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あさぎりサニーランドでは、新型コロナウイルス対策として以下の事を実施しております。
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 勤務中は、マスクの着用、
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 居室、車椅子

※次亜塩素系の消毒液を使用しています。

 定期的な換気

※居室、食堂、廊下を含め施設全体で実施しています。

 外出援助の中止

 面会の制限

 施設内での会議等の中止・自粛
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