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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う 

仙台市スポーツ振興事業団／スポーツ教室等事業対応ガイドライン(8版) 
 
本ガイドラインは，各種スポーツ教室等事業の実施に当たり，コロナウイルス感染症の感染予防

のための基準や留意点等，運営における具体的な対応を定めるものである。 
 
１．受講者の体調管理について 
 
１）受講者の体調管理について 
  チェックシートを使用し，受講当日の開始前に，受講者の体調を確認すること。 

以下の事項に，一つでも該当しない場合は，自主的に参加を見合わせるようお願いすること。 
※チェックシートは，施設で回収し保管すること(保存期間：2ヶ月) 

 
【チェック項目】 ※氏名を記入してもらい，個人を特定できるようにすること 

 
氏名：                             年  月  日 
 
□ 37.5度以上の熱がない 
□ 咳(せき)・のどの痛みなど風邪の症状はない 

  □ 倦怠感（だるさ）や息苦しい症状はない 
  □ 咳，痰や胸部不快感はない 
  □ 嗅覚・味覚に異常はない 
  □ 体が重く感じる，疲れやすい症状はない 
  □ 過去14日以内に，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はない 

□ 同居家族や身近な知人に感染症が疑われる人はいない 
  □ 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発表されている 

国・地域への渡航，並びに当該在住者との濃厚接触はない 
＊個人情報については，個人情報の保護に関する法律等関係法令を遵守し，適正に取り扱います。 

   
＊幼児・小学生が対象の教室については，事前に保護者へチェックシートを配布し，受講日 
に，持参させるか，受講前に検温する等の対応をすること。 

  
小中学生および高校生対象の教室で，受講者の通う学校において，感染者が発生した場合 
は，上記のチェック項目にかかわらず，下記のとおり受講を認めないものとする。  
①学校が臨時休校になった場合 

   学校が再開するまで，全児童・生徒の受講を認めない 
 

②学級閉鎖になった場合 
   対象の学級が再開するまで，該当する児童・生徒の受講を認めない  

＊なお，受講料については，手数料を減じず全額還付するものとする。 

 
 
２）受講者の衛生管理について 
 ①マスクの着用 
受講者に，受付や着替え等，スポーツを行っていない時には，マスクを着用するよう協力を 
求めること。 
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※感染症に関する国の注意喚起が解除されるまでの期間中，スタッフがマスクを着用する 
ことを，受講者に周知しておくこと。(スタッフのマスク着用について施設内で徹底) 

 
 ②手指消毒 

   受講者に，こまめな手洗いと，会場内に設置のアルコール等による手指消毒について協力を 
求めること。 

 
 
２．使用会場の衛生確保・感染防止対処について 
 
  受講者を受け入れる際には，使用する会場の清掃・消毒等，衛生確保に努めること。 
 
１）使用会場内の殺菌・消毒 

●使用する会場の入場口への手指消毒剤の配置 
＊推奨薬剤  ：アルコール製剤 

 
●使用する会場内の殺菌・消毒  
＊推奨薬剤：次亜塩素酸水等による清拭と除菌 

 
 
２）使用会場内の清掃等 
  ●入場口の清掃 

出入口のドアノブなど，不特定多数が触れる箇所については，各プログラム終了の都度 
清掃と除菌をすること。 

 
●会場の床面清掃 

   ① 各プログラム終了の都度，床面をモップ・雑巾等で清掃すること。 
     特に，汗等で汚れた箇所については，注意して清掃すること。 
   ② 必要に応じて，床面を消毒すること。ただし，床材に応じた薬剤を使用すること。 
    ※使用する薬剤については，必要に応じて専門業者，清掃業者等に確認すること 

 
●ゴミの廃棄 
鼻水，唾液などがついたゴミは，ビニール袋に入れて密閉して縛り，ゴミを回収する人は 
マスクや手袋を着用すること。 
※実施者は，必ず石鹸と流水で手を洗い，手指消毒をすること 
※清掃業者が対応する場合は，処理方法等について，事前に確認をすること 
 

   
３）用具・備品の管理等 

●用具・備品の管理 
道具は，自分の物を持参するよう呼びかけ(マイラケット，マイシューズ等)，極力貸し出し 
しないようにすること。 

※可能な範囲で，貸出物品については，利用者を特定できる工夫をすること 
※ひとつの用具を複数人で共用しないよう注意すること 

 
●用具・備品の消毒・清掃 
使用した用具・備品については，各プログラム終了の都度，消毒・清掃すること。 
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３．スポーツ教室実施上の注意点等 
 
１）体育館(競技場等)の運用について 

   
① 受講者の定員は，収容率※の50％以内または原則5,000名を上限とする。 

(注)収容率と人数上限で，どちらか小さい方を限度とする(両方の条件を満たすこと) 
※ 収容率は，消防法施行規則第１条の３〔収容人員の算定方法〕の別表第一（十五）項に掲げる 

防火対象物の算定方法を適用し，従業者の数と，主として従業者以外の者の使用に供する部分 
の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定してください。 

 
② 定員設定のないプログラムについて 

シニア健康エクササイズ，キッズスポーツデー等，定員設定のないプログラムについては 
原則として，当分の間，開催を中止とする。 

   ＊開催する場合は，事前予約制に変更する等，定員を管理できる方法で開催すること 
     (注) 開始前に，チェックシートを使用し，体調の確認をすること。 

また，個人が特定できるように「氏名」「電話番号」を記入してもらうこと。 
   

③ 必要十分な換気の徹底 (扉の常時開放，空調機の運転等) 
   ＊1時間に最低1回以上，休憩をとって換気の時間を設けること 
   ＊なお，同じ会場を連続で使用する場合は，15分程度の入れ替え時間を確保し，場内の 

換気・消毒・清掃等を行うこと 
 

④ 開催種目に応じた対応について 
 ア．球技のうち，テニス，バドミントン，卓球のように，ネットを使用する競技について 

は，受講者間の距離に注意し実施するものとする。また，ゲーム形式の練習をする際 
は，極力ダブルスでの実施は避けること。 

   イ．球技のうち，サッカー，バスケットボールのように，ネットを使用しない競技について 
は，集団になりやすいゲーム形式の内容を減らし，個人の技術向上を中心としたプログ 
ラムを実施するものとする。 

   ウ．エクササイズ系のプログラムは，声を出しながら動くことによる唾の飛散によるウイル 
ス拡散と付着を避ける前後左右の間隔を最低４㎡(2ｍ四方)確保（参加者が両手を広げて 
ぶつからない程度の間隔)して，実施するものとする。 
＊フロアの面積に応じて，各施設ごとに定員を設定願います。 

     ＊必要に応じて，目安となるシール・テープを床に貼付願います。 
                 ＊前の人の呼気を避けるため，前後一直線に並ぶのではなく，斜め後方等への位置 

取りを案内する。 
 
⑤ 指導方法について 
指導者は，受講者との距離に注意して指導をするとともに，受講者が集団にならないように 
配慮するものとする。 
また，指導の際は，不必要な掛け声，発声や，ハイタッチ等，受講者との接触を避けるよう 
に注意するものとする。なお，エクササイズ系の指導については，可能な範囲で対面での指 
導を実施しないものとする。 
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２）屋外施設(屋内グラウンド・弓道場を含む)の運用について 

    受講者の定員数は，原則5,000名を上限とするが，プログラムの実施においては，屋内施設 
   の運用に準じソーシャルディスタンスを確保し，受講者に配慮しながら，指導者と連携して 

行うものとする。 
 
 
３）プール施設の運用について 
  プールにおいては，水を介した感染リスクは，極めて低いと考えられているが，体育館等と 

同様に，ソーシャルディスタンスを確保しながら，会場の衛生管理に留意して実施するもの 
とする。 

 
      ① 仙台市のガイドラインを遵守した定員の設定 
     スポーツ教室受講者と，一般利用者の総数が，定員の50%を超えない範囲で，施設が定める 

入場者数を管理するものとする。 
 
なお，教室ごとの定員設定については「スポーツ事業等実施要領」に定める講師１名当たり 
の参加者数「水泳 5~12名」，「水中運動系統 25~50名」を目安に，密な状態(いわゆる芋洗 
い状態)とならないように，安全に留意して実施するものとする。 

    
② 適正な水質の維持 

     塩素濃度のモニタリング等，普段より回数を増やす等，適正な水質の維持に努めるものと 
する。 

 
   ③ 衛生管理 
     更衣室，洗面所，トイレ等，施設・設備について，普段よりも清掃回数を増やす等，衛生 

管理を徹底するものとする。 
 ＊鼻汁などの分泌物が増えることには注意。 

 
 
４）諸室(スタジオ・会議室・和室 等)の運用について 
 
① 定員について 
受講者の定員は，収容率※の50％以内かつ前後左右の間隔を最低４㎡(2ｍ四方)確保できる人数 
（参加者が両手を広げてぶつからない程度の間隔を確保）とする。 
＊フロア面積に応じて，各施設で定員を設定願います。 
※ 収容率は，消防法施行規則第１条の３〔収容人員の算定方法〕の別表第一（十五）項に掲げる 
防火対象物の算定方法を適用し，従業者の数と，主として従業者以外の者の使用に供する部分 
の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定してください。 

 
② 実施プログラムについて 

 ・しばらくの間は，ヨガやストレッチ，あるいはインパクトの低い健康体操的なプログラムを 
中心に実施すること。 
エアロビクス等，強度が高く呼吸が激しくなるプログラムについては，飛沫感染等の予防に 
十分注意のうえ，実施すること。 

・幼児・小学生が対象のプログラムについては，安全な間隔を確保し，不必要な会話・声出し 
等，飛沫感染等の予防に十分に注意して実施すること。また，必要に応じて，施設スタッフ 
を講師の補助員として配置し，感染予防対策を講じること。 
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③「密閉空間への対策」について 
・空調機の常時運転 
・扉の常時開放（＊音楽を使用する際は，音量に配慮すること） 
・1時間に最低1回以上の休憩をとって，換気の時間を確保すること。 
・同じ会場を連続使用する場合は，レッスン後15分程度の入れ替え時間を確保し，場内の換気・ 
消毒・清掃等「衛生管理」を行うこと。 

 
④「密集への対策」について 
・参加者の距離を最低4㎡(2ｍ四方)確保するため，必要に応じて目安となるシール・テープを 
床に設置すること。 

 ・前の人の呼気を避けるために，前後一直線に並ぶのではなく，斜め後方等への位置取りを案内 
する。 

 
⑤「近距離での会話や発声」への対策について 
・受講者によるレッスン中の掛け声等の禁止。 
・指導者も含み，スペースを共有する者が対面状況になることを避ける。 
・握手・ハイタッチ等の接触行為の禁止。 

 
⑥ 衛生管理について 

 ・受講者に，開始前・終了後の石鹸による手洗いの励行。 
 ・運動量・呼吸量的に，安全に実施できるプログラムについては，マスクの着用を推奨する。 
  ＊マスクの着用は，強制ではなく，あくまでも受講者の判断に任せるものとする 
 ・唾液の飛散によるウイルス拡散と付着を避けるよう，十分な換気・清掃等を行うこと。 
・マット等，使用した用具・備品については，各プログラム終了の都度，消毒・清掃すること。 

 
 
５）おでかけプログラム  

当面は，各施設のスポーツ教室等事業を，安心安全に開催していくことを優先にして対応 
願います。なお，プログラムを実施する際は，下記の事項に留意し対応してください。 

 
 ① プログラムの実施においては，屋内施設の運用に準じ，定員が収容率※の50％以内または 

原則5,000名を上限かつ会場のソーシャルディスタンスが確保 されているかを，依頼者に 
確認のうえ，職員を派遣するものとする。 

  
② 実施プログラムについては，受講者が密集しない種目(隣人との間隔は最低 2 メートルを 
確保)を選択のうえ，指導を行うこと。 

 
③ 職員の派遣にあたっては，当日の体温をチェックのうえ体調管理に留意するとともに， 

派遣先では，プログラム実施以外の時間は，マスクを着用し，感染予防対策を徹底する 
ものとする。 

  
④ 備品・用具等については，使用前・後にしっかりと消毒すること。 

 
 
６） 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） 

公益財団法人 仙台市スポーツ振興事業団 連絡網にて，速やかに報告すること。 
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７）新型コロナウイルス接触確認アプリ等の活用 

感染症の拡大防止に資するよう，必要に応じて受講者に厚生労働省から提供されている 
接触確認アプリ(COCOA)などの活用を促すこと。 

 
 

４．指導者への対応等について 
 

１） 指導者の健康管理について 
  
① 指導者からレッスン当日に，「体調チェックシート」を提出してもらい，体調に不安が 

ある場合は，教室の中止を含め，適切に判断すること。 
※チェックシートは，施設で回収し保管すること(保存期間：2ヶ月) 
 

 

体調チェックシート（講師用） 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体調確認を毎回実施しています。 

□に✔を入れてください。また、ご記入後は事務室へご提出ください。 

                             
            令和    年   月   日 （   ）       

         
当日の体温を記入してください【       ℃ 】 

 

   □ 咳・のどの痛みなど風邪の症状はない 

   □ 倦怠感（だるさ）や息苦しい症状はない  

   □ 痰や胸部不快感はない  

   □ 嗅覚・味覚に異常はない 

   □ 体が重く感じる、疲れやすい症状はない     

   □ 過去14日以内に、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はない  

   □  同居家族や身近な知人に感染症が疑われる人はいない    

   □  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発表されている国・地域への 

渡航、並びに当該在住者との濃厚接触はない 

※37.5度以上の体温がある場合は教室の実施を中止といたします。 

※ご家族、同居者に感染者や感染者への接触があることが判明した場合はただちにお知らせください。 

        

  

 

 

 

 
 

② 指導者のレッスン前に，体温チェックを実施し，37.5 度以上は，即刻，スポーツ教室の 
開催を中止する。 

 
③ 指導者の家族等，同居者に感染者や感染者への接触があることが判明した場合は，即刻， 

スポーツ教室の開催を中止するとともに，他のスタッフ等との接触について，正確な実 
態を把握する。 

  ＊不測の事態が生じた場合，代替えの講師を確保するよう事前に依頼しておくこと 
  
 

確  認  印 

施 設 長 対応職員 

    
氏名 

（自署） 
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２） 講師を依頼する際の覚書(契約書)の締結について 
 

コロナウイルスの感染状況によっては，今後も会場の確保の問題や受講者の減少により依頼 
したスポーツ教室を急遽中止にせざるを得ない状況が想定されるため，謝金の支払い条件や 
開催における最少催行人数等を明記した覚書(または，契約書)を締結するものとする。 
＊(別紙様式)「スポーツ教室等事業の講師に関する覚書」を参照のうえ，作成すること 

 
【参 考】 
●厚生労働省 新型コロナウィルス感染症について 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
  
 ●仙台市 仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドライン 
 https://www.city.sendai.jp/kikikanri/kurashi/anzen/kanri/sekatsu/gaidorain.html 
 
 ●スポーツ庁 スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html 
 
●日本フィットネス産業協会 コロナ業界対応ガイドライン 
https://www.fia.or.jp/public/19525/ 
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