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2021 年 8 月 12 日

部長 石田眞得 

監督 伊藤眞人 

主将 瀬川凛和 

主務 山崎裕作 

関西学院大学準硬式野球部活動ガイドライン 

  

このガイドラインは、関西学院大学準硬式野球部が選手や関係者の安全を守った状態で

活動を再開するためのものである。関西学院大学の方針や関西学院大学学生生活支援機構

の「課外活動再開ガイドライン」、「施設利用のためのガイドライン」、厚生労働省による注

意事項、NPB 新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを参考にした関西学院大学準

硬式野球部独自のガイドラインとする。   

   

●今後の予定   

 6/1    新チーム始動    

 9 月中旬  秋季リーグ戦   

   

●部内でのガイドライン徹底方法   

・感染予防担当者が本ガイドラインを印刷、または PDF ファイルで部員に共有する。   

・ガイドラインを逸脱する者は活動禁止とする。   

・感染防止担当者が毎週金曜日に google Form でその一週間「石けんでの手洗いや手指の

消毒」、「対人距離 2m、スポーツ中 10ｍ以上離れて活動できたか」等の、本ガイドライン

を徹底できたかのアンケートを部員、指導者に答えてもらう。   

   

●部内での感染防止教育方法   

・厚生労働省の啓発資料「手洗い・咳エチケット・マスク」、「三密」、「感染防止のピクト

グラム」を印刷し、感染防止担当者が活動場所に活動前に貼り、活動後外す。   

・活動前に全体のグループチャット等を通して「活動中私語を慎む、ソーシャルディスタ

ンス（2ｍ以上、スポーツ中は 10ｍ以上）、石けんでの手洗い」を徹底するよう伝える。   

   

○感染予防担当者   

選手：山﨑裕作（主務）  
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マネージャー：谷端真衣（副務）（体調チェックシートの管理等）  

監督：伊藤眞人 

 ・主将・副主将・ポジション毎のリーダーが、部員が石けんでの手洗い、対人距離等の 

呼びかけをして対策を徹底するよう確認する。   

   

○体調管理方法   

 ・毎日起床時にラインのグループで、体温、また、頭痛、咳、鼻水、痰、喉の痛み、胸の

痛み、味覚異常、嗅覚異常、倦怠感、体調の異常などの諸症状と練習班、行動履歴を記入

済みかどうか毎朝報告する。その後、主務とマネージャーでスプレッドシートに記入し、

毎朝記録する。  

→練習がある場合はこの症状の有無の報告を活動前、活動後、帰宅後にも行う。  

・各自、行動履歴の記入を毎晩行う。活動の有無に関わらず、起床時から就寝時までの行

動履歴を記録する。記入内容は、日付、名前、部活の有無、練習班、アルバイトの有無、

学校で立ち寄った場所、行動履歴の７点に加え、帰宅後の体温、体調異常の有無の 2 点を

記入する。記録の際は、いつ、どこで、だれと、なにを、どのように、どれくらい、がわ

かるようにする。また、マスクの着脱についてもわかるようにしておく。保健所や大学か

ら提出を求められた場合は、速やかに部として提出を行う。万が一部員でコロナが出た場

合に迅速に濃厚接触者が把握できるように手配する。  

・COCOA アプリをインストールさせ、使用する。  

 ・朝の報告を忘れた者は練習の参加を禁止とする。  

 ・赤外線式の検温器を部で常備する。部員は自宅での検温に加え、活動前にも全員検温を

行う。なお、検温器に関してもアルコール消毒を行う。    

・マスクによる熱中症の恐れがあるため、経口補水液を常備。 

  

〇体調不良について  

・体温 37.0°C 以上、頭痛、咳、鼻水、痰、喉の痛み、胸の痛み、味覚異常、嗅覚異常、

倦怠感、体調の異常などの諸症状がある場合を、体調不良症状とする。  

・起床時に体調不良症状があった場合は自宅待機とする。  

・活動前に体調不良症状があった場合は帰宅する。また、濃厚接触者の確認を行う。  

・症状消失後、２日間以上は自宅待機とする。   

・グラウンドにて上記の症状が出た場合、即刻帰宅・明らかに熱中症とは異なる症状の場

合は即刻活動停止。症状が消失して 2 日経過するまでは再開しない。  
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○通学方法   

・移動中は原則マスク着用（ただし、屋外での自転車・徒歩移動に関して熱中症のおそれ

がある場合は外す）のうえ、私語を慎む。   

・必ず提出した移動手段を使用する。（就職活動等必要な場合、移動ルートから外れる場合 

は新規の移動ルートを感染予防担当者に前日までに伝える。不要不急の寄り道はしな

い。）   

・複数人で移動しない。  

   

〇起床時に行うこと  

・37.0°C 以上ないか、また、頭痛、咳、鼻水、痰、喉の痛み、胸の痛み、味覚異常、嗅

覚異常、倦怠感、体調の異常などの諸症状がないか体調チェック、その後、主務、マネー

ジャーに報告  

  

○活動前 に行うこと  

・37.0°C 以上ないか、また、頭痛、咳、鼻水、痰、喉の痛み、胸の痛み、味覚異常、嗅

覚異常、倦怠感、体調の異常などの諸症状がないか体調チェック。その後、主務、マネー

ジャーに報告  

・練習開始直前まで原則マスクを着用する。（熱中症の恐れがある場合は外す。）   

・整備、準備の際は 2ｍ以上の対人距離を取り、私語は慎む。   

・石けんでの手洗いを行ってから開始 。  

   

○活動後・帰宅後に行うこと  

・37.0°C 以上ないか、また、頭痛、咳、鼻水、痰、喉の痛み、胸の痛み、味覚異常、嗅

覚異常、倦怠感、体調の異常などの諸症状がないか体調チェック。その後主務、マネージ

ャーに報告。  

・整備・片付けの際には 2ｍ以上の対人距離を取り、私語は慎む。   

・活動後石けんでの手洗い、帰宅時にも石けんでの手洗い、うがいを必ず行う。   

・活動終了後、自宅までマスクを着用（例外については登校時と同様）   

・帰宅後も 37.0°C 以上ないか、また、頭痛、咳、鼻水、痰、喉の痛み、胸の痛み、味覚

異常、嗅覚異常、倦怠感、体調の異常などの諸症状がないか体調チェック。その後主務、

マネージャーに報告。  

・毎晩行動履歴を行う   
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○部室について   

・コロナ期間中は原則使用しない。   

・但し主務（山﨑）、会計（藤井）のみ、部室内の必要物品を取る時は使用する。   

・マスク着用で換気を行いながら手指のアルコール消毒をして使用する。   

・「部室・倉庫の使用方法について」を遵守する。   

   

○プレハブ小屋・倉庫の利用   

3 密を伴うリスクがあるため特に気を遣う部分である。     

・プレハブ小屋（主に各部員個人所有の道具を置いている。）   

 3 方向に窓がついているため、使用中は全て開け、常に喚起をする。  活動前後には担当者

が室内（主に接触部分）をアルコール消毒する。   

 同時入室は 5 人まで。（15 畳程のため、ソーシャルディスタンスを保てる人数）マスク着

用、手指のアルコール消毒を行い入室   

・倉庫    

接触部分はその都度アルコール消毒を行う    

活動前後にもアルコール消毒を担当者が行う。   

 同時利用は避け、マスク着用、手指のアルコール消毒を行い入室   

 「部室・倉庫について」を遵守する。   

  

〇更衣時の運用  

・「更衣室（更衣場所）の運用方法について」を遵守する。  

   

○道具について   

・部でアルコール（70％以上）を用意する。用意できない場合活動は中止する。   

・個人所有の道具（グローブ、バット、手袋等）の貸し借りは行わない。   

・共用品は感染防止のため 1 回使うたびにアルコール消毒を行う。   

・水筒、石けんは各自で用意する。   

・他人の道具を触った場合、自分の体には触れず、石けんでの手洗いまたは手指のアルコ

ール消毒ならびにその道具についてもアルコール消毒を行う。   

・ロジンバッグは個人で使う。共有はしない。  
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●段階的実施計画（プロトコル）   

   実施予

定日   

活 動 時

間   

活 動 人

数   

道具の使用方法   練習形態   ボディコン

タクト   

レベル 4   5/2  60 分   20 人   
個人所有本人使用   

キャッチボールな

ど二人以下で練習  

不可   

レベル 3   8/1 90 分   40 人   個人所有   

4 人以上の使用不可   

3 人までの対人練

習。  

キャッチボール等   

瞬間的な接

触は可  

その後接触

箇所を消毒  

レベル 2   未定  180 分   50 人   ボール、バットのみ共

用可   

・3ｍ以上距離を

空けてのノック等   

・実戦形式の練習 

・紅白戦 

瞬間的な接

触は可その

後、アルコ

ール霧吹き

で接触箇所

を消毒。  

レベル 1   未定  無制限   無制限 競技に必要な道具は共

用可   

全体練習   無 制 限 だ

が 、 接 触 後

アルコール 

  

 ※消毒の仕方について  

マネージャーがスプレータイプのアルコールを常に携帯し、部員同士の接触がある毎に消

毒する。ただし、マネージャーが直ちに対応できない場合、接触者以外の部員が倉庫に常

備してあるスプレータイプのアルコールを用いて消毒する。  

  

○レベル 4  

6/1～ 新チームとして授業期間中平日は 20 人を 2～３班に分けて練習。   

   土日は 20 人を 4 班に分けて練習する。  

慣らし期間とし、全体練習だが対人距離 10m 以上空けた準備運動やバッティング練習、

ノックの練習とする。バッティング練習やノックは二人で行う。集合等の静止時は、ダ

イアモンド（約 400 ㎡）ほどの面積を対人 2ｍ以上距離を空けて行う。 走塁をつけての



6  

  

練習は行わないためボディコンタクトは不可となる。 競技に必要な用品は使用可とする

が、特にヘルメットについては 1 回使う毎に消毒 を必ず行う。また、バットに関しては

個人の私物を用いる。ボールは 20 分に 1 回タオルを使って消毒をする。  

  

〇レベル 3    

90 分 40 人以内の練習とする。3 人までの対人練習は可能とする。レベル 4 と同様対

人距離 10m 以上空けた準備運動とバッティング練習やノック、ポジション毎の練習と

し、集合時もレベル 4 同様に 2ｍ以上空けて行う。バットは共有可とするが、1 回使う

毎に消毒 を必ず行う。ボールは 20 分に 1 回タオルを使って消毒をする。走塁のクロス

プレーなど瞬間的な接触は可とする。接触した後はすぐにスプレータイプのアルコール

で接触箇所を消毒する。  

  

〇レベル 2    

180 分 50 人以下の練習とする。活動内容は 3ｍ以上の距離を保ち全体練習とする。

集合時はレベル 4 と同様 2m の対人距離をとる。例外として、実践形式の練習、紅白

戦において、ランナーと野手、バッターとキャッチャーといった、ルール上距離をと

ることができない場合に関しては対面になることは無いため認める。また、走塁のク

ロスプレーに関してはタッチプレーなどの接触を伴うが、一時的な接触のため認め

る。ただし、接触後は接触箇所をスプレータイプのアルコールを用いて消毒する。ま

た、私語及び対面での声掛けは禁止とするが、例外として試合形式で意思疎通を図る

ための必要最低限の声かけのみ認める。審判はマスク着用の上、必要最低限の発言の

み認める。 

 

〇レベル１    

基本的な感染防止策を講じた上で活動可能とする。人数、時間共に無制限の練習と

するが、競技に必要な道具は、1 回使う毎に消毒を必ず行う。ボールだけ 20 分に 1 回

タオルを使って消毒を行う。部員同士接触した場合はその箇所にアルコール消毒を行

う。 

 

〇練習中・試合中   

・随時手指消毒、石けんでの手洗いをする。   

・ハイタッチなど、他部員とは不用意に触れないこと。   
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・大声は出さない（しかし遠くの仲間に伝える、危険を伝える等必要最低限言わなければ

いけないときは、目の前に人がいないか注意する）   

・ドリンクは各自持参したものに限る   

・2ｍ以上は他部員と必ず距離を取る。   

・他校部員が当部活動の用品に触れることが決して無いようにする。   

・ストレッチ、転倒等で地面に手をついた場合やボールを使用した後は、速やかに石けん

での手洗い、アルコール消毒を行う。それができない状況の時は手で顔（目・鼻・口

等）をこすらないようにする。  

・マスク着用での熱中症には十分注意する。  

   

【Microsoft Forms による大学およびスポーツ振興・統括課への報告が必要な場合】  

  

●体調不良になった場合   

・本人は速やかに担当者まで連絡し、大学の Microsoft Forms に記入する。その後、医療

機関、保健所、大学の指示に従う。  

※PCR を受けることが決定した時点でその報告をスポーツ振興・統括課の Microsoft  

Forms にて行う。  

  

≪PCR を受けて陽性だった場合≫  

 →・大学の Microsoft Forms とスポーツ振興・統括課の Microsoft Forms に記入、さらに

担当者に報告する。担当者はスポーツ振興・統括課および部長に連絡する。  

・部活動としては即刻部活動を無期限停止とする。   

・十分な安全を確認するまでは、活動再開しないものとする。また、関西学院大学ス

ポーツ振興・統括課の許可を確認するまでは活動自粛とする。   

・分かる範囲で感染経路の特定に努め、感染防止担当者はスポーツ振興・統括課に報

告書を提出する。   

≪PCR を受けて陰性だった場合≫  

→・スポーツ振興・統括課の Microsoft Forms に記入、さらに担当者に報告する。担当

者は必要に応じてスポーツ振興・統括課に連絡し、今後の対応について相談する。部

活動としては状況によって活動停止処置をとる。  

  

●濃厚接触者になった場合  

・本人は保健所から濃厚接触者の通知が来た時点で活動を停止し、速やかに担当者ま 
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で連絡をいれた後、感染防止担当者がスポーツ振興・統括課に直接連絡する。  

・濃厚接触者本人はまず濃厚接触者になったことを大学の Microsoft Forms にて報告す

る。  

・濃厚接触者本人は PCR を受ける必要があるため、スポーツ振興・統括課の 

Microsoft Forms にて報告する。結果が分かり次第、大学の Microsoft Forms とスポーツ振

興・統括課の Microsoft Forms より報告する。  

・部の全体活動は、スポーツ振興・統括課の判断が出るまで活動停止とする。  

  

●濃厚接触者の可能性がある場合  

・陽性と判定された人または感染の疑いがある人と接触・接点があった場合、保健所が濃

厚接触者かどうかを判定するまでに数日間要するので、その間は濃厚接触の疑いがあるも

のとして濃厚接触者と同等の扱いをする。  

・担当者は速やかにスポーツ振興・統括課に連絡し、スポーツ振興・統括課の判定が出る

までは活動を停止する。  

・同居家族などに発熱や風邪症状がある場合は、同居家族の症状消失後、２日間以上は自

宅待機とする。  

・同居家族などが PCR 検査等対象者となった場合は、速やかにスポーツ振興・統括課に報

告をし、指示に従う。  

・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）で陽性者との接触に関する通知があっ

た場合は、居住地の保健所等の指示に従い対応、指示された自宅待機期間が終了するまで

は自宅待機とする。  

  

●公開の可否   

・可   

   

●校外試合   

・現地集合・現地解散とする。   

・感染経路特定のため、移動手段を 3 日前までに感染防止担当者に報告する。   

・移動中はマスク着用   

・相手校、会場、連盟それぞれの感染防止ガイドラインを必ず確認する。   

   

●使用グラウンド   

・第 2 フィールド準硬式野球場（メイン）   
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・第 2 フィールド陸上ホッケー場   

・第 3 フィールド硬式野球場   

以上   


