
Ｒ２年度 ひらつかスポーツナビコロナ対応事項一覧 

■施設関係の記事について 
 ①「緊急事態宣言の発令に伴う本市スポーツ施設の対応について」～「【お知らせ】スポ 

ーツ施設の利用再開について（スポーツ課）」 
・公開期間：Ｒ２．２．１９～現在 
・閲 覧 数：3,179 件 

  
②「緊急事態宣言の発令に伴う本市スポーツ施設の対応について」 

   ・公開期間：Ｒ３．１．１５～現在 
・閲 覧 数：318 件 

 
■新型コロナウイルス・対応について（サイト内にバナーを新設） 
 ①「コロナ禍に負けない！今できること」 
   ・公開期間：Ｒ２．９．２５～現在 

・閲 覧 数：191 件 
  

②「新型コロナウイルスに負けるな！～外出自粛時での運動やスポーツの取り組みを～」 
   ・公開期間：Ｒ２．９．２８～現在 

・閲 覧 数：879 件 
  

③「外出自粛による健康二次被害を防ぎましょう！」 ⇒ P9～P12 参照 
   ・公開期間：Ｒ２．１２．４～現在 

・閲 覧 数：128 件 
 
 ④「緊急事態宣言における平塚市の対処方針について」 ⇒ P13～P17 参照 
   ・公開期間：Ｒ３．１．１２～現在 

・閲 覧 数：159 件 
 
 ⑤「3/5 更新 緊急事態宣言の発令に伴う本市スポーツ施設の対応について」 ⇒ P18～P21 参照 
   ・公開期間：R３．３．５～現在 
   ・閲 覧 数：456 件 
 
 ⑥「自宅でチャレンジ！簡単、手軽にできるレクリエーション活動」 ⇒ P22～P24 参照 
   ・公開期間：Ｒ３．２．１７~現在 

・閲 覧 数：57 件 

8



外出自粛による健康二次被害を防ぎましょう！

印刷

詳細

参照数: 128 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、外出を控える方が増加した結果、運動

不足やストレスから、心身に悪影響を

きたす健康二次被害が懸念されています。

　運動・スポーツは心身の健康増進に大きな役割を

果たします。運動・スポーツを実施することの効用

として、身体面においては生活習慣病等の疾病にか

かるリスクの軽減や症状の改善、筋力など体力の維

持・向上等が知られており、精神・心理面において

もメンタルヘルスの改善やストレス解消等が挙げら

れます。

　しかしながら、最近の感染者数の増加傾向によ

り、運動・スポーツの実施に不安をお持ちの方もい

られるかと思います。

　そこで、健康二次被害の拡大を防ぐためにも、安

全・安心に運動・スポーツを実施していただくために、スポーツ庁が作成した、お子

さんを持つご家族（資料１）、ご高齢の方（資料２）、テレワークで座位時間が増え

た方（資料３）向けの運動・スポーツの実施啓発リーフレットを紹介します。

　また、ご高齢の方向けに作成された、スポーツを通じて健康二次被害を防ぐための

ガイドライン（資料４、資料５）を紹介します。

ターゲット別運動・スポーツの実施啓発リーフレット及びスポーツを通じた高齢者

向け健康二次被害予防ガイドライン（資料１～５）

1/1
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緊急事態宣言における平塚市の対処方針について

印刷

詳細

参照数: 159 

緊急事態宣言を 受けて公共施設やイ ベント 等を 含めて

平塚市の対処方針が示さ れまし た。

下記の ）こ ちら をク リ ッ ク（HPの平塚市 より 詳細をご確認く ださ い。

予防を徹底し ていただき 、 感染には十分お気を つけく ださ い。

1/1 ページ緊急事態宣言における平塚市の対処方針について
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最終更新日 : 2021年3月15日

新型コロナウイルス感染症にご注意ください

更新情報 

• 平塚市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況を更新しました。（3月14日）

• 平塚市の取組について、「平塚市対処方針」「各公共施設の対応及びイベント情報」を更新しまし

た。（3月6日）

• 緊急事態宣言再延長、徹底した外出自粛をお願いします！　（3月6日）

• 緊急事態宣言再延長！～知事メッセージ」(神奈川県外部リンク） 　（3月6日）

• “ ”新型コロナウイルス感染症のいまについての11の知識（厚労省外部リンク)　（3月6日）

• 平塚市の取組に、「第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策（案）」「平塚市新型コロナウ

イルス感染症対策取組状況一覧表（令和3年2月15日時点）」を掲載しました。（2月18日）

• コールセンターによくあるご質問を更新しました。（2月16日）

• 市長メッセージを更新しました。（2月4日）

• 感染予防のポイントに「冬のコロナ対策の協力をお願いします」を掲載しました。（11月26日）

• 妊産婦の方のための新型コロナウイルス感染症に係る電話相談窓口を掲載しました（11月9日）

• 感染リスクが高まる「5つの場面」を掲載しました。（11月5日）

• 神奈川警戒アラート発動中です。（11月5日）

• 11月2日から神奈川県の「発熱等診療予約センター」が設置されます。（11月2日）

• 神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤルを更新しました。（11月2日）

市民の方、事業者の方へ向けた情報については、次のページをご覧ください。

平塚市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について 平塚市の取組

市長メッセージ 新型コロナウイルス感染症「総合相談」コールセンター

感染が疑われる方へ 「発熱患者対応」の神奈川モデル 発熱等診療予約システムについて

一般的な相談 医療提供体制 新型コロナウイルス感染症について

感染予防のポイント 関連情報

平塚市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

平塚市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況をお知らせします。

（3月14日現在累計　市内発生者数863人、市内死亡者数14人：神奈川県記者発表より）

1/14| 
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発生状況一覧

日付 市内発生者数市内死亡者数

令和2年3月1日から令和2年4月19日まで 19人 -

令和2年4月20日から令和2年4月30日まで 3人 -

令和2年5月1日から令和2年5月31日まで 15人 1人

令和2年6月1日から令和2年6月30日まで 1人 -

令和2年7月1日から令和2年7月31日まで 22人 -

令和2年8月1日から令和2年8月31日まで 20人 -

令和2年9月1日から令和2年9月30日まで 15人 -

令和2年10月1日から令和2年10月31日まで 47人 1人

令和2年11月1日から令和2年11月30日まで 39人 -

令和2年12月1日から令和2年12月31日まで 156人 -

令和3年1月1日から令和3年1月31日まで 455人 5人

令和3年2月1日から令和2年2月28日まで 54人 7人

令和3年3月1日 0人 -

令和3年3月2日 1人 -

令和3年3月3日 2人 -

令和3年3月4日 5人 -

令和3年3月5日 1人 -

令和3年3月6日 0人 -

令和3年3月7日 0人 -

令和3年3月8日 2人 -

令和3年3月9日 4人 -

令和3年3月10日 1人 -

令和3年3月11日 0人 -

令和3年3月12日 1人 -

令和3年3月13日 0人 -

令和3年3月14日 0人 -

計 863人 14人

平塚市内の新型コロナウイルス感染症発生状況（令和3年1月1日から）の詳細はこちら（PDF43KB）

平塚市内の新型コロナウイルス感染症発生状況（令和2年12月31日まで）の詳細はこちら（PDF24K

B）

感染した患者の発生状況は神奈川県から公表されます。

神奈川県は令和2年4月20日以降、感染者の居住市町村名を公表することとしました。

本市では県公表の人数を抜粋してお知らせいたします。

県内の詳細は、神奈川県ウェブページをご覧ください。 

• 新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況（外部リンク）　

• 新型コロナウイルス感染症対策サイト（県内の最新感染動向）（外部リンク）
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平塚市の取組

平塚市新型コロナウイルス感染症緊急対策及び総合対策

　本市では、新型コロナウイルス感染症（以下、「感染症」）に対応するため、令和2年4月22日に

「平塚市新型コロナウイルス感染症緊急対策」を策定し喫緊の課題に対応してきました。また、同年7

月20日には「平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策」（以下、「総合対策」）を策定し、感染症

の第2波、第3波に備え、コロナ危機の中でも社会経済を回し続けるとともに、新たな日常の構築を見

据え、本市が「選ばれるまち・住み続けるまち」となるための施策を着実に推進してきました。

　令和3年1月7日に発出された国の緊急事態宣言を受けた緊急的な対策と総合対策の視点を引き継いだ

中長期的な施策を一体的、かつ、切れ目なく講じるため、「第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総

合対策（案）」を策定します。

　各対策についての詳細は、「平塚市新型コロナウイルス感染症緊急対策」、「第2次平塚市新型コロ

ナウイルス感染症緊急対策」、「平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策」、「平塚市新型コロナ

ウイルス感染症総合対策（補完版）」及び「第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策（案）」

のページをご覧ください。

　なお、対策の進捗状況については、「平塚市新型コロナウイルス感染症対策取組状況一覧表（令和3

年2月15日時点）」をご覧ください。 

平塚市対処方針

　新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言を受け、政府対策本部の基

本的対処方針及び県の実施方針を踏まえ、引き続き市民の生命、健康及び生活を守るため、対処方針

を定め取り組みます。

　詳細は、「新型コロナウイルス感染症対策の平塚市対処方針について」のページをご覧ください。

各公共施設の対応及びイベント情報

　新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、令和3年1月9日（土曜日）から緊急事態宣言が解除される

までの間、一部の公共施設を利用中止し、20時以降開館している一部の公共施設の開館時間を短縮し

ます。市民の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

　各公共施設の対応及びイベント情報は、「新型コロナウイルス感染症に関する各施設の対応及びイ

ベント情報について 」のページをご覧ください。 

市長メッセージ

　新型コロナウイルスの感染拡大を受けて発出された国の緊急事態宣言は、3月7日まで1か月間延長さ

れることとなりました。

　1月の平塚市の新規感染者数は455人と昨年12月と比べて約3倍にも跳ね上がりましたが、市民の皆

さま、医療福祉関係の皆さま、事業者の皆さまが感染拡大防止にご協力くださったおかげで、1月中旬

からは感染者数の減少傾向が見られ、1月27日以降、1日当たりの新規感染者は一桁台で推移していま

す。
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　このように新規感染者数は減少傾向にありますが、まだまだ気は緩められません。依然として、保

健所や医療現場ではひっ迫した状態が続いているからです。平塚市民病院でも、新型コロナウイルス

感染症の重症者を受け入れ、病床の使用率は高止まりし、患者の対応に追われ非常に厳しい状況が続

いています。

　これからの1か月で事態をより改善させるために、市民の皆さまには、改めて不要不急の外出の自粛

をお願いするとともに、「マスクの着用」、「手洗い・消毒」、「3密の回避」など基本的な感染症対

策の徹底をお願いします。新型コロナウイルスに感染する可能性は、だれにでもあります。自分自身

や大切な人の命を守るために、「感染しない・感染させない」よう、引き続き、ご協力をお願いいた

します。

　現在、平塚市では、感染症収束の切り札と位置付けられている、新型コロナのワクチン接種に向け

た準備を進めています。2月1日に立ち上げた、私が陣頭指揮をとる「ワクチン接種特別本部」が中心

となって、医師会などと緊密に連携しながら、市民の皆さまが安心・安全に接種を受けられるよう、

万全を期していきます。

　自粛期間が長く続くことで、皆さまにはさらなるご不便をおかけしますが、現在のこの危機を乗り

切って、日常生活を取り戻すために、一丸となって取り組んでいきましょう。

令和3年2月4日

平塚市長 落合 克宏

新型コロナウイルス感染症「総合相談」コールセンター

　国の給付制度や中小企業向けの経済対策などに関する電話相談にワンストップで対応する新型コロ

ナウイルス感染症「総合相談」コールセンターは、令和3年3月31日に終了します。4月1日以降は、各

担当課にお問い合わせください。

• 設置期間 　令和2年5月1日～令和3年3月31日

• 開設時間 　午前8時30分から午後5時まで（土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～令和3年1

月3日）を除く）

• 電話番号 　0463-20-8143

コールセンターによくあるご質問

• 事業者支援（平塚市）（PDF 17KB）

• 事業者支援（国・神奈川県）（PDF 5KB）

4月1日以降の主な問い合わせ先は、次のとおりです。

• 企業や労働者の支援に関する相談　産業振興課　0463-21-9758

• 生活の困りごとや不安に関する相談　くらしサポート相談　0463-21-8813

• 健康への不安などに関する相談　健康課　0463-55-2111

• 新型コロナワクチン接種に関する相談　0570-098894（専用ナビダイヤル）

感染が疑われる方へ
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【 ３ ／５ 更新】 緊急事態宣言の発令に伴う 本市スポーツ施設
の対応について

印刷

詳細

参照数: 456 

新型コ ロナウイ ルスの感染拡大に伴い、 3月7日（ 日） までの期間と さ れていた「 新型

コ ロナウイ ルス感染症緊急事態宣言」 が

3月21日（ 日） まで延長さ れまし た。

こ れに伴い、 施設利用キャ ンセルに係る特例措置、 夜間の利用制限、 学校開放の利用

中止等の運用を 延長し ます。

詳し く は以下の各項目にて御確認下さ い。

について対応の施設スポーツ本市う伴に延長の【 令和３ 年３ 月】 緊急事態宣言

ら せ知のお開放中止延長の校体育施設学【 令和３ 年３ 月】

1/1 ページ【３／５更新】緊急事態宣言の発令に伴う本市スポーツ施設の対応について
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最終更新日 : 2021年3月6日

【令和3年3月】緊急事態宣言の延長に伴う本市スポー

ツ施設の対応について

本市スポーツ施設を御利用の皆様へ（令和3年3月6日(更新))

新型コロナウイルス感染症の予防等の理由によるスポーツ施設利用のキャンセルについて

各施設の運用状況について

本市スポーツ施設を御利用の皆様へ（令和3年3月6日(更新))

新型コロナウイルス感染症拡大状況を踏まえ、令和3年3月7日までを期限とされていた緊急事態宣言が

3月21日まで延長されました。

これに伴い、施設利用キャンセルに係る特例措置、夜間の利用制限、学校開放の利用中止等の運用を

延長します。

詳しくは以下の各項目にて御確認下さい。

また、今後、新型コロナウイルス感染症対策に伴う対応で、急に施設が利用できなくなる可能性があ

りますので御承知おきください。

その他、緊急事態宣言に係るスポーツ施設の最新情報はこのページ及び総合公園課ホームページ内で

情報を掲載しますので、御確認くださいますようお願いします。

※感染拡大の状況によっては、利用条件が変わる可能性がありますので、ご利用の際は必ず、最新の
利用条件をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の予防等の理由によるスポーツ施設利用

のキャンセルについて

使用料の還付条件について変更があります

施設利用のキャンセルを希望される場合は、緊急事態宣言期間中の利用予約に限り、利用日の10日前

以内であっても使用料の還付を行います。適用条件は以下のとおりです。

【還付の対象となるもの】

（1）新型コロナウイルス感染症の予防等を理由としたキャンセルで、利用時間前までに「使用許可書

（利用承認書）」及び「取消届」の提出があったもの。

（2）新型コロナウイルス感染症の予防等を理由としたキャンセルで、利用時間前までに電話で取消し

を申し出ていただいたうえで、申し出から7日以内にスポーツ課、総合公園課またはひらつかサン・ラ
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イフアリーナのいずれかの窓口へ「使用許可書（利用承認書）」及び「取消届」の提出があったも

の。　

【還付の対象とならないもの】

（1）新型コロナウイルス感染症の予防等によらない自己都合を理由とするキャンセル

（2）利用日時が過ぎているもの（事後申告）

　ア　利用時間中にキャンセルを申し出た場合でも、事後申告として扱います

　イ　新型コロナウイルス感染症予防を理由とする1時間キャンセルは受け付けません。 

各施設の運用状況について

スポーツ課所管施設の状況

以下の施設については緊急事態宣言に伴う利用時間の短縮等はありません。

引き続き感染防止対策に御協力いただきながらの利用をお願いいたします。

・桃浜町庭球場

・軟式庭球場

・大神スポーツ広場

・土沢野球場

・土沢多目的広場

・王御住運動広場

・湘南ひらつかパークゴルフ場

※学校運動場夜間照明施設については当面の間、利用中止といたします。

総合公園課所管施設の状況

以下の施設については総合公園課のページにて御確認ください。

・バッティングパレス相石スタジアムひらつか（平塚球場）

・レモンガススタジアム平塚（平塚競技場）

・総合公園テニスコート

・トッケイセキュリティ平塚総合体育館（体育室・武道場・弓道場）

・トレーニングルーム

・温水プール

・ひらつかサン・ライフアリーナ

・馬入ふれあい公園サッカー場 

学校体育施設の開放中止について

学校体育施設は当面の間、開放中止とさせていただきます。

学校運動場夜間照明施設の利用は3月末まで中止となります。

詳しくは以下のリンクにて御確認下さい。

【令和3年3月】学校体育施設の開放中止延長のお知らせ
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観光・文化・スポーツ

観光情報

文化・歴史

交流親善

スポーツ

オリンピック・パラリンピッ

ク

イベントカレンダー

Tweet 最終更新日 : 2021年3月6日

【令和3年3月】学校体育施設の開放中止延長のお知ら

せ

お知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大状況を踏まえ、令和3年3月7日までを期限とされていた緊急事態宣言が

3月21日まで延長されました。

学校体育施設の開放については、依然として警戒が必要な状況が続いていることから、当面の間、利

用中止とさせていただきます。

再開の目安・方針については、緊急事態宣言の解除後、学校での授業や部活動、その他課外活動等が

安定して通常の活動ができるようになってからの開放再開を予定しております。

再開の時期が決まり次第、このページへの情報掲載および登録団体様へ通知文の発送を予定しており

ますので、御理解いただきますようお願いいたします。

利用中止期間

当面の間

【再開の目安・方針】

緊急事態宣言解除後、学校での授業や部活動、その他課外活動等が安定して通常の活動ができるよう

になり次第、開放を再開する予定です。

利用中止施設

市内の全小中学校の体育館、グラウンド及び柔剣道場、クラブハウス等の施

設

※学校運動場夜間照明施設については、3月末まで利用中止とします 

その他

（1）開放再開などの情報については、平塚市ホームページ（このページ）やひらつかスポーツナビに

掲載するほか、登録団体様へ文書にて通知いたします。 

このページについてのお問い合わせ先

いいね！

トップページ 観光・文化・スポーツ スポーツ スポーツ施設  【令和3年3月】学校体育施設の開放中止延長のお知

らせ
印刷用ページ
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自宅でチャ レ ンジ！簡単、 手軽にでき るレク リ エーショ ン運
動

印刷

詳細

参照数: 57 

こ のコ ロナ禍において、 外出の自粛が続き 、 自宅

で家族と 過ごす時間が増えているかと 思います。

屋内で過ごす時間が長く なると 、 運動不足やスト

レ スから 心身に悪影響を き たす健康二次被害の問

題が生じ る可能性があり ます。 そこ で屋内で「 手

軽」 に、 「 適度な運動」 で、 「 夢中」 になれる、

から だを 動かす遊びを紹介し ます。

新聞紙スティ ッ ク を 倒さ ないよう にすばやく

キャ ッ チし たり 、 新聞紙リ ングでペッ ト ボト ルを

ゲッ ト し たり 、 目隠し を し て60秒ピッ タ リ を 目指

し たり 。 家の中で、 家族で協力し ながら チャ レ ンジでき るも のばかり です。

親子、 兄弟でチャ レ ンジし てみまし ょ う ！

）リ ンク」 （ 外部チャ レ ンジ６ ０ 秒おう ちで「

」 （ 外レ ク ぽ、 「は場合し たい索検ジャ ンルであそびを等、け向ども、 子け者向齢高

）リ ンク部

出典先【 （ 公財） 日本レ ク リ エーショ ン協会】

1/1 ページ自宅でチャレンジ！簡単、手軽にできるレクリエーション運動
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「おうちで60秒チャレンジ」って？

　「おうちで60秒チャレンジ」は、自宅で、家族でできるレクリエーション活動（からだを

動かすあそび）です。

　外出の自粛や休校による自宅待機が続く中、運動不足やストレスなどの課題に対応する取

り組みとしてスタートしました。

　コンセプトは、「身近な物を使う！」「適度な運動量がある！」「あそび方はシンプ

ル！」「夢中になれる！」「見ていて楽しい！」こと。

　新聞紙スティックを倒さないようにすばやくキャッチしたり、新聞紙リングでペットボト

ルをゲットしたり、目隠しをして60秒ピッタリを目指したり。家の中で、家族で協力しなが

らチャレンジできるものばかりです。

是非、みなさんも一緒にチャレンジしましょう！

おうちで60秒チャレンジ（紹介編）

1/360 | 
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公益財団法人日本レクリエーション協会

「おうちで60秒チャレンジ」の動画を投稿しよう！ 

　「おうちで60秒チャレンジ」の様子を撮影して、動画をTwitterに投稿してみませんか。 

　日本レクリエーション協会公式アカウントが、みなさんの投稿をリツイートさせていただ

きます。 

　リツイートさせていただいた最新情報は、随時このホームページ上で更新されますので、

楽しんでいる様子や好記録の様子などが全国の方々と共有できます。 

　ハッシュタグ「#おうちで60」と「#スポーツインライフ」をつけて、みなさんの投稿お

待ちしています！

※「おうちで60秒チャレンジ」のあそび方はこちら

「おうちで60秒チャレンジランキング」について

　「おうちで60秒チャレンジランキング」は、みなさんが「おうちで60秒チャレンジ」の

各あそびにチャレンジした様子をスマホ等で撮影して、動画をTwitterに投稿することで参

加できる取り組みです。 

　Twitterに投稿する際、共通のハッシュタグをつけていただき、同時に日本レクリエー

ション協会「おうちで60秒チャレンジ」の公式アカウントをフォローしていただくこと

で、「おうちで60秒チャレンジランキング」への参加が可能となります。 

　その後、当会にて動画をハッシュタグ検索して内容を確認させていただき、集計後「おう

ちで60秒チャレンジ」公式アカウントにてリツイートいたします。 

　さらに、各あそびのランキング上位の記録については、「おうちで60秒チャレンジ」の

ホームページ上でアカウント名と記録をご紹介させていただきます。 

　なお、チャレンジに失敗した動画でも、一定条件を満たして入ればランキングに関係なく

リツイートさせていただきますので、是非たくさんのチャレンジをして「おうちで60秒

チャレンジランキング」へご参加ください。

※「おうちで60秒チャレンジランキング」への参加方法はこちら
※おうちで60秒チャレンジランキングの上位記録はこちら
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あそび探す 動画探す 読物探す 資格

子ども 高齢者 健康・スポーツ 芸術文化 一覧から探す

動画で見るレク

パンパンパスチャレンジ

パンパンパスチャレンジ

指折りグーパー

指折りグーパー

遠くまで遠くまで

ディホームふゅうちゃあ…

グーチョキーパーでなにつくろう♪ どうぶつバージョン

グーチョキーパーでなに…

おすすめレク

会員登録ログイン
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グーグーグーパーパーパー

人数：制限なし時間：--

どこへ行こうか日本列島

人数：制限なし時間：--

アシカチャレンジ

人数：2人まで時間：--

パンパンパスチャレンジ

人数：2人まで時間：1分

レクニュース

2021.02.19

第3回レクリエーション有資格者の集い開催

詳細

有資格者の集いチラシ（参加申込書）

2020.12.29

巡回講習会の延期について

詳細

2020.12.21

福島市レクリエーション・カレッジ2021が始まります。

詳細

会員登録ログイン
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