
つばさ静岡　新型コロナウィルス感染対策ガイドライン 2022/1/27

レベル 0 1 （0-1） 1 （1-1） 2 3 4 5 6

1 県内 日常 日常 ほぼ日常 ほぼ日常 注意 警戒 特別警戒 都市封鎖級

2 県外 日常 出入国制限あり ほぼ日常 注意 注意/警戒 警戒 特別警戒 都市封鎖級

3 国外 日常 注意

4 県内評価 感染限定期 感染移行期

5 県内移動に関する行動制限 国内外行動制限なし 県内行動制限なし 不要不急の外出控える 外出自粛要請 外出禁止要請

6 県外評価 感染休止期

7 県外移動に関する行動制限 国内外行動制限なし 国外への制限一部あり 感染者多発地域への移動注意 県外への移動できるだけ回避 原則不可 禁止要請

8 国際評価 ほぼ終息 一部地域で終息していない

9 感染状況 国内発生０ 他県生活圏発生者０
他県生活圏発症者あり

県内発生者０

他県生活圏流行の兆しあり

県内発生者0.5市内発生者０
市内感染源特定者のみ 市内感染源不明者複数 市内クラスター多発 施設内感染

10 想定職員体制 90~100% 80~90% 40~60% 施設外応援体制

11 COVID19発症者への対応 施設内で治療

12 各部署事業

13 入所 病棟再編成

14 ショートステイ 地域により制限あり 緊急時のみ

15 通所 職員固定　入所との交流中止 縮小　職員固定

16 放課後デイサービス 職員固定　入所との交流中止 縮小　職員固定

17 相談 会議以外の訪問中止、対面面談１か所のみ可

18 リハビリ 多発地域居住者受け入れ中止

19 事務所 時差出勤

20 外部対応様式

21 当直医ショートステイ診察

22 訪問教育

23 実習生

24 ボランティア

25 見学者

26 外部委託業者 状況に応じ立ち入り制限 入所スペース立ち入り禁止 施設内立ち入り禁止

27 車いす業者

28 外部業者 制限あり

29 他科受診

30 歯科受診

31 施設内会合 制限あり（3密を避ける） 原則外部講師招聘中止

32 行事 制限あり（3密を避ける）

33 通所送迎 相乗り制限あり

34 出入口

35 正面玄関検温

36 問診表記入・事前診察

37 入所スペース・2Fへの出入り

38 職員生活様式

39 マスク常時着用

40 食堂使用・職員食 通常（3密を避ける） 職員食中止

41 職員休暇中外出自粛 不要（3密を避ける）

42 県外外出時申請

43 宿泊室

44 入所者生活様式

45 面会 一部制限あり

46 外泊 一部制限あり

47 外出 一部制限あり

48 理髪

49 入浴 勤務体制による 日数制限 禁止要請

50 居住スペース 制限の可能性あり 制限

51 食事 制限の可能性あり

52 外部出張 自粛要請 必要時のみ

53 訪問指導（法人内） 必要時のみ

54 訪問指導（法人外） 必要時のみ

55 訪問指導（支援学校） 必要時のみ

56 出張・研修 自粛要請 必要時のみ制限なし 原則禁止

制限なし（訪問先の基準に準じる） 中止

制限なし（訪問先の基準に準じる） 中止

制限なし（訪問先の基準に準じる） 中止

制限なし

制限なし 通所/リハビリホールへの立ち入り/ゾーンを超えた交流禁止

原則制限なし（厨房勤務者の感染状況による） 厨房職員勤務体制により防災食考慮

制限なし 原則禁止

制限なし 原則屋内禁止（3密を避ける） 全面禁止

制限なし 一部制限あり（来客県外在住者の業者） 職員による理髪

制限なし 15分面会 禁止

制限なし 禁止

不要 要

不要 要

通常使用 宿泊料金未発生 帰宅困難者に対して要確保

制限なし 制限あり

別紙

＊ゾーンごとの感染状況により判断 要

通常使用 対面禁止　スペース確保　マスク着用なしの会話禁止 職員食中止・食堂以外の別室も分散使用

通常 制限あり

不要 要

簡易的に実施 厳密に実施

制限なし 中止

制限なし 中止

制限なし 中止

制限なし 必要時のみ 延期・中止

制限なし 必要時のみ 延期・中止

通常受け入れ 状況により縮小

通常受け入れ 入所スペース立ち入り禁止 施設内立ち入り禁止

通常受け入れ 入所スペース立ち入り禁止 施設内立ち入り禁止

通常受け入れ（要問診） 多発地域居住者受け入れ中止 原則受け入れ中止（例外あり）

通常受け入れ（要問診） 多発地域居住者受け入れ中止 原則受け入れ中止（例外あり）

実施 必要時のみ　

学校に準ずる（助勤の場合問診票記入） 中止

通常受け入れ（要問診） 多発地域居住者受け入れ中止 原則受け入れ中止（例外あり）

制限なし（要問診） 問診強化・多発地域居住者の受け入れ中止 中止

制限なし 最低人数に人数制限やテレワーク

制限なし（要申告） 中止

制限なし（要申告） 中止

制限なし 訪問中止、対面による面談中止、テレワーク、電話対応

100%

指定病院転院

制限なし 状況に応じサービス縮小体制

制限なし（要問診） 中止

3密回避、新しい生活様式徹底

国内全域が感染終息 感染限定期 感染移行期以上

県外移動は回避

多数の国・地域において感染が拡大している

より感染レベル　原則1-1→原則3　緩和対策

※　対象者の検査体制・ワクチン接種情況により例外措置あり

国外は警戒以上

感染終息 感染休止期 感染蔓延期


