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令和２年６月１日 決定 

 

体育施設における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 

 

 福生市立体育施設では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「新しい生活様

式～スマートライフ」を念頭に置き、利用者及び職員等が安全に施設を利用すること

ができるよう、次のとおりガイドラインを策定し、実施するものとする。 

 また、このガイドラインは、感染症拡大の状況を勘案し、随時見直すものとする。 

 

１ 施設管理者が実施すること 

（１） チェックリストにより、申請者が感染症対策の実施に協力ができるか確認し

たうえで、申請を許可する。別紙１ 

（２） 代表者へ、使用団体参加者の自宅での検温及び体調確認等の実施を依頼し、

来館時には、その結果を記入した来館者名簿の保管を求めること。別紙２ 

（３） 手指の消毒を行う消毒液等を設置すること。 

（４） 受付窓口に、防護シート等を設置すること。 

（５） 出入口等を開放し、換気を行うこと。 

（６） 館内における感染拡大防止対策について周知すること。別紙４・５ 

（７） その他、必要と認める感染予防・感染拡大防止に資する措置をとること。 

 

２ 管理人が実施すること 

（１） 業務を行う際は、マスクを着用し、咳エチケット・消毒液の使用を徹底するこ

と。 

（２） 手すり、受付窓口周辺等の共有スペースの除菌を定期的に実施すること。 

（３） 日常的に検温・健康観察を行い、感染が疑われる際は、市へ速やかに報告する

こと。 

３ 利用者が実施すること 

（１） 申請者は、チェックリストにより、感染症対策の実施への協力について同意

をしたうえで、申請を行うこと。別紙１ 

（２） 代表者は、団体参加者全員の氏名・連絡先を把握し、施設利用後に、参加者の

新型コロナウイルスへの感染が確認された場合には、代表者に報告されるよう、
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連絡体制を構築すること。また、参加者の感染が確認された場合は、代表者はす

みやかに市へ報告すること。 

（３） 利用者は、自宅での検温及び体調確認等を実施し、代表者へ報告すること。代

表者は、施設の利用開始時に団体参加者全員の検温及び体調確認等の結果等を記

入した来館者名簿を保管すること。なお、いずれかの項目に該当する参加者がい

る場合は、代表者の責任において、該当者の参加を見合わせること。 

別紙２ 

（４） 代表者は、参加者全員にマスクの着用、咳エチケットや手洗いの徹底を呼び

かけること。 

（５） 施設利用時には、３密（密集・密閉・密接）を避けるよう、工夫をすること。 

（６） 施設利用時には、こまめに換気を行うこと。 

（７） 施設利用後は、施設内にとどまらずに退館すること。 



別紙１  新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト 

 

 

 次の項目を確認し、チェックを入れてください。 

□ 新型コロナウイルスに感染すると重症化リスクが高くなる可能性のある、高齢者や持病のある方が参加者に含まれる場合

は、施設を利用するリスクについて慎重に検討すること。 

□ 団体代表者は、団体参加者全員の氏名・連絡先を把握し、施設利用後に、参加者の新型コロナウイルスへの感染が確認さ

れた場合には、代表者に報告されるよう、連絡体制を構築すること。また、参加者の感染が確認された場合は、代表者はす

みやかに市へ報告すること。 

□ 団体代表者は、利用時に団体参加者全員の体温、体調確認等の結果を記入した来館者名簿を保管すること。いずれかの項

目に該当する参加者がいる場合は、代表者の責任において、該当者の参加を見合わせること。 

□ 代表者は、参加者全員にマスクの着用、咳エチケットや手洗いの徹底を呼びかけること。 

□ 施設利用時には、三密（密集・密閉・密接）を避けるよう、工夫をすること。 

□ 施設利用時には、定期的に換気を行うこと。 

申請日 令和   年   月   日 申請者氏名  

安心して施設をご利用いただくため、申請をする前に、次の事項へ同意いただけるか確認をお願いしています。 

すべての欄に同意いただける場合のみ、施設の利用申請をお受けすることができます。 

利用者の安全を確保するため、ご理解とご協力をお願いします。 



来館者名簿

年 月 日 時 分 時 分

□ 

参加者名を記入し、検温、体調確認等の結果にチェックをお願いします。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

別紙２
この名簿は、新型コロナウイルス感染症対策として、利用者の安全を確保するために保管をお願いしています。

（別様式でも可）

～

団 体 名 参 加 人 数

代表者氏名 電 話 番 号

利 用 日 令和 利 用 時 間

施 設 名 集 会 室 名

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

№

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

参加者氏名

体温

37.5度以上の発熱又は
平熱比１度超過がある

□ 該当しない

陽性とされた者との濃厚接触があ
る場合、過去14日以内に政府か
ら入国制限、入国後の観察期間
を必要とされている国、地域等へ
の渡航並びに当該在住者との濃
厚接触がある場合

濃厚接触

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

体調

□ 該当しない

□ 該当しない

息苦しさ、強いだるさ、せき・
咽頭痛の症状がある

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

□ 該当しない

名簿の提出について確認いただき、参加者名を記入し、検温、体調確認等の結果にチェックを
お願いします。

必要に応じて、市が保健所等の公的機関へ提供されることについて同意します。

●代表者は利用当日に、この名簿により、参加者全員の体温と体調に異常がないかを確認し、保管してください。名簿を作成していな
い場合は、施設を利用することはできません。

●すべてにの項目で「該当しない」にチェックがつかない方は、参加を見合わせてください。

●代表者は、施設利用後に、参加者の新型コロナウイルスへの感染が確認された場合には、代表者に報告されるよう、参加者全員の連
絡先を把握し、連絡体制を構築してください。参加者の感染が確認された場合は、代表者はすみやかに市へ報告してください。



№ 参加者氏名

体温

37.5度以上の発熱又は
平熱比１度超過がある

陽性とされた者との濃厚接触があ
る場合、過去14日以内に政府か
ら入国制限、入国後の観察期間
を必要とされている国、地域等へ
の渡航並びに当該在住者との濃
厚接触がある場合

濃厚接触体調

息苦しさ、強いだるさ、せき・
咽頭痛の症状がある

12 □ 該当しない□ 該当しない□ 該当しない



イラスト出展：厚生労働省ホームページ 

 

 

 

 

●「三密」（密集・密閉・密接）を避けましょう 

●咳エチケットや手洗いを徹底し、マスクを着用しましょう 

●こまめに換気をしましょう 

●施設利用後は、施設内にとどまらずに退館しましょう 

次に利用する方のために、使用した備品の除菌にご協力をお願いします 

ー安心して施設をご利用いただくためにー 

うつらない うつさない 
新型コロナウイルス感染症対策 別紙４ 



別紙５  新型コロナウイルス感染症対策 

 

 

 

利用者の安全を確保し、安心してご利用いただくため、施設の利用にあたって

は、次の事項へのご協力をお願いしております。 

なお、今後の感染症拡大の状況によっては、施設の運用が変更となる可能性

があります。 

 

 新型コロナウイルスに感染すると重症化リスクが高くなる可能性のある、高齢者や

持病のある方が参加者に含まれる場合は、施設を利用するリスクについて慎重に検

討すること。 

 代表者は、代表者団体参加者全員の氏名・連絡先を把握し、施設利用後に、参加者

の新型コロナウイルスへの感染が確認された場合には、代表者に報告されるよう、

連絡体制を構築すること。また、参加者の感染が確認された場合は、代表者はすみ

やかに市へ報告すること。 

 来館時は、団体参加者全員が自宅で検温及び体調確認等を実施し、代表者はその結

果を記入した来館者名簿を保管すること。いずれかの項目に該当する参加者がいる

場合は、代表者の責任において、該当者の参加を見合わせること。 

 代表者は、参加者全員にマスクの着用、咳エチケットや手洗いの徹底を呼びかける

こと。 

 施設利用時には、３密（密集・密閉・密接）を避けるよう、工夫をすること。 

 施設利用時には、定期的に換気を行うこと。 

 





緊急事態宣言解除後の施設再開について 中央体育館 2020.5.30 

一人ひとりの基本的感染対策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ※「新しい生活様式」より 

 
 
 
●再開施設・・・中央体育館を条件付き再開。（比較的リスク小） 

トレーニング室は汗や呼吸でのリスク、更衣室の換気問題があるがもし再開するなら条件をつけ徹
底する。 

●利用の制限 
・人数  

主競技場は 100 名まで、 
トレーニング室・弓道場・会議室・和室は 10 名まで 
柔道場・剣道場は 15 名まで 
卓球場は 16 名まで 

  ・その他  
卓球台は４面、トレーニングマシンは間隔を調整する。 

    トレーニング室の利用については、新規利用は受け付けない。 
●スタッフのマスク着用 
●スタッフによるアルコール消毒と検温 
 

施設への入場は、条件を満たしていること 

●体調管理の徹底(発熱、体調不良時は入場をお断りする) 
●マスク着用の呼びかけ 
●上記の利用条件へのご理解及びサイン ※施設を利用する方全員が名簿記入をおこなうこと 

上記の条件で、段階的に営業を再開していく。 
時間や人数制限に伴う、施設使用料金の減額はなし。 
体育施設では、団体利用代表者がサイン(承諾)をすること。 

※施設内感染が起きた場合に感染経路の把握や、福生市、施設、利用者との素早い連携を取るために行
う。個人情報は厳密に管理すること。 

 

□すいた時間、場所を選ぶ 
□筋トレやヨガは自宅で動画を活用 
□すれ違うときは距離をとるマナー 
□狭い部屋での長居は無用 
□歌や応援は、十分な距離かオンライン 
□会話は控えめに 
 

感染防止の 3 つの基本：①身体的距離の確保(最低 1ｍ)、②マスクの着用、③手洗い 

中央体育館のコロナウイルス感染防止対策について 



利用に伴う条件 

●使用後は必ず清掃(ごみの持ち帰り徹底等)を行う。 

●換気のため窓は常に開ける。（種目によっては風や日差しによって使用しづらい環境になるが、承

諾の上で使用を許可する） 

●換気上、室温が上がることが想定されるので熱中症予防の徹底。（小まめな休憩※5～10 分に 1 回、

水分補給等） 

 

団体利用 

●全員の体調管理の徹底(体調不良や発熱がある場合は入場を断る) 

●当日使用する団体メンバーは、全員体温確認及び利用名簿を記入し、保管する。 

●接触する競技に関しましては使用方法等を新しい生活様式に準じる。 

上記の条件をご理解、ご納得していただいたうえで承認のサインをもらう。 

 

 



緊急事態宣言解除後の施設再開について 屋外体育施設 2020.5.30 

一人ひとりの基本的感染対策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ※「新しい生活様式」より 

 
 
 
●再開施設・・・屋外体育施設を条件付き再開。（比較的リスク小） 
●利用の制限 

・人数  
各施設 100 名まで 
ネッツ多摩Ｓ＆Ｄフィールド：第１会議室・第２会議室は 10 名まで 

     
●スタッフのマスク着用 
●スタッフによるアルコール消毒と検温 
 

施設への入場は、条件を満たしていること 

●体調管理の徹底(発熱、体調不良時は入場をお断りする) 
●マスク着用の呼びかけ 
●上記の利用条件へのご理解及びサイン ※施設を利用する方全員が名簿記入を行うこと 

上記の条件で、段階的に営業を再開していく。 
時間や人数制限に伴う、施設使用料金の減額はなし。 
体育施設では、団体利用代表者がサイン(承諾)をすること。 

※施設内感染が起きた場合に感染経路の把握や、福生市、施設、利用者との素早い連携を取るために行
う。個人情報は厳密に管理すること。 

 
 
 
 
 
 
 

□すいた時間、場所を選ぶ 
□筋トレやヨガは自宅で動画を活用 
□すれ違うときは距離をとるマナー 
□狭い部屋での長居は無用 
□歌や応援は、十分な距離かオンライン 
□会話は控えめに 
 

感染防止の 3 つの基本：①身体的距離の確保(最低 1ｍ)、②マスクの着用、③手洗い 

屋外体育施設のコロナウイルス感染防止対策について 



利用に伴う条件 

●使用後は必ず清掃(ごみの持ち帰り徹底等)を行う。 

●換気のため窓は常に開ける。（種目によっては風や日差しによって使用しづらい環境になるが、承

諾の上、使用を許可する） 

●換気上、室温が上がることが想定されるので熱中症予防の徹底。（小まめな休憩※5～10 分に 1 回、

水分補給等） 

 

団体利用 

●全員の体調管理の徹底(体調不良や発熱がある場合は入場を断る) 

●当日使用する団体メンバーは、全員体温確認及び利用名簿を記入し、保管する。 

●接触する競技に関しましては使用方法等を新しい生活様式に準じる。 

上記の条件をご理解、ご納得していただいたうえで承認のサインをもらう。 
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