新型コロナウイルス感染確認による「チーム活動の制限と復帰」事案報告
(一社）山梨県サッカー協会 4種委員会
2021/3/8 現在
事例集は当該チーム及び関係者に対してリスペクトするとともに、一切の偏見や差別を排除して公開されるものです。事例を共有することにより、感染対策や事案の対処の仕方についての参考としていただき、
チーム活動をより安全に行うようにと願います。また、誤った情報による混乱の防止と不安の軽減などが目的となります。新型コロナウイルス感染拡大の局面に於いて、全てのサッカーファミリーにとってより良い
サッカー環境を構築することが求められています。
チーム活動再開時期につきまして、基本的にはこれまで通り、■陽性者や濃厚接触者発症日（確定日）の翌日から14日間はチーム活動の休止となりますが、■チーム活動参加（接触最終日）の翌日から14日間と
する場合は、チーム活動記録や健康観察チェックシートなどにより、チーム活動に参加した最終日が確認できること、また感染リスクが通常と変わりないことが確認できる場合とします。※確認及び判断は4種理事
会（感染対策責任者）となります。
No

報告受付

活動休止日

活動開始日

28

1月27日

2021年1月24日

2021年2月7日

27

1月26日

2021年1月26日

2021年1月28日

26

1月26日

2021年1月26日

2021年1月29日

25

1月20日

24

1月19日

理由

地区

チーム活動の休止と対応

保護者より連絡「感染者」 峡中地区 ■チーム活動の14日間活動停止措置
と「濃厚接触者」が発生し
■当該選手について
た。
①「陽性確認」選手は発症後14日間活動
休止し、退院7日後もしくは発症21日の遅
いタイミングからチーム活動参加可能とす
る。
②「濃厚接触者」選手については「陰性」
が確認された1月26日から14日間活動休
止とする。
③チーム活動については1月24日から14
日間の活動休止とする
クラブ所属選手の通学校 甲府地区 ■PCR検査対象となる場合は結果が出る
で感染者発生。検査対象
まで活動休止
となるかは不明のため
■陰性確認後チーム活動再開可能
チーム活動休止

2021年1月19日

再開の条件
■観察期間中に新たに感染確認者・濃厚接触者が発生しな
い
■チーム健康観察一覧シート（チーム活動休止期間中）を確
認
※活動休止期間について、当該選手のチーム活動参加の
最終日及びチーム活動の休止状況について、チーム健康観
察一覧シート（施設利用者名簿）を4種理事会で確認。チー
ム活動休止を1月24から14日間とした。
■PCR検査結果＝陰性
■学校は2月28日より通常登校

小学校で感染者発生
甲府地区 ■PCR検査対象となる場合は結果が出る ■PCR検査結果＝陰性
学校が休校となり、PCR検
まで活動休止
■学校は2月28日より通常登校
査実施の連絡があった。
■学校が通常登校となるまでチーム活動
クラスに部員がいることか
は休止
ら経過観察の為チーム活
動を休止
選手同居親族が職場での 甲府地区 ※陰性確認後チーム活動再開可能
感染発生により「濃厚接触
※当該選手は14日間活動休止
者」となった。
（2月2日迄）
PCR検査の結果「陰性」自
宅待機

2021年1月18日

チーム活動再開の承認について

選手同居親族の通園先で 峡中地区 ■陰性確認後チーム活動再開可能
感染者発生、同居親族が
■当該選手は1月18日～14日間活動休止
「濃厚接触者」判定
（1月31日迄）
18日（陰性）判明

チーム内に「感染者」、「濃厚接触者」がいないが
同居親族に「濃厚接触者」がいるため、選手は14日間の活
動休止となります。

詳細

23

1月16日

2021年1月14日

2021年1月20日

小学校通学生徒保護者が 甲府地区 ※学校が再開となった
陽性、同居親族生徒濃厚
※施設開放が再開された。
接触者となり、学校が休
チーム内に感染者・濃厚接触者なし
校・施設開放が停止となっ
※チーム活動再開可能
た。
検査結果「陰性」

22

1月11日

2021年1月8日

2021年1月10日

選手の通塾先(甲府市）感 峡中地区 ※陰性確認後チーム活動再開可能
染発生により、PCR検査
「接触者」
1/8検査の結果「陰性」

21

1月11日

2021年1月10日

2021年1月11日

保護者勤務先感染者発生 甲府地区 ※陰性確認後チーム活動再開可能
接触者としてPCR検査
「陰性」

20

1月11日

2021年1月9日

2021年1月10日

19

1月9日

2021年1月9日

選手の通塾先講師の感染 峡東地区 ※陰性確認後チーム活動再開可能
により、PCR検査「接触
者」
1/9検査の結果「陰性」
スタッフ同居親族通塾先 甲府地区 ※14日間チーム活動休止措置
で濃厚接触者となり「陽
活動開始予定日：1月23日(土)
性」
スタッフ「濃厚接触者」

18

1月5日

2020年12月27日

17

1月3日

2020年12月26日

16

1月2日

2020年12月27日

15

12月16日

12月17日（木）

12月22日（火）

14

12月17日

12月17日（木）

12月19日（土）

選手の通塾先講師の感染 郡南地区 ※陰性確認後チーム活動再開可能
により、PCR検査「接触
者」
1/2検査の結果全員
「陰性」
12/25スタッフ家族が勤務 郡南地区 ※陰性確認後チーム活動再開可能
先で「濃厚接触者」の特定
※当該スタッフは14日間活動休止
12/26検査結果「陰性」
1/7(木)迄自宅待機指示あ
り
選手の通塾先講師の感染 郡南地区 ※陰性確認後チーム活動再開可能
により、PCR検査「接触
者」
1/2検査の結果全員
「陰性」
12/16選手が濃厚接触者 甲府地区 ※チーム活動制限なし
となる可能性
12/17対象外
12/17選手保護者が接触 峡北地区 ※チーム活動制限なし
者「陰性」

再開の条件
観察期間中に新たに感染確認者・濃厚接触者が発生しない
①チーム活動再開の確認書
②チーム健康観察一覧シート（チーム活動休止期間中の）を
確認の上、①を活動再開予定3日前までに地区感染対策責
任者に提出
未特定

当該スタッフの活動再開については、チーム感染対策責任
者の了解が必要。

県内515例目

未特定

県内464例目

県内465例目

13

12月17日

12月16日（水）

12月30日(水)

12/16スタッフ感染
甲府地区 ※14日間チーム活動休止措置
12/17スタッフ濃厚接触者
「陰性」

再開の条件
県内465例目
観察期間中に新たに感染確認者・濃厚接触者が発生しない
①チーム活動再開の確認書
②チーム健康観察一覧シート（チーム活動休止期間中の）を
確認の上、①を活動再開予定3日前までに地区感染対策責
任者に提出

12

12月16日

12月16日（水）

2021年1月5日

12/16保護者感染
甲府地区 ※14日間チーム活動休止措置
12/18選手が濃厚接触者
選手のPCR検査結果「陰性」

再開の条件
相模原市
観察期間中に新たに感染確認者・濃厚接触者が発生しない 945例目
①チーム活動再開の確認書
②チーム健康観察一覧シート（チーム活動休止期間中の）を
確認の上、①を活動再開予定3日前までに地区感染対策責
任者に提出

11

12月7日

10
(2)

12/7チーム関係者家族
峡東地区 ※チーム活動制限なし
（中学生）の通学校で感染
感染者・濃厚接触者ではない
者が発生し、学校でPCR
PCR検査の結果が「陰性」と判明している
検査を受けた。
12/11結果「陰性」となり、
学校は通常登校してい
る。
12月5日(土)に富士吉田市 郡南地区 富士吉田市所在のスポーツ少年団登録団
教育委員会から活動自粛
体の活動自粛要請
要請
クラブチームも含め市内4種登録全選手を
対象に自粛要請。
社会体育施設開放も休止措置

12月5日(土)～
12月13日(日)

10

12月2日

12月2日(水)～
12月6日(日)

12月7日(月)～
但し、
富士吉田市内の
チーム及び居住
している選手は
活動を自粛要請
あり。

地域内小学校・中学校生 郡南地区 地区内の全チームには、チーム練習、トレ 検査対象となったが「濃厚接触者」ではない。
徒の感染（クラスター）が
セン活動、土日のトレーニングマッチ、招 対象者は全員「陰性」が確認された。
確認された。
待試合全ての活動を自粛要請を行った。 12月7日(月)から学校再開と登校が許可された。
学校臨時休校2日(水)～4
（地域判断）
日(金)措置にともない地域
5日開催の県大会出場辞退
で要請

9

12月3日

12月2日(水)～
12月11日(金)

8

12月2日

12月2日(水)～
12月15日(火)

活動再開可能日 保護者及び選手が接触者 郡東地区 チーム内に接触者としてPCR検査を受け
12月12日(土)
としてPCR検査実施
た
結果が判明するまでチーム活動自粛した
12/04当該保護者の陰性が確認された
保護者・選手ともに通常生活に復帰
活動再開予定日 選手家族に濃厚接触者が 郡南地区 検査結果は「陰性」
12月16日(水)
発生
4種ガイドラインに従い14日間のチーム活
動休止措置（4種委員会）

7

12月4日

選手が個人的に通う習い 郡東地区 12/4の当日に陰性が確認された。
事にて「接触者」として検
査対象となった。

観察期間中に感染確認者・濃厚接触者が発生していない
①チーム活動再開の確認書
②チーム健康観察一覧シート（チーム活動休止期間中の）
①と②を地区感染対策責任者に提出
再開の条件
観察期間中に新たに感染確認者・濃厚接触者が発生しない
①チーム活動再開の確認書
②チーム健康観察一覧シート（チーム活動休止期間中の）
①と②を活動再開予定3日前までに地区感染対策責任者に
提出
当日検査を受けて「陰性」
濃厚接触者ではなく「接触者」として検査した。
チーム活動の規制はなし。
当該選手は学校通常登校している。

県内351例目
県内349例目

6

11月22日

11月21日(土)～ 12月5日(土)
12月4日(金)

5

11月12日

2020年11月12日 2020年11月27日 11/12保護者感染確認
峡東地区 保護者感染確認から14日間活動休止措
～11月26日
親族陰性
置(4種委員会）
※4種委員会よりチーム活
動制限

4

11月13日

2020年11月13日 2020年11月16日 11/12地域児童感染確認 峡東地区 学校休校期間中のチーム活動自粛
小学校のPCR検査は全て陰性
～11月15日
「接触者」の検査実施
直近大会の欠場をチーム内判断により決 当該チームに感染者・濃厚接触者が発生していない
※チーム内判断による活
定
小学校休校解除にともない活動再開の連絡
動自粛

3

なし

2

10月25日

1

8月21日

なし

11/21保護者職場で濃厚 峡中地区 11/22当該保護者陰性
接触者の判定
4種ガイド来に沿って14日間のチーム活動
休止措置
（4種委員会）

①感染が家庭内にとどまっている
県内274例目
②活動休止中に陽性者・濃厚接触者が発生していない
③当該選手は学校通学開始後にチーム活動参加とした。
④健康観察一覧シートによる確認と提出
⑤活動再開確認書の提出と承認
※チーム判断によりチーム活動開始から1週間は準備期間
とし対外試合を行わないこととした。（活動休止の影響）

地域中学校にてクラスター 峡東地区 チーム内に感染者・濃厚接触者なし
チーム活動継続
が発生、兄弟の小学生感
活動停止措置は求めないが保護者との連 大会出場については他チームに通知し了解を得た
染が疑われたがチーム所
絡を密に経過を注視し、チームに関係する
属選手に該当者がいな
場合は即座に対応が出来るよう求める。
かった

2020年10月25日 2020年11月10日 10/26教職員感染確認
峡中地区 チーム内に感染者・濃厚接触者なし
～11月8日
10/28児童感染確認
学校が臨時休校となる(G使用不可）
「接触者」の検査実施
今後の拡大を懸念
※チーム内判断による活
大会出場辞退と活動自粛
動自粛
活動休止は求めない
2020年8月21日
～9月5日

①12月1日活動再開の確認書及び健康観察一覧シート受理
②濃厚接触者は陰性でその後陽性者・濃厚接触使者が発
生していない
以上によりチーム活動再開の承認をいたします。
※チーム活動再開日：12月5日（土)

峡中地区 保護者感染確認から14日間活動チーム活
2020年9月6日 8/19保護者感染確認
8/23選手の感染確認
動休止措置(4種委員会）
(家庭内感染）
選手感染確認から14日間チーム活動休止
※4種委員会よりチーム活
措置(4種委員会）
動制限

県内273例目

県内258例目

①チーム内で発生していない
②経過観察を行い問題がない
③健康観察一覧シートの提出
④活動再開確認書の提出と承認

県内205例目
県内212例目

①感染が家庭内にとどまっている
②活動休止中に陽性者・濃厚接触者が発生していない
③当該選手は学校通学開始後のチーム参加
④健康観察一覧シートの提出
⑤活動再開確認書の提出と承認

県内158例目
県内166例目

