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新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため，「新しい生活様式」の実践を徹底し，「３密」

（密集，密接，密閉）の回避などの感染防止策を講じた上で，利用者を受け入れることとし，

当面の間は宿泊人数や活動内容，食事の対応等について，以下の対応を行います。 

利用するすべての皆様が「安心・安全」な活動を継続して実施できるよう，利用者全員に周

知をお願いします。 

なお，今後の推移によっては新たな措置（対応）をとる場合もありますことをご承知おきく

ださい。 

 

１． 団体の受入れについて 

(1) 宿泊（本館・別館） 

① 利用者が密集することを避けるため，宿泊室は１部屋あたり５人程度を定員とし，でき

るだけ２ｍを目安に間隔を空けられるよう配室します。 

② １日当たりの最大宿泊者数は，２８０人程度（本館宿泊１６０人，別館１２０人），団体

数は８団体を上限とします。 

(2) 日帰り利用 

人数の制限はありません。原則として屋外での活動に限定します。雨天時の活動場所やレ

ストラン利用については，宿泊利用団体を優先します。 

(3) キャンプ村 

原則として，１日あたり４団体まで，家族利用のみ受け入れします。ただし，１人用のテ

ントを持参するなど，密を避ける環境を確保できる場合は，この限りではありません。 

 

２． 持ち物について 

通常持参する物に加えて，感染症防止のため，必ず以下の物をご持参ください。また，同行

される講師，運転手，添乗員，カメラマンの方にも団体責任者の方からお伝えください。 

 

(1) 団体準備物 

□ 体温計（宿泊時のみ。できるだけ各個人用の準備をお願いします。） 

□ 消毒液・除菌作業用具（清拭用雑巾・ビニール手袋など） 

□ 予備のマスク 

 

(2) 個人準備物 

□ マスク 

□ 密閉袋，ジッパー付きビニール袋など（マスク保管用） 

□ うがい用コップ 

□ 筆記用具 
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３． 安全管理について  

(1) 感染症防止策の徹底について  

① 参加者は，次に該当する場合は利用を控えてください。 

▪ ３７．５度以上の発熱がある場合 

▪ 平熱比＋１度以上の発熱がある場合 

▪ 息苦しさ（呼吸困難），強いだるさがある場合 

▪ 軽度であっても咳，のどの痛みなどの症状がある場合 

▪ 過去２週間以内に，感染が引き続き拡大している国・地域へ訪問したことがある場合 

▪ その他体調が優れない場合 

② 次のとおり３密（密集・密接・密閉）の回避に心がけてください。 

▪ 宿泊室や研修室等は定期的に換気するなど，極力密閉空間を避けること。 

▪ 人の密度を下げること。 

▪ 近距離での会話や発声，高唱を避けること。 

③ 咳エチケット，マスクの着用，手洗い，手指の消毒，うがいを義務づけてください。 

④ 宿泊時には，枕カバー，シーツを適切に使用してください。 

⑤ 諫早自然の家事務室には，団体引率者のみ入室してください。 

⑥ 発熱等異常がある場合は，すぐに諫早自然の家事務室へ連絡し，指示を仰いでください。 

⑦ 使用した宿泊室，研修室等，レストランのテーブル・椅子の清拭消毒をお願いします。 

 

(2) 健康管理のお願い     

① 入所前，宿泊時（就寝前，起床時）に検温，健康チェックを行い，「健康チェックシート」

（別紙１参考，様式任意）に記入し，参加者の健康状態を常に把握するようお願いします。 

② 発熱，咳，だるさ（倦怠感）等の症状があった場合は，直ちに事務室へ連絡してくださ

い。 

③ 体調不良者には，指定の場所に移動していただくことがあります。 

④ 体温計を共用する場合は，１人使用ごとに消毒を行ってください。 

⑤ 夏季においては，こまめな水分補給や周囲の人との距離を十分に取れる場所で，マスク

を一時的にはずして休憩させるなど，熱中症予防にも注意してください。 

 

 (3) 利用者に風邪の症状（発熱，咳等）が出た場合の諫早自然の家の対応について 

（別紙２参照） 

４． 活動について 

活動の実施にあたり，感染防止対策及び対人距離を確保できる人数設定を考慮し，次のとお

り活動プログラムの設定を行います。 

① 活動プログラムにおいては，「３密（密集・密接・密閉）」とならないよう配慮を行いま

すので，人の密集・密接度が高まるプログラムは実施できません。また，マスク着用や筆

記用具を必要とする活動がありますので，事前にご相談ください。 
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② 到着時のオリエンテーションは，原則として実施しませんので，オリエンテーションビ

デオ（DVD 又は YouTube）により団体独自で事前視聴をお願いします。当日オリエンテ

ーションビデオが未視聴の場合は，回数及び会場を分けて少人数で実施するなど，密集を

避けて行います。 

 ※オリエンテーションビデオ（DVD）が必要な団体は，貸与しますので，諫早自然の家事

務室までご連絡ください。 

③ 「夕べのつどい」及び「朝のつどい」は，実施しません。 

④ 入所式・退所式の職員の立会いは，原則行いません。 

⑤ 活動を実施する際に諫早自然の家の物品を使用した際は，消毒をお願いします。 

 

５． 研修室等の利用について 

  ① 定期的に２つの窓やドアを同時に開けるなどして，換気を行ってください。  

② 施設内においてはマスクを着用して，入退室の際には備え付けの消毒液により手指の消

毒を行ってください。  

③ 研修室等の使用後は，「研修室等消毒リスト」（別紙３）を基に団体準備の消毒液，除菌

作業用具により，清拭消毒を行ってください。 

 

６． レストランの利用について 

  ① 食事の前には，必ず各自手洗い，備え付けの消毒液により手指消毒を行ってください。

レストラン利用時の手洗いは，入口前の床のマーキングに沿って並んでください。また，

レストラン利用中は，咳エチケット，マスクの着用を徹底してください。 

  ② 食事は，「盛り付け」での提供となります。また，おかわりが出来るのは「ごはん」と「汁

物（朝食と夕食のみ）」となります。 

  ③ 食事時間は，次表のとおりとなります。     

 レストラン営業時間 各団体の食事時間については，左記時間から 50 分間を

各団体に割振り，調整したプログラム（約 3 週間前に

連絡）によりお知らせします。当日の引率責任者連絡会

において再度確認します。 

朝食 7：00～8：50 

昼食 11：30～13：20 

夕食 17：00～18：50 

  ④ 食事を摂るバイキングレーン及びテーブルは，利用団体ごとに指定します。指定場所は

レストラン入口に掲示しますので，確認の上ご利用ください。利用時は備え付けの消毒液

により手指消毒を行い，マーキングに沿って進んでください。 

  ⑤ １テーブルあたり４人までの利用となります。 

  ⑥ 食事中以外はマスクを着用し，できるだけ対面になることを避け，おしゃべりは控えめ

にしてください。 

  ⑦ 使用したテーブル・椅子については，各自レストラン備え付けの台拭きと台拭き用消毒

液にて，清拭消毒を行ってください。 

  ⑧ ドリンクバーの利用や水筒への水の補給は，密集を避けるため，床のマーキングに沿っ

※ 
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て並んで利用してください。 

７． 事務室への入室について 

  ① 入室者を団体引率者に限定していただき，多人数で入室しないようにお願いいたします。 

② 活動予定の確認・相談，物品の借用・返却についても上記のとおり，限定された入室者

が行うようにお願いします。 

 

８． 宿泊について 

 (1) 宿泊棟及び宿泊室の定員について  

① 団体間の接触及び利用者間の３密（密閉・密集・密接）を避けるため，各宿泊棟及び宿

泊室の定員を原則として次表のとおりとします。 

宿泊棟  仕様 定員 部屋数 備考 

本館 うぐいす棟 

（定員 77 人） 

2 段ベッド×4+畳 5 9  

和室（10 畳） 4 3 身障者対応和室 

和室（18 畳） 5 4  

休養室（7.5 畳） (2) 4  

ひばり棟 

（定員 80 人） 

2 段ベッド×4+畳 5 12  

和室（18 畳） 5 4  

休養室（7.5 畳） (2) 4  

別館 きじ棟・もず棟 

（各棟定員 60 人） 

2 段ベッド×4+畳 5 12  

休養室（7.5 畳） (2) 2  

大広間（90 畳） － 1  

 ② 寝具・ベッドについては，前利用団体の使用と重複しないよう調整しているため，利

用当日に諫早自然の家が指定するものをご使用ください。場合により，使い捨てシーツ

（自然の家で準備します）の使用をお願いすることがあります。 

 

(2) 宿泊室での過ごし方  

 ① 可能な限りマスクを着用してお過ごしください。  

② 定期的な換気を行ってください。  

③ 近距離での会話や，大きな声，身体接触を控えてお過ごしください。  

④ シーツ，枕カバーは次の図の通りに使い，布団，毛布等に直接肌が触れないように適

切な利用をお願いします。（シーツ・枕カバーは，必ず１人１組利用してください。） 
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(3) 退所日の宿泊棟清掃及び退所点検について 

① 利用した宿泊棟内の整理整頓，清掃については，従来どおりの実施をお願いします。 

② トイレ・洗面所については，清掃を行う必要はありません。（清掃は本所が行います。） 

③ 「宿泊棟消毒リスト」（別紙４）を基に団体準備の消毒液，除菌作業用具により，清拭消

毒を行ってください。 

 

９． 入浴について 

① 少人数で混雑の無いよう，入浴時間を長めに設定しますので，夕食後の活動は入浴を優

先するようお願いします。 

  ② 脱衣所内及び浴室内では，間隔をあけてご入浴ください。 

 

１０． その他 

  ① 懇親会等これに類する活動は，実施できません。 

 ② 所内各所に手指用アルコール消毒液を配置しています。 

 ③ 利用期間中に，新型コロナウイルス感染症が懸念される症例が発生した場合は，当該期

間の利用を中断し，退所をお願いすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙資料】 

別紙１ 健康チェックシート 

別紙２ 利用者に風邪の症状（発熱，咳等）が出た場合の諫早自然の家の対応について 

別紙３ 研修室等消毒チェックシート 

別紙４ 宿泊棟消毒チェックシート 

別紙５ 自然の家にきてくれたみなさんへ(新型コロナ注意喚起） 

 

初版  令和 2 年 6 月 26 日 

第 2 版 令和 2 年 11 月 1 日 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため, 

「新しい生活様式」を実践しましょう！！ 
 

子どもたちの意識付けのために，別紙５のイラストをしおり等で自由にお使いください。 



【別紙１】
団体名

代表者名

利用期間

　　　月　　日(　　)

利用者氏名
体温（℃）
（　　時　　分）

体温（℃）
（　　時　　分）

体のだるさ
（倦怠感）

咳 息苦しさ のどの痛み
鼻水・
鼻づまり

頭痛
吐き気
・嘔吐

下痢 その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

健康チェックシート

　　　年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日

（注） １．「体温（℃）」の欄には、検温した時間と利用者全員の体温を記入する。

２．「体のだるさ（倦怠感）」から「下痢」までの欄には、症状がある場合に✔を付ける。

３．発熱や咳，のどの痛みなど，異常がある場合は，事務室（内線：７７）に連絡してください。

夜間（22：30～6：30）：0957-25-9410



（R2.5.11 作成） 
 （R2.6.1 改訂） 
 

利用者に風邪の症状（発熱、咳等）が出た場合の諫早自然の家の対応について 
 

 
○本所利用中に利用者に風邪の症状（発熱、咳等）が出た場合、次のとおり対応を行う。 

(1) 本所で利用者に風邪の症状（発熱、咳等）が出た場合、当該利用者を安全に帰宅（引率責任者 
から確実に保護者等に引き渡す等）させ、症状がなくなるまでは自宅で休養するようお願いする。 

(2) 安全に帰宅できるまでの間は、他者との接触を可能な限り避けるため、本所が指定する場所※1 

で待機させるなどの配慮を行う。その際、当該利用者がトイレ等を利用する場合は、講師等宿泊 
室用トイレを利用するものとし、当該利用者以外の利用者は利用不可とする。 

(3) 次の症状（①～③）がある場合、「帰国者・接触者相談センター」※2 に相談するよう、引率責 
 任者から伝えてもらう。 
①息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

    ②重症化しやすい方※3 で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 
    ③上記以外で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 
   (4) その後、当該利用者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は、本所への連 

絡をお願いする。また、保健所の指示により、濃厚接触者及び濃厚接触者以外の接触者（以下 
「濃厚接触者等」という。）のリストアップ等必要な調査を行うことになるので、併せて協力を 
お願いする。 

   (5) 本所利用中の利用者の中に濃厚接触者等が特定された場合は、当該感染者と最後に濃厚接触 
をした日から起算して２週間の「自宅待機」の措置をお願いする。 

       
※1 本所が指定する場所：休憩室 1、休憩室 2、講師室 1 及び講師室 2 
※2 ≪長崎県帰国者・接触者相談センター一覧≫ 
※3 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透析を受けて 
  いる方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【別紙２】 



≪体調不良者発生時の対応フロー≫ 

利用者（引率者） 自然の家職員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

感染が疑われる症状を確認 
・強いだるさ，息苦しさ 
・37.5 度以上の発熱（平熱比+１℃以上） 
・咳，喉の痛みなど風邪の諸症状 
・嗅覚，味覚の低下 

1.待機可能な部屋の確定 

【講師室 1・2，休憩室 1・2】 

2.移動ルートの確定 

3.対応職員（1 名）を確定 

職員 1 名は防護対策を講じ（マスク，手袋等）対応 

・必要に応じて応急処置 

（アイスノン，体温計等引率者へ渡す） 

・引率者より情報収集 

①対象者の宿泊場所，活動場所等の行動履歴 

②「感染の有無」について後日報告してもらう 

よう引率者に依頼 

・対応後はマスク，手袋等をビニール袋に密封し 

て廃棄し，手指消毒，うがいを行う 

対象者を保護者へ引渡し 

・所長，次長へ報告（不在時上席者） 

・感染が疑われる者の情報収集 

 【団体名，該当者名，性別，年齢，濃厚接触者の

確認（濃厚接触者も同様の対応）】 

・職員にて情報共有（ホワイトボード） 

後日 
＜感染の有無について＞ 
引率者又は保護者は自然の家へ連絡 

・自然の家職員の案内により，待機する部屋へ

対象者を誘導，対応 

・必要に応じて応急処置 

・対象者の保護者へ連絡 

・対象者の帰宅準備 

・保健所への連絡・相談 

機構本部へ報告 

・重篤の場合 

・団体から要請を受けた場合 

⇒市内病院へ連絡 

症状を説明し，病院の指

示に従う 
保健所の指示に従う 

＜長崎県帰国者・接触者相談センター＞  

※一覧表参照 
県央保健所（月～金曜日） 
電話番号：0957-26-3306 

・対応した職員は所長・次長に結果を報告 
・職員間で情報共有（記録） 

指示による対応（消毒・換気等） 

5.★感染が認められた場合 
※危機管理マニュアル：5.衛生管理（感染症）に 

基づき対応 



本館 消毒リスト 　【研修室　等】 消毒日  　   月　　　　日　　　実施者 別紙3

場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック

ドアノブ 出入り口ドアノブ ドアノブ 出入り口ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ スイッチ・窓のロック 本館階段手すり

ドアノブ 本館階段手すり ドアノブ 給水コーナー蛇口

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ドアノブ

スイッチ・窓のロック

ドアノブ

スイッチ・窓のロック

※不特定多数が触る共有部分を消毒してください

研修室１

研修室２

研修室３

共用　給水コーナー蛇口

共用　本館階段手すり研修室　スイッチ・窓のロック OR室　スイッチ・窓のロック プレイホール　スイッチ・窓のロック

共用

１階 ２階

共用

研修室４

OR室

プレイホール

消毒個所（参考画像）

研修室　ドアノブ OR室　ドアノブ プレイホール　ドアノブ 共用　出入り口ドアノブ



別棟 消毒リスト 　【研修室　等】 消毒日  　   月　　　　日　　　実施者

場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック

ドアノブ ドアノブ 野外トイレ トイレのレバー

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

トイレのレバー トイレの蛇口・レバー

階段手すり

※不特定多数が触る共有部分を消毒してください

環境学習館 クラフト棟

環境学習館　スイッチ・窓のロック クラフト棟　スイッチ・窓のロック

消毒個所（参考画像）

環境学習館　ドアノブ クラフト棟　ドアノブ 野外トイレ　トイレの蛇口・レバー

環境学習館　トイレのレバー クラフト棟　トイレの蛇口・レバー



本館 宿泊棟消毒リスト　【うぐいす棟】 消毒日  　   月　　　　日　　　実施者 別紙4

場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック

ドアノブ ドアノブ ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

ドアノブ ドアノブ ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

ドアノブ ドアノブ ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ロッカー・押入れ ベットはしご・側面 ロッカー・押入れ

ドアノブ 電話・冷蔵庫 ドアノブ 電話・冷蔵庫

スイッチ・窓のロック ドアノブ スイッチ・窓のロック ドアノブ

ベットはしご・側面 スイッチ・窓のロック ベットはしご・側面 スイッチ・窓のロック

ドアノブ ロッカー・押入れ ドアノブ ロッカー・押入れ

スイッチ・窓のロック 電話・冷蔵庫 スイッチ・窓のロック 電話・冷蔵庫

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

ドアノブ 手すり ドアノブ 手すり

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

４号室

５号室

６号室 １２号室

１号室

２号室

３号室

７号室

８号室

９号室

１０号室

１１号室

共用　スイッチ・窓のロック

消毒個所（参考画像）

宿泊室　ドアノブ 和室　ドアノブ 休養室　ドアノブ

宿泊室　スイッチ・窓のロック 和室　スイッチ・窓のロック 休養室　スイッチ・窓のロック

　共用　手すり

宿泊室　ベットはしご・側面 休養室　電話・冷蔵庫休養室　ロッカー・押入れ

共用

第４和室

第3休養室

第4休養室

共用

第２和室

第１休養室

第2休養室

※不特定多数が触る共有部分を消毒してください

１階 ２階

第３和室第１和室



本館 宿泊棟消毒リスト 　【ひばり棟】 消毒日  　   月　　　　日　　　実施者

場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック

ドアノブ ドアノブ ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

ドアノブ ドアノブ ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

ドアノブ ドアノブ ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ロッカー・押入れ ベットはしご・側面 ロッカー・押入れ

ドアノブ 電話・冷蔵庫 ドアノブ 電話・冷蔵庫

スイッチ・窓のロック ドアノブ スイッチ・窓のロック ドアノブ

ベットはしご・側面 スイッチ・窓のロック ベットはしご・側面 スイッチ・窓のロック

ドアノブ ロッカー・押入れ ドアノブ ロッカー・押入れ

スイッチ・窓のロック 電話・冷蔵庫 スイッチ・窓のロック 電話・冷蔵庫

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

ドアノブ 手すり ドアノブ 手すり

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

宿泊室　ベットはしご・側面 休養室　ロッカー・押入れ 休養室　電話・冷蔵庫

休養室　ドアノブ

宿泊室　スイッチ・窓のロック 和室　スイッチ・窓のロック 共用　スイッチ・窓のロック 休養室　スイッチ・窓のロック

６号室

共用

１２号室

共用

消毒個所（参考画像）

宿泊室　ドアノブ 和室　ドアノブ 　共用　手すり

３号室

第１休養室

９号室

第3休養室

４号室 １０号室

第2休養室 第4休養室

５号室 １１号室

２号室

第２和室

８号室

第４和室

※不特定多数が触る共有部分を消毒してください

１階 ２階

１号室

第１和室

７号室

第３和室



別館 宿泊棟消毒リスト 　【きじ棟】 消毒日  　   月　　　　日　　　実施者

場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック

ドアノブ ドアノブ ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ロッカー・押入れ ベットはしご・側面 ロッカー・押入れ

ドアノブ 電話・冷蔵庫 ドアノブ 電話・冷蔵庫

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

ドアノブ ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面 ロッカー・押入れ

ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

ドアノブ 手すり ドアノブ 入口ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

２号室 ８号室

第１休養室 第2休養室

玄関から見て左手側 玄関から見て右手側

１号室 ７号室

３号室 ９号室

４号室 １０号室

５号室 １１号室

６号室

共用

１２号室

共用

大広間　スイッチ・窓のロック 　共用　入口ドアノブ

宿泊室　スイッチ・窓のロック 休養室　スイッチ・窓のロック 共用　スイッチ・窓のロック

宿泊室　ベットはしご・側面 休養室　電話・冷蔵庫 休養室　ロッカー・押入れ

※不特定多数が触る共有部分を消毒してください

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

予備休養室

大広間 大広間

消毒個所（参考画像）

宿泊室　ドアノブ 休養室　ドアノブ



別館 宿泊棟消毒リスト 　【もず棟】 消毒日  　   月　　　　日　　　実施者

場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック 場所 消毒箇所 チェック

ドアノブ ドアノブ ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ロッカー・押入れ ベットはしご・側面 ロッカー・押入れ

ドアノブ 電話・冷蔵庫 ドアノブ 電話・冷蔵庫

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

ドアノブ ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ロッカー・押入れ ベットはしご・側面

ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

ドアノブ ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

ドアノブ 手すり ドアノブ 入口ドアノブ

スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック スイッチ・窓のロック

ベットはしご・側面 ベットはしご・側面

１１号室

大広間

３号室 ９号室

４号室 １０号室

スイッチ・窓のロック

６号室

共用

１２号室

共用

５号室

大広間 スイッチ・窓のロック

消毒個所（参考画像）

宿泊室　ドアノブ 休養室　ドアノブ 大広間　スイッチ・窓のロック 　共用　手すり

宿泊室　スイッチ・窓のロック 休養室　スイッチ・窓のロック 共用　スイッチ・窓のロック

宿泊室　ベットはしご・側面 休養室　電話・冷蔵庫 休養室　ロッカー・押入れ

予備休養室

※不特定多数が触る共有部分を消毒してください

玄関から見て左手側 玄関から見て右手側

１号室

第１休養室

７号室

第2休養室

２号室 ８号室



 

 
きてくれたみなさんへ 

諫早自然の家に 

あそんだら 
しっかり手あらい 

かおを手で 
さわらないように 

いろんなあそびを 
見つけてみよう 

せきエチケットを 
まもりましょう 

別紙5 


