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加盟クラブ・保護者・選手の皆さまへ 

新型コロナウイルスに関する注意喚起について 

東京都クラブユースサッカー連盟 

                        理事長 丸茂 敦 

 

日頃より東京都クラブユース連盟の運営につきまして皆様の多大なるご支援、ご理解を

頂き誠にありがとうございます。併せて厚く御礼申し上げます。 

 さて、報道にもありますとおり、中国で現在新型コロナウイルスが発生し、中国国内

はもとより、日本国内においても感染者が認められるなど、感染が拡大している状況に

あります。我々が子供達を守るために今出来る事は感染させない環境を作る（手洗い、う

がいの徹底、食事、睡眠をしっかりとり免疫力をつける、マスクの着用、人込みを避ける）

事です。無知と無理でおこる感染には十分注意して頂き「何かが起こってからの準備」「何

かが起こってからの対策」では遅いことをご理解頂ければ幸いです。皆様のご理解、ご協

力の程、よろしくお願い申し上げます。 

【加盟クラブ皆様へお願いしたいこと】 

２月２４日政府専門家会議では、「新型コロナウイルス感染症に関する見解」をま

とめ「これからの 1～2 週間が、急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際」

だとして、感染拡大を防ぐ取り組みへの協力依頼もありますし、本日２月２６

日には「全国的なスポーツ、文化イベント等については、今後２週間は中止・延期、また

は規模縮小等の対応を要請することといたします」「この１～２週間が感染拡大防止に極め

て重要である」と日本政府からスポーツや文化に関するイベントは大規模な感染リスクが

あるとして、中止・延期などを求める異例の要請がありました。 

そこで、東京都クラブユース連盟加盟クラブの皆様には 

① 原則今後３月８日（日）までの各クラブの活動（練習・練習試合・ミーティング）の自

粛を求めます。練習を実施する場合は自転車での移動を推奨し、感染のリスクがある特

に電車、バスなどを利用して練習に参加する選手への配慮をお願い致します。皆様のご

理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。８日（日）以降につきましては新型

コロナウイルス状況に注意頂きながら慎重にご判断頂ければと思います。 

② 選手の生命、安全面を第一に考え、皆様のご決断をお願いします。 

※「高円宮杯ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２０（東京都）」は３月１日開幕から 

 ４月１日以降への延期を決定致しました 

【保護者の皆様へお願いしたいこと】 

保護者の皆様におかれましては、子どもたちを感染症のリスクから守るため、次の取組に

ご理解をいただき、ご協力くださるようお願いいたします。 

(1)今後毎日、朝晩お子様の体温の測定をお願いします。 

(2)万が一、発熱等の風邪の症状が見られる場合は、学校等を休ませて健康観察するなどの 

 対応をお願いします。 



◆予防対策としては、感染症対策の徹底をお願いします 

まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石け

んやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。咳などの症状がある方は、マスク着用等

の咳エチケットを行ってください。咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったもの

にウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方にウイルスをうつす可能性があります。 

持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意

してください。 

◆ 次の症状がある方は、まずは「東京都新型コロナウイルス感染症電話相談窓

口」にご相談ください。 

相談センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、マスク

を着用し、相談センターの指示のもと公共交通機関の利用をなるべく避けて受診してく

ださい。 

相談の目安 

症状 

風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続いている 

（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます） 

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある 

※ 高齢者や基礎疾患等のある方、妊娠中の方は、上の状態が２日程度続く場合

などお早めにご相談ください 

感染が疑われる場合の定義 （相談の目安とは異なります） 

症状 接触歴等 

発熱または呼吸器

症状 
発症１４日以内に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触をした者 

発熱（37.5 度以上）

かつ呼吸器症状（肺

炎を疑わせる） 

(1)発症１４日以内に湖北省または浙江省の渡航歴がある者 

または、 

(2)発症１４日以内に湖北省または浙江省の滞在歴のある者と濃厚

接触をした者 

※濃厚接触とは 

新型コロナウイルス感染症が疑われる方と同居あるいは長時間の接触（車内、

航空機内等を含む）があった方 等 



＜東京都福祉局ホームページより抜粋＞ 

東京都 新型コロナウイルス感染症電話相談窓口   

新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口です。 

（電話番号）03－5320－4509 

（対応時間）9時から 21時まで（土、日、休日を含む） 

（対応内容）感染の予防に関することや、心配な症状が出た時の対応など、新型コロナウ

イルス感染症に関する相談 

※新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談は、 最寄りの保健所でも対応していま

す。 

（参考）新型コロナウイルス感染症ＦＡＱ（よくある質問）(PDF:181KB) 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.files/corona_

faq.pdf 

帰国者・接触者電話相談センター（専用窓口） 

「帰国者・接触者電話相談センター」について 

次の症状があり、新型コロナウイルス感染症を疑われる方は、同相談センターにご相談く

ださい。 風邪の症状や 37．5℃以上の発熱が 4日以上続いている。（解熱剤を飲み続けなけ

ればならないときを含みます） 

強いだるさ(倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。     

 ※高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が 2日程度続く場合 

センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、専門の「帰国

者・接触者外来」をご紹介しています。マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受

診してください。 

「帰国者・接触者電話相談センター」受付時間、電話番号等 

受付時間 設置機関 電話番号 

平日：日中 

各保健所の開所時間に

よる 

（概ね 9時～17 時、詳

細は下記） 

各保健所の相談

センター 

(詳細は下記） 

［最寄りの保健所の相談センターにご連

絡ください］ 

平日：17時~翌 9 時 

土日祝日：終日 

都・特別区・八王

子市・町田市 

合同電話相談セ

ンター 

０３－５３２０－４５９２ 

［都内全域対象］ 

特別区 

多摩地域 

島しょ地域 

都・特別区・八王子市・町田市 合同電話相談センター 

 

 

 

 



特別区 

  所在地 保健所名 電話番号 開設時間 

あ 足立区 足立保健所 03-3880-5747 
平 日

8:30-17:15 

  荒川区 荒川区保健所 03-3802-4243 
平 日

8:30-17:15 

  板橋区 板橋区保健所 03-3579-2321 
平 日

8:30-17:00 

  江戸川区 江戸川保健所 03-5661-1124 
平 日

9:00-17:00 

  大田区 大田区保健所 03-5744-1360 
平 日

9:00-17:00 

か 葛飾区 葛飾区保健所 03-3602-1376 
平 日

8:30-17:15 

  北区 北区保健所 03-3919-4500 
平 日

9:00-17:00 

  江東区 江東区保健所 03-3647-5879 
平 日

8:30-17:15 

さ 品川区 品川区保健所 03-5742-9105 
平 日

9:00-17:00 

  渋谷区 渋谷区保健所 03-3463-3650 
平 日

8:30-17:15 

  新宿区 新宿区保健所 03-5273-3836 
平 日

9:00-17:00 

  杉並区 杉並保健所 03-3391-1299 
平 日

9:00-17:00 

  墨田区 墨田区保健所 03-5608-1443 
平 日

9:00-17:00 

  世田谷区 世田谷保健所 03-5432-2910 
平 日

8:30-17:15 

た 台東区 台東保健所 03-3847-9402 
平 日

9:00-17:00 

  中央区 中央区保健所 03-3541-5254 平 日



9:00-17:00 

  千代田区 千代田保健所 03-5211-8175 
平 日

8:30-17:15 

  豊島区 池袋保健所 03-3987-4179 
平 日

9:00-17:00 

な 中野区 中野区保健所 03-3382-6532 
平 日

9:00-17:00 

  練馬区 練馬区保健所 03-5984-4761 
平 日

9:00-17:00 

は 文京区 文京保健所 03-5803-1824 
平 日

9:00-17:00 

ま 港区 みなと保健所 03-3455-4461 
平 日

8:30-17:15 

  目黒区 目黒区保健所 03-5722-9089 
平 日

9:00-17:00 

 

多摩地域 

  所在地 保健所名 電話番号 開設時間 

あ 昭島市 多摩立川保健所 042-524-5171 平日 9:00-17:00 

  あきる野市 西多摩保健所 0428-22-6141 平日 9:00-17:00 

  稲城市 南多摩保健所 042-371-7661 平日 9:00-17:00 

  青梅市 西多摩保健所 0428-22-6141 平日 9:00-17:00 

  奥多摩町 西多摩保健所 0428-22-6141 平日 9:00-17:00 

か 清瀬市 多摩小平保健所 042-450-3111 平日 9:00-17:00 

  国立市 多摩立川保健所 042-524-5171 平日 9:00-17:00 

  小金井市 多摩府中保健所 042-362-2334 平日 9:00-17:00 

  国分寺市 多摩立川保健所 042-524-5171 平日 9:00-17:00 

  小平市 多摩小平保健所 042-450-3111 平日 9:00-17:00 

  狛江市 多摩府中保健所 042-362-2334 平日 9:00-17:00 

た 立川市 多摩立川保健所 042-524-5171 平日 9:00-17:00 

  多摩市 南多摩保健所 042-371-7661 平日 9:00-17:00 



  調布市 多摩府中保健所 042-362-2334 平日 9:00-17:00 

な 西東京市 多摩小平保健所 042-450-3111 平日 9:00-17:00 

は 八王子市 八王子市保健所 042-645-5195 平日 8:30-17:15 

  羽村市 西多摩保健所 0428-22-6141 平日 9:00-17:00 

  東久留米市 多摩小平保健所 042-450-3111 平日 9:00-17:00 

  東村山市 多摩小平保健所 042-450-3111 平日 9:00-17:00 

  東大和市 多摩立川保健所 042-524-5171 平日 9:00-17:00 

  日野市 南多摩保健所 042-371-7661 平日 9:00-17:00 

  日の出町 西多摩保健所 0428-22-6141 平日 9:00-17:00 

  檜原村 西多摩保健所 0428-22-6141 平日 9:00-17:00 

  府中市 多摩府中保健所 042-362-2334 平日 9:00-17:00 

  福生市 西多摩保健所 0428-22-6141 平日 9:00-17:00 

ま 町田市 町田市保健所 042-724-4238 平日 9:00-17:00 

  瑞穂町 西多摩保健所 0428-22-6141 平日 9:00-17:00 

  三鷹市 多摩府中保健所 042-362-2334 平日 9:00-17:00 

  武蔵野市 多摩府中保健所 042-362-2334 平日 9:00-17:00 

  武蔵村山市 多摩立川保健所 042-524-5171 平日 9:00-17:00 

島しょ地域 

  所在地 保健所名 電話番号 開設時間 

あ 青ヶ島村 八丈出張所 04996-2-1291 平日 9:00-17:00 

  大島町 大島出張所 04992-2-1436 平日 9:00-17:00 

  小笠原村 小笠原出張所 04998-2-2951 平日 9:00-17:00 

か 神津島村 大島出張所 04992-2-1436 平日 9:00-17:00 

た 利島村 大島出張所 04992-2-1436 平日 9:00-17:00 

な 新島村 大島出張所 04992-2-1436 平日 9:00-17:00 

は 八丈町 八丈出張所 04996-2-1291 平日 9:00-17:00 

ま 御蔵島村 三宅出張所 04994-2-0181 平日 9:00-17:00 

  三宅村 三宅出張所 04994-2-0181 平日 9:00-17:00 



都・特別区・八王子市・町田市 合同電話相談センター 

受付時間 

平日は 17時から翌 9時まで 土日祝日は終日 電話番号 03-5320-4592 

 

掲載情報 

 

◆最新情報の確認と相談窓口 

 

厚生労働省、各公的機関や各自治体からの新型コロナウイルスに関連する最新情報を確認

してください。 

参考： 

１．厚生労働省：中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発 

生について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kan

senshou/index.html 

２．国立感染症研究所：新型コロナウイルス（2019-nCoV）関連情報について 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html 

３．内閣官房：新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について 

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html 

４．外務省：海外安全ホームページ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

５．厚生労働省：咳エチケット 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html 

６．東京都感染症情報センター：新型コロナウイルス感染症 Q＆A 

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/2019-ncov/qa/ 

７．新型コロナウイルスに関する医学委員会からのお知らせ（ＪＦＡ） 

https://www.jfa.jp/news/00024454/ 


