
＜周知・注意喚起＞夏季休業等を前にした注意喚起及び警戒情報の更新について（８/6）：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） 

 

        夏季休業等を前にした注意喚起及び警戒情報の更新について  

 

 このことについて、大学本部（新型コロナウイルス感染症対策本部会議）より、 

下記及び別添ファイルのとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。 

 なお、警戒情報が以下のとおり更新され、出張自粛地域が拡大されましたので、 

ご留意願います。 

 

★８/５現在の警戒情報 

（★） 感染が拡大している地域（首都圏（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県）、 

大阪府、京都府、兵庫県、愛知県、福岡県、沖縄県）への出張や旅行は、 

自粛してください。 

同地域から本学への来訪については慎重な判断を求めますが、来訪の場合は、 

検温や体調管理など感染防止対策の徹底をお願いします。 

（★★） 帰省は、帰省先の感染状況を確認するなど注意が必要です。 

やむを得ない理由で帰省する場合は、高齢者の感染リスクに十分留意する 

とともに、集団飲食は自粛してください。 

 

ついては、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。  

 

※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、大学本部からの通知*********************** 

 

                      令和 2 年 8 月 5 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 



 

   夏季休業等を前にした注意喚起について（通知） 

 

7 月 31 日付けで首都圏に加えて大阪府、愛知県、福岡県等への出張・ 

旅行の自粛とともに、飲食を伴う会合や歓談の自粛についての 

警戒情報をお知らせしているところですが、全国的な感染拡大の 

加速により、この度警戒情報を更新し、出張・旅行の自粛対象地域 

を拡大しました。本学への来訪についても慎重な判断をお願いいた 

します。 

学生にあっては 8 月 13 日から夏季休業となり、職員にあっても来週 

からお盆を迎えることもあり、全国の感染状況を把握の上、慎重な 

判断や適切な行動について更なる注意喚起をお願いします。 

やむを得ない理由で帰省する場合は、高齢者の感染リスクに十分留意 

するとともに、集団飲食は自粛するなど感染防止対策の徹底をお願い 

します。 

新型コロナに係る対応が 期に及んでいることもあり、学 ・職員 

への心のケアについてご配慮をお願いします。 

また、新型コロナウイルスに関する参考資料をＴＵＢＣＰに掲載を 

していますので、ご参照ください。 

〇ＴＵＢＣＰ https://www.bureau.tohoku.ac.jp/covid19BCP/publichealth.html 

 

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 

 

 

****ここから英訳版***************************************** 

                     August 5, 2020 

Director of each department 

Director of administrative bureau 

 

           TU Novel Coronavirus Disease Task Force 

 

    A reminder of the summer holidays ahead (notice) 

 



As of July 31, we have issued a warning about refraining from business  

trips and travel to the Tokyo metropolitan area, as well as to Osaka, 

Aichi, and Fukuoka prefectures, due to the accelerated spread of 

COVID-19 across the country, the alert has been updated to expand 

the areas subject to voluntary restraint on business trips, etc., and 

to ask visitors to the University to exercise caution. 

Students will be on summer holidays from August 13, and staff 

members will start their summer holidays next week, so we ask you 

to keep abreast of the national infection situation and further alert 

them of the need to exercise caution and take appropriate action.  

If you return to your home country for unavoidable reasons, please 

be aware of the risk of infection among elderly people and take  

thorough measures to prevent infection, such as refraining from  

eating and drinking in groups. 

Since the response to COVID-19 has taken a long time, we ask that 

you give careful consideration to the mental health of students,  

faculty, and staff. 

We have posted reference materials on the TUBCP website  

regarding the novel coronavirus. 

 

〇TUBCP 

https://www.bureau.tohoku.ac.jp/covid19BCP/publichealth.html 

 

Inquiries: 

General Affairs Division, 

General Affairs and Planning Department 

TEL: 022-217-4807 E-mail: gen-som@grp.tohoku.ac.jp 

 

*****ここまで本部通知************* 

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

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・結城・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 






