
令和３年 8 月 17 日 

全国及び愛媛県内における新型コロナウイルス「デルタ株」の爆発的感染拡大に伴うお願い 

教職員、学生の皆様へ 

学長（危機対策本部長） 仁科 弘重 

感染力が著しく強いといわれている「デルタ株」の拡大に伴って、現在、全国的にも、愛媛県

内でも、急速な感染拡大が起こっています。県内では、各所でのクラスター発生、松山市での多

数の新規感染者発生によって、連日、数十名もの感染者が確認されており、愛媛県は、１１日か

ら警戒レベルを最高の「感染対策期」としています。さらに、今後、２０日からは、愛媛県に「ま

ん延防止等重点措置」が適用されることが決まりました。 

この状況を受け、本学では、本日、危機対策本部会議を開催し、これまでＢＣＰ警戒レベルを

「イエロー」としている項目（学生の入構に関する方針、授業やサークル活動の実施方針、教職

員の研究活動の実施方針など）も、「オレンジ」に上げることとしました。対応をお願いします。 

いずれにしても、感染力が強い「デルタ株」に対して、これまで以上の「感染拡大防止行動の

徹底」をお願いします。具体的には、居住する空間の換気を十分に確保し、常時マスクを適切に

着用いただくとともに、以下については、中止または延期を是非ともご検討ください。 

(1) 県境をまたぐ移動（帰省などの私事も含む）

(2) 県外からの訪問者との面談

(3) 密が生じやすい場所への訪問（イベント参加を含む）

(4) 普段から顔を合わせていない人との会食

また、松山市の感染状況が厳しいことから、県内の移動であっても、「今、必要」な移動以外は、

自粛してください。 

事実を述べさせていただければ、本学で発生した感染者の感染経路も、まさに、上記の(1)～(4)

の場合が多いです。また、学生さんの友人同士での食事でも、感染が起こった可能性があります。

コロナは身近にいることを強く再認識し、特に学生さんへは、より一層の自覚と緊張感をもった

行動をお願いします。教職員の方には、県外への出張については、真に必要な出張以外は取り止

めください。 

私たちの努力とワクチン接種の拡大によって、愛媛大学に一日でも早く、これまでの日常を取

り戻したいと思います。よろしくご協力のほどお願いいたします。 

(English translation follows.)



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、一時的な 

 各種手続き、図書館や総合健康センター、食堂、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原則禁止する。 

 

【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、原則禁止とする。 

 

【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】は、「警戒レベル２（イエローステージ）」を続けます。 

・危機対策本部長が認めた場合は実施することができる。 

 

 

以上 

 

 



Request regarding the explosive spread of the coronavirus "Delta strain" throughout Japan and in 
Ehime Prefecture 
August 17, 2021 
To all faculty, staff and students, 

                      NISHINA Hiroshige 
President 

Ehime University 
 
Due to the extremely infectious "delta strain", the rapid spread of the infection is now occurring 
throughout Japan and in Ehime. In Ehime Prefecture, there have been cluster outbreaks in various 
places and in Matsuyama City. As a result, Ehime Prefecture has set its alert level to the highest level 
of "infection control phase" since August 11. In addition, it has been decided that from the 20th, 
"Priority Measures for Prevention of Spread" will be applied to Ehime Prefecture. 
 
In response to this situation, Ehime University has decided to raise the BCP alert level to "orange" 
for items that have been set at "yellow" (such as policies regarding student entrance to the campus, 
policies for classes and club activities, and policies for faculty and staff research activities).  
 
In any case, we would like to ask you to take even more thorough action to prevent the spread of 
the highly infectious delta strain. Specifically, please ensure that your living space is well ventilated 
and wear a mask at all times. In addition, please consider canceling or postponing the following 
activities. 
 (1) Travel across prefectural borders (including personal matters such as returning home) 
 (2) Meeting with visitors from outside the prefecture 
 (3) Visits to crowded areas (including participation in events) 
 (4) Eating with people with whom you do not normally see on a regular basis 
In addition, due to the severe infection situation in Matsuyama City, please refrain from traveling 
within the prefecture unless it is "necessary now".  
 
If I may state a fact, the route of infection of those infected in our university is also exactly the same 
as (1) through (4) above. It is also possible that the infection occurred when the students ate 
together with their friends. I would like to ask students in particular to be more aware and tense. I 
would also like to ask faculty and staff to refrain from traveling outside the prefecture unless it is 
truly necessary.  
 
Through our efforts and the promotion of vaccination, we hope that Ehime University will be able to 
get back to its normal life as soon as possible. Thank you very much for your cooperation. 
 



 
 

Implementation Policy for Activities at Alert Level 3 (Orange) Stage 
 

【Students entering the campus】 
In principle, students are not allowed to enter the campus. However, students may enter the campus 
for such purposes as attending face-to-face classes, conducting research with the permission of their 
department head, completing various temporary procedures, and using the library, health center, 
cafeteria, and shops, only after thorough infection prevention measures have been taken. 
 
【Educational activities (classes and club activities)】 
1. Only remote classes will be conducted. However, special classes approved by the President will be 
excluded. 
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 President. 
 
【Events using on-campus facilities】 will continue to be on Alert Level 2 (Yellow Stage). 
If the President approves, the event may be implemented. 

 
 
 
 


