
横浜国立大学体育会ヨット部感染症対策とマニュアル 

2020．7．8 

八景島へ入島時の検温を受け、基準以上の体温の場合は入島することが出来ない。マリーナ

の指示には厳に従い、この感染症対策とマニュアル、八景島施設利用ガイドラインは遵守す

る。 

また、日本セーリング連盟の大会・練習会再開ガイド（特にセーリング競技に関わる大会

等再開ガイドライン）（https://www.jsaf.or.jp/hp/about/committee/soumu/cvgeo）をもと

に以下の対策とマニュアルを作成した。 

<活動前提条件＞ 

⚫ 保護者の同意書を提出。（下に添付） 

⚫ 体調良好者。（グーグルフォームで確認、※下に確認事項あり） 

⚫ 強制でなく自主的な練習希望者。 

※①体温、②体調や健康に関する質問（味覚の有無、嗅覚の有無、咳の有無、活動記録の記

入の有無、同居者の健康状態）③参加意思について 

 

<施設（八景島マリーナ）利用規則＞ 

⚫ 当面の合宿は行わず、日帰り練習。 

⚫ 利用施設の定期的なアルコール消毒。 

⚫ 施設の対策規則を遵守。（具体的詳細は添付） 

 

＜練習事前事後対策＞ 

⚫ 練習前の検温と記録。（複数の 3 秒で計れる体温計にて 37 度以下の者のみ） 

⚫ 行き帰りのマスク着用。 

⚫ 入室時に手洗いうがいアルコール除菌。 

⚫ 工具使用後はアルコール除菌。 

⚫ ミーティングルームに二箇所、艇庫に一箇所ハンディのアルコール除菌スプレーを設

置。 

⚫ 練習前後の手洗い、うがいの励行。 

 

＜練習中対策＞ 

⚫ 屋内ミーティングはせず、屋外にて必要最低人数で 15 分以内。 

⚫ 必要な全員部会は、今まで通り、ZOOM を活用しオンラインで。 

⚫ 笛や旗などを使い、大声を出すことは控える。 

⚫ 海上にても船の過度な密集は避ける。 

https://www.jsaf.or.jp/hp/about/committee/soumu/cvgeo


感染者が出た場合の連絡体制、個人の生活記録について 

責任者、管理者について 

・COVID-19 総責任者 井坂博恭 監督（s47 卒） 

・COVID-19 責任者（顧問教員） 

永井圭二教授（大学院国際社会科学研究院 国際社会科学部門） 

・COVID-19 責任者（学生）高橋幸季 主将 

・（学生）中野裕太 副将 

とする。 

感染症対策を含める活動中のすべての責任は井坂監督にあるものとする。 

学生の責任者として高橋主将が感染対策を含む活動の安全の徹底を行う。 

COVID-19 対策担当者として中野が細かな対策の指導、マニュアル徹底を行う。常に部の

活動を感染症対策の視点から監視、対策の徹底を行う。 

また練習場所となる八景島マリーナには責任者が常にいるために指示には常に従い、八景

島マリーナのガイドラインには厳に従う。 

 

報告経路について 

本人→ 学生責任者（高橋）→総責任者（井坂監督） 

↓報告の必要性に応じて 

マリーナ責任者、顧問教員（永井教授 

 

感染が疑われる（＝症状の出た）者が発生した場合、もしくは一緒に生活している人の感染

が分かった場合。 

【本人】ライン、電話、メール等の手段を使って学生責任者に迅速に連絡する。練習への参

加は控える。 

【本人】自宅安静とするが、症状が続けば、保健所等に電話で問い合わせを行う。 

厚生労働省ホームページ：新型コロナウィルスに関する Q&A 等で確認する。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.

html 

【ヨット部】学生責任者 → 監督へと迅速に連絡する。学生責任者は本人に厳しく参加し

ないように指示する。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html


感染陽性者が発生した場合 

【本人】PCR 検査等で陽性が確認されたら、迅速にライン、電話、メール等の手段をつか

って学生責任者、保健管理センターへ連絡を行う。※保健管理センターについては学生のみ。 

【ヨット部】学生責任者→監督→COVID-19 責任者（顧問教員）、マリーナ責任者へと迅速

に連絡する。  

【学生責任者】横浜国立大学学生支援課へ迅速に報告する。 

【ヨット部】地域の保健所の指示に従い、濃厚接触者の確認などに協力する。 

COVID-19 責任者は大学もしくは保健所の指示があるまで、全部員を自宅待機とさせる。

不要な詮索、SNS 等による情報の公開は慎むようにする。 

 

  



 

各個人の活動記録について 

万が一感染陽性者が発生した場合に、濃厚接触者の確認等がスムーズにかつ確実に行える

ように各個人に日々の活動の記録を取らせる。活動記録をつけている練習への参加条件の

一つになる。 

 

フォーマット例 
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氏名：



（添付資料）八景島シーパラダイス内マリーナ、利用ガイドライン 

施設名 施設再開時の対応案 対  応  案  詳  細  説  明 

八景島マ

リ ー ナ

（屋外） 

活動前の利用者の体温計

測 

原則としてすべての利用者に活動前の体温計測

を義務付けます。また、各クラブ等代表者には部

員各自の体温を日別に記録することとします。 

活動中のマスク着用、活

動前後の手洗い 

活動中は各自がマスクをすることを原則とし、ク

ラブハウス立ち入り時には全員が手洗い及び手

指の消毒等を励行することを定めます。 

利用者の分散活動 出艇日（週 4 日）中はクラスを 2 班に分け、一度

に活動できるのは各クラブで 15 名程度までとし

ます。 

密集の回避 海上等において同じ船上に人が密集しないよう

に注意することとします。 

大きな声での会話や呼び

かけの禁止 

海上等において声が大きくなりがちなので、極力

マイク等を活用します。 

物品の共有禁止 タオルなどの共有禁止 

練習参加者の見守り 各クラブ代表者には、部員の見守りを徹底し、体

調の変化に留意することとします。 

活動時間の短縮 免疫力低下を避けるため、原則として練習時間を

10 時から 16 時とします。 

出艇基準の厳格化 強風時等の出艇基準を厳しく制限し、体力低下を

防止します。 

管理者の指示及び助言等

の順守 

その他マリーナ管理者が出す指示及び助言等に

従うこととします。 

八景島マ

リ ー ナ

（屋内） 

MR 及び艇庫の換気徹底 ミーティングルーム及び艇庫は換気を徹底し、常

に風通しの良い環境を作ることとします。 

ラウンジ及び炊事室等の

利用自粛 

ロビー及びラウンジはスクール等の一般利用者

に限定し、十分な換気を行います。また、炊事室

は入室者を制限し、一度に 5 名以上が入らないよ

うに注意を徹底します。その他自動販売機が設置

されている場所は椅子及びテーブルを撤去しま

す。 

合宿での利用自粛（通い

活動の推奨） 

各クラブに対し、宿泊を伴う利用を制限し、通い

練習を奨励します。 



室内でのマスク着用及び

手洗いの徹底、検温実施 

ミーティングルーム入室時等は手洗い及び手指

の消毒を行い、常にマスクを着用することとしま

す。また、集合時及び練習開始前には全員検温を

実施し、各クラブ代表者は部員各自の体温を日別

に記録することとします。 

MR 等利用人数制限の実

施 

各クラブミーティングルームは入室人数を 15 名

程度以下に制限し、密閉・密集・密接を避けるよ

うに指導します。 

クラブハウス各所にアル

コール消毒の設置 

マリーナクラブハウス内各所（ロビー・事務所・

ラウンジ・自販機室・トイレ等）及び各クラブの

艇庫及びミーティングルームの入り口にアルコ

ール消毒用のボトルを設置し、手洗いの励行と消

毒の実施を呼びかけます。 

大きな声での会話や呼び

かけの禁止 

クラブハウス及び各クラブでの会話や体操の号

令等では、大きな声を出すことを禁止します。 

私物の放置禁止 各部室以外のクラブハウス内に私物（ドライヤ

ー・衣類・パソコン等）を放置することを厳しく

制限します。見かけた際は速やかに撤去します。 

和式トイレの使用自粛 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議にお

いて、トイレを流す際はふたを閉めて流すことが

奨励されたため、当面は蓋のない和式トイレの使

用を自粛し、洋式トイレを使用した際は蓋を閉め

て流すように表示します。なお、施設所有者であ

る横浜市には一刻も早い和式トイレから洋式ト

イレへの変更を依頼するとともに、八景島マリー

ナ施設運営学生協議会においても同様の要望を

行っていくこととします。 

共用部の定期的なアルコ

ール消毒 

クラブハウス各所及び炊事室等の共用部の定期

的な消毒を実施し、常に清潔な状態を維持しま

す。 

 

  



課外活動に関する同意書 

横浜国立大学体育会ヨット部 

以下の内容に同意いたします。 

記 

横浜国立大学体育会ヨット部の活動、感染症対策ガイドラインについて理解

し、活動に参加すること。 

以上 

 

     年   月   日 

 

学生氏名 

 

 

保護者氏名                       印 

 


