
＜周知・注意喚起＞新型コロナウイルス感染症への感染防止対策の徹底等（7/16）：理 

**************************************************************************************** 

教職員 各位  

 

         理学研究科等災害対策本部 （理学研究科 ）      

         安全衛 管理室 （新型コロナウイルス感染症対策担当） 

 

                     感染防止対策の徹底等について（通知） 

 

大学本部より、新型コロナウイルス感染症への感染防止対策の徹底等に係る 

続報通知がありましたのでお知らせいたします。 

東京をはじめ全国各地で感染者が増加傾向にあり、宮城県内でも感染事案が 

続き、極めて注意が必要な状況であるという認識から、理学部・理学研究科 

の構成員におかれましても、下記本部通知の内容に十分留意の上、引き続き 

感染予防の徹底と各自責任ある行動に努められますようお願い申し上げます。 

また、行動履歴の自己管理として、出張、外出先での活動（相手、時間、経路、 

訪問場所）の記録にも努めるよう周知徹底依頼がありましたので、この点にも 

ぜひご留意くださいますようお願いいたします。 

なお、学生には教務課より別途連絡しますことを申し添えます。 

 

****以下、新型コロナウイルス感染症対策本部会議通知*********************** 

                            令和 2 年 7 月 16 日  

各部局  殿 

本部事務機構各部（室）  殿  

   

               新型コロナウイルス感染症対策本部会議  

   

         感染防止対策の徹底等について（通知）  

  

東京を始めとする全国各地で感染者が増加傾向にあり、宮城県内においても 

6 月中旬から感 染事案が続くなど、極めて注意が必要な状況です。ついては、 

「こまめに手洗い」「マスクの着用」「３つの密を避ける」「体調管理」 

などの基本的な感染予防の徹底と、各自の責任ある行動について更なる意識 

啓発をお願いします。その際には、東北大学新型コロナウイルスＢＣＰ対応 

ガイド（ＴＵＢＣＰ）、ＡＢＣポスター等の啓発ポスター、ＡＩサーマル 

カメラ等による検温等を積極的に活用ください。また、感染拡大防止の観点 



から行動履歴の把握が重要となります。行動履歴の自己管理、特に出張、 

外出先での活動（相手、時間、経路、訪問場所）の記録に努めるよう周知徹底 

をお願いします。接触確認アプリ(COCOA)の活用についても推奨ください。 

なお、キャンパス内の行動履歴については、スマートフォンとＱＲコードを 

活用した入退室管理ツールなども情報部で作成中ですので活用ください。 

現在の行動指針レベル 1 においては、出張やガイドラインに則したイベント等 

の実施が可能ですが、常に社会の状況と感染リスクを考えて活動するなど、 

学生・教職員一人一人の自覚と責任ある行動について、更なる注意喚起を 

よろしくお願いします。  

  

 問い合わせ先  

東北大学総務企画部総務課総務係 

TEL：022-217-4807  

E-mail：gen-som@grp.tohoku.ac.jp  

 

***以下、英語版通知**************************************** 

                          July 16th 2020  

  

Director of each department  

Director of each department (office)  

  

            TU Novel Coronavirus Disease Task Force  

  

    Thoroughness of Infection Prevention Measures (Notice)  

  

The number of cases is on the rise in Tokyo and other parts of the country, 

and in Miyagi Prefecture, the number of infected people has been increasing  

since mid-June. There have been a number of incidents that require extreme  

caution.  

The basics such as "washing hands frequently", "wearing masks", "avoiding  

3C (Three Cs)", and "taking care of one's health" are the most important.  

We ask that you further raise awareness of the importance of preventing  

infection in a thorough manner and acting responsibly. To do so, please make  

active use of educational posters, Tohoku University Emergency Action  

Plan (TUBCP) and ABC poster, for the prevention of the spread of infectious  

diseases and the use of AI thermal cameras.  



In order to prevent the spread of infection, it is also important to keep a  

record of your activities. Self-management of behavioral history, especially  

for recording activities on business trips and when away from home  

(counterpart, time, route, place of visit), is also important. Please make sure  

that everyone is aware of these prevention methods. Besides, please  

recommend the use of the Contact Confirming App (COCOA). And also,  

you should use creating an access control tool developed by the Information  

Department that utilizes smartphones and QR codes to keep track of your  

activities on TU campus.  

The current Level 1 Guidelines allow for business trips and events in  

accordance with the Guidelines, however, each student and faculty member  

has to be aware of their own awareness and responsibility to always consider  

the social situation and the risk of infection in their activities. Please give us  

further warning about certain behaviors.  

 

***本部通知ここまで**************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************ 

東北大学 理学部・理学研究科 総務課  

総務企画係  千葉・阿部・甲斐・近藤・八野 

〒980-8578 仙台市 葉区荒巻字 葉 6-3 

TEL：022-795-6346 

FAX：022-795-6363 

E-mail：sci-syom@grp.tohoku.ac.jp 

************************************************ 
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