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一般社団法人伊江島観光協会民家体験（泊）事業受入民家用 

新型コロナウイ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 

 

１．基本チェック項目 

・受入民家の最低 1 日 2 回（朝・夕）実施 1 週間前から受入後 1 週間迄の体温測

定  

・受入民家並びに受入生徒達の手指消毒の徹底 

・受入民家のマスク着用並びに受入生徒達のマスク着用の周知徹底 

※マウスシールド・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。 

・施設内の手指の消毒設備（アルコール等）の設置及び周知徹底 

２．基本的な感染拡大予防対策 

（１）感染症防止のための方法 

①密にならないための対策 

・受入生徒達が並ぶ場合、可能な限り間隔を空けるよう誘導する。 

②その他 

・家の部屋が狭い場合は「換気の悪い密閉空間」「密集」「近距離での会話や発

話」が重なることを可能な限り避ける様万全の対策を講じる。※但し、生徒に

ついては既に他の宿泊施設で前泊を行っていたり、飛行機やバスでの移動が伴

っているので、生徒同士だけの場合はあてはまらないものとする。 

・一定時間ごとに部屋の窓を開けて換気を行う。 

・生徒の体温については口頭で確認せずに生徒持参若しくは民家所有の体温

計の数字を確認する事。 

（２）対人距離の確保の方法 

①接触感染対策 

・席は対面にならない様可能な限り配置を工夫し隣同士の間隔も可能な限り

広くする。テーブルや部屋の広さにより距離の確保が難しい場合はアクリル板

の設置等対策を講じる。 

・他人と共有する物品は可能な限り少なくし、割り箸やコップ等を常時テーブ

ルに置かないようにする。 

②飛沫感染対策 

・受入民家と生徒達との食事中での会話は生徒とコミュニケーションを図る

上で必要なもので有る事から、しっかりとした感染予防対策を講じ（テーブル

を分ける、民家と生徒達の食事の時間を分ける等）、対応する。 

・料理は原則として大皿での提供は行わず個別に分けて配膳する。若しくは取

分け用の箸、スプーン等を必ず準備する（取分けの際は毎回新しい手袋の使用
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若しくは使用前後の消毒の徹底を行う）。 

※食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告さ

れていません。 

（３）施設の換気対策（屋内） 

・常時、窓は二カ所以上空けておく。若しくは空調設備を稼働等、適切な空調

換気を行うこと。 

（４）施設・設備・物品等の消毒対策 

・複数の人が触れる場所は適宜消毒を行い、テーブル、ドアノブなどの高頻度

に接触する箇所は、消毒用アルコールや次亜塩素酸水等を用いて特に注意し

て消毒を行う。 

・車両を使用する場合は車内の換気機能を最大限に作動させ、全員がマスク着

用した前提で 1 人 1 席ずつの座席確保で対応する。 

・受入に使用した車両は実施後の消毒、換気を行い、ドアノブ、座席等高頻度

に接触した箇所は特に注意して消毒を行う。 

【参考】貸切バス：バス車内空気の換気による完全入替に必要な時間 

        5～6 分常時作動（バス製造会社ＨＰより） 

・体験に使用する道具類等は可能な限り共有を少なくし、共有する場合は使用

する人が変わる度に消毒を行う。 

・屋外でマスクを着用する場合、天候によっては熱中症のリスクが高まる事に

留意し、息苦しさを感じた時は直ぐにマスクを外す事や休憩を取る等事前に

説明を行う。 

・体験の性質上生徒の体に触れなければいけない場合、他の生徒に触れる前に

アルコール等で消毒を行い対応する。 

・手や口が触れるもの（コップ・箸など）は適切に洗浄及び消毒する、又は使

い捨てを使用する。 

・衣類はこまめに洗濯する。 

・室内でスリッパ等使用する、受入生徒達に使用させる場合は受入後の清掃消

毒をする、又は使い捨てに変更する。 

（５）その他基本的な感染拡大予防策 

 ・トイレ等手を拭く場所にペーパータオルを設置する。共有で使用するタオル

は設置しない。 

 ・唾液等が付着するゴミは、受入生徒達が持ってきたビニール袋に入れさせて

密閉した上でゴミ袋に入れる様受入生徒達に指導する。 

 ・マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手洗いを行う。 

 ・万が一、体調不良者や、感染症の疑いのある患者が発生した場合に備え、 

別紙「行動記録表」に記録を行う。この場合の個人情報の取り扱いは、法令

を遵守し適正な管理を徹底する。 

・実施1週間前から実施後1週間迄検温及び健康観察シートの記録を行う。提

出の義務は無いが状況に因っては提出が必要になる事も有る。 

・受入時期は可能な限り島外への移動を自粛する。 

 



 

 

1．6 版 2022 年 11 月 3 

 

３． 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 

これまでの緊急対応と同様弊会へ連絡をする事。生徒への対応方法につい

ては伊江村の指示に従う事とする。生徒が陽性者となった場合、受入民家が濃厚

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。 

 

４. その他の留意事項について 

  国内外の状況も鑑みつつ、再度感染症対策の強化措置を講じる場合がござ

います。 

 

・本ガイドラインの内容については誰かが理解しておけば

良いというものでは有りません。同居する家族、体験を手伝

う人がいる場合は全ての方々の内容の把握が必要です。 
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感染防止チェックリスト 
 

 

□受入前の民家（家族全

員）の体温測定 

□受入中生徒の体調不

良の有無 

□受入中生徒使用の食

器等の清掃・消毒 

□受入民家（家族全員）

手指消毒の徹底 

□受入中生徒の体温測

定 

□受入後の食器等の清

掃・消毒の徹底 

□受入生徒への消毒設

備場所の周知徹底 

□受入中生徒の手指消

毒の徹底 

□受入後の民家（家族全

員）の体温測定 

□受入生徒へのマスク

着用の周知徹底 

□体験に使用した道具

類等の消毒徹底 

□受入後の設備の清掃・

消毒の徹底 
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2022 年 11/15 更新沖縄県 HP より 
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【参考】次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの違いについて 

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは、それぞれ殺菌力があることが知られています

が、除菌力は全く違います。次亜塩素酸ナトリウムは、細胞の外側から攻撃するのに対

し、次亜塩素酸水は、細胞の内部・外部から原因物質を攻撃するため、次亜塩素酸水

の除菌力は、次亜塩素酸ナトリウムに比べ、およそ８０倍の殺菌力があるとも言われてい

ます。アルコールでは除菌できない、ノンエンベロープウィルスは、次亜塩素酸水なら

99.9%以上の殺菌力があることがわかっています。 

 

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの違いを表で比較 

 次亜塩素酸水 次亜塩素酸ナトリウム 

成分 次亜塩素酸 次亜塩素酸イオン 

pH pH5.0-6.5（弱酸性） pH12 以上（強アルカリ性） 

使用方法 直接噴霧もしくは加湿器に入れて噴霧 100〜10000 倍に希釈して使用する 

臭い 無臭・有機物との反応時に塩素臭が発生 強い塩素臭 

使用用途 
手指の殺菌消毒、部屋や衣服・ペットの除菌消

臭 ミルクの哺乳瓶や容器等の漂白・殺菌剤 

安全性 
赤ちゃんや小さな子供、ペットがいる空間でも

安心して利用できる 
有害のため注意が必要。また金属を腐食さ

せる 

刺激性 なし 
刺激性あり。酸性のものと結合すると、有毒

ガスが発生する 

殺菌力 効果あり。99.9%以上の殺菌力 100ppm 以上のものは殺菌力あり 

消臭力 効果あり。臭いの原因を分解する 効果は期待できない。塩素臭が残る 

人体への

影響 なし 危険 
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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

※有りの場合は市町村名を
ご記入下さい

風邪症状
（咳、のどの痛みなど）

味覚・嗅覚異常

けん怠感

※毎回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
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№ 時間 行動内容
マスク無しで15分
以上の会話の有無

マスクに関する備考
（マスクをしない代わりの対策を記入）

例） 〇時　△分 食事・家の中での体験・屋外での体験 有り・無し 有り・無し ◎〇（孫） 有り・無し 民家名： 受入生徒　　名

例） 〇時　△分 食事・家の中での体験・屋外での体験 有り・無し
熱中症予防の為生徒同士十分に距離を取り作業さ
せた。 有り・無し 有り・無し 民家名： 受入生徒　　名

例） 〇時　△分 食事・家の中での体験・屋外での体験 有り・無し
車内ではマスクを着用し、城山登山中は熱中症予
防の為外させた。下山後息が整ったことを確認し
再び着用させ売店に入店した。

有り・無し △〇（娘） 有り・無し 民家名：□△ 受入生徒　　名

例） 〇時　△分 食事・家の中での体験・屋外での体験 有り・無し
調理中はマスクを着用し、食事中はマスクを外
し、部屋の中を換気してアクリル板越しに30分程
度会食した。

有り・無し 有り・無し 民家名： 受入生徒　　名

1 　時　　分 食事・家の中での体験・屋外での体験 有り・無し 有り・無し 有り・無し 民家名： 受入生徒　　名

2 　時　　分 食事・家の中での体験・屋外での体験 有り・無し 有り・無し 有り・無し 民家名： 受入生徒　　名

3 　時　　分 食事・家の中での体験・屋外での体験 有り・無し 有り・無し 有り・無し 民家名： 受入生徒　　名

4 　時　　分 食事・家の中での体験・屋外での体験 有り・無し 有り・無し 有り・無し 民家名： 受入生徒　　名

5 　時　　分 食事・家の中での体験・屋外での体験 有り・無し 有り・無し 有り・無し 民家名： 受入生徒　　名

6 　時　　分 食事・家の中での体験・屋外での体験 有り・無し 有り・無し 有り・無し 民家名： 受入生徒　　名

7 　時　　分 食事・家の中での体験・屋外での体験 有り・無し 有り・無し 有り・無し 民家名： 受入生徒　　名

行動記録表
ご協力いただきありがとうございます。

受入中の行動をご記入よろしくお願いいたします。

※毎回提出の義務はありませんが、提出を求められた場合はすぐ提出できるようにしてください。

日付：　　月　　　日　～　　月　　　日
民家名：

同行者
（上記民家名以外の人が対応した場合はその

人の名前・続柄を記入）

他民家等の接触の有無
（接触があった場合はその人の名前等わかる範囲で記入）


