
施設利用受け入れの再開について 

 

名古屋市野外学習センター 

令和２年６月９日 

 

日頃は、名古屋市野外学習センターの運営につきまして、ご理解・ご協力いただき、

ありがとうございます。 

 

当センターでは、新型コロナウイルス感染症の拡大により、当面の間利用を停止し

ておりましたが、国及び愛知県による緊急事態宣言解除を受け、感染防止策を講じな

がら、下記のとおり、利用の受け入れを再開することにいたしましたので、お知らせ

いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 利用受付開始 

  令和２年６月９日（火） 

 

 

２ 施設利用開始 

  令和２年６月１６日（火） 

    

※ただし、北海道、東京、千葉、埼玉、神奈川の５道都県からのご利用は 

令和２年６月１９日（金）からとなります。 

 

 

３ 施設再開ガイドライン（ご利用をお考えの場合は必ずご覧ください。） 

  別紙１のとおり 

 

 

 

 

 

名古屋市野外学習センター 

電話 ０５６５－８２－２２０２ 



別紙１ 

 

施設再開ガイドライン 

 

名古屋市野外学習センター 

令和 2年 6月９日 

 

令和２年６月９日以降の野外学習センターの利用につきましては、新型コロナウイ

ルス感染防止対策として、本ガイドラインに基づき、対応してまいります。下記の事

項をご了承の上、ご利用くださいますようお願いいたします。 

なお、今後、新型コロナウイルス感染症の状況変化や国、愛知県の方針変更等があ

った場合は、適宜内容を更新してまいります。 

 

 

１ 利用受付開始 

  令和２年６月９日（火） 

 

 

２ 施設利用開始 

  令和２年６月１６日（火） 

  ※ただし、北海道、東京、千葉、埼玉、神奈川の５道都県からのご利用は令和２

年６月１９日（金）からとなります。 

 

 

３ 施設の利用基準について 

（１）全般 

  □利用日以前２週間において、以下の事項のいずれかに該当する場合は、ご利用

をお控えください。 

□体温が３７．５℃以上又は平熱比＋１℃以上の発熱 

    □咳、のどの痛みなどの風邪の症状 

    □だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） 

    □嗅覚や味覚の異常 

    □新型コロナウイルス感染症陽性とされた人との濃厚接触がある場合 

    □同居家族や身近な知人に新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合 

    □利用日以前２週間に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地

域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

□受付の際は、利用者体調チェックリスト（別紙２）を提出してください。 



□提出いただいた利用者体調チェックリストにより、点呼を行いますので、ご協 

力ください。 

  □保護者等の見学、付添いは、密状態回避のため、できるかぎりお控えください。 

□マスク、体温計、スリッパはご持参ください。 

□できるかぎり自宅等で着替えてから、ご来所ください。 

□運動・スポーツ・入浴・食事中以外は、原則マスクを着用してください。 

  □こまめな手洗い等による手指消毒をしてください。 

□他の利用者、職員等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保してください。 

  □大きな声での会話、応援等はしないでください。 

  □食堂等指定場所以外での飲食はしないでください（運動中の水分補給を除く。）。 

  □トイレは必ず蓋を閉めて流してください。 

□トイレ等施設内に共用タオルは設置しません。マイタオルをご持参ください。 

□宿泊を伴う場合は、朝と午後活動後の１日２回検温を行っていただき、その結 

果を記載した健康状況確認書（別紙３）を、朝の分は午前９時までに、午後活 

動後の分は午後７時までに、事務室に提出してください。 

□使用された場所や備品については、使用後の清掃・消毒（食堂、脱衣室を含む。 

トイレは除く。）を、団体の責任者の管理監督のもと、実施してください。 

清掃・消毒の詳細は、受付時等にお示しします。消毒液はセンターでご用意し 

ます。 

  □「手洗い」「間隔の確保」「咳エチケット」の徹底をお願いします。 

  □使用したマスクや清掃で出たごみは、センター到着時にお渡しするごみ袋に入

れて、指定の場所に捨ててください。 

□利用終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、センタ 

ーまで速やかに報告してください。 

□センター利用前後のミーティングや懇親会等においても、三密（密閉・密集・ 

密接）を避けてください。 

 

（２）運動やスポーツを行う際の留意点 

  □介助者や誘導者の必要な場合を除き、感染予防の観点から周囲の人と少なくと

も 2ｍの距離をあけてください。 

  □強度が高い運動・スポーツを行う場合は、呼気が激しくなるため、より一層距

離をあけてください。 

  □走る・歩く運動・スポーツをする場合は、前の人の呼気の影響を避けるため、

可能であれば前後一直線に並ぶのではなく、並走する、あるいは斜め後方に位

置取りをしてください。 

  □運動・スポーツ中に、唾や痰をはかないでください。 

  □タオルの共用はしないでください。 

  □水分補給の際に、回し飲みはしないでください。 



（３）宿泊棟 

  □受入人数は定員の半分といたします。 

  □利用中は、適宜換気をしてください。 

□就寝の際は、十分な間隔（できるだけ２ｍ以上）をお取りください。 

  □退所時のトイレ掃除はしないでください。 

  □７号棟については、新型コロナウイルスの感染が疑われる症状を発生した利用 

者等の隔離用に使用するため、宿泊できません。 

 

（４）食堂棟 

 ＜食堂＞ 

□１回転あたりの人数は最大２５０名といたします。 

□１テーブル２名での利用とします。対面にならない配置とします。 

  □複数の団体が同時で利用する場合は、混在しないような、配置といたします。 

  □利用時間を延長します。 

□食事中は会話を控えてください。 

  □食事中以外はマスクを着用してください。 

□食事を受け取る列では、間隔（できるだけ２ｍ以上）をあけてお並びください。 

＜大浴室＞ 

  □利用時間を延長します。 

  □団体の割り振られた時間帯の中で、混雑しないようご利用ください。なお、一

度に入浴できる人数は１８名といたします。 

 ＜シャワー室＞ 

 □ボックスは１つ置きの利用となります。 

＜洗濯場＞ 

 □洗濯機の利用は通常の半分とします。 

 

（５）体育館 

 □一度に利用できる人数は全面５０名、半面２５名までとします。 

 □利用中は常時換気をしてください。 

 □バドミントンや卓球のラケット等の用具は持参してください。 

□更衣室も、利用者同士の間隔を十分あける（できるだけ２ｍ以上）など密にな 

らないように利用してください。 

 

（６）テニスコート、多目的広場、陸上競技場、野球場・ソフトボール場 

  □密な状態が懸念される場合は、利用人数の制限等をさせていただきます。 

  □バット、ボール等の用具はご持参ください。 

 

 



（７）キャンプ場 

  □テントに泊まれる人数は定員の半分とします。 

  □野外炊事場の利用は中止とします。 

 

（８）管理棟 

□各研修室等を利用できる人数は定員の半分とします。 

 □利用中は、適宜換気をしてください。 

□和室研修室兼宿泊室については、就寝の際は、十分な間隔（できるだけ２ｍ以 

上）をお取りください。 

  □退所時のトイレ掃除はしないでください。 

 

（９）体調不良者 

  □センター利用中に、発熱・咳・喉の痛みなど新型コロナウイルス感染症が疑わ

れる症状を発症した方がございましたら、すみやかに事務室にご連絡ください。 

  □症状が確認された方はすぐに隔離し、接触された方は全員その場に待機してく

ださい。その後、症状が確認された方については、職員が７号棟に設けた隔離

用の部屋にお連れします。 

  □症状が確認された方及び接触された方は、その他の方に接触しないようにして

ください。 

  □症状が確認された方の保護者等に連絡し、ご帰宅の体制をとってください。 

  □感染拡大防止のため、症状が確認された方だけではなく、団体の皆様全員に退

所をお願いすることがあります。 

  □保健所の協力要請や指示があった場合は、従ってください。 

 

（１０）その他 

  □職員はマスクを着用しご対応させていただきます。受付の職員についてはあわ

せてフェイスカードも着用させていただきます。 

  □使用料の支払いなど現金の受け渡しは、コイントレーを介して行わせていただ

きます。 

  □食堂の出入口等に、消毒液を設置します。 

  □共用スペースにおける、ドアノブ等の不特定多数の人が頻繁に接触する部分に

ついては、定期的に消毒します。 

  □空間消毒として、酸性電解水を使用したミスト散布を行います。 

□職員が巡回時に、万が一密になっている状況等を見かけましたら、お声掛けを 

させていただきます。 

□職員が感染防止上必要と判断し行った措置や指示についても、遵守ください。 

□本ガイドラインの内容や職員の指示等を遵守いただけない場合は、他の利用者

の安全を確保する観点から、入所を拒否しまたは退所を求めることがあります。 



別紙２ 

利用者体調チェックリスト 

 

利用日  令和  年  月  日～  年  月  日 

団体名                        

代表者                        

住 所                        

連絡先                        

 

ご利用前に、利用者全員について、下記のチェック項目を確認の上、裏面の利用者名

簿を記載し、受付時に事務室へ提出してください。 

 

区分 チェック項目 
チェック欄 

（レ点） 

１ 利用当日の体温は３７．５℃以上又は平熱比＋１℃以上ではない。 □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

利用日以前２週間において以下の事項の該当の有無 □ 

ア ３７．５℃以上又は平熱比＋１℃以上の発熱がない。 □ 

イ 咳、のどの痛みなどの風邪の症状がない。 □ 

ウ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がない。 □ 

エ 嗅覚や味覚の異常がない。 □ 

オ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状がない。 □ 

カ 新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がない。 □ 

キ 同居家族や身近な知人に新型コロナウイルスの感染が疑われる

方がいない。 
□ 

ク 利用日以前２週間に政府から入国制限、入国後の観察期間を必

要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接

触がない。 

□ 

※利用者全員が該当する場合のみ、チェック欄にレ点を記載してください。 

※一つでもチェック欄にレ点がつかない項目がある場合は、ご利用を控えてください。 

 

記載いただいた個人情報につきましては、新型コロナウイルス感染防止策にのみ 

使用させていただきます。その他の目的では使用いたしません。                                                                         



（裏面） 

№ 
ふりがな 

氏名 
電話番号 体温 № 

ふりがな 

氏名 
電話番号 体温 

１    27    

２    28    

３    29    

４    30    

５    31    

６    32    

７    33    

８    34    

９    35    

10    36    

11    37    

12    38    

13    39    

14    40    

15    41    

16    42    

17    43    

18    44    

19    45    

20    46    

21    47    

22    48    

23    49    

24    50    

25    51    

26    52    



別紙３ 

 

健康状況確認書 

 

新型コロナウイルス感染防止策として、宿泊利用者の皆様に検温をはじめとした

健康状態の確認を、朝と午後活動後の１日２回お願いしております。 

代表者の方は、お手数おかけしますが、利用者全員の健康状態を確認の上、下記

の事項を記載していただき、朝は午前９時までに、午後活動後は午後７時までに、

本紙を事務室まで提出してください。 

 

 

団体名           

代表者           

 

 

確認日 令和  年  月  日  

確認時間       時  分 

１ 

①発熱者はいましたか。 

（37.5℃以上又は平熱比 1℃以上） 
いた  いない 

②「いた」場合には、 

該当者の氏名を記載ください。 
 

２ 

①だるさや咳など風邪症状がある人は 

いましたか。 
いた  いない 

②「いた」場合には、 

該当者の氏名を記載してください。 
 

３ 

①その他、体調がすぐれない人は 

いましたか。 
いた  いない 

②「いた」場合には、 

該当者の氏名を記載してください 
 

※「いた」「いない」については、どちらかに○を付けてください。 

※各事項の②に「いた」が付いた場合は、すみやかに事務室にご報告ください。 

※記載いただいた個人情報につきましては、新型コロナウイルス感染防止策にのみ

使用させていただきます。その他の目的では使用いたしません。 


