
沖縄市立総合運動場体育施設 新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン(2020 年 09 月 30 日作成) 

実施期間：2020 年 10 月 1 日(木)~当面の間 

 

■施設管理者基本対応 

・勤務前に自宅にて体温測定を行い 37.5℃以上は在宅安静とします。 

・手指洗浄、消毒を徹底します。 

・マスク着用、布マスク、サージカルマスクを着用します。 

・施設入口に手指消毒液を設置いたします。 

・密閉空間を防ぐ目的で、屋内施設は施設出入り口や窓を開放し、常に換気を行います。 

・従業員による各施設ドアノブなどの消毒対応を適宜行います。 

■ご利用案内 

【個人・団体練習等利用者様向け】 

・小中高の部活動(クラブ活動含む)については、学校の部活動解禁まではご利用不可（個人利用可能） 

・ご利用の際には、毎回「新型コロナウイルス感染予防チェックリスト」の提出をお願いいたします。 

・各施設、人数制限内での対外試合のご利用可能 

【大会・イベント等の主催者様向け】 

・大会やイベント等での専用利用については、主催者によるガイドライン(除菌、手指消毒液等の準備・注意喚

起、体調管理)に基づき実施してください。 

※主催者によるガイドライン及び「新型コロナウイルス感染予防チェックリスト」の提出が必要となります。 

・イベント等の実施及び市施設の貸館に関する判断の目安については、沖縄県作成の「新型コロナウイルス感

染症に係る沖縄県新型コロナウイルスに係る沖縄県主催イベント等実施ガイドライン」の『5 開催可否判断

の目安』を参酌し制限を行います。 

【施設利用申請・取りやめ届について】 

・当面の間、窓口とＦＡＸにて申請をお受けいたします。(当日利用分のご予約はお電話でも可能) 

【施設利用条件及び制限について】 

・会議室や多目的室などは、30 分毎に窓や入口など 2 方向を開け換気対応が利用条件となります。 

また、入口は常に開放する必要があります。※冷房設備は入口ドアを開放の上ご利用可能 

・更衣室 (ロッカールーム)、シャワー室は利用できませんので、運動しやすい服装でご来場ください。 

・備品利用後は指定の消毒液で除菌後、返却をお願いいたします。 

 

・ご利用の際には以下内容へのご協力をお願いいたします。 

 「新型コロナウイルス感染予防チェックリスト」の提出 

⑴ 体調不良の場合は利用を控える(風邪・発熱・咳や痰、胸部に不快感がある) 

⑵ 身内や身近な知人接触者に⑴の症状がある場合は利用を控える 

⑶ 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、施設管理者に対して速やかに濃

厚接触者の有無等について報告を行う 

 運動を行う上で支障がある場合を除き、可能な限りマスク着用 

 手指洗浄・消毒対応 

 トイレ利用後は蓋を閉めた状態で水を流す 

 ソーシャルディスタンスの確保(障がい者の誘導や介助を行う場合を除く) 

 大声、利用者同士の会話等を控える 

 こまめな水分補給 



沖縄市立総合運動場体育施設 新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン(2020 年 09 月 30 日作成) 

実施期間：2020 年 10 月 1 日(木)~当面の間 

 

※基本的にシャワー室や更衣室(ロッカールーム)の貸出は行いません。 

※1 _ 会議室・多目的室・指導員室は利用者にて 30 分毎の換気(2 方向)、利用前後の除菌対応が 

利用条件となります。また、利用時入口は常に開放する必要があります。 

※2 _ トイレをご利用の際には、水を流す際にはフタを閉めてご利用ください。ハンドドライヤー利用不可。 

施設名 利用可能人数(定員) 利用条件 

コザしんきんスタジアム グラウンド 通常通り利用可能 

 各ブルペン 利用可能 換気必須 

本部室・放送室 利用不可※相談可  

会議室 40 名以下(80 名) ※1 マスク着用、換気必須 

多目的室Ｌ 10 名以下(20 名)  鏡 2 枚(移動不可)※1 マスク着用 

多目的室Ｒ 10 名以下(20 名)  鏡 2 枚(移動不可)※1 マスク着用 

多目的室大 10 名以下(20 名)  鏡 4 枚(移動不可)※1 マスク着用 

トイレ 利用可能 ※2 

ロッカー・シャワー 利用不可  

陸上競技場 グラウンド 通常通り利用可能 

 雨天走路 利用可能  

小会議室 5 名以下(10 名) ※1 マスク着用必須 

第 1 会議室 15 名以下(30 名) ※1 マスク着用必須 

第 2 会議室 15 名以下(30 名) ※1 マスク着用必須 

情報処理室 利用不可※相談可  

写真判定室・放送室 利用不可※相談可  

トイレ 利用可能 ※2 

ロッカー・シャワー 利用不可  

貸出備品 利用不可  

体育館 1-4 コート 30 名以下 バスケットリング固定設置コート 

※換気及び除菌対応のた

め以下時間帯の利用不可 

・8 時～9 時 

・12 時~13 時 

・17 時~18 時 

 

 

5-10 コート 30 名以下 フリー利用可能 

11-14 コート 30 名以下 フリー利用可能 

多目的室 1 10 名以下(20 名)  ※1 マスク着用 

多目的室 2 10 名以下(20 名)  ※1 マスク着用 

多目的室 3 10 名以下(20 名)  ※1 マスク着用 

多目的室 4 10 名以下(20 名)  ※1 マスク着用 

トイレ 利用可能  ※2 

ロッカー・シャワー 利用不可  

庭球場 A~E 面 通常通り利用可能 



沖縄市立総合運動場体育施設 新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン(2020 年 09 月 30 日作成) 

実施期間：2020 年 10 月 1 日(木)~当面の間 

 

※基本的にシャワー室や更衣室(ロッカールーム)の貸出は行いません。 

※1 _ 会議室・多目的室・指導員室は利用者にて 30 分毎の換気(2 方向)、利用前後の除菌対応が 

利用条件となります。また、利用時入口は常に開放する必要があります。 

※2 _ トイレをご利用の際には、水を流す際にはフタを閉めてご利用ください。ハンドドライヤー利用不可。 

施設名 利用可能人数(定員) 利用条件 

武道館 床Ａ面 20 名程度  

※換気及び除菌対応のため以下時

間帯の利用不可 

・8 時～9 時 

・13 時~14 時 

 

床Ｂ面 20 名程度  

畳Ａ面 20 名程度  

畳Ｂ面 20 名程度  

指導員室 10 名以下(20 名) ※1 マスク着用 

会議室 15 名以下(30 名) ※1 マスク着用必須 

トイレ 利用可能  ※2 

ロッカー・シャワー 利用不可  

弓道場 通常通り利用可能 

 トイレ 利用可能  ※2 

ロッカー 利用不可  

サブトラック兼ソフトボール場 通常通り利用可能 

コザしんきんドーム Ａ 利用不可 

 Ｂ 30 名以下 

Ｃ 30 名以下 

会議室 10 名以下(20 名) ※1 マスク着用必須 

トイレ 利用可能  ※2 

シャワー 利用不可  

多目的運動場 Ａ 30 名以下 

 Ｂ 30 名以下 

投球練習場 通常通り利用可能 

トレーニングルーム 利用可能  ※利用可能時間・人数制限あり  

※以下時間帯にて 25 名ご利用可能 

・ 9 時 ~13 時  

・ 13 時 半 ~17 時 半  

・ 18 時 ~22 時  

高気圧酸素キャビン 利用不可  

マッサージチェア 利用不可  

貸出備品 利用可能  

トイレ 利用可能  

ロッカー 利用可能 ※着替え不可 

シャワー 利用不可  

総合受付 ・総合受付窓口での申請とＦＡＸでの申請をお受けします。 

(当日利用分のご予約はお電話でもお受けいたします。) 

・飛沫感染、直接感染等を防ぐ目的で、事務所内透明ビニール間仕切りを設置 

・並び位置を設定しソーシャルディスタンスの確保に努めます。 

・現金の受け渡しはトレイで実施します 


