
新型コロナウイルス感染症対策補足 

活動に向けた留意事項 

 

◆活動中の留意事項 

時期 留意事項 

2021 年 

10 月 1 日～ 

◆活動時の留意事項 

①活動参加時は体調管理への入力は必須とする。 

※葛飾区民大会への参加時も体調管理への入力が必須となりますため忘れずにお願い致します。 

※保護者様も同様に会場へ入られる場合は体調管理の入力をお願い致します。 

・ 体調管理入力フォーム（選手） 

・ 体調管理入力フォーム（保護者） 

※活動時（練習時）以外は、マスク着用を必須とする。 

※検温時の活動自粛体温基準値は「37.5 度」とし、「37.5 度」を超える体温の場合は、 

活動の参加を自粛いただく。 

※体調が優れない場合は、無理をせず活動の参加を自粛いただく。 

②集合時間は開始時間の「10 分前」から校庭門にて体調管理入力確認および消毒を実施する。 

・学年スタッフの確認が取れるまでは校庭への入校は禁止とします。 

・例：9:00-10:30 の活動時間であれば集合は「8:50-9:00」とします。 

③集合時の確認完了後、校庭門は閉めさせていただきます。 

・施錠はしませんが門が空いた状態には致しません。 

・保護者様も校庭門が空いていたら閉めるようご協力をお願い致します。 

④活動時間は、FC 北野ホームページ内のスケジュールに記載した時間内での活動とします。 

・例：9:00-11:00 であれば、11:00 に校庭内には残っていない状態とします。 

⑤活動後（活動時間内で解散を想定）は速やかに帰宅するよう徹底願います。 

・他学年との接触を極力避けるため、活動後は速やかに校庭より退出願います。 

⑥自学年の活動時間外に北野小学校へ入校することは禁止とします。 

◆交流会および練習試合への参加について 

緊急事態宣言解除に伴い、交流会および練習試合は参加可能と致します。 

北野小学校で交流会および練習試合を開催する場合は、以下の徹底をお願い致します。 

➢ 外部チームの選手およびスタッフ、保護者様は、「外部チーム用の体調管理フォーム」への入力を徹底 

➢ 保護者様の観戦も許可となりますが、体調管理フォームへの入力、感染対策（マスク着用、複数人が

集まっての会話禁止）の徹底 

◆遠征試合（公式戦のみ可）について 

遠征試合時に、主催および主管、会場責任チームへ事前に FC 北野の参加可能かの確認は不要とします。 

また以下の遠征時の対応事項は継続致します。 

①遠征対象とする遠征試合一覧 

3 年生 なでしこリーグ、練習試合、交流会 

4 年生 ドリームリーグ、練習試合、交流会 

5 年生 関東リーグ、イースタンリーグ、練習試合、交流会 
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6 年生 東京リーグ、サテライトリーグ、練習試合、交流会 

② 遠征時の車移動時に保護者様にご協力をいただく場合は、１台につき保護者様は運転手として 

「１名」 のみとさせていただきます。 

③遠征先の会場にて保護者様の観戦は許可となりますが、主催および主幹、会場責任チームより 

保護者様の観戦に制限が入った場合は、その指示に従い制限を入れさせていただきます。 

④遠征時の食事場所は、大会ごとに確認し指示されたエリアで食事を取ることとする。 

※食事許可されていない場合は、その指示に従い食事は禁止とする。 

◆遠征時の車移動に関する対策について 

①車移動の際、乗車前にアルコール消毒を実施する。 

②車の窓を開け換気を実施する。 

③車の車内ではマスクの着用を徹底する。 

④車の車内での食事は禁止とする。 

⑤車の車内では 3 列シートであれば真ん中の席を空け、2 名乗車とする。 

⑥車の台数は、大会ごとに台数制限がなければ、乗車人数を減らし三蜜を避ける。 

 

2021 年 

7 月 12 日 

～9 月 30 日 

◆活動時の留意事項 

①活動参加時は体調管理への入力は必須とする。 

※葛飾区民大会への参加時も体調管理への入力が必須となりますため忘れずにお願い致します。 

※保護者様も同様に会場へ入られる場合は体調管理の入力をお願い致します。 

・ 体調管理入力フォーム（選手） 

・ 体調管理入力フォーム（保護者） 

※活動時（練習時）以外は、マスク着用を必須とする。 

※検温時の活動自粛体温基準値は「37.5 度」とし、「37.5 度」を超える体温の場合は、 

活動の参加を自粛いただく。 

※体調が優れない場合は、無理をせず活動の参加を自粛いただく。 

②集合時間は開始時間の「10 分前」から校庭門にて体調管理入力確認および消毒を実施する。 

・学年スタッフの確認が取れるまでは校庭への入校は禁止とします。 

・例：9:00-10:30 の活動時間であれば集合は「8:50-9:00」とします。 

③集合時の確認完了後、校庭門は閉めさせていただきます。 

・施錠はしませんが門が空いた状態には致しません。 

・保護者様も校庭門が空いていたら閉めるようご協力をお願い致します。 

④活動時間は、FC 北野ホームページ内のスケジュールに記載した時間内での活動とします。 

・例：9:00-11:00 であれば、11:00 に校庭内には残っていない状態とします。 

⑤活動後（活動時間内で解散を想定）は速やかに帰宅するよう徹底願います。 

・他学年との接触を極力避けるため、活動後は速やかに校庭より退出願います。 

⑥自学年の活動時間外に北野小学校へ入校することは禁止とします。 

◆交流会および練習試合への参加について 

交流会および練習試合は緊急事態宣言期間中の実施は禁止と致します。 

※北野小学校での開催も含め禁止し練習活動のみと致します。 

◆遠征試合（公式戦のみ可）について 

遠征試合への参加条件として、主催および主管、会場責任チームへ事前に FC 北野の参加が 

可能かを確認し、許可が取れた場合のみ、該当する試合に参加致します。 
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また遠征時の対応事項は以下とします。 

①遠征対象とする遠征試合一覧 

3 年生 なでしこリーグ 

4 年生 ドリームリーグ 

5 年生 関東リーグ、イースタンリーグ 

6 年生 東京リーグ、サテライトリーグ 

②遠征時の車移動時に保護者様にご協力をいただく場合は、１台につき保護者様は運転手として 

「１名」 のみとさせていただきます。 

③遠征時の保護者様の観戦は禁止となりますが、車移動のご協力いただく保護者様のみ、 

チーム待機場所からの観戦を許可致します。 

④遠征時の食事場所は、大会ごとに確認し指示されたエリアで食事を取ることとする。 

※食事許可されていない場合は、指示に従い食事は禁止とする。 

◆遠征時の車移動に関する対策について 

①車移動の際、乗車前にアルコール消毒を実施する。 

②車の窓を開け換気を実施する。 

③車の車内ではマスクの着用を徹底する。 

④車の車内での食事は禁止とする。 

⑤車の車内では 3 列シートであれば真ん中の席を空け、2 名乗車とする。 

⑥車の台数は、大会ごとに台数制限がなければ、乗車人数を減らし三蜜を避ける。 

◆夏合宿について 

緊急事態宣言発令に伴い、残念ですが 2021 年度の夏合宿は中止とします。 

 

2021 年 

６月 26 日 

～7 月 11 日 

◆活動時の留意事項 

①活動参加時は体調管理への入力は必須とする。 

※葛飾区民大会への参加時も体調管理への入力が必須となりますため忘れずにお願い致します。 

※保護者様も同様に会場へ入られる場合は体調管理の入力をお願い致します。 

・ 体調管理入力フォーム（選手） 

・ 体調管理入力フォーム（保護者） 

※活動時（練習時）以外は、マスク着用を必須とする。 

※検温時の活動自粛体温基準値は「37.5 度」とし、「37.5 度」を超える体温の場合は、 

活動の参加を自粛いただく。 

※体調が優れない場合は、無理をせず活動の参加を自粛いただく。 

②集合時間は開始時間の「10 分前」から校庭門にて体調管理入力確認および消毒を実施する。 

・学年スタッフの確認が取れるまでは校庭への入校は禁止とします。 

・例：9:00-10:30 の活動時間であれば集合は「8:50-9:00」とします。 

③集合時の確認完了後、校庭門は閉めさせていただきます。 

・施錠はしませんが門が空いた状態には致しません。 

・保護者様も校庭門が空いていたら閉めるようご協力をお願い致します。 

④活動時間は、FC 北野ホームページ内のスケジュールに記載した時間内での活動とします。 

・例：9:00-11:00 であれば、11:00 に校庭内には残っていない状態とします。 

⑤活動後（活動時間内で解散を想定）は速やかに帰宅するよう徹底願います。 

・他学年との接触を極力避けるため、活動後は速やかに校庭より退出願います。 
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⑥自学年の活動時間外に北野小学校へ入校することは禁止とします。 

◆練習試合の参加時の相手チームへの提案事項 

①試合開始前と終了後の整列はなしとし、ベンチ側から直接スターティングメンバーがピッチに入らせていただく 

②試合開始前に選手が集まり円陣を組むことは禁止させていただく 

③ベンチ入りのスタッフおよび選手のマスク着用を必須とさせていただく 

④試合中の交代および試合終了後は、スタッフおよび選手の消毒を都度実施いただく 

⑤保護者は必要がない限り、選手との接触は避け荷物置き場（待機場所）には近づかないよう協力いただく 

◆遠征時の食事について 

①食事は解禁とするが、蜜にならないよう徹底する。 

②食事場所は、大会ごとに確認し指示されたエリアで食事を取ることとする。 

◆遠征時の車移動に関する対策について 

①車移動の際、乗車前にアルコール消毒を実施する。 

②車の窓を開け換気を実施する。 

③車の車内ではマスクの着用を徹底する。 

④車の車内での食事は禁止とする。 

⑤車の車内では 3 列シートであれば真ん中の席を空け、2 名乗車とする。 

⑥車の台数は、大会ごとに台数制限がなければ、乗車人数を減らし三蜜を避ける。 

 

2021 年 

5 月 15 日 

～6 月 20 日 

◆緊急事態宣言延長に伴う活動について 

北野小学校の校庭利用が 「2021 年 5 月 15 日」 より利用可能となりました。 

そのため以下の留意事項を徹底し活動を実施致します。 

▽集合時間および活動時間 

・集合時間は活動開始 10 分前より校庭門にて体調管理入力確認および消毒を実施致します。 

・活動時間はスケジュールに記載された時間にて実施し、活動後は速やかに帰宅をお願い致します。 

▽体調管理入力 

・選手が活動へ参加する場合、必ず体調管理への入力をお願い致します。 

※葛飾区民大会への参加時も体調管理への入力が必須となりますため忘れずにお願い致します。 

※保護者様も同様に会場へ入られる場合は体調管理の入力をお願い致します。 

 

◆緊急事態宣言期間中の遠征試合について 

遠征試合への参加条件として、会場責任チームへ事前に FC 北野の参加が可能かを確認し、 

許可が取れた場合のみ、該当する試合に参加致します。 

また遠征時の対応事項は以下とします。 

①遠征時の車移動時に保護者様にご協力をいただく場合は、１台につき保護者様は運転手として 

「１名」 のみとさせていただきます。 

②遠征時の保護者様の観戦は禁止となりますが、車移動のご協力いただく保護者様のみ、 

チーム待機場所からの観戦を許可致します。 

 

2021 年 

4 月 25 日 

～5 月 9 日 

◆緊急事態宣言発令に伴う活動について 

北野小学校の校庭利用が 「2021 年 4 月 25 日～5 月 11 日」 の期間利用不可のため、 

期間中の北野小学校での活動（練習）を中止します。 

 



2021 年 

4 月 3 日 

～4 月 24 日 

◆感染対策は継続し通常通りのトレーニングを実施 

①活動参加時は体調管理への入力は必須とする。 

・ 体調管理入力フォーム（選手） 

・ 体調管理入力フォーム（保護者） 

※活動時（練習時）以外は、マスク着用を必須とする。 

※検温時の活動自粛体温基準値は「37.5 度」とし、「37.5 度」を超える体温の場合は、 

活動の参加を自粛いただく。 

※「体調状況」のチェックに「体調は万全（以下の項目は該当しない）」以外にチェックがあれば、 

活動の参加を自粛いただく。 

②集合時間は開始時間の「10 分前」から校庭門にて体調管理入力確認および消毒を実施する。 

・学年スタッフの確認が取れるまでは校庭への入校は禁止とします。 

・例：9:00-10:30 の活動時間であれば集合は「8:50-9:00」とします。 

③集合時の確認完了後、校庭門は閉めさせていただきます。 

・施錠はしませんが門が空いた状態には致しません。 

・保護者様も校庭門が空いていたら閉めるようご協力をお願い致します。 

④活動時間は、FC 北野ホームページ内のスケジュールに記載した時間内での活動とします。 

・例：9:00-11:00 であれば、11:00 に校庭内には残っていない状態とします。 

⑤活動後（活動時間内で解散を想定）は速やかに帰宅するよう徹底願います。 

・他学年との接触を極力避けるため、活動後は速やかに校庭より退出願います。 

⑥自学年の活動時間外に北野小学校へ入校することは禁止とします。 

◆練習試合の参加時の相手チームへの提案事項 

①試合開始前と終了後の整列はなしとし、ベンチ側から直接スターティングメンバーがピッチに入らせていただく 

②試合開始前に選手が集まり円陣を組むことは禁止させていただく 

③ベンチ入りのスタッフおよび選手のマスク着用を必須とさせていただく 

④試合中の交代および試合終了後は、スタッフおよび選手の消毒を都度実施いただく 

⑤保護者は必要がない限り、選手との接触は避け荷物置き場（待機場所）には近づかないよう協力いただく 

◆遠征時の食事について 

①食事は解禁とするが、蜜にならないよう徹底する。 

②食事場所は、大会ごとに確認し指示されたエリアで食事を取ることとする。 

◆遠征時の車移動に関する対策について 

①車移動の際、乗車前にアルコール消毒を実施する。 

②車の窓を開け換気を実施する。 

③車の車内ではマスクの着用を徹底する。 

④車の車内での食事は禁止とする。 

⑤車の車内では 3 列シートであれば真ん中の席を空け、2 名乗車とする。 

⑥車の台数は、大会ごとに台数制限がなければ、乗車人数を減らし三蜜を避ける。 
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