
（English translation follows.） 

 

令和３年４月１９日 

 

教職員、学生の皆様 

 

学長（危機対策本部長） 仁科 弘重 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関し，教職員の皆様のこれまでのご尽力に感謝申し上

げます。 

 本学では，愛媛県独自の最大警戒レベルである「感染対策期」が継続している状況を踏ま

え，４月９日（金）から，愛媛大学 BCP のステージを警戒レベル３（オレンジ）とすると

ともに，特例的にキャンパス内の授業についてのみ，警戒レベル２（イエロー）の取扱いと

しておりました。 

しかし，４月１６日付け「学長からの緊急メッセージ」でもお伝えしたように，愛媛県で

は、従来株から感染力が強い「変異株」に置き換わり、松山市などでは「市中蔓延」に近く、

「新たなウイルスによるパンデミック」と考えた方がよいほどの状況になっています。県内

の重症患者の治療に当たっている附属病院からは、「変異型は、若い人でも、基礎疾患がな

い人でも、急速に重症化することがある。病床の確保も困難で、ギリギリの治療を行ってい

る。」という現場情報が報告されてきています。感染をこれ以上拡大させないためには，こ 

の数週間，各人が可能な限り「stay home」することが必要です。 

そのため、当面、明日 4 月 20 日（火）から当面の間，本学は、キャンパス内の授業も

含めて、警戒レベル３（オレンジ）とすることとしました。大学のＢＣＰに記載されている

警戒レベル３（オレンジ）の運用を徹底してください。 

ついては，下記の諸活動実施方針に基づき，所属の部局等の長の指示等により，行動して

ください。 

愛媛大学は、愛媛県内唯一の医学部及び附属病院を持つ大学です。私たちは、愛媛大学の

構成員として、率先して、新型コロナウイルスによる感染防止に取り組みたいと思います。

「愛媛大学の構成員からは、１人も感染者を出さない」との決意で、より一層緊張感を持っ

て感染回避行動をとっていただくようお願いいたします。 

 

記 

 

警戒レベル３（オレンジ）における諸活動の実施方針 

 

【学生の入構】 

・原則として入構を禁止する。ただし，対面授業の受講，所属長に許可を得た研究，図書館

や総合健康センター，食堂（テイクアウト），売店の利用等のための入構については，感染

防御対策を徹底し，入構することができる。 

 

【教育活動（授業やサークル活動）】 

・遠隔授業のみ実施する。ただし，危機対策本部長（学長）が認める特例的な授業を除く。 

・サークル活動は，オンライン活動を除く全ての学生団体・サークル等の活動を禁止する。 

 

【教職員の研究活動】 

・安全環境下に研究を実施する。申請により所属長が許可した場合に限り，感染防御対策を

徹底し，学内施設を利用することができる。 



 

【業務遂行】 

・感染防御を徹底し，業務を精査して実施する。所属長の判断により，交代制勤務・テレワ

ーク・時差出勤を積極的に活用する。 

  ※医療関係者と附属学校園の教職員は，別途指示がある。 

・県内外への出張・研修等については，「出張・研修，私事による移動，来客者との打合せ

の取扱いについて」による。 

・海外渡航は，禁止とする。 

 

【会議開催】 

 ・遠隔会議又はメール会議のみとする。ただし，危機対策本部長（学長）が認める特例的

な会議を除く。 

 

【学内施設を利用したイベント等】 

・原則禁止する。 

 

以上 

 

〈参考〉学長メッセージ（令和３年４月１６日付け） 



 

 

 

April 19, 2021 
To faculty and staff, and students,  
 

NISHINA Hiroshige 
President of Ehime University 

 
I would like to express my gratitude for your continued efforts in preventing the spread of 

the coronavirus.  
Considering the situation where Ehime Prefecture's own highest alert level is still in effect, 

Ehime University has set its BCP stage to alert level 3 (Orange) since April 9, and as a special 
exception, classes on campus have been treated as alert level 2 (Yellow). 

However, in Ehime Prefecture, the conventional coronavirus strain has been replaced by a 
highly infectious mutated one. Especially in Matsuyama, the situation has become so close to 
a "citywide spread" that it is better to think of it as a "pandemic by a new virus”. 

Ehime University Hospital, which has been treating patients with severe cases of 
coronavirus in the prefecture, reported that infection with the mutant strain can cause even 
young people or those with no underlying disease to rapidly be in a critical condition. They 
also said that they are providing treatment under very tense circumstances as it is becoming 
difficult to secure hospital beds. In order to prevent further spread of the infection, it is 
necessary for each of us to "stay home" as much as possible during the next few weeks. 

Therefore, for the time being from April 22 (Thu), Ehime University has decided to set its 
BCP stage to alert level 3 (Orange) for all activities including classes on campus. Please be 
thorough with the operation of alert level 3 (orange) in the BCP of the University. 

Please follow the instructions of the head of your department, etc., based on the following 
policies for implementing various activities. 

Ehime University is the only university in Ehime Prefecture with medical school and 
hospital. As a member of Ehime University, we would like to take the initiative in preventing 
infection by the coronavirus. Once again, I would like to ask you to be even more cautious and 
take action to avoid infection, with the determination that no one from Ehime University will 
be infected. 
 
============================================ 
Implementation Policy for Activities at Alert Level 3 (Orange) Stage 
 
【Students entering the campus】 
1. In principle, students are not allowed to enter the campus. However, students may enter 
the campus for face-to-face classes, research with the permission of their department head, or 
to use the library, Health Services Center, cafeteria (take-out), or university shops, if thorough 
infection prevention measures are taken. 
 
【Educational activities (classes and club activities)】 



1. Conduct remote classes only. However, this excludes special classes approved by the head 
of the Crisis Response Team (President). 
2. Circle activities are prohibited for all student groups and circles, except for online activities. 
 
【Research activities by faculty and staff】 
Conduct research in a safe environment. Only when the head of the department grants 
permission upon application, they can use the university facilities with thorough infection 
prevention measures. 
 
【Execution of duties】 
1. Examine and implement tasks carefully while thoroughly protecting against infection. 
Actively utilize shift work, telework, and staggered work hours at the discretion of the 
department head.  
※Medical personnel and faculty members of the university schools will be given separate 
instructions. 
2. Business trips and training outside of the prefecture will be handled according to "Handling 
of Business Trips, Training, Private Travels, and Meetings with Visitors. 
3. Overseas travel is prohibited. 
 
【Meetings】 
Only remote or email conferencing can be conducted. However, this excludes special 
meetings approved by the head of the Crisis Response Team (President). 
 
【Events using on-campus facilities】 
Events using campus facilities are prohibited in principle. 
 


