
バドミントン大会新型コロナウイルス感染症対策

〝安心・安全〟のための参加前エチケット にご協力ください

〝安心・安全〟のために参加中に留意してほしいこと

お互いの思いやり

家庭職場で感染疑い
ある場合の参加自粛

蓋つき飲料準備 飛沫防止のタオル利用

試合当事者・審判
以外は観客席

消毒の協力

距離をあけて
会話は横並び

ステイホームと参加自粛

体調が優れない
海外渡航歴2週間以内

県外の方などビジターの方

接触・大声の禁止 1席づつ空けて座る

参加後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
責任者・主催者に対して速やかに報告の協力をすること

※感染などの不測の事態が発生した場合、関係機関に名簿を提出します。ご了承下さい。

マスクの着用 検温チェック

会場までのマスク
着用を徹底する

口･鼻･目を不用意に触らない

入館時の手指消毒
定期的な消毒と手洗い

熱中症対策と
衛生管理

ラケットやタオルの
貸し借り・共用禁止

・30秒以上洗う
・自販機利用時含む

接触(握手・ﾊｲﾀｯﾁ)禁止

例:代わりにお辞儀で
・シャトルの手渡しも
できるだけ行わない

・マスクエチケットを
・体育館内の食事禁止
・飲食物のシェア禁止

・ネット、ポールに触れない
・設置、掃除は最少人数で

換気 消毒と荷物削減

・壁、床からの感染防止
・シャトルの取扱管理
・壁に、もたれない
・直接、床に座らない

・体育館ドア常時開放
・ドアに触れない
・換気時間の決定と確認

・練習前の検温
・体温、体温の報告
・参加名簿への登録



・ バドミントン大会実施時の感染防止策チェックリスト （責任者・主催者）

 マスク着用で熱がこもりやすいので、熱中症に注意し、声かけ、確認を行うこと
 使い捨てビニール又は、ブルーシートを用意し参加者の荷物等を床に直接置かせないように、工夫すること
 必要や用途に応じてイスを用意し床からの感染リスクを回避すること

 感染防止のため責任者・主催者が実施すべき事項や参加者が遵守すべき事項をあらかじめ整理し、チェッ
クリスト化、ガイドラインを適切な場所（受付場所等）に掲示すること

 各事項がきちんと遵守されているか体育館や施設内を定期的に巡回、確認すること
 年齢等に応じた利用者の特性にも配慮すること
 万が一、感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに注意し、参加者、来場者の名簿管理すること
（氏名、連絡先）→1か月保管

 実施後に参加者から新型コロナウイルス感染症を発症したとの報告があった場合、速やかに参加者全員に
感染の疑いがある旨、連絡を行うこと

 実施後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、利用施設に対しても速やかに
濃厚接触者の人数、施設利用日等について報告すること

・ 当日の参加受付時の対応

 施設に手指消毒剤の設置があることを確認、または設置すること
 健康確認と参加自粛、入場制限の案内（状況によっては、発熱者を非接触型体温計などで特定し入場を制
限することも実施する）

 受付を行う場合は、スタッフに、マスク（状況によってはゴーグル、フェイスシールド）を着用させるこ
と

 インターネットやスマートフォンを使った電子的な受付の一層の普及を図り、速やかな連絡を実施し、現
金の授受等をできるだけ避けるようにすること

 受付による混雑を極力避け、状況によっては入場制限を行うこと
 参加者が以下の事項に該当する場合は、参加自粛を求めること
・体調がよくない場合（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
・同居家族や身近な知人、職場に感染が疑われる者がいる場合
・過去14日以内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
（例：県外も含む）への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合

 マスクを持参、着用の確認をすること（プレイ中以外は、マスクを着用すること）
 こまめな手洗い（30秒以上）、アルコール等による手指消毒を実施すること
 他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること
 大きな声で会話、応援等をしない、させないこと
 感染防止の為に責任者・主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと

・ 準備、実施、管理すべき項目の対応

 休憩・待機スペース 他の参加者と密になることを避けること、直接、床に座らないこと
 見学・応援者の管理
・大声での声援を送らないことや会話を控えること
・会話をする場合にはマスクを着用すること等の留意事項を周知すること

 体育館・施設の管理 換気は常時行い、できな場合には定期的に換気を行い密閉状態を避けること
換気の効率が低い時には、人数制限を行うなどし、密な環境になっていないか常に注意すること

 ネット付近でのプレー、ダブルスでは、距離感が近くなるので、注意すること
 プレー間にインターバルを設けて換気と消毒を行い、行うタイミングを決定、確認すること
 シャトルの受渡しにラケットを使用し、手を使わないようすること
 シャトルやシャトルを触った手を顔に近づけないようにすること
 複数の者が同じシャトルを使用することを避けるようにすること
 ノックやシャトルおきなど不特定多数の人が触ったものを利用する際、ノックを行う人はビニール手袋等
を使用するなどの対策を行うこと

 汗は床などに落とさないよう、タオルで汗拭きを徹底すること
 床の汗は、モップ等で拭きとる（自分のタオルを使用して拭かない）こと
 練習の準備を行う際、ネットやポールなどの備品を消毒し、準備、片付けも最小人数で行うこと
 ゴミは、各自で持ち帰り、マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗い、手指消毒すること
 参加者の氏名、連絡先、体調報告を1か月間保管すること
 メディカルケア等は消毒、マスク着用、タオル利用など感染防止対策をしたうえで行うこと

・ その他の対応



【バドミントン大会】 新型コロナウイルス感染症対策 試合参加者
観戦者向け

その他 留意点

参加前エチケットを、ご確認ください

試合中に留意してほしいこと

①団体戦の場合でも、ゲーム当事者、審判以外の方は観客席で待機すること
②観客席ではラケットバッグを間に置くなどソーシャルディスタンスを守ること
③マスク着用で熱がこもりやすいので、熱中症に注意すること
④タオルは、いつもより多めに準備し、こまめに取りかえ使用すること
⑤荷物やタオルは、団体が準備した、シートの上にまとめて置くこと
⑥必要や用途に応じて簡易折り畳みイスを用意し床からの感染リスクを回避すること
⑦感染などの不測の事態が発生した場合、関係機関に名簿を提出します。ご了承下さい

①体育館や施設に入館する際など手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること
（手洗いは、石鹸を使って30秒以上洗い、自動販売機利用後なども実施すること）
②試合前後の握手、ハイタッチ等の接触は避けること（今大会では、お辞儀とする）
③プレー中以外はマスクをすること（休憩はなるべく室外で行い、室内においても他者との距離を
保つこと、飲食物のシェアはしないこと）
④ラケットやタオル、ドリンクの共用をしない、触らない
⑤会話をする際は他者と距離を保ち向かい合わないこと、他人との接触、大きな声で会話、応援等を
しないこと
⑥換気、マスク着用について理解、協力すること
⑦汗をふいたタオルや着替え物はランドリーバッグなどで保管すること
⑧共同で使用するネット、ポール、モップ等は消毒し、最少人数の者のみ触ること
（使用施設ごとのルールに従うこと）
⑨シャトルの受け渡しの際に手を極力使わない、シャトルを顔に近づけないこと

①お互い思いやりの心と、工夫を行うこと
②マスクを持参着用すること（使用施設や団体のルールに従う。参加受付時や着替え時等のバドミン
トンを行っていない際や会話をする際にもマスクを着用すること）
③当日の検温を行い平熱であることを確認すること（利用名簿の登録をすること）
④参加者本人が、以下の事項に該当する場合は、自主的に参加の自粛をすること
・体調がよくない場合（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
・過去14日以内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（例：県外
を含む）への渡航がある場合
⑤以下の事項に該当する場合も、自主的に参加の自粛をすること
・同居家族や身近な知人、職場に感染が疑われる方がいる場合
・過去14日以内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（例：県外
を含む）への当該在住者と濃厚接触がある
⑥こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること
・床や、壁、自動販売機など感染リスクの高い場所に接触した場合は、必ず手指消毒をすること
（バッグやシューズ、球など床との接触があるものを触った場合にも同様）

⑦水分補給用のドリンクを床に、こぼさないよう溢れる可能性のない蓋付きの物にし、飲み残し等を
指定場所以外（例えば路上）に捨てない、回し飲みしないこと
⑧必ずタオルを持参し、くしゃみ・咳はタオルを利用して飛沫を抑制すること（プレー中の、くしゃ
み・咳はシャツやリストバンド等で口や鼻を覆うこと。タオルの共用はしないこと）
⑨公共交通機関を利用する際は、マスク着用と石鹸による手洗い、消毒による手指消毒をすること
⑩参加中は、密を避けるためエレベータの利用はできるだけ避け、階段を利用すること
⑪ウォーミングアップは相手との間隔を意識的にとり、二人一組のメニューは行わないこと



新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした
個人データの取扱いについて

・団体の「個人情報保護方針」その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱う
とともに、安全管理について適切な措置を講じます。また、個人情報の取扱いに関する問い
合わせや相談に迅速に対応し、当会の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置につ
いては、適宜見直し、改善いたします。

・名簿の作成は、利用者の館内での行動の範囲、地域の事情や感染状況のリスク、従事者の
業務体制、自治体の対応方針などを十分に検討した上で行います。

・把握した情報が必要に応じて保健所等の公的機関へ提供され得ることを利用者に事前に周
知します。

・把握した個人情報の開示の方法や保存期限などの取扱いについて開示し、体育館および施
設利用のプライバシー保護に関する最大限の配慮を行います。

・個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）の第 16 条第３項第１号、第 23 条
第１項第１号）や、以下（１）、（２）に該当する場合には、本人の同意を得ることなく、
目的外利用や第三者への提供が許され、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に
当たっては、これらの例外の適用も含めて対応します。（参照元：個人情報保護委員会「新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて 」）

（１）国の機関等からの情報提供の要請が、当該機関等が所掌する法令の定める事務の実施
のために行われるものであり、個人情報取扱事業者が協力しなければ当該事務の適切な遂行
に支障が生ずるおそれがあり、かつ、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を
及ぼすおそれがあるときは、当該事業者は、自らの判断により、本人の同意なく、個人デー
タを目的外に利用し、又は当該機関等に提供することができます（本法第 16 条第３項第４号、
第 23 条第１項第４号）。

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合や、公衆衛生の向上のために
特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときも、個人情報取扱事
業者は、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は国の機関を含む第三者に提供
することができます（本法第 16 条第３項第２号及び第３号、第 23 条第１項第２号及び第３
号）。

・把握した個人情報の開示の方法や保存期限などの取扱いについて下記に定め開示し，利用
者のプライバシー保護に関する最大限の配慮を行います。

・個人情報の利用目的
利用者の中に感染が確認された者が生じた場合に，接触の可能性のある他の利用者の情報を，
保健所等の公的機関への提出

・利用記録の保存期間
施設利用日から1か月間

・廃棄のルール
紙媒体の場合はシュレッダーを使用し、データにおいては媒体用のシュレッダーを使用する

・外部機関への提供方法

・管理方法

利用者名簿を紙面にて提供する。

鍵付きキャビネットにて保管する。

株式会社minton
令和 2年 8月 21日

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/
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◆健康チェックの判断基準について
代表者は、利用者が以下の項目に該当しないことを確認の上、チェック欄に印を付けて提出してください。

① 風邪の症状や発熱(目安は37.5℃）がある
② 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

　　上記の項目に該当する方や体調が思わしくない方、風邪のような症状がある方、もしくは基礎疾患を
　お持ちの方は、参加及び観戦を見送る等のご検討をお願いします。

◆個人情報の取扱いについて
※利用者様よりお預かりした個人情報は新型コロナウィルス感染拡大防止を目的として使用し，適切に

管理いたします。
※地域保健所等の行政機関へ提供の可能性がございます。行政機関以外の,第三者へ開示はいたしません。
※お預かりした個人情報は，1か月間を目安として廃棄いたします。

健　康
チェック
※下記参照

会場名

利用者名簿

日付 年 月 日

大会名

学校・団体名氏 名 体温 電話番号




