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一般社団法人伊江島観光協会民家体験（泊）事業利用者 

新型コロナウィルス感染症感染拡大予防ガイドライン［1.6 版］  

 

 

一般社団法人伊江島観光協会民家体験（泊）事業部 

 

［利用者とは］弊会実施の民家体験（泊）事業に於いて島外から利用する参加者

（生徒・先生・添乗員・看護師・カメラマン等）全てを指す 

 

本村に於いては感染病床が無く、新型コロナウィルス感染症に対する医療体制

が整っておりません。又、高齢化が進んでいる為、万が一受入民家から感染者が

発生した場合、重症化する事が懸念されます。本ガイドラインは利用者が本村へ

新型コロナウィルスを「持ち込まない」「感染させない」という意識を持って実

施すると共に、新型コロナウィルス感染症の感染リスクが低減し、早期診断から

重症化予防までの治療法の確立、ワクチンの普及などにより関係者の健康と安

全・安心を十分に確保出来る段階に至るまでの間に用いられるべきものとして

民家体験（泊）事業活動における新型コロナウィルス感染予防対策を行う際の基

本事項について整理したものである。 

 

【実施前】 

１．出発 14 日前から実施当日までの間に学校内での感染症が疑われる事例が発

生した場合は、下記の役割に基づき然るべき対応を行う 

学校の役割 

① 疑わしい感染症の症状が有るときは、速やかに学校医又は医師の診断を勧

めるなど指導・助言を行い、適切な措置を講ずる。 

② 学校医、教育委員会、保健所等と連携し、適切な対応ができるようにする。 

（学校医等の意見を聞き、適切に出席停止、消毒その他の措置をとる。） 

③  保健所や専門機関の指導を受けながら、児童生徒等、教職員、必要に応じ

て保護者に対して発生した感染症に関する正しい情報を提供し、無用な不

安や患者に対する差別・偏見が生じないように配慮する。 

 

学校医の役割 

① 学校医は、学校の管理者（校長等）により意見を求められた場合は、感染

様式と疾患の特性、地域性等を十分に考慮し、地域の保健所や医師会の情

報も参考にして回答する。 

※「学校において予防すべき感染症の解説」（公益財団法人日本学校保健会）〈平成 30 年 3 月発行〉より抜粋 

（1）実施 1 週間程前から実施後 1 週間程度「実施前検温及び健康観察シート」

に基づき体調の記録を行う。提出義務は無いが状況に因っては必要になる事も

有るので原本或いは複製を持参しておく事。但し、利用者側が独自で検温等必要

な対応を行っている場合はそれを代用として構わない。 

（2）新型コロナウィルス感染症のクラスター（※）が生じると想定される様な

場所へは極力行かない事（※厚生労働省の基準に基づく）。 
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2．下記に該当する全ての利用者については自粛を要請します 

（1）新型コロナウィルスに感染している方 

（2）出発 7 日前から来島当日フェリー乗船前迄に新型コロナウィルス感染者と

の濃厚接触の疑いが生じた方、又は同居者が濃厚接触者となった方 

（3）出発 7 日前から来島当日フェリー乗船前迄に新型コロナウィルスに感染し

ている可能性が疑われる症状が有る方 

（4）出発 7 日前から来島当日フェリー乗船前迄に新型コロナウィルス感染症ク

ラスター（※）発生現場に居合わせた方（※厚生労働省の基準に基づく） 

（5）伊江村公営企業課作成「団体客（修学旅行等）新型コロナウィルス感染症

感染拡大予防ガイドライン」を遵守出来ない方 

（6）伊江村作成「伊江村民家体験泊事業受入新型コロナウィルス感染症感対策

ガイドライン」を遵守出来ない方 

（7）新型コロナウィルスに対するワクチン接種が可能な状況にもかかわらず、

特別な理由も無く摂取を行っていない、且つ、検査等で陰性が証明出来ない方 

※（1）～（4）に該当し、自粛を行う生徒については新型コロナウィルスによる 

「災害」扱いとし、通常の取消料規定から除外するものとします。但し、（1）

～（4）に該当するという証明が出来る書面（診断書等）の提出が必須となり

ます。医療機関、保健所等が書面の発行を対応していない場合は実施する団

体が独自で作成した書面にて証明可能で有れば同様の扱いと致します。 

 

【入村後の予防対策】 

１．基本的な感染拡大予防対策 

（１）受入民家での時間を過ごす場合 

①密にならないための対策 

・家の中で受入民家とコミュニケーションを図る際は対面を避ける若しくは

民家と間隔をなるべくあける 

② その他 

・体温計測など民家の対策に応じること。その場合、体温の報告については口

頭で伝えず持参した体温計を民家に見せること。 

・手洗い、アルコール等使用による手指消毒の徹底 

 ・体温計・マスクの持参（1日1枚以上が理想）、着用。可能な限り消毒用ア

ルコール液、使用済マスク、ティッシュを捨てる為のビニール袋を持参する 

※マウスシールドの着用、受入民家がアクリル板等の使用により飛沫感染防

止を行っている場合は着用の徹底は必ずではない。又、フェイスシールドを

使用する場合は必ずマスクと併用する事。 

 ・咳エチケットの徹底（咳・くしゃみをする時はマスクやティッシュ、 

ハンカチ、袖、ひじの内側などを使って口や鼻をおさえる） 

 ・手洗い後のタオルは共同で使用せず、個別に持参若しくは使い捨てを使用

する 

 ・お風呂で使用するタオルは共同で使用せず、個別に持参若しくは使い捨て

を使用する。 

 ・受入民家との会話は対面を避けるようにする。若しくは間隔をなるべく空
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ける。但し、受入民家がアクリル板等の使用により飛沫感染防止を行っている

場合は必ずではない。 

 ・唾液等が付着するゴミは、ビニール袋に入れ密閉した上でゴミ袋に入れる 

 ・マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手洗いをする 

（２）観光地、史跡、飲食店、小売業店等立ち入る場合 

①密にならないための対策 

・レジ等に並ぶ場合、従業員等の指示に従う事 

②その他 

・混雑時間を避けた来所、来店を心がける 

・体温計測など、施設、店の対策に協力・応じること 

※引率の方々による受入民家の巡回、視察については密集・密接を避ける為 

弊会役職員による引率の方との同行は致しません 

２． 発熱や咳の他、何らかの症状がある生徒への対応について 

対応方法については伊江村の指示に従う事とする。利用者が陽性者となっ

た場合、他の利用者が濃厚接触者となる事も有り得るのでその場合も伊江村の

指示に従う事とする。 

【濃厚接触者とは】 

陽性者（無症状者を含む）の感染可能期間中※1 に以下の接触をした者 

〇陽性者の同居者 

〇手で触れることのできる距離（目安として 1 メートル）で、必要な感染予防

対策※2 なしで、陽性者と 15 分以上の接触があった者（接触状況等から総合

的に判断） 

〇陽性者の唾やくしゃみ、それらが付着した物等に直接触れた可能性が高い

者（※直後に手指消毒をした場合を除く） 

 ※1「感染可能期間」 

－陽性者に症状がある場合：最初に症状が出た日の 2 日前から入院等の隔離開

始まで 

－陽性者に症状がない場合：陽性が判明した検査を受けた日の 2 日前から隔離

開始まで 

※2「必要な感染予防対策」：お互いにマスクを着用している状況（片方のみは

ＮＧ）。陽性者がマスクをしていない場合、マスクとフェイスシールドを着用し

ていればＯＫ。ただし、換気の悪い狭い空間（窓を閉め切った車内、等）におい

ては、お互いにマスクをしている場合でも濃厚接触者に該当。 

＊沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部ＨＰより抜粋 

 

●新型コロナウイルス感染症に関する予防・検査・医療に関する事については 

コールセンター 098-866-2129（24 時間対応）までご相談下さい。 

３.その他の留意事項について 

  国内外の状況も鑑みつつ、感染症対策の強化措置を講じる場合がございま

す。 
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【実施後】 

1． 実施から 1 週間後までの間に新型コロナウィルスに感染している可能性が疑

われる症状が有る方の有無の報告を行う。万が一症状が有る方がいる場合は

名前の報告を行う事とする。同様に弊会受入民家の経過についても報告を行

う事とする。 
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検温及び健康観察シート 名前

日付 　／　 　／　 　／　 　／　 　／　 　／　 　／　 　／　 　／　 　／　 　／　 　／　 　／　 　／　

観察時間

体温

□有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り

□なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし

□有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り

□なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし

□有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り

□なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし

村外滞在の有無 □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし □なし

□有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り □有り

備考

風邪症状
（咳、のどの痛みなど）

味覚・嗅覚異常

けん怠感

※有りの場合は市町村名を
ご記入下さい

※提出の義務は有りませんが提出を求められた場合はすぐに提出出来る様にして下さい


