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別冊１ 



船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、スポーツに関する事業をとおして、地域の交流を深めた

り、コミュニティーづくりに役立てたりすることを目的として行う事業に対

し、船橋市地域スポーツ推進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることに関し、船橋市補助金等の交付に関する規則（昭和５６年規則第５０

号、以下「規則」という。）に定めがあるもののほか必要な事項を定め、該当

補助金を交付することにより、市民に対しスポーツを体験できる場を増やす

ことを目的とする。 

 

（補助対象団体） 

第２条 補助金の交付を受け取ることのできる団体は、社会教育法（昭和２４

年法律第２０７号）第１０条に規定する社会教育関係団体として、船橋市教

育委員会に登録した次の号に掲げる団体（以下「補助対象団体」という。）

とする。 

１ 市内町会、自治会が相互の連携を図るため、地域的に組織している団体 

（地区自治会連絡協議会・地区町会連合会・地区連絡協議会・地区自治会

町会連合会・地区連合町会・地区連合自治会・地区町会自治会連合会・

地区自治連合会・地区自治会連合協議会・地区自治会連合会・町会自治

会連合会・地区町会自治会連絡協議会・地区自治連絡協議会） 

２ 船橋市スポーツと健康を推進する会 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別

表に掲げる補助対象事業のうち、市長が必要と認める事業とする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前

条の補助対象事業を実施するために要する費用のうち、別表に掲げる補助対

象経費のとおりとする。ただし、国、県及び市の定める他の制度を活用し補

助を受ける経費がある場合には、これを当該事業の補助対象経費からは除く

ものとする。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。 



（１）補助金の交付限度額は予算の範囲内とする。 

（２）補助金の額は、補助対象経費に別表に掲げるとおり、補助率を乗じて

得た額とする。ただし、百円未満の端数があるときは、これを切り捨て

るものとする。 

  

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする地区自治会連絡協議会の代表者（以下

「申請者」という。）は、船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付申請書（第

１号様式）を市長に提出しなければならない。船橋市補助金等の交付に関す

る規則第３条第１項第５号に規定する「その他市長が必要と認める書類」に

あっては、事業計画書・収支予算書・前年度決算書を含むものとする。 

 

（補助金の交付の意見聴取） 

第７条 補助金の交付決定にあたっては、スポーツ基本法（平成２３年法律第

７８号）第３５条の規定により、スポーツ推進審議会の意見を聞くものとす

る。 

 

（交付可否の決定等） 

第８条 市長は、第６条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査

し、交付の可否及び補助金の額を決定し、その旨を船橋市地域スポーツ推進

事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により、申請者に通知する。 

 

（変更等の承認申請） 

第９条 前条の規定により交付する旨の決定の通知を受けた者（以下「補助事

業者」という。）は、補助金に係わる事業（以下「補助事業」という。）の計

画変更（市長が認める軽妙な変更は除く。）をしようとするとき、又は補助事

業を中止しようとするときは、船橋市地域スポーツ推進事業補助金事業計画

（変更・中止・廃止）申請書（第３号様式）により、速やかに市長に申請し

なければならない。 

 

（補助金の交付決定の取り消し及び返還） 

第１０条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する行為を行なった時は、

補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部、又は一部の

返還を命ずるものとする。 

（１）偽りその他不正な手段により、交付決定を受けたとき。 

（２）交付を受けた補助金を、補助対象以外の用途に使用したとき。 



（３）補助金の交付決定の内容及び、これに附した条件に違反したとき。 

 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して２０日以内に、

船橋市地域スポーツ振興事業補助金実績報告書（第４号様式）にその他市長

が必要であると認める書類を添えて市長に報告しなければならない。船橋市

補助金等の交付に関する規則第１２条第１項第２号に規定する「その他市長

が必要があると認める書類」にあっては、収支決算書・実施報告書・事業時

のプログラムを含むものとする。 

 

（補助金の交付額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、

補助金の額を確定し、その旨を、船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付額

確定通知書（第５号様式）により、補助事業者に通知する。 

 

（交付時期） 

第１３条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に

おいて交付する。ただし、市長が必要があると認めるときは、補助事業の完

了前に交付することができる。 

２ 補助事業者は、前項ただし書きの規定により補助事業の完了前に補助金の

交付を受けようとするときは、船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付請求書

（第６号様式）により市長に請求しなければならない。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、市長が別に定めるもの

とする。 

 

附 則 

(施行期日) 

  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

(施行期日) 

  この要綱は、平成２７年２月１日から施行する。 

 

 



附 則 

(施行期日) 

  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

(施行期日) 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



別表 

補助対象団体 補助対象事業 補助対象経費 補助率及び限度額 

地区自治会連

絡協議会等 

 

 

 

 

 

 

 

ｱ)地域スポーツ奨

励事業 

・地域の総合的な

スポーツ行事で参

加者が概ね 1,000

人以上のもの 

報償費 

旅費 

消耗品費・備品購入費 

印刷製本費 

手数料 

通信運搬費 

保険料 

使用料及び賃借料 

 

補助率は、補助対象経費に 3 分の

2 を乗じた額（100 円未満がある

ときは、これを切り捨てた額）の

範囲内とし、１地区の補助金の額

が 30 万円を超えるときは、30 万

円とする。 

地区自治会連

絡協議会等 

 

 

ｲ)地域スポーツ奨

励事業 

・地域の総合的な

スポーツ行事で参

加者が概ね 200人

以上のもの 

報償費 

旅費 

消耗品費・備品購入費 

印刷製本費 

手数料 

通信運搬費 

保険料 

使用料及び賃借料 

 

補助率は、補助対象経費に 3 分の

2 を乗じた額（100 円未満がある

ときは、これを切り捨てた額）の

範囲内とし、１地区の補助金の額

が５万円を超えるときは、５万円

とする。 

船橋市スポー

ツと健康を推

進する会 

 

ｳ)地域スポーツ祭

支援事業（ジョイ

＆スポーツ、スポ

ーツの祭典） 

報償費 

旅費 

消耗品費・備品購入費 

印刷製本費 

手数料 

通信運搬費 

保険料 

使用料及び賃借料 

 

補助率は、補助対象経費に 3 分の

2 を乗じた額（100 円未満がある

ときは、これを切り捨てた額）の

範囲内とし、ジョイ＆スポーツの

補助金の額が 30 万円を超えると

きは、30 万円とし、スポーツの

祭典の補助金の額が 35 万円を超

えるときは、35 万円とする。 

備考 

１ 上記の対象経費のうち、領収書等により明確にできるものに限る。 

２ 報償費は、団体の構成員に対するものは補助対象外とする。 

 

 

 

 



第１号様式 

船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付申請書 

 

                  年  月  日 

 

船橋市長 あて 

 

                申請者 住 所 

                    団体名 

                    代表者                 

 

 

 補助金の交付を受けたいので、船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付要綱の規定により、

次のとおり申請します。 

補助年度  年度 補助金の名称 船橋市地域スポーツ推進事業補助金 

 

 

 

 

 

補助対象事業 

区 分 １．地域スポーツ奨励事業 

 

２．地域スポーツ祭支援事業 

名 称 

 

 

実施年月日 

 

 

実施場所 

 

 

目的・内容 

 

 

経費所要総額 

 

 

円 

交付申請額 

 

 

円 

添付書類 

 

１．事業計画書  ２．収支予算書 

 

 

 

 



第２号様式 

          

船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付決定通知書 

 

                         船橋市教育委員会ス指令第  号 

    年   月   日 

申請者 住 所 

    団体名 

    代表者             様 

 

                       船橋市長           印 

 

     年  月  日付申請のあった補助金の交付について次のとおり決定したので、

船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付要綱の規定により通知します。 

 

補助年度   年度 補助金の名称 船橋市地域スポーツ推進事業補助金 

 

補助対象事業の区分 

 

１．地域スポーツ奨励事業 

 

２．地域スポーツ祭支援事業 

補助事業の名称 

 

 

経費所要総額のう

ち補助対象となる

経費 

 

 

円 

交 付 決 定 額 

 

 

円 

 

 

交 付 条 件 

 

 

１．補助事業の内容又は経費の配分の変更をするときは、市長の承認

を得ること 

２．補助事業を中止又は廃止するときは、市長の承認を得ること。 

３．補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が困難と 

なったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

 

 

 

 

 



第３号様式 

船橋市地域スポーツ推進事業補助金事業計画（変更・中止・廃止）申請書 

 

  年  月  日 

船橋市長 あて 

 

申請者 住 所 

団体名 

代表者                

 

 

補助事業計画を（ 変更・中止・廃止 ）したいので、船橋市地域スポーツ推

進事業補助金交付要綱の規定により、次のとおり申請します。 

 

 

指令年月日    年  月  日 指 令 番 号 船橋市教育委員会ス指令第 号 

補 助 年 度 年度 補助金の名称 船橋市地域スポーツ推進事業補助金 

補助対象事業の区分 

 

１．地域スポーツ奨励事業 

 

２．地域スポーツ祭支援事業 

補助事業の名称  

変更又は中止の理由  

（変更の場合） 

補 助 事 業 の 内 容 

（変更前） 

 

（変更後） 

 

変更又は中止年月日    年   月   日（予定） 

添 付 書 類  



第４号様式 

船橋市地域スポーツ推進事業補助金実績報告書 

 

                          年  月  日 

船橋市長  あて 

 

                   申請者 住 所 

                       団体名 

                       代表者            ○印  

 

 補助事業が完了したので、船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付要綱の規定により、補

助事業の実施状況を次のとおり報告します。 

指令年月日   年  月  日 指令番号 船橋市教育委員会ス指令第  号 

補 助 年 度 年度 補助金の名称 船橋市地域スポーツ推進事業補助金 

 

 

 

 

補助対象事業 

区 分 

 

１．地域スポーツ奨励事業 

 

２．地域スポーツ祭支援事業 

名 称 

 

 

施 行 場 所 

 

 

実施年月日 

 

 

参 加 人 数 

 

 

交付決定額 

 

 

円 

既交付額 

 

 

円 

補助対象経費精算額 

 

 

円 

添付書類 

 

１．実施報告書 ２．収支決算書 ３．事業時のプログラム 

 

 

 



第５号様式 

 

船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付額確定通知書 
 

                            

                        船教ス第      号 

                            年  月  日 

 

         様 

 

                   船橋市長          印 

 

 

     年  月  日付で実績報告のありました補助事業について、次の

とおり船橋市地域スポーツ推進事業補助金の額を確定しましたので、船橋市地

域スポーツ推進事業補助金交付要綱の規定により、通知します。 

指令年月日   年  月  日 指令番号 船橋市教育委員会教ス指令第 号 

補助事業の名称 

 

 

交付決定額 

 

 

円 

補助対象経費精算額 

 

 

円 

補助率 

 

 

％ 

交付確定額 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第６号様式 

 

船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付請求書 
               

                      年  月  日 

船橋市長 あて 

 

                      住 所 

                      団体名 

                      代表者         ○印  

 

船橋市地域スポーツ推進事業補助金交付要綱の規定により、船橋市地域スポ

ーツ推進事業補助金の交付を次のとおり請求します。 

指 令 年 月

日 

  年  月  日 指令番号 船橋市教育委員会教ス指令第 号 

補助事業の名称 

 

 

 

交付決定額 

 

 

円 

既交付額 

 

   

 円 

未交付額 

 

 

円 

今回請求額 

 

 

円 

 

添付書類 

 

１．補助金交付決定通知書の写し 

２．その他（                  ） 
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における 

スポーツ関連事業の実施に向けた感染拡大予防ガイドライン 

船橋市教育委員会生涯スポーツ課 

令和３年１月２６日作成 

 
＜目的＞ 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、主な感染経路である①飛沫感染や②接触感染

のリスクに応じた対策を講じ、事業を実施する。 

  概要 対策 

①飛沫感染 
人 → 人 

（直接感染） 

感染している人が咳やくしゃみ、会話をした際
に、ウイルスが含まれた小さな水滴（飛沫）が口
から飛び、これを近くにいる人が吸い込むことで
おこる感染。 
飛沫が飛び散る範囲は２ｍ以上。 

マスクの着用、対人距離
の確保、換気など 

②接触感染 
人→媒体など→人 

（間接的に感染） 

ウイルスに直接触れるまたは汚染された物を介し
て伝播がおこる間接接触による感染のこと。ウイ
ルスが付着した手で口、鼻、眼等をさわること等
によってウイルスが体内に侵入し、感染が成立す
る。 

手指消毒、汚染疑いのあ
る箇所の消毒、対人距離
の確保、物品共有の回避
など 

 
 

〇大会開催・実施時の感染防止策 

１．全般的な事項 

(1)三つの密（密閉空間、密集場所、密接場面）の状態とならないようにすること（マスク
着用時は１．５ｍ以上（整列等は１ｍ間隔可）、マスクを外すことが想定される場合は２
ｍ以上確保する） 

(2)大声での発声、声援、又は近接した距離での会話等は、原則行わないこと 
(3)必要に応じて、適切な感染防止対策（入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マ

スクの着用等）が講じられること 
(4)マスクを外す場合においては、対人距離を２ｍ以上確保し、会話はしないこと 
(5)食事中や喫煙時での会話はしないこと 
(6)マスクは大会関係者、参加者（観客含む）ともに別に定めがない限り着用すること 
(7)船橋市及び日本スポーツ協会、各中央競技団体の方針に従うこと 
(8)大会関係者、参加者（観客含む）全員へ本ガイドラインの周知徹底を図ること 
(9)大会関係者から感染者が出た場合の団体の責務の重大性を考え、大会関係者、参加者（観

客含む）で当該感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底すること 
(10)各種会議など室内で実施する場合は、極力利用時間を減らし、利用人数を最小限とし

た上で、こまめな換気をし、会場への入退室時の手指消毒を徹底すること 
※事務連絡などがある場合には、事前に責任者にメール等で周知するなどの工夫をす
ること 

(11)感染防止のため主催者が実施すべき事項や参加者が遵守すべき事項をあらかじめ整理
し、チェックリスト化したものを適切な場所（大会の受付場所等）に掲示すること 

(12)各事項がきちんと遵守されているか会場内を定期的に巡回・確認すること 

別冊２ 
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(13)障がい者や高齢者など利用者の特性にも配慮すること 
(14)万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながら、大会当日

に参加者より提出を求めた書面について、保存期間（少なくとも１月以上）を定めて保
存しておくこと、また報告用として当日の感染予防対策の写真撮影を行うこと 

(15)大会後に参加者から新型コロナウイルス感染症を発症したとの報告があった場合や、
地域の生活圏において感染拡大の可能性が報告された場合の対応方針について、大会
責任者は生涯スポーツ課とあらかじめ検討しておくこと 

(16)大会に必要な用具は可能な限り共用を回避するように努め、共用せざるを得ない用具
については、こまめに消毒を行うこと 

 

２．参加募集時の対応 

(1)参加者に対し下記事項に該当する場合は参加を見合わせるよう告知し、当日の感染予防
策についても事前に伝えること 

(2)参加者が以下の事項に該当する場合は、参加の見合わせを求めること（イベント当日に
書面で確認を行う） 

 a)３７．０度以上の発熱又は、３７．０度未満でも平熱比１度以上ある場合 
b)大会 2 週間前を含め体調がよくない場合（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 
c)息苦しさ・強いだるさの症状がある場合 
d)匂いや・味に対する異変がある場合 
e)新型コロナウイルス感染陽性者との濃厚接触がある場合 
f)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、本人又は家族が PCR 検査を受
けている場合 

g)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 

(３)マスクを持参すること（参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話を
する際にはマスクを着用すること） 

(４)ハンカチまたはタオルを持参すること 
(５)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 
(６)他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）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） 
(７)大きな声で会話、応援等をしないこと 
(８)食事中や喫煙時での会話はしないこと 
(９)感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、主催者の指示に従うこと 
(1０)大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対し

て速やかに濃厚接触者の有無等について報告するとともに保健所が行う疫学調査に協
力すること 

(1１)スマートフォン保持者には厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣ
ＯＡ）の活用を促すこと 

(12)参加者から参加料等を徴収する場合には、大会を中止もしくは参加者の体調不良によ
り参加の取りやめを要請する場合の取り扱いについて、疑義が生じないよう参加者に
事前に周知するよう努めること 

 
 

３．当日の参加受付時の対応 

(1)受付窓口には、手指消毒剤と非接触型体温計を設置すること 
(2)参加者の検温を必ず行うこと 
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(3)集合場所として、参加者が密な状態とならないよう、十分に広い場所を確保すること 
(4)大会前２週間を含め、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある者は参加させ
ないこと（すでに利用料等を支払っている場合に払い戻すことが可能なよう規定を設ける） 
(5)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、も

しくは、マスク、*フェイスシールドの着用等の感染予防策を講じること（*フェイスシ
ールドはマスクの代用ではなく、ゴーグルの代用である） 

(6)参加者が距離（できるだけ２ｍ以上）をおいて並べるように目印の設置等を行うこと 
(7)受付を行うスタッフは、従事前に検温を行い、発熱（３７．０度以上又は、３７．０度

未満でも平熱比１度以上ある場合）、咳、咽頭痛、息苦しさ、強いだるさなどの自覚症状
がある場合、受付だけでなく、大会に参加しないこと 

(8)受付を行うスタッフには、必ず手指消毒をさせ、マスクを着用させること 
(9)受付場所での書面の記入や現金の授受等を避けるようにすること 
(10)当日の受付のほか、事前の受付を行うなど混雑を極力避けること 
(1１)参加者から以下の事項を記載した書面の提出を求めること（別紙１・２ 参加者カー 

ド（個人用・団体用）） 
a)氏名、性別、年齢、住所、連絡先（電話番号）※個人情報の取扱いに十分注意する 
b)大会当日の体温 
c)大会前２週間における以下の事項の有無 
・３７．０度以上の発熱又は、３７．０度未満でも平熱比１度以上ある場合 
・体調がよくない場合（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 
・息苦しさ・強いだるさの症状がある場合 
・匂いや・味に対する異変がある場合 
・新型コロナウイルス感染陽性者との濃厚接触がある場合 
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、本人又は家族が PCR 検査を
受けている場合 

・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
等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

 

4．参加者への対応 

(1)参加当日の朝に体調不良（発熱（３７．０度以上又は、３７．０度未満でも平熱比１度
以上ある場合）、倦怠感など）ではないことを確認すること（別紙１・２ 参加者カード 
（個人用・団体用）） 

(2)マスク等の準備 
a)参加者がマスクを準備しているか確認すること 
b)参加の受付、着替え、開閉会式、表彰式等のプレーを行っていない間、特に会話する時
には、マスクの着用を求めること 

c)スポーツ中のマスクは、各中央競技団体に定めのない限り着用を徹底すること 
d)マスク（特に外気を取り込みにくいN95などのマスク）を着用してプレーを行った場
合、十分な呼吸ができず人体に影響を及ぼす可能性があることや熱放射が妨げられる
ことで熱中症のリスクが高くなることに留意し、適宜周知すること 

(3)入場の際に消毒液での手指消毒を徹底する（各所に手指消毒を設置） 
(4)大会参加前後の留意事項 

a)大会前後のミーティング等においても、三つの密を避けること 
b)大会前後の懇親会等はリスクが高いため行わないこと 
c)会話時にマスクを着用するなどの感染対策に十分に配慮すること 
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５．観客等への対応 

(1)受付時に検温を行うこと 観戦者に発熱（37.0 度以上又は、37.0 度未満平熱比 1 度 
以上ある場合）、咳、咽頭痛、息苦しさ、強いだるさなどの症状が見られる場合には観 
戦等を遠慮してもらうこと 

(2)観客の入場制限を行うこと（最小人数とする） 
(3)マスク着用の呼びかけを行うこと 
(4)会場の入口等に消毒液を設置すること 
(5)観客等（家族を除く）に間隔を空けての観戦をしてもらうこと 
(6)応援方法については、以下の行為を禁止すること 
  a) 肩組み、飛び跳ねなど集団での動きを伴う応援（接触感染リスク） 
  b) 大声を出しての応援（飛沫感染リスク） 
(7)喫煙所を設置する場合は、三つの密を避ける措置を施すとともに、喫煙所内での会話

はしないよう呼びかけること 
(8)飲食は極力控え、飲食中の会話はしないよう呼びかけを行うこと 
(9)入退場時の密集回避（時間差入場等）を行うこと 
 
 
なお、本ガイドラインは、必ずしも十分な科学的な知見が集積されている訳ではありま

せん。今後の知見の集積及び感染状況を踏まえて、逐次見直すことがあり得ることにご留
意をお願い申し上げます。 
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〇大会開催・実施時の感染防止策チェックリスト【主催者向け】 

 
□会場入口に手指消毒剤（７０％アルコール（エタノール））を設置すること 
  手指消毒剤については、 

令和２年９月船橋市新型コロナウイルス感染症対策保健所本部作成 
     「正しい知識を身に付けよう！新型コロナウイルスの消毒・除菌」参照 
□手洗い場所の確保 
□手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること 
□「手洗いは３０秒以上」等の掲示をすること 
□手洗い後に手を拭くためのマイタオルの持参を求めること（共有する布タオルや手指
を乾燥させる設備については使用しないようにすること） 

□手洗いが難しい場合は、アルコール等の手指消毒剤を用意すること 
□更衣室・休憩・待機スペースの準備 
□広さにはゆとりを持たせ、参加者が密な状態とならないようにすること（障がい者の介
助を行う場合を除く） 

□ゆとりを持たせることが難しい場合は、一度に入室する参加者の数を制限する等の措
置を講じること 

□室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、テーブル、
イス等）については、こまめに消毒すること 

□換気扇を常に回す、換気用の小窓をあける等、換気に配慮すること 
□会話はなるべく控え、会話をする必要がある場合には必ずマスクを着用すること 
□スタッフが使用する際は、入退室の前後に手洗いをすること（室内の場合） 

□洗面所（トイレ）の管理 
□トイレ内の複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、水洗トイレのレバー等）
については、こまめに消毒すること 

□トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示すること 
□手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること 
□「手洗いは３０秒以上」等の掲示をすること 
□手洗い後に手を拭くためのマイタオルの持参を求めること（共有する布タオルや手指
を乾燥させる設備については使用しないようにすること） 

□各諸室（トイレ、更衣室を含む）では、マスクを着用し、対人距離を１．５ｍ以上保つこ
と 

□飲食物の提供時の配慮 
□参加者が飲食物を手にする前に、手洗い、手指消毒を行うよう注意を促すこと 
□飲料については、ペットボトルや使い捨ての紙コップなどを利用させること 
□果物等の食品は、参加者が同じトング等で取り分けることを避けること 
□飲食物を取り扱うスタッフにはマスクを着用させること 

□観客の管理 
 □付き添いや応援者などがいる場合には、その者同士が密な状態とならないよう、席の数

を減らしたり、席の間隔をあけるなどの対応をとること 
□大声での声援を送らないことや会話を控えること 
□会話をする場合にはマスクを着用すること等の留意事項を周知すること 

□大会会場（※一部でも室内を使用する場合） 
□換気の悪い密閉空間とならないよう、十分な換気を行うこと 
□換気設備を適切に運転すること 
□定期的に（最低でも３０分に１回以上５分程度）窓を開け外気を取り入れる等の換気を
行うこと 
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□ゴミの廃棄 
□鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、ゴミを持ち帰させ
ること 

□マスクや手袋を外した後は、必ず石鹸と流水で手を洗うか、手指消毒をするかのいずれ 
かを行うこと 

□参加者に対し下記事項に該当する場合は参加を見合わせるよう告知し、当日の感染予防
策についても事前に伝えること 

□以下の事項に該当する場合は、参加させないこと（当日に書面で確認を行う）（別紙１・
２ 参加者カード（個人用・団体用）） 
□３７．０度以上の発熱又は、３７．０度未満でも平熱比１度以上ある場合 
□大会２週間前を含め体調がよくない場合（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 
□息苦しさ・強いだるさの症状がある場合 
□匂いや・味に対する異変がある場合 
□新型コロナウイルス感染陽性者との濃厚接触がある場合 
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、本人又は家族が PCR 検査を受
けている場合 

□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
等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

□マスクの持参を求めること（参加受付時や着替え時等のプレーしていない際や会話をす
る際には マスク着用を求めること） 

□参加者に自身のハンカチまたはタオルの持参を求めること 
□移動時の感染予防策として、会場への移動時、公共交通機関を利用の際は、口元、鼻を含
む顔面へ手を向ける前に消毒もしくは手洗い（石鹸・ハンドソープ（３０秒以上））をす
るよう求めること 

□受付時に検温を行うこと 
□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施を求めること 
□他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）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） 

□握手、ハイタッチ、グータッチ、ハグなどの身体的接触を避け、飲料（ペットボトル・コ
ップ等含む）は自分専用のものを持参するよう求め、共用は避けること 

□大会中に大きな声で会話、応援等をしないように求めること 
□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守及び主催者の指示に従うよう求め
ること 

□大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して
速やかに濃厚接触者の有無等について報告するとともに保健所が行う疫学調査に協力す
るように求めること 

□食事中や喫煙時での会話はしないよう求めること 
□大会前後のミーティング等においても、三つの密を避けること 
□大会前後の懇親会等はリスクが高いため行わないこと 

□ゴミ、食べ残し、飲み残したものは持ち帰るよう求めること 
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〇大会参加に当たっての感染防止策チェックリスト【参加者向け】 

参加者として遵守すべき事項 

□以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること（当日に書面で確認を行
う）（別紙１・２ 参加者カード（個人用・団体用）） 

 □３７．０度以上の発熱又は、３７．０度未満でも平熱比１度以上ある場合 
□大会２週間前を含め体調がよくない場合（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 
□息苦しさ・強いだるさの症状がある場合 
□匂いや・味に対する異変がある場合 
□新型コロナウイルス感染陽性者との濃厚接触がある場合 
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、本人又は家族が PCR 検査を受
けている場合 

□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
への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

□マスクを持参すること（参加受付時や着替え時等のプレーしていない際や会話をする際
には マスクを着用すること） 

□ハンカチまたはタオルを持参すること 
□移動時の感染予防策として、会場への移動時、公共交通機関を利用の際は、口元、鼻を含
む顔面へ手を向ける前に消毒もしくは手洗い（石鹸・ハンドソープ（３０秒以上））をす
ること 

□受付時に検温を行うこと 
□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 
□他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）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） 

□握手、ハイタッチ、グータッチ、ハグなどの身体的接触を避け、タオルや飲料（ペットボ
トル・コップ等含む）は自分専用のものを持参し、共用は避けること 

□大会中に大きな声で会話、応援等をしないこと 
□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと 
□大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して
速やかに濃厚接触者の有無等について報告するとともに保健所が行う疫学調査に協力する

こと 

□食事中や喫煙時での会話はしないこと 
□大会前後のミーティング等においても、三つの密を避けること 
□大会前後の懇親会等はリスクが高いため行わないこと 
□ゴミ、食べ残し、飲み残したものは持ち帰ること 

 

プレーを行う際の留意点 

□十分な距離の確保 
□プレーしていない間も、感染予防の観点から、周囲の人となるべく距離（少なくとも２
ｍ）を空けること（介助者や誘導者の必要な場合を除く） 

□マスクをしていない場合には、十分な距離を空けるよう特に留意をする必要があるこ 
 と 

□マスク等の準備 
□受付、開閉会式等のプレーを行っていない間、特に会話する時には、マスクを着用する
こと 
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□マスク（特に外気を取り込みにくいN95などのマスク）を着用してプレーを行った場
合、十分な呼吸ができず人体に影響を及ぼす可能性があることや、熱放射が妨げられる
ことで熱中症のリスクが高くなることに留意すること 

□プレー中に、唾や痰をはかないこと 
□タオルの共用はしないこと 
□熱中症を避けるため、他の参加者、主催スタッフ等と距離を取った上で、水分補給を適宜
行うこと 

□飲食については、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離を取って対面を避け、
会話は控えめにすること 

□同じトング等での大皿での取り分けや回し飲みはしないこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


