
                         令和２年１２月２３日 
 
 教職員・学生 各位 
 
                       危機対策本部長 
                        横 矢 直 和 
 
   年末年始における忘年会・新年会・帰省の留意事項について（通知） 
 
 このことについて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から文部科学省 
高等教育局高等教育企画課を通じて、通知がありましたのでお知らせいたします。 
 年末年始は、忘年会・新年会・帰省などの各種行事等があり、人々の交流を通じて、 
感染が全国的拡大すると、さらに医療の逼迫が懸念されます。 
 ついては、年末年始の行事等に参加される場合は、下記の事項に留意のうえ、感染防 
止策の徹底をお願いいたします。 
 
                  記 
 
（１）忘年会・新年会について 
 忘年会・新年会を開催する場合、なるべく普段から一緒にいる人と少人数で開催する 
ようにしてください。 
 なお、開催するにあたり、以下の「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」を実 
践してください。 
 ・外食業の事業継続のためのガイドラインを遵守している飲食店を選ぶ。 
 ・体調が悪い人は参加しない。 
 ・席の配置は斜め向かいに（正面や真横はなるべく避ける）。 
 ・会話する時は必ずマスクを着用。 
 ・短時間で、深酒やはしご酒などは控え、適度な酒量で。 
 ・お猪口やコップは使い回わさず、一人ひとりで。 
 
（２）初詣・カウントダウンイベントなどについて 
 初詣については、混雑する時期を避けるようにしてください。境内での三密や参拝後の 
混雑をできる限り避けるなど、感染防止策の徹底してください。 
 また、カウントダウンイベント等においても、三密回避やマスク着用などの基本的な感 
染防止策を徹底してください。 
 



（３）年末年始の帰省について 
 帰省する場合は、基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食を控える 
など、高齢者等への感染につながらないよう注意してください。 
 また、帰省される場合には、混雑する時期を避けてください。 
 なお、上記の対応が難しい場と判断される場合、帰省を控えるなどの慎重な対応を検討 
してください。特に発熱等の症状がある方は、帰省を控えてください。 
 
 
                         【担 当】 
                          危機対策本部 
                          企画総務課 有賀・家門 
                          TEL：0743-72-5024 
                          Mail：somu[at]ad.naist.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                               December 23rd, 2020 
 
 To all faculty, staff and students 
 
 
  Gatherings and returning home for the year end/ New Year holidays 
 
 NAIST received the following notice concerning the year end/New Year holidays (issued 
by the Office for Novel Coronavirus Disease Control, Cabinet Secretariat) from the Higher 
Education Policy Planning Division, Higher Education Bureau of MEXT. 
 During the year end and New Year holidays, there are various events such year-end and 
New Year’s gatherings and hometown visits where infection could spread rapidly 
throughout the country, straining the entire medical system in Japan. If you will participate 
in any events like these, please make sure to continue infection prevention measures and 
pay attention to the following points. 
 
YOKOYA Naokazu 
Head, Crisis Measures Headquarters 
 
                 Notice (Points to note) 
 
(1) End-year and New Year’s gatherings 
 If you will participate in End-year or New Year’s gatherings, please try to meet with those 
people you usually spend time with and do not gather in large numbers. Also, please try to 
follow the methods below to enjoy gatherings while reducing infection risk.  
 ・Choose restaurants, etc. that follow guidelines to prevent infection, etc. 
 ・Have those who are sick or who are not feeling healthy not participate 
 ・Sit maintaining social distance (Space seating diagonally, etc.) 
 ・Wear masks when talking 
 ・Drink responsibly and do not visit many different restaurants, bars, etc. 
 ・Do not share cups, glasses, silverware, etc. 
 
(2) Shrine/temple visits, New Year’s Eve countdown events, etc. 
 For shrine/temple visits, please avoid periods when crowding is expected. Take the 
necessary infection prevention measures such as avoiding the 3 Cs when visiting and also 



avoid crowds afterwards. For countdown events as well, please take the necessary basic 
measures to prevent the spread of infection by avoiding the 3 Cs, wearing masks, etc. 
 
(3) Returning home for the holidays 
 Take the necessary basic measures to prevent the spread of infection when returning home 
for the holidays and pay particular attention to avoid infection among the elderly, especially 
avoiding eating in large groups, etc. Also, avoid crowded areas and times during this period. 
 If the above points may be difficult to follow, please consider refraining from travelling 
and refrain from travelling if you have a fever or other symptoms. 
 
 
For inquiries: Crisis Measures Headquarters 
Planning and General Affairs Division ARUGA (Mr.), KAMON (Mr.) 
E-mail: somu[at]ad.naist.jp 
TEL：0743-72-5024 


