
 

 

 

 

 

石巻市総合体育館における 
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はじめに 

 今日の新型コロナウイルス感染が拡大する中で、社会体育施設での感染者の利用が確認されて

おります。ここに石巻市総合体育館の特性に則した、新型コロナウイルス感染拡大を徹底的に防

ぐガイドラインを定め、実施すべき基本的事項を以下のとおり規定いたします。 

 なお、国及び各地方自治体に於いて、各種ガイドラインを遵守することを条件に、これまでの

規制を段階的に緩和する方針を打ち出してきていることから、当館のガイドラインもこれに合わ

せ、都度石巻市と協議の上で変更していくことといたします。 

 

 

１．体育館利用に際しての基本的遵守事項について 

利用者は下記の事項を遵守するものとし、これらの実施が確約できない場合は、他の利用者 

及び施設全体の安全確保が困難となることから、予約の取消、退館を求められる場合がある。 

なお、当館における遵守事項を記載した「感染症対策に係る利用のしおり」を作成し、館内

への掲示及び受付での配布等により利用者への周知徹底を図ることとする。 

【利用者が遵守すべき基本的事項】 

  ① 以下の事項に該当する場合は、自主的に利用を見合わせること。 

   ・来館前に検温を行い、37.5度以上の発熱があった場合（または平熱比１度超過） 

・息苦しさ（呼吸困難）、だるさ（倦怠感）、嗅覚や味覚の異常、軽度であっても咳・

咽頭痛などの症状がある場合 

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 

② マスクの着用については個人の判断に委ねることを基本とするが、施設内の環境、 

感染状況等を踏まえ、施設管理者が着用を求めるときは応じること。 

③ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

④ 他の利用者、職員等との身体的距離としては、十分な人と人の間隔（触れ合わない程度） 

を確保すること。（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く） 

また、運動やスポーツの場合は、その種類を問わず休憩中の場合も含めて、周囲の人とは

できるだけ２ｍの距離を確保すること。 

  ⑤ 密接場面（互いに手を伸ばしたら手が届く距離での会話や発声）をつくらないこと。 

⑥ 施設利用中は、施設管理者が実施または指示する換気方法に従うこと。 

  ⑦ 施設内での食事は、 座席間隔の確保（又はパーティションの設置）を講じる等、 

感染防止を考慮した「飲食可能エリア」を設定するなどした 上で、許可することとする。 

   ⑧ 「感染症対策に係る利用のしおり」の記載事項を遵守すること。 

 

 

２．施設運営について 

施設管理者は下記項目を実施し、感染症対策に努めることとする。 

 



【施設運営にあたっての基本的事項】 

① 利用者の健康状態について 

  ・施設利用者の健康状態の把握に努め、症状に応じて退館等を求める。 

② 利用者への配慮について 

    ・利用者の属性（妊婦、高齢者等）に配慮した、より慎重で徹底した対応を行う。 

③ マスクの着用について 

 ・利用者や職員に対し、本人の意思に反して着脱を強いることがないよう、個人の 

主体的な判断が尊重されることを基本とする。ただし、感染対策上又は事業上の 

理由等により必要な場合は、利用者又は職員にマスクの着用を求めることができ 

るものとする。 

④ 利用内容に応じた自粛の要請について 

・運動やスポーツの場合は、その種類を問わず休憩中の場合も含めて、周囲の人とはでき 

 るだけ２ｍの距離を空けるよう、看板等の設置やチラシの配布により周知を図る。 

⑤ 利用施設ごとの利用人数について 

・利用施設ごとに人数の上限を設け、３密を回避させる。 

・利用人数の上限については、国や県、業種別ガイドラインに基づき策定する。 

⑥ 利用時間について 

・必要最小限の利用時間にとどめるよう要請する。 

⑦ 感染拡大防止対策の徹底について 

・咳エチケット、マスク着用（個人で用意）、こまめな手洗い、アルコール等による手指消 

 毒を強く要請する。 

・室内においては１～２時間毎に５分～１０分程度の換気を徹底し、施設利用者に対して、 

施設管理者が実施または指示する換気方法に従うよう要請する。 

   ⑧ フリースペースの利用方法について 

・接触感染と飛沫感染防止のため、３密を回避する対策を講じ、必要最低限度の利用とす

るよう周知する。 

⑨ 施設管理の徹底について 

・館内の換気と屋内外施設（トイレ・階段手すり・水道蛇口等も含む）及び器具（貸し出し 

器具も含む）の清掃・消毒を施設利用の都度行うなど、感染拡大防止対策を徹底する。 

   ・施設内外におけるゴミの取扱いや回収方法に細心の注意を払い、ゴミ回収後の手洗い、 

    うがいの徹底を行う。 

  ⑩ 各種イベント等の主催者に対する要請について 

・イベントの開催に向け、業種別の感染拡大予防ガイドラインや上部団体の指針等を踏ま 

 えた感染拡大防止対策の徹底を要請する。 

・イベントの開催にあたりリスク評価を行い、その結果、具体的な対策を講じても十分な 

 感染予防ができないと判断される場合は、イベント開催の中止又は延期を要請する。 

   ⑪ 利用施設に対する見廻りの実施について 



・見廻りにより、②～⑨の状況の把握に努め、適切な指導を行う。また、事業の主催者等 

に同様の要請をする。 

⑫ 施設の利用制限について 

・同日内における同一施設の利用については、施設利用後の消毒の時間を十分に確保でき 

 る場合に限り他の利用に供する。 

・予約受付の際には、感染の広がり状況や国県の動向等を踏まえ利用中止もありえる旨の 

 周知を徹底する。 

   ・利用者及び職員等から新型コロナウイルス感染者であることの申し出があった場合は、 

    保健所の指導等による施設の消毒が完了するまで一時的に全部又は一部を閉館する。 

⑬「利用者のしおり」の作成について 

・感染拡大防止の徹底を図るため、「感染症対策にかかる利用者のしおり」を掲示・配布し、 

  周知を図る。 

⑭ 各種情報発信の徹底について 

・施設管理者は、ガイドラインをはじめ、新型コロナウイルス感染症対策に関する情報の 

 発信に努め、利用者に遵守の徹底を図ること。 

 

※石巻市教育委員会「石巻市社会教育及び社会体育施設における新型コロナウイルス感染拡大

防止対策に関する基本方針」（R5.3.13 改訂）に基づく。 

 

３．施設利用受付について 

（1）受付時の留意事項 

① 受付窓口には、手指消毒液（アルコール等）を設置する。 

② 発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼び掛ける。 

③ 人と人が対面する場所は、アクリル板、透明ビニールカーテンなどで遮蔽する。 

④ 利用者が距離をおいて並べるように目印の設置等を行う。 

  ⑤ 「感染症対策に係る利用のしおり」を配布・提示し、利用上の注意事項を確認する。 

  

(2)一般利用者（個人利用者）への協力依頼 

① 体調の確認 

   ・利用当日の体温 

   ・利用前 7 日間における以下の事項の有無 

     ア 37.5℃以上の発熱がまたは平熱比 1 度を超える発熱 

     イ 息苦しさ（呼吸困難）、だるさ（倦怠感）、嗅覚や味覚の異常、軽度であっても咳、咽 

頭痛などの症状がある場合 

     ・利用前 5 日間における以下の事項の有無 

     ウ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 

   ※上記ア～ウの項目に 1 つでも該当する場合は利用を控えていただく。 



② 館内での休憩・飲食の禁止  

談話コーナー及び休憩スペースは当面使用禁止とし、運動時の水分補給以外の飲食（食 

事も含む）は原則禁止とする。 

ただし、貸切利用の場合は座席間隔の確保（又はパーティションの設置）を講じる等、 

感染防止を考慮した「飲食可能エリア」を設定するなどした 上で、許可することとする。 

 

(3)貸切利用者（団体利用者）への協力依頼 

 ① 開催可否の確認 

当館における利用制限を申請受付時に「感染症対策に係る利用のしおり」及び「貸切利

用主催者へのお願い」をもとに確認いただき、各項目の遵守が難しい場合は、利用の 

内容を再検討（参加人数の縮小等）、もしくは開催を見合わせるよう要請する。 

 

４．施設内の各利用について 

 (1)アリーナ 

   ①運用方法 

    利用者間で十分な間隔（できるだけ 2ｍ）をあけて利用いただく。 

接触プレーは禁止とする。 

   ②清掃・消毒    

       開館前、正午、17 時、閉館前に清掃及び設備の消毒を行う。 

   ③換気 

    排煙窓、出入口のドアを室温が下がらない範囲で開放する。 

開放が難しい場合でも 1～2 時間毎に 5～10 分程度の換気を行う。 

   

 (2)幼児体育室 

   ①運用方法 

    利用者間で十分な人と人との間隔（触れ合わない程度）をあけて利用いただく。 

②清掃・消毒 

  開館前、正午、17 時、閉館前に清掃及び設備の消毒を行う。 

   ③換気 

    排煙窓、出入口のドアを室温が下がらない範囲で開放する。（東側窓に網戸を設置） 

開放が難しい場合でも 1～2 時間毎に 5～10 分程度の換気を行う。 

 

 (3)ミーティングルーム A・ミーティングルーム B・会議室・役員室 

  ①運用方法 

   利用者間で十分な人と人との間隔（触れ合わない程度）をあけて利用いただく。 

  ②清掃・消毒 

開館前、正午、17 時、閉館前に清掃及び設備の消毒を行う。   



 ③換気 

    窓、排煙窓、出入口のドアを室温が下がらない範囲で開放する。(会議室に網戸を設置) 

開放が難しい場合でも 1～2 時間毎に 5～10 分程度の換気を行う。    

 

 (4)武道場 

   ①運用方法 

   利用者間で十分な間隔（できるだけ 2ｍ）をあけ、接触を避けて利用いただく。 

   ②清掃・消毒 

開館前、正午、17 時、閉館前に清掃及び設備の消毒を行う。 

   ③換気 

    排煙窓、出入口のドアを室温が下がらない範囲で開放する。 

    開放が難しい場合でも 1～2 時間毎に 5～10 分程度の換気を行う。 

  

(5)弓道場 

   ①運用方法 

利用者間で十分な間隔（できるだけ 2ｍ）をあけて利用いただく。 

   ②清掃・消毒 

    開館前、正午、17 時、閉館前に清掃及び設備の消毒を行う。 

   ③換気 

    利用時は、シャッターを開放し換気する。 

 

 (6)トレーニング室 

   ①運用方法 

    マシン間隔をとり、対面にならないように配置を変更しご利用いただく。 

    従前からの備え付け汗拭きタオルは撤去し、新たに消毒液と使い捨てペーパーを配置し、 

    利用者に都度消毒作業を実施していただくよう周知する。 

   ②清掃・消毒 

開館前、正午、17 時、閉館前に清掃及び設備の消毒を行う。 

※巡回時に利用状況を確認し、適宜清掃・消毒を行う。 

   ③換気 

    利用時は、排煙窓、出入口のドアを室温が下がらない範囲で開放する。(網戸を設置)  

開放が難しい場合でも 1～2 時間毎に 5～10 分程度の換気を行う。 

  

(7)更衣室・シャワー室 

   ①運用方法  

利用者間で十分な人と人との間隔（触れ合わない程度）をあけて利用いただく。 

※できるだけ短時間での利用となるよう掲示物等で周知を図る。 



②清掃・消毒 

開館前、正午、17 時、閉館前に清掃及び設備の消毒を行う。 

   ③換気 

利用時は、排煙窓、出入口のドアを室温が下がらない範囲で開放する。 

空調機（換気扇）を活用し、常に空気を循環させるように努める。 

 

 (8)手洗い場・トイレ 

   ①運用方法 

       「手洗いは 30 秒以上」等のの周知を行う。 

   ②清掃・消毒 

洗面所の水道、トイレ、出入り口のドアノブなど、不特定多数が触れる箇所のこまめな清

掃・除菌の実施及び清掃実施済み管理簿の設置（開館前、正午、17 時、閉館前に実施） 

   ③換気 

基本は窓を開け換気を行う。 

難しい場合は空調機等を活用するとともに、1～2 時間毎に 1 回の換気を行う。 

 

 (9)その他の施設利用について 

   2 階ランニングコースは利用可能。(ソーシャルディスタンスの注意喚起文を掲示) 

   2 階観覧席については利用者間で十分な人と人との間隔（触れ合わない程度）をあけて利

用いただく。 

 

 

５．スポーツ用具の貸出し管理について 

  用具貸出し後は、都度消毒を実施する。 

 

 

６．職員等の健康管理について（職員の安全確保のための基本的事項） 

（1）職員の健康状態の把握及び管理 

職員は、出勤前に検温及び健康状態をチェックし、下記のいずれかに該当した場合には、上 

司に報告のうえ出勤停止とし、医療機関の受診又は国が承認した検査キットでの検査を勧奨す 

るものとする。 

また、施設管理者はそれらの結果について、石巻市個人情報保護条例等に基づき適正 

に取り扱うものとする。 

① 37.5 度以上の発熱があった場合（または平熱比１度超過） 

② 息苦しさ（呼吸困難）、だるさ（倦怠感）、嗅覚や味覚の異常、咳・咽頭痛などの症状が 

ある場合 

③ 陽性者との濃厚接触がある場合  
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社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン（令和 5 年 3 月 13 日改訂） 

 

石巻市教育委員会： 

石巻市社会教育及び社会体育施設における新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関する基本方

針（令和 5 年 3 月 13 日改訂） 


