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本日のプログラム

１ 新型コロナウイルスに関する情報

２ プール等における新型コロナウイルス感染拡大
防止対策について
～「スイミングクラブにおける新型コロナウイルス
感染拡大予防のためのガイドライン」を参考にして～

３ その他
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１ 新型コロナウイルスに関する情報 その１
１感染経路
〇飛沫感染
感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出さ
れ、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染するこ
とを言います。

〇接触感染
感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れ
るとウイルスが付着。他の人がそれを触るとウイルスが手に付着し、
その手で目や口、鼻を触ることで粘膜から感染することを言います。

〇マイクロ飛沫感染
換気の悪い密閉空間では、 5μm未満の粒子がしばらくの間、空気
中を漂い、 少し離れた距離にまで感染が広がる可能性も。

参考資料：厚生労働省資料「新型コロナウイルス感染症はこう した経路で広がっています」
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新型コロナウイルスに関する情報 その２

感染症患者は、発症日翌日から最低１０日間が療養期
間となります。濃厚接触者は、新型コロナウイルス感染症
患者と接触があった日の翌日から７日間は、発症する可
能性があることから、この間のＰＣＲ検査の結果が陰性で
あっても、外出自粛し、健康観察をお願いしています。

２ 潜伏期・感染可能期間

潜伏期は１～１４日間であり、曝露から５日程度で発症

することが多い。ただし、オミクロン株は潜伏期が２～３日、

曝露から７日以内に発症する者が大部分であるとの

報告がある。
参考資料：厚生労働省発行｢新型コロナウイルス感染症診療の手引き 第７版」
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３ 集団発生の防止「３つの密を避けましょう！」

①換気の悪い密閉空間、②多数が集まる密集場所、

③間近で会話や発声をする密接場面

いわゆる「３つの密」のある場では、感染を拡大させるリスク
が高いと考えられます。

新型コロナウイルスに関する情報 その３

密は、一つでもあれば、

感染リスクは高くなります。

換気の悪い「密閉空間」を

作らないことが大切です。

換気は大事！ 5
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現在の東京都の取り組みについて
①５月２２日まで
「リバウンド警戒期間」終了

②５月２３日以降の取り組み（概要）
〇こまめな換気を行うこと、３密を回避するなど基
本的な感染症対策の徹底、早めのワクチン接種

〇認証を受けた飲食店等は認証基準の遵守、
受けていない飲食店等は同一グループ同一
テーブル４人以内・滞在時間２時間以内とする

〇イベントは、人数上限や収容率等の規模要件に
沿った開催を要請し、感染防止安全計画の策定
によって規模要件を緩和する。



４ 新型コロナウイルスの残存期間
エアロゾル ３時間
銅の表面 ４～８時間
紙・ティッシュペーパー・段ボール表面 ２４時間
プラスチック・ステンレス ７２時間

ガラス ９６時間 「国立感染症研究所」調べによる

用途・材質に合った消毒方法を行うことが重要
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新型コロナウイルスに関する情報 その４

○新型コロナウイルスに有効な物品等の消毒

独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）が新型コロナウイルスに

対する消毒方法の有効性評価をとりまとめたことをうけ、これらの結果
も含め、経済産業省、厚生労働省が、新型コロナウイルスの消毒・除
菌方法について、現在わかっていることをまとめています。

⇒ 次ページ参照



新型コロナウイルスに
関する情報 その５

https://www.meti.go.jp/covid-
19/pdf/shodoku_jokin.pdf

５ 新型コロナウイルス
に有効な消毒・除菌
方法（一覧）

独立行政法人
製品評価技術基盤機構(NITE)
作成
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６ 消毒薬の作り方（南多摩保健所ホームページに掲載）
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新型コロナウイルスに関する情報 その６



７ 感染防止対策 大事なのは手洗いです。厚生労働省ホームページ
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新型コロナウイルスに関する情報 その７



７ 感染防止対策 大事なのは手洗いです。厚生労働省ホームページ
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新型コロナウイルスに関する情報 その８



２ プール等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

１ ガイドラインについて
専門家会議において、業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン

等を作成し創意工夫しながら実践することを強く求められました。
一般社団法人日本スイミングクラブ協会は令和２年５月１８日に策
定、その後改定し、最新版は、令和３年２月１９日版となっています。

２ 感染防止の基本的な考え方
人と人の接触はできるだけ少なくし、人から発出する飛沫物質を処

理および防御する必要があり、更衣室・観覧席・ロビー・送迎バス等
は特に注意が必要です。事業者・従業員・お客様の相互努力が不可
欠で、まずは全員が問題意識を共有することからはじめましょう。
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「スイミングクラブにおける新型コロナウイルス感染拡大
予防のためのガイドライン」



感染拡大予防ガイドライン

３ 具体的な対応

（１）利用者への注意喚起

〇施設利用者の入館時の健康チェックを強化

〇施設利用時の注意事項並びに、体調が思わしくない

場合には来館を止められたい旨の館内掲示やホーム

ページでの掲載

（２）共通的事項

①対人距離の確保

・２ｍを目安に（最低１ｍ）

確保するよう努める

・会話は極力お控えいただく
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②換気の徹底

・すべての共有スペースにおいて換気を徹底する

（可能であれば、換気設備は常に作動させておくことが

望ましい）

・寒冷な場面や特に密が発生しやすい場所では、換気を適

切に行ううえで、必要に応じCO2モニター等で換気の効果

を確認することが望ましい

・常時換気を行う際には、加湿器等で適度な湿度を維持

（40％以上を目安として）する工夫をする

望ましい換気方法などを次に詳しく説明
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換気とは 空気の入口と出口をつくり、
「室内から汚染物質を除去する」こと

換気の種類 空気の入口 空気の出口

第１種換気 換気扇 換気扇 スイッチＯＮで給排気の換気
扇が稼働する。

第２種換気 換気扇 窓・ガラリ
・排気口

スイッチＯＮで給気の換気扇
が稼働する。

第３種換気 窓・ガラリ
・換気口

換気扇 スイッチＯＮで排気の換気扇
が稼働する。

自然換気 窓・ガラリ
・換気口

窓・ガラリ
・排気口

自然の空気の流れで
換気する。

プールの更衣室や休憩室等では、第１種、第３種換気
及び自然換気のケースが多い。
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上手に「空気の入口と出口」をつくるには

居室全体の換気が
難しい配置

入口

最も有効な配置

居室の奥に空気の
滞留ポイントが
生じる

居室全体に空気の
流れが生じ、換気
ができる

入口

出口
滞留

自然換気の場合
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扇風機

サーキュレーター

換気設備がない居室での換気の方法①

ドアが一か所しかない場合、高さのある扇風機
とサーキュレーターを併用することで効率的に
換気ができます。
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扇風機

扇風機

換気設備がない居室での換気の方法②

「扇風機で空気の流れを作る」と効率的に換気が
できます。
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第三種換気の場合

上手に「空気の入口と出口」をつくるには
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POINT① 換気設備のスイッチは常にONにする

事例①
エアコンと換気扇が

ある部屋で、換気扇が
OFFになっていた

対策①

換気扇のスイッチは人
がいる時間は常にON
にする

事例②
職員が換気設備の
スイッチと知らず、OFFに
していた

対策②
誰が見てもわかるよう
スイッチに表示をする

Ⅰ 第一種、第三種換気に共通するポイント

💡換気機能のないエアコンでは、換気はできません。
エアコンは空気を循環して冷やしたり温めたりする
装置です。
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換気設備のスイッチに表示をした例

表示がないと何のスイッチ
なのか、ONにしてよいのか
わからない

スタッフ間で、「換気スイッチ」
であること、「常時ON」にする
必要があることがわかる
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換気扇のスイッチに表示をしている例

同じスイッチが並んでいる場合、表示がないと換気扇
のスイッチとわからず、電気を消す際に全て切ってし
まいます。
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給気口・排気口を見分ける方法

保健所の調査の際に、換気扇が稼働
しているか確認するときに使用するも
のです（風検知棒）。

給気口から外気が入っているか確認も
できます。

ポリエチレンテープ

伸縮する指示棒

給気口 排気口
23
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居室と廊下の間の空気の流れを確認する方法

保健所の調査の際は、

スモークテスター（発煙管）を使用して
空気の流れを確認しています。

ゴム球

発煙管

煙の流れを確認するこのように持つ
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風検知棒やスモークテスターの代わりに
使用できる身近なもの

線香を用意し、火をつけて煙の流れを
確認することで代用できます。
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第一種、第三種換気に共通するポイント

POINT② 排気口・換気扇は定期的に掃除する

事例①

換気扇が目詰まりして
おり、空気の吸込みが
なかった

対策①

換気扇を掃除し、空気が
吸込むようにする

事例②
換気扇の故障により
空気の吸込がなかった

対策②

換気扇を定期的に点検し、
故障した際は、
すぐに修繕をおこなう
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排気口

蓋を外すと ダンパー

ダンパーは
全開にしましょう

ダンパー閉 ダンパー開

ダンパーは定期的に
清掃しましょう

汚れたダンパー
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排気口吸込み不足の例汚れた排気口

排気口が汚れておらず、吸込みが弱い場合、
蓋を開け中の換気扇等が汚れていないか
確認しましょう
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事例①
居室の窓を開けたため、
居室から廊下へ空気が
流れ出た

対策①
窓を閉めて、廊下から
居室へ空気が流れるよ
うにして排気する

事例②
居室から廊下へ空気が
流れる構造の部屋で、
ドアを開放していた

対策②
ドアを常に閉める。
可能であれば、廊下か
ら居室へ空気が流れる
部屋へ移動させる

POINT③ 空気の流れを知る

利用者等がマスクを外す場所であれば、陽性者のいた場合、マイク
ロ飛沫の漂う可能性があり、共用部に流れ出ないようにすることが必
要です。

第一種、第三種換気に共通するポイント
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第１種換気のポイント

第１種換気の例

全熱交換器を通じて外気を取入、室内の空気を屋外へ
排出します。
部屋にスイッチが設置されている場合が多いです。

居室

外気

排気

排気

給気

HEX

休憩室が第一種換気方式の場合
に多い方式です

(商品名：ロスナイ、
ベンティエールなど）

全熱交換器等空気調和設備が
設置されている
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第１種換気のポイント

POINT 機械の作る空気の流れを活かす

事例
排気口近くの窓を開け
たことで、部屋の奥の
換気が不十分であった

対策
原則、窓を開けない。
開ける場合は、排気口
から遠い窓を開ける
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窓開けにより、部屋の奥の換気が不十分となった例

EA EAEA

OAOA

窓開 窓開 窓開

EA EAEA

OAOA

窓閉 窓閉 窓閉

窓を閉めることで、部屋全体に空気の流れができます。

OA…給気口
EA…還気口
（排気口）

窓
を
閉
め
る
と
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第３種換気のポイント

POINT① 給気口は開ける、前に物を置かない

事例①
給気口が閉まっており、
外気が部屋に入らな
かった

対策①
給気口は常に開けるよう
にする

事例②
給気口の前に棚を置い
たことで、給気口から
外気が入らなかった

対策②
給気口の前には棚などを
置かないようにする
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給気口は常に開けましょう

給気口 閉

給気口 開



第３種換気のポイント

POINT② 給気口のフィルターは定期的に清掃する

事例①
給気口のフィルターが
詰まっており、外気が
入らなかった

対策①
給気口のフィルターを
定期的に清掃する

給気口にはゴミなどが室内
に入らないようなフィルター
がついています

汚れてしまうと空気が十分に
入らないので定期的に清掃
しましょう。
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②換気の徹底

〇換気の基準

・プール等取締条例施行規則

・学校環境衛生基準

屋内プールの炭酸ガス（二酸化炭素）濃度

１，５００ｐｐｍ（０．１５％）以下

※参考 建築物衛生法（建築物環境衛生管理基準）

炭酸ガス濃度 １，０００ｐｐｍ以下
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感染拡大予防ガイドライン

③ごみの処理方法

・鼻水や唾液などからの感染を防ぐため、ゴミの処理

にあたっては必ず、ビニール袋に回収し、密閉するよう

しっかりと縛る

・ゴミを回収する際は必ずマスクを着用し、手袋の使用

を推奨する

・ゴミの処理後、マスクや手袋を脱いだ後は、必ず手を

石鹸と流水で洗う

手洗いについては、11ページを参照
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７ 感染防止対策 大事なのは手洗いです。厚生労働省ホームページ

新型コロナウイルスに関する情報 その８



④消毒の徹底

・市販されている界面活性剤含有の洗剤や漂白剤を用いて清掃

する

・不特定多数が触れる環境表面（手が触れることの無い床や壁を

含む）にも留意し、出来る限り清掃・消毒する

・清掃時には使い捨て手袋を着用する

消毒方法に関しては、７，８ページ参照

⑤接触確認アプリの活用

⑥感染リスクが高まる「５つの場面」の対策（抜粋）

（場面２）大人数や長時間におよぶ飲食

（場面３）マスクなしでの会話

マスクは材質によって、拡散防止効果が異なります。
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マスクの違いによる飛沫の透過について

要約
• N95マスクとｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ：飛沫の拡散防止効果が最も高かった
• 布マスク：飛沫の拡散を70–80%防止
• フリースマスク：むしろ飛沫を10%増加(飛沫が細かくなるため）

「国立感染症研究所感染症情報センター 八幡裕一郎氏資料による」 39



４ 新型コロナウイルスの残存期間
エアロゾル ３時間
銅の表面 ４～８時間
紙・ティッシュペーパー・段ボール表面 ２４時間
プラスチック・ステンレス ７２時間

ガラス ９６時間 「国立感染症研究所」調べによる

用途・材質に合った消毒方法を行うことが重要

新型コロナウイルスに関する情報 その５

○新型コロナウイルスに有効な物品等の消毒

独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）が新型コロナウイルスに

対する消毒方法の有効性評価をとりまとめたことをうけ、これらの結果
も含め、経済産業省、厚生労働省が、新型コロナウイルスの消毒・除
菌方法について、現在わかっていることをまとめています。

⇒ 次ページ参照



新型コロナウイルスに
関する情報 その６

https://www.meti.go.jp/covid-
19/pdf/shodoku_jokin.pdf

５ 新型コロナウイルス
に有効な消毒・除菌
方法（一覧）

独立行政法人
製品評価技術基盤機構(NITE)
作成



（３）来館者の制限

〇施設面積に応じた入場者数の制限

〇滞在時間の制限

〇下記症状・該当者の制限

・風邪の症状がある方

・３７．５度以上の発熱者（平熱には個人差があることに留意し、

入館の制限では、該当者の平熱を確認して総合的に判断する）

・新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある方 など

〇高リスク者への注意喚起

（４）来館時
〇来館前の検温の実施

〇入館時の手指の消毒

〇館内でのマスク着用の義務化（確実に鼻と口を覆うように指導し、

マスクを着用していない利用者の入館をお断りする）
40

感染拡大予防ガイドライン



（５）受付時

〇コロナウイルス対策の館内注意書きの掲示

〇フロントに透明間仕切りを設置

〇スタッフの対応前後の手指消毒 など

（６）ロビー・フロント・通路
〇換気の徹底

〇順番待ち発生する場合の身体的距離を確保した整列への配慮

〇手すり等の定期的な消毒 など

（７）更衣室・トイレ

〇換気の徹底

〇ドアノブ等の定期的な消毒

〇更衣室使用における制限（入室者数の制限、マスク取り外し時の

会話・大声の禁止） など
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（８）プール施設

〇湿度を下げすぎないよう注意しつつ、換気を行う

〇会話の制限（特に大声の禁止）

〇プールの自由遊泳において可能な限りコースを間引く

〇コース内利用者の前後の距離を最低でも２ｍ確保

〇タオル等の共有の禁止

〇練習後のゴーグルは、次亜塩素酸ナトリウム希釈液（バケツなど

に確保）で洗う

〇練習後の目洗い・シャワーの励行

〇プール側溝の定期的な洗い流し（プールでは水が

鼻に入り鼻水やツバが出ることが多く、プール側溝

に流したものが付着したまま残留し、ウイルスが

死滅する前に気化する恐れがある） など
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（９）観覧席

〇観覧室（ギャラリー）内の換気の徹底

〇マスク着用の徹底および会話の制限（特に大声の禁止）

〇観覧席は1席空けるなど、観客の間の距離を確保

〇スペースが狭小のため飲食は禁止する

（10）指導者・スタッフ

〇全従業員の出社前検温および記録、体調報告、手洗い・消毒、

マスクまたはマスク・フェイスシールド着用の徹底

〇全従業員が次に各号に該当する場合は、ただちに所属長へ連絡

し出勤停止を徹底する

・風邪の症状または発熱がある場合

・嘔吐・下痢の症状がある場合 など

〇休憩スペースは常時換気を行い、一度に休憩する人数を制限し、

利用前後には手指消毒を徹底 など
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〇参考資料の紹介

①スイミングクラブにおける新型コロナウイルス感染拡大予防の

ためのガイドライン

一般社団法人日本スイミングクラブ協会ホームページ

＞インフォメーション＞新型コロナウイルス

https://www.sc-net.or.jp/info/virus/

②施設の換気・消毒

南多摩保健所ホームページの以下の資料を参照

「新型コロナウイルス感染症に関すること」

企業・事業所向け情報

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/minamitama/gyoumu/

covid19/kigyou.html
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３ その他


