とする。 

また，図書館,研究所,センター等学内施設は，開館とする。 

レベル２：＜学生・教職員＞ 

・新しい生活様式等の実践・励行を徹底し，施設利用・構内入構可 

＜学外者＞ 

・原則，施設利用・構内入構禁止 

 

※基本的な感染対策，新しい生活様式については，以下ＵＲＬを参照願います。 

 （厚生労働省：新型コロナウイルス感染予防のために） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1 

※活動基準については，（別紙１）を参照願います。 

※症状発生時における対応・大学への連絡フローについては，（別紙２）を参照願いま

す。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1
https://www.tut.ac.jp/docs/221001kijyun.pdf
https://www.tut.ac.jp/docs/220602renraku.pdf


             

(別紙)                 

項目 レベル 活動基準の内容 

【授業】   １ 

(10/1～) 

 

●基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，原則と

して対面授業を実施。 

 

【研究室等

の教育研究

活動等】 

  １ 

(10/1～) 

 

●基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，活動。 

 

 

 

【教員個人

の研究活動，

研究所，セン

ターの活動】 

  １ 

(10/1～) 

 

●基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，活動。 

 

 

【事務職員

の業務】 

  １ 

(10/1～) 

 

●基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，活動。 

 

 

【課外活動】   １ 

(10/1～) 

 

●基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，活動。 

 

【学内会議】   １ 

(10/1～) 

 

●基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，会議開

催。 

・オンライン・メール会議の活用も可とする。 

 

【出張等】   １ 

(10/1～) 

 

●基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，出張・

旅行・移動を可とする。 

・感染リスクの高い場所への旅行・移動は慎重に。 

 

 

【施設利用・

構内入構】 

  １ 

(10/1～) 

 

●基本的な感染対策の徹底，「新しい生活様式」の実践の上，学生，

教職員及び学外者の施設利用・構内入構可とする。 

 また，図書館,研究所,センター等学内施設は，開館とする。 

 

 

 

  



             

 

To all faculty and staff members, and students 

President  

Terashima Kazuhiko 
 

Lowering of the Toyohashi University of Technology Activity Standard Level 

for preventing the spread of COVID-19 to "Level １" 

(Effective from October 1st) 

 

The University's activity standard for COVID-19 has been set at Level ２ 

since January 17. Infection control measures and restrictions on various 
activities on campus have been required. 

 

In this fiscal year, the Omicron strain, which has increased infectivity 

through mutation, has caused a record number of cases of new coronavirus 

infection nationwide. But in term of the characteristics of the Omicron strain 
and previous findings, the national response has changed this fiscal year, 

with the national Novel Coronavirus Response Headquarters not declaring a 

state of emergency or designating an area where priority measures such as 

prevention of spread should be implemented. 

 

Under these circumstances, on September 8, the national Novel Coronavirus 

Response Headquarters decided on the "Policy Approach Toward With-

Coronavirus," which indicates that the government will not restrict 

activities but will focus on protecting the elderly and others at risk of 

serious illness, in order to achieve a balance between preventing infection 

and social and economic activities. The basic policy has also been changed, 
and universities have been requested to continue to work on both ensuring 

opportunities for students to study and thorough Implementation of 

Countermeasures to Prevent the Spread of COVID-19 infection. 

 

In consideration of these circumstances, the University's activity 

standard level will be set at Level 1 from October 1.  Please act to the 

standard level as soon as the actions can be taken. Please refer to the 

Appendix for the activity standards. In addition, the contents of each 

activity have been changed to conform to the current situation. Please check 

them. 

 

All activities at Level 1 also assume basic infection control measures 

and new lifestyle practices. You are required to act, with the greatest care 

and attention, to prevent infection and spread of COVID-19 infection.  

 

 Please refer to the attached document for basic infection control 

measures and new lifestyle practices the activity standards. 

（Preventing infection／Ministry of Health, Labour and Welfare） 

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan_00006.html#1-1 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan_00006.html#1-1


             

Please refer to the attached document for the activity standards. 

 URL: https://www.tut.ac.jp/docs/221001kijyun.pdf 

 

Please refer to the attached document for “How to respond to symptoms 

of Covid-19 and the flow of contact to the university” 

URL: https://www.tut.ac.jp/docs/220602renraku.pdf 

  

https://www.tut.ac.jp/docs/221001kijyun.pdf
https://www.tut.ac.jp/docs/220602renraku.pdf


             

 [Attachment]Toyohashi University of Technology Activity Standard Level for 

Preventing the Spread of COVID-19               

Activity Level Content of activity standards 

Class   １ 

(from 

October 1

～) 

 

●For preventing the spread of COVID-19 

・Classes are conducted by thoroughly practicing and 

encouraging "new lifestyle"  

・In principle， face-to-face classes should be carried 

out. 

 

 

Educational 

and 

Research 

activity 

with students 

at laboratory 

 (Include 

Department, 

research 

center) 

  １ 

(from 

October 1

～) 

●In addition to take  prevention measures against the 

spread of COVID-19 

・Thoroughly implement "new lifestyle", and continue to 

perform the necessary activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculty 

member ’ s 

research and 

activity in 

research 

center 

  １ 

(from 

October 1

～) 

●In addition to take  prevention measures against the 

spread of COVID-19 

・Thoroughly implement "new lifestyle", and continue to 

perform the necessary activities. 

 

 

 

Activities of 

administrative 

staff 

１ 

(from 

October 1

～) 

●In addition to take  prevention measures against the 

spread of COVID-19 

・ Thoroughly implement "new lifestyle", and work  

normally.  

 

 

Students' 

extracurricular 

activity 

  １ 

(from 

October 1

～) 

●In addition to take  prevention measures against the 

spread of COVID 19 

・Thoroughly implement "new lifestyle", and continue to 

perform the necessary activities. 

 

 



             

Meeting 

on-campus 

  １ 

(from 

October 1

～) 

●In addition to take  prevention measures against the 

spread of COVID-19 

・Thoroughly implement "new lifestyle", and hold the 

necessary meetings. 

・Online and email meetings is also available. 

 

 

Business trip, 

etc. 

１ 

(from 

October 1

～) 

●In addition to take  prevention measures against the 

spread of COVID-19 

・Thoroughly implement "new lifestyle", and business 

trips, travel, and transfers can be allowed. 

 

・Be careful when traveling or moving to places with a 

high risk of infection 

 

Facility use 

and entering 

to TUT 

１ 

(from 

October 1

～) 

●In addition to take  prevention measures against the 

spread of COVID-19 

 

・Thoroughly implement "new lifestyle", and use of the 

facilities and entry into the campus is permitted. 

 

〈Library, research institution, centers〉 

・Thoroughly implement "new lifestyle", and facility can 

be opened.  

 

 

 

 


