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学校体育施設開放事業

登録団体 各位

藤沢市生涯学習部

ゃ     スポーツ推進課長

学校体育施設開放事業の再開について (通知)

初夏の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

日頃から、本市地域スポーツの推進にご理解・ご協力いただきありがとうござ

います。

さて、学校体育施設開放事業につきまして、新型コロナウイルスの感染拡大防

止のため、中止しておりましたが、 7月 1日 (水)から再開いたします。

利用再開にあたつては、教育活動に支障のない範囲とし、活動に制限を設けな

がらt徐々に通常の活動へと移行してまいります。

これまでのご協力に感謝申し上げますとともに、今後も油断せず、児童生徒及

び登録団体の皆様の安全のため、別添のセルフチェックリス トに沿つた感染防

止対策を講じるとともに、不ポニツ施設の利用ガイ ドラインを参考にしながら

活動いただきますようお願い申し上げます。

なお、今後の感染状況により再度中止する可能性もございます。その際は、ホ

ームページ上で周知させていただきますので、あらかじめご了承ください。

【同封書類】

・藤沢市新型コロナウイルス感染症対策スポーツ施設の利用ガイ ドライン

0学校体育施設利用における感染症予防のセルフチ土ックリス ト

・学校体育施設の利用上の注意事項

以 上
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藤沢市新型コロすウィルス感染症対策スポーツ施設の利用ガイ ドライン

令和 2年 6月 8日

スポーツ施設を利用するにあたっては、当面のFB5、 感染拡大を防止するため、

以下の点を考慮し活動していただきますようお願いします。

1 施設利用者へのお願い

利用者が安全 0安lかにスポーツ活動ができるよう、以下の点に注意してくだ

さい。

① 三つの密 (「密集」「密接」「密閉」)を避けてください。

② 以下の項目に該当する場合は、参加を見合わせて<ださい。

ア 平熱を超える発熱

イ 咳、のどの痛みなど風邪の症状

ウ だるさ 総 怠感)、 息苦しさ (呼吸困難)

工 嗅覚や味覚の異常

オ 体が重<感 じる、疲れやすい篭

力 新型コロすウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある場合

キ 同居家族や身近な矢□人に感染が疑われる方がいる場合

ク 過去 14日以内に政府が指定する海外からの入国者等と濃厚接触があ

る場合

③ 大声での声援、近距離での会話等を避けて<ださいg

④ 待機中など、スポーツ活動を行つていない時は、マスクを着けてくださ

い。(熱中症にならないように注意して<ださい。)

⑤ 手指等の消毒液等は各自持参し、こ讀めな衛生管理を行つて<ださい。

団体禾」用者へのお願い

団体代表者は、利用者が安全・安lbに活動する環境を確保するため、以下の

点に注意し、スポーツ活動を行つてください。

① 施設利用前後のミーティング等においても、三つの密 (「密集」「密接」「密

閉」)を回避するように配慮して<ださい。

② 利用者の体調管理を確認したのち活動を行つてください。

③ スポーツの種類に関わらず、活動をしていないFB5も含め、周囲の人となる

べく距離 (できれば2m程度)を空けて<ださい。(介助者や誘導者の必要

な場合を除<。 )また、強度が高い運動・スポーツの場合は、呼気が激しく

なるため、よリー層距離を空ける必要があります。



④ 走る、歩<運動・スポーツにおいては、前後の人の呼気の影響を避けるた

め、なるべく前後―直線ではなく、並列か斜めに位置取りをして<ださい。

⑤ 屋内競技においては、こまめな換気を行つて<ださい。

⑥ 施設利用後には、体育施設の共用物品や備品、 ドアノブ等手を触れる箇所

の消毒等を行つて<ださい。

⑦ その他注意事項

ア 活動中に、唾や痰を吐<ことは極力行わないで<ださい。

イ タオルの共用はしないでください。

ウ 飲食については、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべ<距離を取

つて対面を避け、会話は控えめにしてください。

工 飲み物については、回し飲みはせず、飲み切れなかつたものを指定場所

以タトに捨てないでください。

③ 新型コロすウィル感染者や濃厚接触者が確認されたときには、活動を行わ

ないで<ださい。

3 大会・イベント等の主催者へのお願い

主催者は、参加者の安全を守るため、以下の点に注意し、大会及びイベント

運営を行つてください。

① 感染症拡大防止のために積極的な対策を行つて<ださい。

② このガイドラインをもとに、事前に施設管理者と十分な打ち合わせを行つ

てください。

③ ロビー、更衣室等人が密集することが予想される場所には、人の滞留を防

ぐための人員の配置を行つてください。

④ 参加者に対して飲食を提供する際は、提供前の手洗い・手指消毒を提供者・

利用者ともに徹底し、食器類等は共用をしないで<ださい。

⑤ 感染拡大等の状況により、大会及びイベントの中止を要請する場合があり

ます。

4 利用者情報の把握について

団体代表者及び大会 0イ ベント主催者においては、感染者が出た場合に追跡

を可能にするための措置として、施設利用者の情報 (氏名・連絡先)を把握し

ておいて<ださい。



鶉 翻蝋1鰯註i聾翌貪撚織裁謹魃諧薗熱鱗鷹:

学校体育施設 (校庭 ,体育館・夜間照明)をご利用される窒畳仝

学校開放事業は、「学校教育に支障のない範囲」での開放となつているため、活

動については制限を設けながら、徐々に通常の活動へと移行してまいりますら

利用にあたっては、新型コロすウイルス感染症予防を図るため、次の項目を必

ず毎回確認し、利用して<ださいますようご協力をお願いします:

項 目 対応

留意事項

□団体内の濃厚接触者の有無について必ず事前に

把握する。また、濃厚接触の疑いがある場合は、

団体の活動を2週間程度自粛する。

□利用前に検温を行い発熱の有無を確認するとと

もに、咳、噛頭痛、倦怠感、嗅覚・味覚障害など

の症状があるか必ず確認し、該当する利用者は

活動を自粛する。

国利用の都度、必ず当日の参Ш童の二重二生重L
lヵ 月間保管する。(来校者全員)

※団体内で感染者が発生した場合は、速やかに

スポーツ推進課に作成した名簿を提出して<だ

さい。

ロマスク、石けん、消毒剤 (殺菌剤)、 うがい某、

除菌シートなど、各団体で持参する。

※学校に備付けの物品は、教育活動で使用する

ため使用しない。

ロセルフチェックリストを活用し、感染症対策を

徹底する。

【裏面あり】



項 目 対応

感染症対策の実施

□利用前後は、手指消毒を徹底する。

□活動後、施設の共用部分 (ド アノブ、照明等の

スイッチ、蛇□など)は、消毒剤 (殺菌剤)や除

菌シートでふき取る。

□大きな声での会話、応援や唾、痰を吐<ことは

しないざ

ロソニシャルディスタンス (できるだけ2m)を
確保する。

□待機中など、スポーツ活動を行つていないE寺は

マスクを必ず身に着ける。(熱中症に注意する)

□活動中は常に窓を開け換気する。また、窓を開

けられない場合は、30分に一度練習を中断し

て窓を開け換気する。́

□衣服、タオル、飲食物の共用はしない。

3 活動の制限

(7/1～当面の間)

□飛沫・身体接触による感染防止対策を請じる。

□球技を行う際は、個人・団体練習にとどめ、対

外試含は禁止とする。

□活動の範囲を少人数にとどめ、パスやシュート

等の練習を正夫する。

□用具は団体で用意して活動する。学校にある備

品は、原則、利用できないものとする。ただし、

止むを得ず、使用する場合は、利用後に必ず消

毒剤 (殺菌剤)や除菌シートで消毒 (ふき取る)

を行う。

◎7月 1日 (水)以降の「活動の制限」の緩和については、決定次第、ホームページでお知らせします。

◎感染症の第2波、第3波により感染者の増加や緊急事態宣言が再び発令さねる場合など、再度学校開

放事業が休止となる場合があります。(ホームベージで周知します)

◎各項目が守られず教育活動に支障が生じる場合は、利用の停止や当該学校の開放を停止する場合があ

ります。

◎セルフチェックリストの提出は不要ですが、必ず毎回確認して<ださい。

藤沢市生涯学習部スポーツ推進課 〒251-8601 藤沢市朝日町 1番地の 1

TEL:0466-50-8243 FAX:0466=50-8433



1.利用申請について

定められた期日までに「学校体育施設市民一般利用申請書」を学校に提出して

ください。また、その際に、学校から借用する機材備品等を記載してください。

「学校体育施設の利用上の注意事項」

2.利用のとりやめについて

利用申請後、やむを得ない理由により学校体育施設を使用しなくなつた場合

は、速やかに学校に連絡してください。

3.施設への立ち入りについて

許可を受けた施設以外には立ち入らないでください。

5.駐車場・駐輸場について

近隣住民等の迷惑となりますので、原貝Jと して自動車 バ`イク

校はできません。 (送迎等のための短時間の利用を除く)

また、学校周辺の道路には駐車しないでください。

。自転車での来

6.学校敷地内 1禁煙」について

学校敷地内は禁煙です。また、受動喫煙防止のため周辺道路での喫煙もギ遠慮

ください。

7.敷地内の飲食について

敷地内での飲食はご遠慮ください。 (必要な水分補給は可)

大会利用等でやむを得ず飲食が必要な場合は、主催団体が予め場所を指定し

て責任を持つて飲食させてください。

8.利用後の原状復帰について

利用後は用具を所定の場所に戻し、フロアの清掃や校庭の整備など、原状復帰

してください。また、ゴミは持ち帰つてください。

4.利用時間を厳守してください。

利用時間には「準備・片付け」を含みます。また、利用後に学校周辺に留まら

ないようにしてください。



9.施設・用具の破損について

壁にボールを投げつけた り蹴るなど、施設の破損につながるような行為や備

品の使用はしないでください。 (壁・警報機 。電気 コー ドの差込 口・防護ネ ッ ト

などに注意 )

また、施設や用具を破損 した時は、速やかに学校に報告するとともに、修理に

ついて協議 してください。なお、修理にかかる費用は原因者の負担 とな りますの

でご注意 ください。

10,大 会・行事等で使用する場合について

事前に学校 と施設調整を行い、使用時間、参加人数、使用箇所、施設利用上の

諸注意事項について確認 し、関係者及び参加者に必ず周知 してください。

11.荒 天・災害時の利用について

台風の接近やゲ リラ豪雨など、避難準備情報が発令 される可能性がある場合、

利用者の安全の確保 と避難所開設準備のため、全校で利用中止 とします。警報・

注意報の発令状況など、市ホームページや携帯端末等で確認 してください。

12.高 温・光化学スモ ッグ注意報発令時等の利用について

高温や光化学スモ ッグ注意報が発令 された場合など、利用に適 さない状況 と

なる場合は、利用者の安全を考慮 し、自主判断により利用を中止 してください。

13.体 育館利用上の注意事項について

(1)フ ロアが汚れる原因とな りますので、外履き又は汚れた上履きでフロアに

は上が らないでください。

(2)子 どもを連れて利用する場合は、事故防止のため、保護者や利用団体の関

係者が付き添い、危険な場所への立ち入 りや行動をしないよう安全対策を行つ

てください。

(3)フ ロア内での水分補給は構いませんが、フロア保護のため、水分がついた

場合は速やかにふき取つてください。

(4)ボール等の物品は、原則、利用団体が用意 してください。

(5)バスケットゴールを利用する際は、リングにぶ ら下が らないでください。



(6)利用後は、使用した用具を所定の場所に戻し、モップによるフロアの清掃、

ゴミの確認や窓を閉めるなど、原状復帰してください。また、退出前に照明の消

灯と出入回の施錠を確認してください。

14.校庭の利用上の注意事項について

(1)校庭の利用時間は午前 8時～午後 6時までです。

ただし、利用時間よりも日没が早い時期は、日没までの利用とします。

(2)校庭がぬかるんでいるときは使用しないでください。

(3)ラ インカーや石灰等の学校の物品を使用する場合は、事前に学校に相談し

てください。

(4)利用後は、使用した用具を所定の場所に戻し、トンボ、ブラシなどを使用

し、入念に校庭の整備を行い、原状復帰してください。また、ブラシを側溝まで

引きずると砂がたまりますので、側溝周辺ではブラシを上げて通過してくださ

い。

15.利 用上の責任について

施設の利用時に発生 した怪我や熱中症等の傷病、施設・備品の破損 (経年劣化

を除く)については、利用団体の自己責任 となります。高温などにより利用に適

さない状況 となる場合は、利用者の自主判断により利用を中止 してください。

※管理指導員は事故等の責任は負いません。

16.近 隣住民への配慮について

近隣住民の迷惑 となりますので、騒音、学校周辺道路での喫煙や時間を超過 し

ての利用はご遠慮 ください。また、特に夜間の利用後は速やかに帰るよう徹底 し

てください。

17.そ の他

(1)学校ごとに利用にあた リルールを設定 している場合があります。利用に関

する諸注意について、事前に各学校に確認 してください。

(2)施設利用にあたつては、学校職員又は管理指導員の指示に従ってください。

また、指示に従わない場合や、利用マナーが悪いなどの場合、登録団体の抹消な

どの対応をとる場合がありますのであらかじめご了承 ください。


