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スポーツ活動における新型コロナウイルス感染症対策について（お願い） 

 

日頃から、スポーツ活動における新型コロナウイルスの感染拡大防止の取り組みに、ご理解・

ご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症は、県内においてもこれまでにない勢いで急拡大している状

況であり、１月１３日、県の感染段階がレベル１からレベル２－Ⅰ（警戒警報発令）に引き上げ

られました（令和３年１２月７日をもって、佐世保市独自の感染レベルは廃止されております）。 

つきましては、スポーツ活動の実施にあたっては、下記の内容にご留意いただきますようお願

いいたします。 

なお、令和４年１月１４日付 各小・中学校及び義務教育学校への通知文書を参考に添付します。 

記 

１ 他チームとの練習や交流について 

中央・県・市の競技団体等が主催する大会等への出場を除き、県内外を問わず、他チームと

の練習や交流（※）については、自粛を含め、慎重な検討をお願いいたします。 
（※）交流等を目的とする大会や合同練習会もしくは練習試合など、他チームとの関わりが見込まれる活動 

 

２ 感染拡大防止対策について 

以下の例を参考に感染防止対策をお願いいたします。 

また、競技毎の特性もあるため、各中央競技団体のガイドライン等も参考にしてください。 
〇実施にあたって 

・ 参加者の健康状態に気を配り、参加者本人に発熱等の風邪症状がある場合や、同居家族に風症症状が見られる

場合は参加させないことを徹底する（発熱、咳やのどの痛みなど）。 

・ チームの活動方針については、参加者本人や保護者の意向を尊重する。 

〇感染拡大防止対策について 

・ 参加者には、検温をさせ、体調を把握する。 

・ 練習前・休憩時・練習後などに手洗いを行う。 

・ 活動場所や時間に配慮し、一度に大人数が集まって人が密集する活動とならないようにする。特に、チ

ームのメンバー同士が集まって食事する場面を可能な限り避けるなど、飲食時の感染防止を徹底する。 

・ 体育館等の屋内施設を用いる場合、ドアを広く開け、普段以上のこまめな換気を行う。 

・ 参加者が手を触れる場所（ドアノブ、手すり、スイッチ）や用具・器具等は、消毒液等を使用して清掃

を行うなど、感染拡大防止のための防護措置等を講じる。 

・ 身体接触のある活動、互いに近接する活動などにおいては、練習内容や方法に特段の配慮を行う。 

・ 更衣室等を使用する場合は、短時間での利用で交替とするなどして、一斉利用を避け、時間差利用、身

体的距離の確保、会話制限などを行う。 

・ 給水用のボトルやコップ、汗を拭くタオルなどは共用しない。 

・ 遠征等での移動中は、原則マスク着用を徹底し、バス等利用時は定期的な換気も行う。 

・ 宿泊先では、一般利用者がいることを踏まえ、入浴や食事の際、可能な限り分散させるなど３密を避け

る。大会参加などで他チームと宿舎が同じ場合は、飲食及び入浴の時間や会場を分散する、他チームと

の相部屋にしないなど、可能な限り、普段一緒に活動している者以外との接触を避ける。 

・ 団体スポーツを行う際は、できるだけ大声を出さない、休憩中は必ずマスクを着用するなど、徹底した

感染症対策をおこなう。 

以  上        

スポーツ振興課 担当：内野、浅川 

TEL：0956-24-1111（代）3131 

※ (公財)佐世保市スポーツ協会及びその加盟競技団体におかれ

ましては、傘下の各団体に対する当該通知の周知にご協力

よろしくお願いいたします。 
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 本市における令和４年１月１４日以降の部活動の取扱いについて 

 

 

各学校における部活動に関しては、令和３年１０月１５日付け３教体第６８４号により実施さ

れているところですが、県内の新型コロナウイルス感染状況は、これまでにない勢いで急拡大し

ている状況であり、令和４年１月１３日（木）から本県全体の感染段階がレベル２－Ⅰ（警戒警

報発令）に引き上げられました。 

ついては、部活動の実施にあたっては、感染拡大防止の観点から、当面の間、下記及び別紙に

より対応願います。 

特に、全国・九州大会等への参加、または本日までに練習試合などで県外と往来した場合は、

帰県後２週間は健康管理の徹底に留意した上で、無料検査（※）を積極的に活用するよう御指導

願います。 

なお、日々状況が変化しているため、感染の状況によっては対応を見直すことがあることを申

し添えます。 

  併せて、小学校におきましては社会体育の取扱いにあたっての参考としてください。 

 

 

記 

 

 

〇県内外を問わず、合同での練習会・練習試合・演奏会・地域行事への参加など、他校等との交

流を実施しないこと。（学校単独チームのみでの宿泊を伴う活動も不可） 

 

〇文化部活動においては、室内で生徒同士が近接距離で行う合唱や管楽器演奏は、可能な限り避

けること。 

 

〇大会への参加について 

①県内大会等への参加は、県の競技団体・中体連・中文連（郡市町含む）が主催・共催する公

式戦への出場のみとする。 

※原則、日帰りでの参加とするが、離島からの参加や、やむを得ず宿泊する必要がある場合

は、感染リスクが高い、移動・飲食・入浴等の場面の感染防止対策を特に徹底し、可能な

限り、普段一緒に活動している者以外との接触を避けること。 

 

 

参考資料 



②全国大会・九州大会等への参加は、中央競技団体等や全国・九州の中体連・中文連が主催・

共催・後援する大会等への出場のみとする。 

※特に、全国・九州大会等への参加後２週間は、感染拡大防止の観点から、基本的感染防止

対策や健康管理の徹底に留意した上で、可能な限り、全体練習を控え、個別の自主練等の

活動のみとするなど、練習環境や方法等の工夫を講じて、実施すること。 

                                     

※無料検査については、下記URLまたはQRコードから御確認ください。 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/kansenshou/kansenkakudai-muryoukensa 

 

                                      以 上  
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学校保健課 



部活動の取扱いについて（令和４年１月１４日以降） 

本市の部活動においては、当面の間、感染症対策の措置を講じた上で、下記の通り取り扱うものといたします。 

 

〇県内外を問わず、合同での練習会・練習試合・演奏会・地域行事への参加など、他校等との交流を実施し

ないこと。（学校単独チームのみでの宿泊を伴う活動も不可） 

〇文化部活動においては、室内で生徒同士が近接距離で行う合唱や管楽器演奏は、可能な限り避けること。 

〇大会への参加について 

①県内大会等への参加は、県の中体連・中文連（郡市町含む）が主催・共催する公式戦への出場のみとす

る。 

※原則、日帰りでの参加とするが、離島からの参加や、やむを得ず宿泊する必要がある場合は、感染リス

クが高い、移動・飲食・入浴等の場面の感染防止対策を特に徹底し、可能な限り、普段一緒に活動して

いる者以外との接触を避けること。 

②全国大会・九州大会等への参加は、中央競技団体等や全国・九州の中体連・中文連が主催・共催・後援す

る大会等への出場のみとする。 

※特に、全国・九州大会等への参加後２週間は、感染拡大防止の観点から、基本的感染防止対策や健康管

理の徹底に留意した上で、可能な限り、全体練習を控え、個別の自主練習等の活動のみとするなど、練

習環境や方法等の工夫を講じて、実施すること。 

上記但し書きにおける活動をする際の具体的な留意事項 【感染拡大防止対策について】 

※下記の留意事項の内容については、指導者が生徒に対し確実に周知すること。なお、留意事項への対策

が十分取れない場合には、部活動の実施を取りやめること。 

 

・健康観察を実施し、生徒本人に発熱等の風邪症状がある場合や、同居家族に風邪症状が見られる場合

は、参加させないことを徹底すること。（発熱、咳やのどの痛みなど） 

・生徒本人・保護者の意向を尊重すること。 

・毎日、部活動単位で、健康観察記録表を活用して、生徒の体調を把握すること。 

（起床後、自宅で検温させる。できなかった場合、活動開始前にその場で行う。） 

・練習前・休憩時・練習後などに手洗いを行うこと。 

・部活動ごとに場所や時間を割り振るなど、一度に大人数が集まって人が密集する活動とならないよう

にすること。特に、部員同士が集まって食事を摂る場面を可能な限り避けるなど、飲食時の感染防止

を徹底すること。 

・体育館、校舎内等の屋内施設を用いる場合、ドアを広く開け、普段以上のこまめな換気を行うこと。 

・生徒が手を触れる場所（ドアノブ、手すり、スイッチ）や用具・器具等は、消毒液等を使用して清掃

を行うなど、感染拡大防止のための防護措置等を講じること。特に楽器等については唾液の処理等も

適切に行うこと。 

・身体接触のある活動、互いに近接する活動などにおいては、練習内容や方法に特段の配慮を行うこと。 

・更衣室や部室等を使用する場合は、短時間の利用で交替制とするなどして、一斉利用を避け、時間差利

用、身体的距離の確保、会話の制限などを行うこと。 

・給水用のボトルやコップ、汗を拭くタオルなどは共用しないこと。 

・活動参加について、承諾書（様式は各学校独自）により、保護者の承諾を得ること。 

・遠征等での移動中は、原則マスク着用を徹底し、バス等利用時は定期的な換気も行うこと。 

・宿泊先では一般利用者がいることを踏まえ、入浴や食事の際、可能な限り分散させるなど３密を避け

ること。大会参加などで他チームと宿舎が同じ場合は、飲食及び入浴の時間や会場を分散する、他チ

ームと相部屋にしないなど、可能な限り、普段一緒に活動している者以外との接触を避けること。 

・団体スポーツを行う際は、できるだけ大声を出さない、休憩中は必ずマスクを着用するなど、徹底し

た感染症対策を行うこと。 

 

※なお、日々状況が変化しているため、感染の状況によっては対応を見直すことがあることを申し添えます。 

【別紙】 



(

参

考

指

標)

病床等の
中短期予測

ー ー 予測ツールを用いた感染者数・病床使用数の中短期予測 ー

新規
感染者数

ー 7人/10万/週以上

（14人/日以上）

15人/10万/週以上

（28人/日以上）

26人/10万/週以上

（49人/日以上）

37人/10万/週以上

（70人/日以上）

75人/10万/週以上

（142人/日以上）

療養者数

ー

11人/10万/日以上

（145人/日以上）

22人/10万/日以上

（290人/日以上）

38人/10万/日以上

（509人/日以上）

55人/10万/日以上

（727人/日以上）

110人/10万/日以上

（1,457人/日以上）

入院率 ー ー ー
入院対象であるにも関わらず入院が

できない事案が発生

レベルごとに
講ずる施策

◎会食時の人数制限
⇒認証店はVTP利用で制限無し

◎飲食店等（非認証店）への
時短要請

更なる行動制限を実施

◎VTP適用の停止

◎飲食店への休業要請

◎施設の使用停止

◎イベントの中止要請

◎出勤者の大幅削減

◎日中含めた外出自粛
要請

◎積極的疫学調査の
重点化

◎県を跨いだ医療の
広域調整を要請

・レベル判断及びレベルごとに講ずる施策については、以下の指標等を参考に、有識者の意見等も踏まえ総合的に判断

・病床使用率は、緊急時対応病床を含めた病床数により算定するが、目安の運用にあたっては確保病床使用率も考慮

◎飲食店等への時短
・酒類提供自粛要請
・人数制限

⇒  認証店(VTP利用)
・非認証店で差別化

◎施設の入場制限 等

3週間後の病床使用率が
100％に到達する場合

新型コロナウイルス感染段階対応の目安

※ VTP
=ワクチン・検査パッケージ

◎感染リスクが高い場への
外出自粛要請

◎飲食店等への時短
・酒類提供自粛要請
・人数制限等

⇒  認証店(VTP利用)
・非認証店で差別化

◎イベントの開催制限
（VTP利用で制限無し） 等

まん延防止等重点措置の
適用を国に要請

◎ワクチン接種率の向上・追加接種の実施

◎積極的疫学調査の徹底

◎基本的感染予防の実施

〔事業者〕
・業種別ガイドラインの遵守徹底
・従業員の健康管理の徹底（N-CHATの活用）
・第三者認証制度の取得促進
・VTP活用事業者の登録促進
・在宅勤務や時差出勤等の促進

〔個 人〕
・新しい生活様式の徹底
・感染拡大地域（県外）との往来自粛

（ワクチン未接種・検査未実施者のみ）
・COCOA等の対策アプリの普及促進
・誹謗中傷抑制対策等の人権への配慮
・第三者認証店舗の利用推奨の呼びかけ

【レベルに関わらず実施】

注意報発令 警戒警報発令

緊急事態措置の
適用を国に要請

特別警戒警報発令 緊急事態宣言（独自） 非常事態宣言

◎クラスター発生事業所等に
おける包括検査の実施

◎感染拡大地域等において
感染に不安を感じている
無症状者への検査要請

指標 レベル０ レベル１
レベル２

レベル３ レベル４
２－Ⅰ ２－Ⅱ

病
床
使
用
率

全体

ー

10% 20% 35% 50％

100％以上
重症 10％ 20% 35% 50％

感染が急速に拡大している地域等においては、県全体のレベルに関わらず、施策の前倒し実施を検討
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