
おねがいとお知らせ 

ご利用者様各位 

カーリング場ご利用の皆様 いつもご利用ありがとうございます。 
 
今回の新コロナウイルスの感染予防対策として当館のカーリングホールでは下記のように対策をいた
しますのでご協力お願い致します。 
 

カーリング競技について JCA から対策ガイドラインが示されています。競技の特性を踏まえ 現
在の強い対策から感染状況を見ながら徐々に通常の利用ができるように 段階を踏んで対策の緩和を
示したものです。 

緩和の流れは 青森市の施設担当課の指導のもとに青森県危機対策本部「新型コロナウイルス感染
症に関する基本的対処方針」に示す緩和の目安（ステップ）を JCA が示す緩和フェーズをリンクさ
せて別紙にまとめました。 
ご利用の際は現在のフェーズを念頭にご利用方法を確認の上ご協力をお願いいたします。 

 
また 今後クラスター発生に備えご利用者様には下記のことご協力お願いします。 
個人利用者様 受付事務所にて体温測定と健康状態、連絡先の記録を届け出てください。貸切予約

（チームなどの使用許可申請等による予約）の方は利用時間まで 又は利用直後に全員の検温と健康
状態 連絡先を所定の様式に書き込み提出してください。 

様式は スポーツネット青森＞みちぎんドリームスタジアムのホームページから DR か事務所受付
で配布いたします。 

ご利用者に消毒をお願いする箇所がございます。案内のしたがってご協力お願いいたします。また 
手洗後や顔拭きなどのために ご自分のタオルなど持参いただき使用してください。 

 
カーリングホール内のゴミ箱は 感染防止の観点から当面の間撤去いたします、ゴミは持ち帰りま

しょう。テッシュやごみ等はご自分でお持ち帰り願います。 
貸出品も感染予防の観点から一部ご利用できないものもあります。できるだけご自分のものを使用

してください。 
換気が重要と言われていて必要な換気もいたします、天候の状況によって換気によりアイス面に影

響が出ると思います。できるだけ配慮しますがご理解ご協力お願いいたします。 
 

消毒について 
消毒は 厚生労働省「新型コロナ対策 身のまわりを清潔にしましょう」と青森市保健予防

課「新型コロナウイルスに対応した施設の消毒方法について」に準じています。 
アルコール消毒液が不足していますが 指導に従った手洗が効果あるとしていますので出入りの際手
洗をお勧めします。 
皆様のご協力により 早めに新しい生活様式でカーリングができるようにしましょう。 
 

みちぎんドリームスタジアム 



みちぎんドリームスタジアム感染予防対策と利用方法について 2020.06.11日付JCAガイドラインをもとに 2020年6月22日

場所 対象 利用方法 利用者へお願い 利用方法 利用者へお願い 利用方法 利用者へお願い 利用方法 利用者へお願い

カーリング
利用
一般個人
一般的貸切
  （ﾁｰﾑ利用）
JCA,ACAのガ
イドラインに
準じます。

個人利用を原則とし1～
2名/sht
個人練習のみ
スイープ禁止

マスク着用
ゴミは持ち帰り
アイス面のゴミは所定
の箱へ
飲物の缶ボトルは施設
内の専用Boxへまたは持
ち帰りとしホール内放
置禁止

原則 個人利用
１．コーチ＋2名/sht
２．コーチ＋5名/sht
３．2チーム/sht
    スイープは1名
で
試合形式不可
大声コール禁止

マスク着用
ゴミは持ち帰り
アイス面のゴミは所定
の箱へ
飲物の缶ボトルは施設
内の専用Boxへまたは持
ち帰りとしホール内放
置禁止

個人利用とともに
ゲーム形式利用は同じ
地域内のチームで試合
形式まで可能
スイープは1名で
 大声極力控える。

マスク着用
ゴミは持ち帰り
アイス面のゴミは所定
の箱へ
飲物の缶ボトルは施設
内の専用Boxへまたは持
ち帰りとしホール内放
置禁止

通常

マスク着用
ゴミは持ち帰り
アイス面のゴミは所定
の箱へ
飲物の缶ボトルは施設
内の専用Boxへまたは持
ち帰りとしホール内放
置禁止

カーリング
利用
大会や主催
者がいる団
体利用

貸靴 利用不可
消毒困難利用不可
個人の上履きで

消毒困難利用不可
個人の上履き、アンチ
及びスライダー貸出

使用したアンチ及びス
ライダーは元の場所へ
返却 退出時手指消毒

消毒困難利用不可
個人の上履き、アンチ
及びスライダー貸出

使用したアンチ及びス
ライダーは元の場所へ
返却 退出時手指消毒

通常 同上

貸ブラシ類
利用可 最後まで同じ
ものを

設置した消毒液で利用
者が拭いて返却

利用可 最後まで同じ
ものを

設置した消毒液で利用
者が拭いて返却

利用可 最後まで同じ
ものを

設置した消毒液で利用
者が拭いて返却

通常 同上

石
最初から最後まで同じ
石を使用

設置した消毒液でハン
ドルの消毒

チーム、個人において
も利用する石は終了ま
で同じ石使用

設置した消毒液でハン
ドルの消毒

チーム、個人において
も利用する石は終了ま
で同じ石使用

設置した消毒液でハン
ドルの消毒

通常 同上

1階観覧席
通路

椅子
4席毎1席利用
  28席＋車２+立８
別紙参照

マスク着用、ゴミ持ち
帰り、飲物の缶ボトル
は所定のBoxへ放置禁止

4席毎1席利用
  28席＋車２+立０

マスク着用、ゴミ持ち
帰り、飲物の缶ボトル
は所定のBoxへ放置禁止

4席毎1席利用
  28席＋車２+立０

マスク着用、ゴミ持ち
帰り、飲物の缶ボトル
は所定のBoxへ放置禁止

制限解除
近接に留意しながら利
用可

マスク着用、ゴミ持ち
帰り、飲物の缶ボトル
は所定のBoxへ放置禁止

全般 必要な場合定員2名まで 事前の着替え
原則利用禁止、
やむを得ない場合入室2
名まで

事前の着替え
原則利用禁止、
やむを得ない場合入室2
名まで

事前の着替え 入室４名以下で
できるだけ事前の着替
え

洗面所 １ボールのみ利用可
手拭きは個人のものを
ゴミは持ち帰り

１ボールのみ利用可
手拭きは個人のものを
ゴミは持ち帰り

１ボールのみ利用可
手拭きは個人のものを
ゴミは持ち帰り

通常
手拭きは個人のものを
ゴミは持ち帰り

シャワー 利用不可 利用不可 利用不可 飛沫防止 利用不可 飛沫防止 利用可 利用後の洗浄
ロッカー 利用不可 貴重品は身近に 利用不可 貴重品は身近に 利用不可 貴重品は身近に 利用可
全般 入室 定員２名まで 汚物を流す、蓋閉める 入室 定員2名まで 汚物を流す、蓋閉める 入室 定員2名まで 汚物を流す、蓋閉める 通常

手洗い １ボールのみ利用可
手拭きは個人のものを
ゴミは持ち帰り

１ボールのみ利用可
手拭きは個人のものを
ゴミは持ち帰り

１ボールのみ利用可
手拭きは個人のものを
ゴミは持ち帰り

通常
手拭きは個人のものを
ゴミは持ち帰り

座席
最大
24＋車２+立10=36＋別
紙参照

マスク着用、ゴミ持ち
帰り、飲物の缶ボトル
は所定のBoxへ
放置禁止

消毒、消毒液設置、ゴ
ミ箱撤去

最大
24＋車２+立10=36＋別
紙参照

マスク着用、ゴミ持ち
帰り、飲物の缶ボトル
は所定のBoxへ
放置禁止

消毒、消毒液設置、ゴ
ミ箱撤去

最大
24＋車２+立10=36＋別
紙参照

マスク着用、ゴミ持ち
帰り、飲物の缶ボトル
は所定のBoxへ
放置禁止

消毒、消毒液設置、ゴ
ミ箱撤去

感染防止を念頭に
通常利用

マスク着用、ゴミ持ち
帰り、飲物の缶ボトル
は所定のBoxへ
放置禁止

同上

自販機 利用可 通常 消毒 利用可 通常 消毒 利用可 通常 消毒 利用可 通常 同上

南北連絡通路 立ち止まり禁止 観覧禁止 消毒 立ち止まり禁止 観覧禁止 消毒 立ち止まり禁止 観覧禁止 消毒 通常 通常 同上

北観覧席 座席
最大
17＋立ち5=22＋
別紙参照

マスク着用、ゴミ持ち
帰り、飲物の缶ボトル
は所定のBoxへ
放置禁止

消毒、ゴミ箱撤去
最大
17＋立ち5=22＋
別紙参照

マスク着用、ゴミ持ち
帰り、飲物の缶ボトル
は所定のBoxへ
放置禁止

消毒、ゴミ箱撤去
最大
17＋立ち5=22＋
別紙参照

マスク着用、ゴミ持ち
帰り、飲物の缶ボトル
は所定のBoxへ
放置禁止

消毒、ゴミ箱撤去
感染防止を念頭に
通常利用

マスク着用、ゴミ持ち
帰り、飲物の缶ボトル
は所定のBoxへ
放置禁止

同上

※１ 貸出靴等について消毒薬物がアイス面についてアイスに悪影響が出ますので貸し出しは原則不可能です。

※２ 大会中の換気は アイスに大きな影響が想定されます。施設側での判断は不可能です アイス責任者（担当チーフアイスマン）の判断で可能な限り換気に心掛けること。

※３ 使用する用具等はできるだけ個人のものを使用すること。また ストーンは使いまわししないこと、使用テッシュ等は感染リスク軽減のためそれぞれ持ち帰ること。 

● カーリング場は求められる性質上「密閉空間」です。求められる換気では大きく影響されますので必要最低限な換気となります。利用者にはご理解の上自主的感染防止に努めていただきます。

● フェーズとはJCA「スポーツ活動の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」で示されているものです。また 青ステップ〇〇は 青森県危機対策本部「新型コロナウイルス感染症に関する基本的対処方針について」で示されている緩和の目安です。
● フェーズや対策の内容は JCA、青森県、青森市の方針、当館の対策改善方針により変更されることもあります。
● 利用方法について 表のように規制するものではありませんが JCA,ACA会員の方は すでに通知されていて これに沿った利用方法で利用できるものと考えております。

フェーズ２(青.ステップ1）6月1日～ フェーズ３(青.ステップ２）6月19日～ フェーズ４(青.ステップ３）7月10日～
利用者の対策

施設の対策
利用者の対策

施設の対策
利用者の対策

施設の対策

・必要な換気 ※２
・消毒液設置
・ホール内全般の消毒
・ドアノブ、手すり、
座 席、床等

・ゴミ箱撤去

・必要な換気 ※２
・消毒液設置
・ホール内全般の消毒
・ドアノブ、手すり、
座 席、床等

・ゴミ箱撤去

団体、大会主催者による関係者及び参加者、観
覧者の健康情報、連絡先などのリスト提出
競技団体や主催者の感染予防対策ガイドライン
に沿った計画書提出または管理者との協議

団体、大会主催者による関係者及び参加者、観
覧者の健康情報、連絡先などのリスト提出
競技団体や主催者の感染予防対策ガイドライン
に沿った計画書提出または管理者との協議

団体、大会主催者による関係者及び参加者、観
覧者の健康情報、連絡先などのリスト提出
競技団体や主催者の感染予防対策ガイドライン
に沿った計画書提出または管理者との協議

2階

南観覧席

1階

ウオークウエ
イ含むアイス
面

・必要な換気 ※２
・消毒液設置
・ホール内全般の消毒
・ドアノブ、手すり、
座 席、床等

・ゴミ箱撤去

同上同上 同上 同上
更衣室男女

トイレ男女

フェーズ５（青.移行期間後）8月1日目途
利用者の対策

施設の対策

当面の間感染リスク高
いゴミ箱などは撤去
消毒剤の当面の設置

感染予防を意識しての通常使用



凡例

観覧者数 1階 2階 合計
普通席 28 41 69 席
車椅子 2 2 4 席

1階平面図

1階西 28席
立ち見禁止

1階トイレ男女それぞれ
入室定員 2名
洗面ボール 1個
手洗用洗剤

1階更衣室男女
それぞれ

入室定員 ２名
洗面ボール 1個
手洗用洗剤

シャワー利用不可

1階車椅子２席

席数の根拠
席のピッチ45㎝ ×４=180㎝（≒200㎝）以上か
らやや近いが なか３席空けて設定した

ーー消毒剤

ーー利用可能



2階平面図

2階南 ２４席
立見 １０程度

２階北 １７席
立見 5程度

2階南車椅子 ２席

連絡通路 移動可だが立止り禁止



事 務 連 絡 

令和２年３月 31 日 

 

  都道府県 

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

 厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室  

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課  

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 家 庭 福 祉 課  

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 子 育 て 支 援 課  

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 母 子 保 健 課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 振 興 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

社会福祉施設等に対する「新型コロナウイルス対策 身のまわりを 

清潔にしましょう。」の周知について 
 

 

社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応については、「社会

福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」（令和２年３月６日付

厚生労働省健康局結核感染症課ほか事務連絡）等においてお示ししてきたところで

す。 

新型コロナウイルスに対する感染防止策については、マスク着用を含む咳エチケ

ットや手洗い、アルコール消毒等により感染経路を断つことが重要であり、身のま

わりを清潔にすることが大事です。 

このため、社会福祉施設等において、アルコール消毒液の入手が難しい場合には、

別紙「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」を踏まえ、手

洗いを丁寧に行うことや、食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、熱水

や塩素系漂白剤で行っていただくことを徹底いただくようお願いいたします。 

都道府県におかれましては、別紙内容についてご了知いただき、管内の社会福祉

施設等に対して周知をお願いするとともに、管内市町村（特別区を含む。）に対す

る周知をお願いいたします。 

 

（参考） 

○「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」（厚生労働省 

啓発資料） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614437.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614437.pdf


新型コロナウイルス対策

身のまわりを清潔にしましょう。
石けんやハンドソープを使った
丁寧な手洗いを行ってください。

食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、
アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤が有効です。

手洗い

手洗いなし 約 100万個

約 0.001％
（数十個）

約 0.0001％
（数個）

石けんや
ハンドソープで
10秒もみ洗い後
流水で
15秒すすぐ手洗いを丁寧に行うことで、

十分にウイルスを除去できます。
さらにアルコール消毒液を
使用する必要はありません。

（新型コロナウイルスだけでなく、ノロウイルスなどにも有効です）

濃度 0.05% に薄めた上で、
拭くと消毒ができます。
ハイター、ブリーチなど。
裏面に作り方を表示しています。

食器や箸などは、80℃の熱水に
10分間さらすと消毒ができます。

1 回

2 回
繰り返す

残存ウイルス

（森功次他：感染症学雑誌、80:496-500,2006　から作成）

塩素系漂白剤
（次亜塩素酸ナトリウム）熱水

80℃/10分 0.05％

【注意】
・家事用手袋を着用して行ってください。
・金属は腐食することがあります。
・換気をしてください。
・他の薬品と混ぜないでください。

火傷に注意してください。

Administrator
タイプライターテキスト
（別紙）



参考

0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方

以下は、次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例です。
　商品によって濃度が異なりますので、以下を参考に薄めてください。

【注意】
●使用にあたっては、商品パッケージや HP の説明をご確認ください。
●上記のほかにも、次亜塩素酸ナトリウムを成分とする商品は多数あります。
　表に無い場合、商品パッケージや HP の説明にしたがってご使用ください。

メーカー
（五十音順） 商品名 作り方の例

花王

ハイター 水１Lに本商品 25mL（商品付属のキャップ 1杯）

キッチンハイター 水１Lに本商品 25mL（商品付属のキャップ 1杯）

カネヨ石鹸

カネヨブリーチ 水１Lに本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

カネヨキッチンブリーチ 水１Lに本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

ミツエイ
ブリーチ 水１Lに本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

キッチンブリーチ 水１Lに本商品 10mL（商品付属のキャップ 1/2 杯）

0.05％



新型コロナウイルスに対応した施設の消毒方法について

消毒薬と濃度 対象 方法

消毒用エタノール（70%以上）

・ドアノブ、窓の取っ手、照明のスイッチ、
テーブル、椅子、電話機、水道の蛇
口、トイレの流水レバー、便器のふた
・オフィスやマンションなどのエレベーター
やオートロック、コピー機等のボタン
・金属製のアクセサリー など
・手指の消毒

ペーパータオル等に十分
に薬液を含ませて拭き、
自然乾燥させる

濡れている場合には水
分をふき取った後、ペー
パータオル等に十分に薬
液を含ませて拭く次亜塩素酸ナトリウム〔漂白剤〕

（0.05%以上）
※消毒液の作り方は次頁参照

・ドアノブ、窓の取っ手、照明のスイッチ、
テーブル、椅子、電話機、水道の蛇
口、トイレの流水レバー、便器のふた
・オフィスやマンションなどのエレベーター
やオートロック、コピー機等のボタン
など
※金属部位に漂白剤を使用した場
合、さびてしまう可能性があるため、消
毒薬で拭いたあとに水拭き

消毒時の手順、注意

・マスク・手袋を装着して作業すること
・窓を開けて、換気をしながら作業すること
・拭く方向は一方向に！そして、一拭きごとに、ペーパータオルもきれいな面を使用！
・一回使用したペーパータオルは、汚れがついているので廃棄すること
・清掃の順番は、「きれいなところ」から「汚いところ」へ、また、「上」から「下」へ
※トイレの便器の場合 （①～⑤ごとにペーパータオルを交換）
①蓋の表→②蓋の裏→③便座の表面→④便座の裏→⑤便器

・作業に使ったタオル・マスク等はビニール袋に入れて口をしっかり閉じてから廃棄すること

①

②

③
④

⑤

①蓋の表を拭く
②蓋の裏を拭く
③便座の表面を拭く
④便座の裏を拭く
⑤便器を拭く
※①～⑤ごとにペーパータオルを交換
※拭くときは一方向に

新型コロナウイルスは接触することや飛沫により感染を広げるため、手でよく触れる共有部分、トイレなどを
消毒用エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウムを使用して消毒します。

１



消毒液（次亜塩素酸ナトリウム）の作り方

市販の漂白剤(塩素濃度約5%)の場合の例参考

濃度 方法 使用目的

0.1%
500 ㎖のペットボトル１本の水に
原液10㎖（ペットボトルのキャップ2杯＝約10㎖）

トイレ・嘔吐物・痰・洗濯物
（色落ちが気にならないもの）

0.05%
500 ㎖のペットボトル１本の水に
原液5㎖（ペットボトルのキャップ1杯＝約5㎖）

患者の触れた可能性のある場
所の清拭、食器

次亜塩素酸ナトリウムを使用するときは注意すること！

・スプレーボトルでの噴霧はしないこと（ウイルスの飛散リスク）
・「使用上の注意」をよく読んでから使用すること
・次亜塩素酸ナトリウム〔漂白剤〕を希釈した場合、時間がたつにつれ効果が減るので、作り置きをせ
ず、その都度使い切ること

・青森市保健所保健予防課 ☎ 017-765-5282 ・青森市保健所生活衛生課 ☎ 017-765-5293

拭く方向は一方向に！往復しない！

ペットボトルを利用すると簡単です。
キャップ１杯が約５mLに相当します。

一方向に拭きます

往復しない！

２



みちぎんドリームスタジアムコロナ感染予防方針 

消 毒 の 件 
 

コロナウイルス感染予防のための消毒方法と使用薬剤について 様々な情報が飛び交

いまた各薬品メーカーがそれぞれ商品を販売提供して困惑が禁じえません。 

また エチルアルコール系消毒薬が品薄でそれに代わるものを探す過程で混乱を招い

ています。 

そこで 厚生労働省啓発資料「新型コロナウイルス対策 身の回りを清潔にしましょ

う」と青森市保健所保健予防課発「新型コロナウイルスに対応した施設の消毒方法に

ついて」を参考にいかにまとめたのでこれに沿って作業を行いましょう。 

 

対人消毒（人の手や指の消毒） 

・７０～８０％のエチルアルコール系消毒剤を使用すること。 

・ アルコール系消毒剤が手に入らない場合 石鹸やハンドソープを備えること。 

この方法で十分なウイルスを洗い流せるそうです。 

 

対物消毒（施設内の人が触れる場所の消毒） 

・ 次亜塩素酸ナトリウムを含む市販剤（花王ハイター、カネヨ石鹸カネヨブリーチ、

ミツエイブリーチ）を所定の濃度に薄めて 使い捨てペーパータオルなどで拭く 

・ 金属類は 薬剤による腐食（錆）が発生するので 上の作業後水拭きすること。 

 

尚 ミルトンなど次亜塩素酸ナトリウムを含みこれまで対人用消毒に使われてきたものの

その濃度がはっきりしていないものは効果がわからないので使い切ったらやめましょう。 

 


