
 

 

 

 

 

 

セイホクパーク石巻（石巻市総合運動公園）における 

新型コロナウイルス対応ガイドライン 
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はじめに 

 本ガイドラインは、令和２年６月１日石巻市教育委員会の「社会教育及び社会体育施設におけ

る新型コロナウィルス感染予防対策ガイドライン」を踏まえ、セイホクパーク石巻における新型

コロナウィルス感染予防対策として当面の間、実施する項目を以下のとおり規定する。 

 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、当公園のガイドラインもこれに則

し、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. 施設利用者への注意喚起 

１）利用上注意の立て看板の設置 

①公園正面入口付近（南・北ブロック）  

②北ブロック駐車場から施設までの動線 

③南ブロック西駐車場 

④子ども広場付近 

 

 ２）注意喚起文の貼付 

  ①コロナ対策の協力・・受付玄関入口（管理事務所）および主な各施設 

  ②トイレ使用留意事項・・ 全トイレ 

  ③利用制限・・更衣室入口（野球場・フットボール場） 

  ④ソーシャルディスタンス（以降 SD という）リーフ・・市民球場ダックアウト内、更衣室内

（1・3塁）等 主な施設  

 

２．施設利用受付について 

 １）施設受付時の留意事項 

①受付窓口には、手指消毒剤を設置すること。 

  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こと。 

  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こと。 

  ④利用申請者が距離をおいて手続きできるよう第一受付と第二受付を設置する。 

  ⑤受付を行うスタッフはマスクを着用すること。 

    

 ２）施設受付時の申請者への協力依頼 

  ①利用者のしおり（新型コロナウィルス感染防止対策について）を申請者に配布し協力を求

める。 

②利用者等の体調確認 

申請者あるいは責任者へ「ご利用者情報一覧表」（団体利用）および「セイホクパーク石

巻 利用者情報提供書」（個人利用）により、次の項目について利用者の状況を確認させ、

団体利用の場合は申請者あるいは責任者が１ケ月程度保管していただく。個人利用につい



 

 

ては申請の際に提出いただく。なお、提出された当該個人情報は、石巻市個人情報保護条

例等に基づき適切に取り扱う。 

    ・氏名/住所/連絡先(電話番号) 

    ・利用当日の体温 

    ・利用前 2 週間における以下の事項の有無 

     ア ３７．５度以上の発熱があった場合（または平熱比１度超過） 

     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 

        ウ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合  

エ 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、 

地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

＊これらに該当する方は施設利用を控えていただく。 

③申請者あるいは責任者は利用者および観客（父兄等）へ次の事項を遵守するよう指導を要

請する。 

・運動やスポーツを行っている場合を除き、マスクを着用すること。 

・こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行うこと。 

・他の利用者、職員等との身体的距離としては、十分な人と人との間隔（１ｍ）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、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。 

・施設利用中やイベント参加中に大声での会話や声援、応援等（ラッパ等の鳴り物の

使用）をしないこと。 

・健康状態の不良な方は入場させないよう要請する。 

・施設利用の前後や休憩時間などの交流等を極力控え、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。 

・施設内での食事は接触感染防止と飛沫感染防止のため、自粛すること。 

・妊婦および高齢者等には前述内容を徹底して周知すること。 

・更衣室を利用する際は密集を避け、入替ながら利用すること。 

  ④職員は巡回し、上記事項が不十分な場合は責任者および関係者に注意を促す。 

⑤マスク等の準備（受付時はマスクを着用するよう要請する。） 

  ⑥サッカー利用の際には、責任者へゴールポスト運搬者の手指消毒を行うよう依頼する。 

⑦各部屋の定員制限（面積×0.8÷２㎡＝上限） 

  市民球場 フットボール場 

記者室 身障者室 審判室 審判控室 放送室 本部室 会議室 本部室１ 本部室２ 貴賓室 放送室 

４ ４ ４ ４ 4 30 25 10 25 8 10 

   ※以上の注意事項等を遵守できないと判断した場合には、利用中止を求める。 

  

 



 

 

３．利用の制限について 

  １）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、他の利用に供することができる。 

  ２）予約受付の際に、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得る旨を徹

底すること。 

  ３）利用者および職員等から新型コロナウィルス感染者が発生した場合には、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園する。 

 

４. 催物（イベント）を実施するための各種要件について 

・国、県、市がそれぞれ定めるガイドラインチェックリストの遵守及びイベントの内容により 

許可できる収容定員に変動が生じることから、受付時の内容確認を強化し、特に規模の大き 

いイベントを予定する場合は、主催者と綿密な打ち合わせを実施したうえで貸館を行う。 

なお、下記Ａ～Ｃの条件全てを履行することが確約された場合に限り、収容人数制限の緩和 

措置を受けての利用（収容率 100％以内）が可能となるが、それ以外については収容率 50％ 

以内での利用となる。 

Ａ．イベント開催の共通の前提（イベントを実施するための条件） 

①イベントの開催に向け、業種別の感染拡大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こと。 

②イベント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こと。 

③入退場エリア内の行動管理 

  ・広域的なこと等により、入退場や区域内の行動管理ができないものは開催を慎重に検討 

 ④地域の感染状況に応じた対応 

  ・大規模イベントは、事前に収容率制限等も含めて都道府県と相談 

  ・地域の感染状況の変化があった場合は柔軟に対応 

Ｂ．基本的な感染防止等（緩和措置を適用するための条件） 

③マスク着用の奨励 

  ・マスク着用状況が確認でき、着用していない場合は個別に注意等を行う 

 ④大声を出さないことの奨励 

  ・大声を出す者がいた場合等、個別に注意等を行う 

  ・隣席の者との日常会話程度は可（マスク着用が前提） 

  ・スポーツイベント等ではラッパ等の鳴り物を禁止 

 ⑤手洗 

  ・こまめな手洗の奨励 

 ⑥消毒の徹底 



 

 

  ・主催者側による施設内（出入口、トイレ、ウイルスが付着した可能性のある場所）のこま

めな消毒、消毒液の設置、手指消毒 

 ⑦換気 

  ・法令を遵守した空調設備の設置、こまめな換気 

 ⑧密集の回避 

  ・入場時の密集回避（時間差入退場等）、休憩時間や待合場所等の密集回避 

  ・人員の配置、導線の確保等、体制構築 

  ・入場口、トイレ等の密集が回避できない場合はそのキャパシティに応じ目安の人数上限等

を下回る制限の実施 

 ⑨身体的距離の確保 

  ・大声を伴う可能性のあるイベントでは隣席との身体的距離の確保。具体的には、同一の観

客グループ間では座席を空けず、グループ間は１席（立ち席の場合は１ｍ）空ける 

  ・演者が発声する場合には、舞台から観客の間隔を２ｍ確保 

  ・混雑時の身体的距離を確保した誘導、密にならない程度の間隔（最低限人と人とが触れ合

わない程度の間隔） 

 ⑩飲食の制限 

  ・館内での食事は長時間マスクを外すことが想定され、飛沫感染リスクを高めるため自粛 

 ⑪参加者の制限 

  ・入場時の検温、有症状を理由に入場できなかった際の払い戻し措置等により有症状者の入

場を確実に防止する措置を講じる 

 ⑫参加者の把握 

  ・事前予約制、あるいは入場時に連絡先の把握 

  ・接触確認アプリ（COCOA）や各地域の通知サービスの奨励 

  ・アプリのＱＲコードを入口に掲示すること等による具体的な促進措置の導入 

 ⑬演者の行動管理 

  ・有症状者は出演、練習を控える 

  ・演者、選手等と観客が催物前後、休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じるととも

に、接触が防止できない恐れがあるイベントについては開催を見合わせる 

  ・合唱等声を発出する演者間での感染リスクへの対処 

 ⑭催物前後の行動管理 

  ・イベント前後の感染防止の注意喚起 

  ・交通機関、飲食店等の分散利用を注意喚起 

  ・可能な限り、予約システム等の活用により分散利用を促進 

 ⑮ガイドライン遵守の旨の公表 

  ・主催者及び施設管理者において、業種別ガイドラインに従った取組を行う旨、ＨＰ等で公

表する 



 

 

Ｃ．徹底した感染防止等（収容率 100％で開催するための条件） 

⑯マスク着用の担保 

  ・マスク着用状況が確認でき、着用していない場合は個別に注意等を行う 

  ・マスクを持参していない者がいた場合は主催者側で配布し、着用率 100％を担保 

 ⑰大声を出さないことの担保 

  ・大声を出す者がいた場合、個別に注意等を行う（人員を配置する等） 

  ・隣席の者との日常会話程度は可（マスクの着用が前提） 

 

５．各施設の利用対策 

＜市民球場＞ 

・観覧席に観客を入れる場合は主催者へ ①定員制限を守る。 ②観客へのソーシャルデ

ィスタンスの周知を要請する。（事前に周知あるいは放送により周知） 

（最大観覧席収容人員：1,000 人） 

なお、観覧席入口は野球場 3塁側 1ケ所とし、消毒剤を設置する。 

・本部室および放送室等へ入室する関係者については、中央玄関において検温（利用団体）

し、利用にあたっては、椅子の配置は十分な間隔（１ｍ）を置き、換気を 30 分程度に 1

回実施。  

なお、放送設備を使用した場合アルコールで手指を消毒し、マイクは 1 人 1 本の使用と

し、共用は避ける。 

・更衣室は極力入室を控える。使用する際は密にならないよう何回かに分けて使用させる。 

・会議室等の入り口に利用人数制限を表示し、利用者に SD を意識させる。 

・シャワー室は利用可能とする。 

・試合以外は 1塁側を入口、3 塁側を出口とし中央通路の通行を禁止。本部室等へは中央玄 

関からのみとします。 

   ・ 

 ＜フットボール場＞ 

   ・フットボール場ではパイプ椅子を十分な間隔（１ｍ）を置き選手を待機させる。 

   ・観覧席に観客を入れる場合は 1段・1 席空け着座できるようテープを張る。 

（最大観覧席収容人員：1,000 人） 

・本部室および放送室等について椅子の配置は十分な間隔（１ｍ）を置き、換気を 30 分程

度に 1 回実施。なお、放送設備を使用した場合アルコールで手指を消毒し、マイクは 1 人

1 本の使用とし、共用は避ける。 

・更衣室は極力入室を控える。使用する際は密にならないよう何回かに分けて使用させる。 

・入館する際は検温（利用団体）を実施するとともに、会議室等の入り口に利用人数制限を 

表示し、利用者に SDを遵守するよう要請する。 

・シャワー室は利用可能とする。 



 

 

  

 ＜石巻トレーニングセンター＞    

【運用方法】 

・25 名の入館制限を設定し、一人あたり 120 分間の利用時間制限を設ける。 

（周知方法） 

１）玄関付近に「入館 25名、一人 120 分間の制限を行っていますので、ご了承願いま

す。」を掲示する。 

  ２）ホームページ、ＳＮＳ等に掲載する。 

 

【利用者への対応】 

・窓口において職員が利用者を検温し健康状態の確認のため「受付表」でチェックを行う。 

  「受付表」の内容①氏名②当日の体温（37.5℃以下）③平熱を超える発熱⑥咳、のどの痛み

などの風邪の症状④新型コロナウィルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 等 

  （氏名・住所・連絡先は別途登録表で整理） 

・運動・スポーツ中のマスクの着用は、利用者の判断とするものの、受付・着替えあるいは運

動を行っていない間、特に会話するときはマスクの着用を要請する。 

・入館時のアルコール消毒（手指）の徹底（職員の目視） 

 

【施設利用について】 

〇窓口 

・ビニールカーテンの設置 

・受付時に前の人との距離を保つため表示を設置する。 

・料金の支払い時等はトレイでの受け渡し。 

〇トレーニングエリア 

・手の消毒用アルコールの設置 

・エリアごとに消毒剤と使い捨てペーパー類を設置し、利用者は使用後にマシンを除菌する。 

・除菌用使い捨てペーパーを捨てるための蓋付のゴミ箱を設置。 

・マシン間隔をとり、対面にならないよう配置の変更。（ソーシャルディスタンスを確保） 

・パワーラックは複数人利用を禁止とする。また、器具はソーシャルディスタンスが確保できる

よう配置する。 

・マシンに備え付けのタオルの撤去。 

・休憩スペースを撤去し、密集を回避する。 

・施設内アナウンスで定期的（職員の清掃・除菌の作業時に）な手洗い、除菌の呼びかけを行

う。 

〇トイレ 

・トイレのエアータオルの停止(ペーパータオルの設置) 

 



 

 

【定期清掃・除菌・換気について】 

・朝・昼・夕の清掃・除菌を行う。(清掃時職員は使い捨てゴム手袋を着用する) 

 ⇒トレーニングエリア、更衣室、ロッカー、トイレ、トレーニングマシン、ドアノブ等 

・1時間おきに窓を開けた換気を行う。 

・施設内の換気扇は常時「強」設定にする。 

 

【各種教室の開催時】 

・各種の教室でトレーニングセンターを使用する場合は、窓口での上記対応のほか①マスク着用

（運動時以外）②間隔（１ｍ）をあけて実施することとする。 

 

 

 ＜南ブロック更衣室・シャワー室＞ 

   ・無断利用を禁止とし、受付窓口および警備員室に「ご利用者情報一覧表」（団体用）ある 

いは「ご利用カード」（個人用）を提出した場合のみ利用可能とする。 

   ＊「無断利用禁止」および「利用する際は警備員室へ申出ください」を貼付する。 

 

 ＜その他施設＞ 

   ・立て看板・注意喚起文の貼付により啓発する。 

 

６．職員による消毒作業 

職員による消毒作業を次のとおり行う。（マスク・ゴム手袋着用、ペーパータオルで消毒液 

を湿布し作業する。） 

１）受付机等（トレセン・管理事務所） 

２）野球場・フットボール場の利用後・・・①ベンチ椅子・蛇口②更衣室鉄製部分   

③本部・放送室椅子④放送室放送設備⑤通路からグランド扉ノブ⑥トイレドアノ

ブ、トイレレバー 

３）ふれあい広場（1回/日）・・・トイレドアノブ、トイレレバー、フタ、蛇口 

４）南ブロック４ケ所（1回/日）・・・トイレドアノブ、トイレレバー、フタ、蛇口 

（石けんを設置し利用者の手洗い励行の強化） 

      ５）子ども広場遊具（1 回/日）・・・金属製部分で使用時に接触する部分を中心に 

                       消毒作業 

 

７．夜間利用者への対応 

   21時まで職員１～２名が常駐し、「ご利用者一覧表」を利用者から受け取り、当日の利用ス

ケジュール表と鍵のかかる所定場所に保管する。（南ブロックは、当該日の最終利用受付が終

わったら一覧表を回収する。） 

 



 

 

８．職員による実施状況チェック 

職員による消毒作業の実施についてチェックリストにより 1 日 1回巡回し確認する。 

 

９．職員の健康管理 

・スタッフ全員に日々の始業時の体温チェックを義務付け、結果を記録し上司が確認し押印す

る。（37.5℃以上は出勤停止） 

・次のいずれかに該当した場合には、医療機関又は保健所等での受信や検査をするよう勧める。 

ア ３７．５度以上の発熱があった場合（または平熱比１度超過） 

     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 

        ウ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合  

エ 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、 

地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

・スタッフの家族等で感染者への接触があると判明した場合は即刻出社停止とし、他のスタッ

フとの接触について正確に実態把握する。 

・受付スタッフを含む全員が常にマスクを着用する。 

・清掃を行う際は消毒液メーカー等により定められた手袋やマスクを着用する。 

 ・事務所内は１~２時間間隔で換気を５～１０分実施する。 

 

１０．感染者情報に接した場合の対処（保健所からの通知・本人からの通告） 

①まず、即時に保健所へ報告。（求められる情報の速やかな開示） 

 滞在者情報の提出。特に感染者の入館時から退館の１時間後くらいまでに在館していた利用者

のリストアップ。 

②保健所の指示に従った上で休館を決定し、関係者（石巻市を含む）への周知を図る。 

③行政から関係者リストの提出を求められることを想定し、作表を具体化しておく。 

④専門業者による施設の消毒を求められることを想定し、業者の対応可否を確認しておく。 

 

 

以上 

 

 


