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1.開 催 の可否 については、大会実施 4日 前 (11/19(木 ))に 改 めて町 P連 会長・ 冨J会 長 が
協議 して最終判断 し、中止の場合 のみ 11/20(金 )に 各校事務局へ連絡す る。

2.開 催 の可否 は、下関市 の 「新型 コロナ ウイルス感染 に関す る情報」 を踏 まえ判断す る。
開催 にあた つては、下関教育委員会 よ り示 された「新型 コロナ ウイルス感染症対応計画」(以
下 「計画」)を 参考す る。

3.下 関市 は 10月 23日 現在 「レベル 1」 であ り、「計画」 の教育活動 の うち、授業・ 部活動
行事等 の予防対策 を参考に、町 P連 球技大会 の感染予防対策 を以下 の とお り定める。
①・ 大会開催 日2週 間前 (11/9(月 ))よ り、大会参加者は検温や健康観察に努 め、期 間中、
発熱や俗怠感 な どの 「感染」 が疑 われる症状 がある場合 は、出場 をとりやめること。
・保健所や病院 にて 「感染」 が疑 われ る状況 になった場合 には、大会参加者 はすみや かに
各校事務局を通 じて当番校 (夢 が丘 中)に 連絡す ること。
②大会 当 日は、大会参加者 は各家庭 にお いて検 温 し、健康状態を確認 し、「感染」 が 疑 わ
れ る症状 が認 め られた場合、各競技責任者 にすみや かに連絡す ること。
各校競技責任者 は、チーム ごと別 葉 で作成 した 「体調 に関す るチ ェ ックシー ト」 偶1紙 参
照 以下 「シー ト」)を 最終確認 の上 、当 日朝 の代表者会議 にて本部へ提 出す る こと。
者 については、当 日各会場 にて 「シー ト」へ の記入 の上 、
役員業務や、応援 のための参カロ
参カロ
す ること。
③ 当 日の感染予防対策 として、以下 の予防策 とルール を各チームの責任 で徹底す るこ と。
ア ・ 消毒 のためのシー トや スプ レー等は原則 として個人お よびチームで準備す る こ と。
・「3密 (密 閉・密集 0密 接)」 をできる限 り避 け、室内 にお いては最大限の換 気 を行
うこと。
・ 今年度 は選手が集合 しての開会式 は行わない。昼食前 に開会式を各競技会場 で行 え
るよう計画す る。一切 の飲食物 の配付は行わないので、各個人 で準備す るこ と。
イ ・ 直接、 日や顔、手 に接触す るホイ ッスルや キャッチャーマス ク、 グロー ブ等 は、原
則 として貸 し借 りしないこ と。やむを得ない場合 は、入念 に消毒すること:
・ ボールやバ ッ ト、ステ ィック等は、競技中は消毒 しなくともよい。試合前 に布等 で
審判 が拭 き、消毒す る。 ボール 交換等 の要望 には適宜 、審判 の判断 によ り応 じる
。試合直前〜試合中の選手お よび審判 は特段 の制限を設 けない。 ただ し、ハ イ タ ッチ
や握手等 の直接接触は禁止 す る。
・試合時以外 の待機時間、応援等 は 「計画」 の 「レベル 1」 の推奨する 「1メ ー トル
以上」 の間隔を保 ち、マス クは必ず着用す る こと。
ウ ・上記 を守 らない違反等 があつた場合、競技責任者 は本部 にすみや かに報告す る。
悪質な場合は、反則負 けもあ りとする。
④後 日2週 間以内に 「感染」 が疑われ る症状 が 出た参加者 は、すみやかに各校事務局 を通 じ
て当番校事務局 (夢 が丘 中)へ 連絡す ること。
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