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  新型コロナウィルス感染症の感染とその拡大防止のため、市の公共施設が臨時休館と

なっておりましたが、国の緊急事態宣言の解除を受け、ここに茅ヶ崎市の基本的な考え方

が示されましたので、公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団といたしまして、各

指定管理施設の再開に向けた準備を整えてまいります。 

  国の緊急事態宣言は解除されましたが、未だ予断を許さない厳しい現状を踏まえます

と、当財団といたしましては、施設の再開に当たり、ご利用者様と職員の健康が何よりも

大切であるとの考えに立ち、感染予防に対して最大限の対策を実施することが前提条件

として不可欠であると考えております。そのため、慎重かつ丁寧に施設の利用再開に向け

た検討を進めておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

  なお、再開後につきましては、一部施設の利用制限等を行う場合があるほか、新型コロ

ナウィルス感染拡大防止のため、マスクの着用やご利用時の検温、手洗い、手指等の消毒、

人と人との十分な間隔の確保、休憩スペースの利用制限等の感染対策を講じてまいりま

すので、重ねてご理解とご協力をお願いいたします。また、今後の感染状況によってはや

むを得ず再度休館(休場)となる場合も想定しております。 

  今回、お示しする対応策は、当財団が指定管理を受けております各施設の再開に向けて、

新型コロナウィルス感染拡大防止対策として実施すべき基本的な事項を整理いたしまし

た。各ステージへの移行が感染状況によって予定どおりに進められない場合もあるかと

存じますが、安全対策上の対応となりますのでご理解をお願いいたします。 

また、施設の状況によって直ちに対応・導入することが難しい事項も含まれているかと

思います。すべての事項の実施が再開の必須条件ではありませんが、基本となる感染予防

策を実施した上で感染予防効果を高めてまいりたいと考えております。 

「文化」は、人間が人間らしく生きていく上で必要不可欠なものであり、この度の厳し

い外出制限等の社会情勢のもとで多くの方々がより一層その重要性を感じたことと思い

ます。 

  各施設の再開に際し、ご利用者様と職員の安全を確保するための感染予防対策実施の

必要性を十分ご理解いただき、ご支援いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

令和 2 年６月１１日 

公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団 

理事長  稲岡 輝雄 
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１ 感染防止のための基本的な考え方 

 

当財団では、指定管理各施設の規模や設置環境、イベント、催事等の形態を十分に踏まえ、

施設内及びその周辺地域において、施設をご利用される方及び当財団の職員や委託先事業

者への新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずることが求め

られています。 

特に、 

➀密閉空間（換気の悪い密閉された状態の空間） 

②密集場所(多くの人が集まって密集している状態の場所) 

③密接場面（お互いに手を伸ばしたら届くほどの距離での会話等が行われる状態） 

という３つの条件、いわゆる「三密」のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考え

られ、施設によってはこの「三密」が避けられない諸室もあることから、施設再開に当たっ

ては、こうした場での対応策を慎重に検討し、感染の発生を防ぎ、自己への感染とともに、

他の人への感染を徹底して予防します。 

 

２ リスクの評価 

   

施設の指定管理者として、新型コロナウィルスの主な感染経路といわれている、 

➀接触感染 

②飛沫感染 

のそれぞれについて、各諸室の特性、利用者や職員の動線や接触等を考慮したリスク評価を

行い、そのリスクに応じた対策を検討し対応してまいります。 

 

➀ 接触感染のリスク評価 

他の利用者と共有する物品やドアノブ、トイレなど、手が触れる場所とその利用頻度

を特定します。高頻度の接触個所（テーブル、椅子、ドアノブ、トイレ、手すり、エレベ

ータのボタン、エスカレータのベルト、電気のスイッチ、電話、窓ガラスの鍵・枠部分、

事務所内カウンター等）には、特に注意が必要となります。 

  

② 飛沫感染のリスク評価 

施設の諸室ごとの換気やマスクの利用状況を考慮しつつ、利用人数による人と人との

距離がどの程度とれるのか、大きな声を出す場所がどこなのか、などを評価します。 
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③ 集客施設としてのリスク評価 

現下の状況で施設を再開した場合、大勢の利用者が見込まれるイベント・催し物等の

開催に当たってどのような対応策が可能なのか、どうしたら人と人との一定の距離が確

保できるか、また、対人距離を確保できない場合の人数制限等の対応策をどのようにす

るのか、などを評価します。これまでの施設の利用者数や催し物等での実績も踏まえて

評価します。 

 

３ 実際に講ずるべき具体的な対策 

 

施設利用に際しまして、共通の「注意事項」として利用者には次の事項を遵守していただ

くよう周知し、協力をお願いしてまいります。 

また、対応する職員は、手洗いを徹底するとともに、マスクや手袋、フェイスシールドの

着用等、適切な防護対策を講じ、体調不良が発生した場合には休暇をとることといたします。 

さらに、利用者に対する検温を実施し、一定値（37.5℃）以上の発熱があった場合は、入

館をお断りするなどの対応も検討いたします。 

 

 ※ 体調不良や発熱がある場合は利用（来館）しない 

   → ３７.５℃以上の発熱がある方、また発熱が続いている方 

   → 咳やくしゃみ、のどの痛み、身体のだるさなどがある方 

   → ご自身の体調に不安がある方 

   → 新型コロナウィルス感染症陽性とされた方と濃厚接触がある方 

   → 過去２週間以内に政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とされている

国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある方 

 ※ 利用時のマスク着用の徹底 

   → 館内ではマスクの着用（乳幼児を除く） 

   → アクリル板等による職員と利用者との間の遮蔽、混雑時の入場制限 

   → マスク、フェイスシールドの有料提供 

 ※ 利用前後に手洗い、うがい、手指消毒の徹底 

   → 消毒液の設置及び貸出、清掃・消毒、換気の徹底 

   → トイレのハンドドライヤーの使用を中止 

 ※ ソーシャルディスタンスの確保 

   → 椅子、ソファー等の撤去又は席の設置数や位置の工夫 

 ※ その他、国が示す「新しい生活様式」の実践 
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ア）施設内 

・清掃・消毒・換気を徹底して実施します。 

・清掃・消毒は不特定多数の人が触れる場所（高頻度の接触部位）の頻度を増やします。 

イ）窓口 

・対面での対応となる場合は、アクリル板やフェイスシールドにより利用者との間を遮

蔽します。 

・チケット発売時等に行列ができる場合は、ソーシャルディスタンスの整列を促し、人

が密集しないよう工夫します。 

ウ）ロビー、休憩スペース 

・空気の流れをつくり、常時換気を行うようにします。 

・当初、椅子やソファー、テーブルは撤去します。段階的に再度設置してまいりますが、

常に人が滞留しないよう注意喚起をし、間隔を置いた配置等を検討いたします。 

エ）トイレ 

・不特定多数が使用する場所ですので、清掃・消毒は頻繁に行います。 

・ハンドドライヤーの使用は中止いたします。 
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【茅ヶ崎市民文化会館】 

 

市民文化会館は、施設の性格上、一度に大勢の利用者が想定されます。同時に、開館中は

絶えず人の出入りがあるため、再開に当たりましては、清掃・消毒による不特定多数の人の

感染拡大防止対策に加え、人数制限や利用制限、利用時間を変更するなどして、密集や密接

による感染のリスクを減らす取り組みを行った上で、利用していただきたいと考えており

ます。 

長期的にはなってしまいますが、各諸室の特性や利用実態に合わせ、新型コロナウィルス

の全国での感染状況、さらに神奈川県内及び茅ヶ崎保健所管内の感染状況などを勘案し、段

階的に制限を解除していきたいと考えております。 

なお、原則として開館から７月３１日までの間は、夜間区分の施設利用は中止させていた

だきます。また、８月１日から８月３１日までの間は、夜間区分の施設利用は２０時までと

させていただき、９月からは、現時点では条例どおりの利用とする予定をしております。     

再開に伴い、７月からは、施設予約受付業務は休館前と同様１９時まで行ってまいります。 

また、閉館後若しくは翌朝に夜間利用箇所を中心に清掃・消毒を行い、翌日の利用に支障

のないようにしてまいります。消毒用剤につきましては、エタノール等のアルコールを中心

に使用いたしますが、他の消毒用剤につきましてもその安全性と効果の実績を確認し、検討

の上使用いたします。 

今後は、急速に元の状態に戻すのではなく、利用状況や社会状況、感染状況等による対応

の改善を図りつつ、緩やかに文化活動の再開を進めていきながらご利用いただく皆様の安

全確保を徹底してまいります。 

 

〖大・小ホール〗 

 

ホールを利用して行われる市民の自主的で創造的な文化活動につきましては、当面の間、

感染防止のために利用可能時間、利用可能な人数等の制限を行うなど、一定の制限の中で利

用していただくことといたします。その後は、新型コロナウィルスの全国の感染状況、さら

に神奈川県内及び茅ヶ崎保健所管内の感染状況などを勘案し、段階的に解除してまいりた

いと考えております。 

ホールを使用しての事業（貸しホール）の対応につきましては、当面の間は客席の利用は

ガイドラインでお示しする人数以下での利用に限らせていただきます。これを超える利用

につきましては、段階的な制限解除による入場者数を変更した場合や、８月に予定する全面

的な再開に向けた試行的な取り組みの場合を除き、原則認めない方針とさせていただきま

す。 
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また、客席利用の場合、徹底した感染防止の対応のご協力をお願いしてまいりますが、入

場者への消毒用剤につきましては、原則として主催者側で用意することといたします。 

市民文化会館内の大・小ホール内の換気につきましては、エアコンによる空調環境のみと

なっています。エアコンの機能上、換気をするためには外気を取り入れた冷暖房の設定とな

ります。しかしながら、短時間にホール内のすべての空気を入れ替えての空調環境をつくる

ことができないという問題とホール内の温度管理が難しくなり、一般的にエアコンの効率

は悪くなります。利用の前後及び休憩中は、会場内の換気のため、扉の開放にご協力をいた

だくとともに、エアコンのフィルターにつきましては、抗ウィルスフィルターへの交換を行

い、感染防止対策の一助を図ることで、従前同様効率的な空調環境を整えてまいります。 

また、市民文化会館では、大・小ホールを使って様々な研修会や講習会などが開催されて

きました。特に、自動車免許の更新時の講習会は、法定講習であり、月２回のペースで開催

されてきています。主催者は対象者を把握できるとはいえ、市民文化会館にとっては不特定

多数の来館者となり、全参加者の健康状態の確認が重要となります。 

法に基づく市民生活や社会生活上必要不可欠な講習会等は、非常事態宣言が解除された

今、実施されないことによる社会的な混乱を避けなければなりません。ついては、茅ヶ崎市

との協議は勿論のこと、主催者である神奈川県交通安全協会及び所轄の茅ケ崎警察署、茅ヶ

崎市交通安全協会とも十分協議して感染防止対策を徹底したうえで実施してまいります。 

その際、措置を講ずべき主体は、基本的に主催者であることに留意し、当財団との連携・

協力の下で感染防止対策を実施することをお願いいたします。 

また、神奈川県において取り組んでおります、「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」への

ご協力をお願いしてまいります。 

さらに、ホールを使って事業を行う利用者は、利用に当たって参加者の住所、氏名及び連

絡先を把握し、できる限り名簿の作成に協力していただきます。参加者に対して、こうした

情報が必要に応じて保健所等の公的機関へ提供されることを事前に周知していただきます。  

当ガイドライン基準に基づき客席を利用する場合の感染防止対策は、原則として主催者

様の責任で実施し、入場者に対しては、来館日時についてご自身での把握・記録をしていた

だくようお願いしてまいります。 

一定の対応をしたにも係らず感染が疑われる人が発生した場合は、速やかに文化会館事

務所に連絡することをお願いするとともに、利用後に感染が疑われる人が発生したことが

判明した場合は、保健所等の公的機関による聞き取りに協力し、必要な情報提供を行ってい

ただきます。 
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【大・小ホール利用のガイドライン】 

  

大・小ホール利用に際しては、次の各ステージの考え方に基づき、ご利用をお願いいたし

ます。 

なお、新型コロナウィルスの全国での感染状況、さらに神奈川県内及び茅ヶ崎保健所管内

の感染状況などにより、茅ヶ崎市との協議の中でステージを変更する場合もあります。 

 

＜第３ステージ＞ ～ ６月３０日（火） 

 

○ 新型コロナウィルス感染症等の感染症拡大防止に伴う利用停止 

・茅ヶ崎市による休館要請があった場合の措置 

 

＜第２ステージ＞ ７月１日（水） ～ ７月３１日（金） 

 

ただし、７月３１日（金）までの間に、市民文化会館の利用者から新型コロナウィル

ス感染症の陽性者が出た場合は、その日以降の利用は一時中止いたします。 

また、新型コロナウィルスの全国での感染状況、さらに神奈川県内及び茅ヶ崎保健所

管内の感染状況などによっては、第２ステージの期間延長も検討します。 

 

○ 各ホール１日当たり、１団体または個人での利用のみとします。 

  ➀このステージでは大・小ホールとも、昼間区分内（９時から１７時）での利用に

限定します。 

②舞台の利用（出演者・スタッフ等）は、利用人数に制限は設けませんが、楽屋各

諸室の定員を参考に利用にあたりましては密にならないよう注意していただく

とともに、マスクを着用し、こまめな手洗い・手指消毒等をお願いいたします。 

出演者等の入れ替えは可能といたしますが、入館に際しては、主催者様の責任で

検温、手洗い、手指の消毒、マスク着用を徹底し、特に熱のある人の入館はお断

りしてください。 

③当日参加の舞台利用者（出演者・スタッフ等）の名簿（日時・住所・氏名・連絡

先）を作成（用紙配布）し、代表者の方は、２週間保管してください。 

④客席を利用することができますが、大ホールは１階席のみの利用といたします。 

⑤このステージでの客席の暫定上限定員は、大ホールは５００人、小ホールは  

２００人といたします。また、客席への入場に際しては、主催者様による検温、

手洗い、手指の消毒、マスク着用を徹底し、特に熱のある人の入場はお断りして
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ください。 

    ⑥合唱（コーラス）、カラオケ、ダンス等、密接及び飛沫感染のリスクの高い催し

物での利用は、感染予防対策を十分にお願いいたします。また、マスクをしない

で客席において歌を歌うことや大きな発声、声援などの行為はおやめください。 

    ⑥新型コロナウィルス感染防止の観点から楽屋のごみ箱は撤去いたしますので、

舞台利用者（出演者・スタッフ等）が排出するごみにつきましては、主催者様の

責任でお持ち帰りください。 

 

 

ただし、８月３１日（月）までの間に、市民文化会館の利用者から新型コロナウィル

ス感染症の陽性者が出た場合は、その日以降の利用は一時中止いたします。 

また、新型コロナウィルスの全国での感染状況、さらに神奈川県内及び茅ヶ崎保健所

管内の感染状況などによっては、第１ステージの期間延長または第２ステージへの戻

り変更も検討いたします。 

なお、この期間に暫定定員を超える（大ホールは１,０００人程度、小ホールは３０

０人程度、ともに定員の８０％程度）事業を試行的に昼・夜間区分の中で実施し、９月

以降に向けた対応の検証を行います。 

 

○ 各ホール１日当たり、複数の団体または個人での利用を可能とします。 

   ➀大・小ホールとも昼間区分内（９時から１７時）での利用に加え、このステージ

では夜間区分（１８時から２２時）の利用を可能といたしますが、夜間区分の利

用は本番に向けた準備等の場合に限定し、利用時間は②のとおりといたします。 

   ②このステージでは、夜間は２０時までの利用に限らせていただきますが、準備の

都合により２０時までの退館が不可能な場合は、事前にスケジュールを提出し

て許可を得てください。 

③舞台の利用（出演者・スタッフ等）は、利用人数に制限は設けませんが、楽屋各

諸室の定員を参考に利用にあたりましては密にならないよう注意していただく

とともに、マスクの着用、こまめな手洗い・手指消毒等をお願いいたします。 

出演者等の入れ替えは可能といたしますが、入館に際しては、主催者様の責任で

検温、手洗い、手指の消毒、マスク着用を徹底し、特に熱のある人の入館はお断

りしてください。 

④当日参加の舞台利用者（出演者・スタッフ等）の名簿（日時・住所・氏名・連絡

先）の作成は求めませんが、各自の行動記録として来館したことを記録しておい

てください。 
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⑤客席は大ホールの１・２階席ともご利用いただけることといたしますが、このス

テージでは暫定上限定員を大ホールは７００人、小ホールは２５０人でお願い

いたします。また、客席への入場に際しては、主催者様による検温、手洗い、手

指の消毒、マスク着用を徹底し、特に熱のある人の入場はお断りしてください。 

⑥合唱（コーラス）、カラオケ、ダンス等、密接及び飛沫感染のリスクの高い催し

物での利用は、感染予防対策を十分にお願いいたします。また、マスクをしない

で客席において歌を歌うことや大きな発声、声援などの行為はおやめください。 

⑦新型コロナウィルス感染防止の観点から楽屋のごみ箱は撤去いたしますので、

舞台利用者（出演者・スタッフ等）が排出するごみで一時的に廃棄するために必

要な場合につきましては、事前打ち合わせ時にお申し出ください。なお、排出さ

れたごみは、主催者様の責任でお持ち帰りください。 

 

＜０ステージ＞ ９月１日（火） ～ 

 

○ 従来の利用に戻しますが、新型コロナウィルス感染状況等により０ステージへ

の移行が難しい場合は、改めて検討の上お知らせいたします。 

    

 ➀新型コロナウィルス感染防止に注意を払い、適切な防止対策をお願いいたしま

す。 

    ②新型コロナウィルス感染防止の観点から楽屋のごみ箱は撤去いたしますので、

舞台利用者（出演者・スタッフ等）が排出するごみで一時的に廃棄するために必

要な場合につきましては、事前打ち合わせ時にお申し出ください。なお、排出さ

れたごみは、主催者様の責任でお持ち帰りください。 
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〖展示室〗 

 

展示室につきましては、「三つの密」を回避していただくことをお願いしてまいります。

大・小ホールと同様、不特定多数の来館者を想定する必要があります。それぞれの展示室の

控室を利用する場合は、大変狭い空間ですので「三つの密」の回避を徹底していただきます。 

展示作品等の設置準備や見学のためご来館いただいた方々には、マスク等の着用及び主

催者様による注意喚起と手指の消毒をお願いしてまいります。 

また、直接手で触れることができる展示物は感染リスクが高いので展示物には手を触れ

ないことを原則とし、飲食物の提供や身体へ触れる行為などの催しは禁止とさせていただ

きます。 

主催者様には、展示室ごとの人数制限や、特定の展示作品の前に大勢の人が滞留しないた

めの対応をお願いいたします。来場された人の記名を求める場合は、筆記用具の消毒を行っ

てください。 

文化会館の展示室は、催し物によっては不特定多数の方が不定期に来館されるため、検温

等の対応が難しく、さらに、展示室は利用日数が複数日となることが多く、日々の消毒をど

のように行うか主催者様との協議が必要となります。 

また、感染者の発生が確認された場合、保健所等の指導による展示室等の消毒が行われる

場合を想定し、露出展示されている展示物や展示ケースへの悪影響に備え、あらかじめ展示

物や展示ケースと来館者との距離を長めに設定するなど動線の検討をお願いいたします。 

 

【文化会館展示室利用のガイドライン】 

 

＜第３ステージ＞ ～６月３０日（火） 

 

○ 新型コロナウィルス感染症等の感染症拡大防止に伴う利用停止 

・茅ヶ崎市による休館要請があった場合の措置 

 

＜第２ステージ＞ ７月１日（水） ～ ７月３１日（金） 

 

ただし、７月３１日（金）までの間に、市民文化会館の利用者から新型コロナウィル

ス感染症の陽性者が出た場合は、その日以降の利用は一時中止いたします。 

また、新型コロナウィルスの全国での感染状況、さらに神奈川県内及び茅ヶ崎保健所

管内の感染状況などによっては、第２ステージの期間延長も検討します。 
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○ 午前、午後区分での利用を可能とします。このステージでは夜間区分の利用はでき

ません。 

➀このステージでは昼間区分内（９時から１７時）での利用に限定いたします。 

午前区分が、９時から１２時まで、午後区分が、１３時から１７時まで、昼間区分

が、９時から１７時までとなります。午前区分のみの利用の場合、規定より３０分

早く終了していただきますが、清掃後の消毒作業に係る時間を取らせていただき

ますのでご了承ください。昼間区分での利用の場合は、１７時以降に清掃・消毒を

行います。 

②このステージでの定員（一度に入室できる最大人数）は、どのような団体、グルー

プであっても利用施設面積をソーシャルディスタンスの４㎡で割った数値を（小

数点以下切り捨て）スタッフと見学者の合計利用人数の上限の暫定定員といたし

ます。 

   なお、共有スペースの面積は人数にカウントしません。 

Ａ室のみ利用     １８人 

Ｂ室のみ利用     １４人 

Ｃ室のみ利用     ２８人 

Ａ・Ｂ室の利用    ３２人 

Ｂ・Ｃ室の利用    ４２人 

Ａ・Ｂ・Ｃ室全て利用 ６０人 

③利用日ごとに主催者（スタッフ等）の名簿（日時・住所・氏名・連絡先）を作成（用

紙配布）し、代表者の方は、２週間保管してください。 

 

 

ただし、８月３１日（月）までの間に、市民文化会館の利用者から新型コロナウィル

ス感染症の陽性者が出た場合は、その日以降の利用は一時中止いたします。 

また、新型コロナウィルスの全国での感染状況、さらに神奈川県内及び茅ヶ崎保健所

管内の感染状況などによっては、第１ステージの期間延長または第２ステージへの戻

り変更も検討します。 

 

○ 利用区分ごとの利用を可能としますが、夜間区分につきましては、２０時までの利

用といたします。 

➀このステージから昼間区分内（９時から１７時）での利用に加え、夜間区分（１８

時から２２時）の利用を可能といたしますが、夜間区分での利用は、２０時までと

いたします。 
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午前区分が、９時から１２時まで、午後区分が、１３時から１７時まで、夜間区分

が１８時から２０時まで、昼間区分が、９時から１７時まで、昼夜区分が１３時か

ら２０時まで、全日区分が９時から２０時までとなります。午前区分の利用の場合、

規定より３０分早く終了していただきますが、清掃後の消毒作業に係る時間を取

らせていただきますのでご了承ください。昼間区分での利用の場合は、１７時以降

に清掃・消毒を行いますが、夜間区分での利用がある場合は、２０時以降に清掃・

消毒を行います。 

②このステージでも定員（一度に入室できる最大人数）は、どのような団体、グルー

プであっても利用施設面積をソーシャルディスタンスの４㎡で割った数値を（小

数点以下切り捨て）スタッフと見学者の合計利用人数の上限の暫定定員とします。 

   なお、共有スペースの面積は人数にカウントしません。 

Ａ室のみ利用     １８人 

Ｂ室のみ利用     １４人 

Ｃ室のみ利用     ２８人 

Ａ・Ｂ室の利用    ３２人 

Ｂ・Ｃ室の利用    ４２人 

Ａ・Ｂ・Ｃ室全て利用 ６０人 

③このステージでの夜間区分は利用開始時間３０分繰り下げ、終了時間を２０時と

させていただきますので基本使用料を通常料金の半額といたします。 

④利用日ごとの主催者（スタッフ等）の名簿の作成は求めませんが、各自の行動記録

として来館したことを記録しておいてください。 

 

＜０ステージ＞ ９月１日（火） ～ 

    

○ 従来の利用に戻しますが、新型コロナウィルス感染状況等により０ステージへ

の移行が難しい場合は、改めて検討の上お知らせいたします。 
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〖会議室〗 

 

会議室の利用に関しましては、当面の間は定員の５０％以下での利用をお願いしてまい

ります。別添資料「各貸室換気能力」にあるように、各会議室は、熱交換型換気システムに

よって常時換気ができる構造となっています。しかしながら、より安心して利用していただ

くために、午前区分では終了時間を３０分早めていただき、終了後の清掃・消毒時間とさせ

ていただきますのでご協力をお願いいたします。 

また、第１ステージでは、夜間区分の利用を開始いたしますが、開始時間を３０分繰り下

げ、終了時間を２０時までとさせていただきます。なお、このステージでの夜間利用料金は、

規定の５０％減免といたします。 

 

【会議室利用のガイドライン】 

 

＜第３ステージ＞ ～６月３０日（火） 

 

○ 新型コロナウィルス感染症等の感染症拡大防止に伴う利用停止 

・茅ヶ崎市による休館要請があった場合の措置 

 

＜第２ステージ＞ ７月１日（水） ～ ７月３１日（金） 

 

ただし、７月３１日（金）までの間に、市民文化会館の利用者から新型コロナウィル

ス感染症の陽性者が出た場合は、その日以降の利用は一時中止いたします。 

また、新型コロナウィルスの全国での感染状況、さらに神奈川県内及び茅ヶ崎保健所

管内の感染状況などによっては、第２ステージの期間延長も検討いたします。 

 

○ 午前、午後区分の利用を可能とします。夜間区分の利用はできません。 

➀ただし、このステージでは、清掃・消毒のため午前区分は、９時から１２時までと

させていただきます。利用時間は、午前区分が、９時から１２時まで、午後区分が、

１３時から１７時まで、昼間区分が、９時から１７時までとなります。 

②各会議室とも定員の５０％以下の人数での利用といたします。 

椅子の数を減らしております。利用に際しては、隣の席は空けるなどして密になら

ないようにお願いいたします。 

③利用者の入れ替えは可能といたしますが、利用者人数は常時②の定員を超えない
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ようにお願いいたします。利用に際しては、検温、手洗い、手指の消毒、マスク着

用を徹底し、特に熱のある人の利用はお断りしてください。 

④利用者の名簿（日時・住所・氏名・連絡先）を作成し、代表者の方は、２週間保管

してください。 

 

 

ただし、８月３１日（月）までの間に、市民文化会館の利用者から新型コロナウィル

ス感染症の陽性者が出た場合は、その日以降の利用は一時中止いたします。 

また、新型コロナウィルスの全国での感染状況、さらに神奈川県内及び茅ヶ崎保健所

管内の感染状況などによっては、第１ステージの期間延長または第２ステージへの戻

り変更も検討いたします。 

 

○ 利用区分ごとの利用を可能としますが、夜間区分につきましては、２０時までの利

用といたします。 

➀このステージから夜間区分での利用も可能といたしますが、８月３１日までは２

０時までの利用といたします。 

利用時間は、午前区分が、９時から１２時まで、午後区分が、１３時から１７時ま

で、夜間区分が１８時から２０時まで、昼間区分が、９時から１７時まで、昼夜区

分が１３時から２０時まで、全日区分が９時から２０時までとなります。 

②定員の５０％以下での利用を原則といたしますが、８０％以下の人数であれば利

用を可能といたします。 

③利用者の入れ替えは可能といたしますが、利用者人数は常時②の定員を超えない

ようにお願いいたします。利用に際しては、検温、手洗い、手指の消毒、マスク着

用を徹底し、特に熱のある人の利用はお断りしてください。 

④利用者の名簿の作成は求めませんが、各自の行動記録として来館したことを記録

しておいてください。 

⑤このステージでの夜間区分は利用開始時間３０分繰り下げ、終了時間を２０時と

させていただきますので基本使用料を通常料金の半額といたします。 

 

＜０ステージ＞ ９月１日（火） ～ 

  

○ 従来の利用に戻しますが、新型コロナウィルス感染状況等により０ステージへ

の移行が難しい場合は、改めて検討の上お知らせいたします。 
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〖練習室〗 

 

会議室と同様の対応といたします。 

練習室の各諸室も常時換気ができる構造となっておりますが、窓がありませんので、密

接・密集状況を避けるうえで、１人につき４平方メートル以上の空間を確保（各諸室の面積

を４で割った数値（小数点以下切り捨て）が上限定員）してください。 

また、合唱（コーラス）、ダンス、体操等につきましては、飛沫感染の危険や密接な状況

での利用が想定されます。利用にあたりましては、十分な感染防止対策を講ずるようお願い

をいたします。 

 

【練習室利用のガイドライン】 

 

＜第３ステージ＞ ～６月３０日（火） 

 

○ 新型コロナウィルス感染症等の感染症拡大防止に伴う利用停止 

・茅ヶ崎市による休館要請があった場合の措置 

 

＜第２ステージ＞ ７月１日（水） ～ ７月３１日（金） 

 

ただし、７月３１日（金）までの間に、市民文化会館の利用者から新型コロナウィル

ス感染症の陽性者が出た場合は、その日以降の利用は一時中止いたします。 

また、新型コロナウィルスの全国での感染状況、さらに神奈川県内及び茅ヶ崎保健所

管内の感染状況などによっては、第２ステージの期間延長も検討いたします。 

 

○ 午前、午後区分の利用を可能とします。夜間区分の利用はできません。 

  ➀このステージでは昼間区分内（９時から１７時）での利用に限定いたします。 

利用時間は、午前区分が、９時から１２時まで、午後区分が、１３時から１７時ま

で、昼間区分が、９時から１７時までとなります。 

②このステージでの定員は、どのような団体、グループであっても利用施設面積をソ

ーシャルディスタンスの４㎡で割った数値を（小数点以下切り捨て）利用人数の上

限の暫定定員とします。 

    練習室５・６の面積は、畳１畳１.６５㎡と計算し、１部屋２４㎡とします。 

練習室１  ２４人 
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練習室２  ２０人 

練習室３   ８人 

練習室４   ９人 

練習室５   ６人 

練習室６   ６人 

③利用者の入れ替えは可能といたしますが、利用者人数は常時②の定員を超えない

ようにお願いいたします。利用に際しては、検温、手洗い、手指の消毒、マスク着

用を徹底し、特に熱のある人の利用はお断りしてください。 

④利用者の名簿（日時、住所、氏名、連絡先）を作成し、代表者の方は、２週間保管

してください。 

 

 

ただし、８月３１日（月）までの間に、市民文化会館の利用者から新型コロナウィル

ス感染症の陽性者が出た場合は、その日以降の利用は一時中止いたします。 

また、新型コロナウィルスの全国での感染状況、さらに神奈川県内及び茅ヶ崎保健所

管内の感染状況などによっては、第１ステージの期間延長または第２ステージへの戻

り変更も検討いたします。 

 

○ 利用区分ごとの利用を可能としますが、夜間区分につきましては、２０時までの利

用といたします。 

➀このステージから夜間区分での利用も可能といたしますが、８月３１日までは 

２０時までの利用といたします。 

利用時間は、午前区分が、９時から１２時まで、午後区分が、１３時から１７時ま

で、夜間区分が１８時から２０時まで、昼間区分が、９時から１７時まで、昼夜区

分が１３時から２０時まで、全日区分が９時から２０時までとなります。 

②このステージにおきましても暫定定員を設けさせていただきますが、原則として

第２ステージと同数といたします。ただし、練習室１につきましては、ミニホール

としての利用もあることから、合唱（コーラス）、ダンス、体操等、飛沫感染の危

険や密接な状況での利用を除き６０人までの利用を可能とします。 

練習室１ ６０人（条件あり） 

練習室２ ２０人 

練習室３  ８人 

練習室４  ９人 

練習室５  ６人 
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練習室６  ６人 

③利用者の入れ替えは可能といたしますが、利用者人数は常時②の定員を超えない

ようにお願いいたします。利用に際しては、検温、手洗い、手指の消毒、マスク着

用を徹底し、特に熱のある人の利用はお断りしてください。 

④利用者の名簿の作成は求めませんが、各自の行動記録として来館したことを記録

しておいてください。 

⑤このステージでの夜間区分は、終了時間を２０時とさせていただきますので基本

使用料を通常料金の半額といたします。 

 

＜０ステージ＞ ９月１日（火） ～ 

  

○ 従来の利用に戻しますが、新型コロナウィルス感染状況等により０ステージへ

の移行が難しい場合は、改めて検討の上お知らせいたします。 

 

➀定員の設定は撤廃いたしますが、第１ステージでのご利用人数を参考に、あまり

多くならないようご協力をお願いいたします。 
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【茅ヶ崎市美術館】 

 

美術館は、構造上、手洗いの場所が極端に少なく、さらに建物の中に入り込まなければ

その場所に到達できないという課題があります。風除室内の消毒・除菌だけで対応が十分

であるかどうかの検証が必要と考えます。美術館につきましては、美術館にふさわしい消

毒が非常に重要となってきますので、早急に対応を検討いたします。 

なお、企画展の内容は、当初、４月１９日からの開催を予定しておりました「國領經郎

展」を開催し、９月１２日からは、予定している茅ヶ崎ホノルル市・郡姉妹都市提携５周

年記念事業「ヴィンテージアロハシャツ展」を開催してまいります。 

「國領經郎展」は、７月１日（水）から８月３１日（日）までの開催を予定しておりま

す。 

 

〖展示室〗 

 

・美術館展覧会事業 

展覧会の実施に際して講ずるべき具体的な対策といたしましては、人との接触を避

け、対人距離を確保することが前提となります。そのためには、入館可能時間や入館可

能な人数の制限、大人数での来館の制限などを検討する必要があります。 

また、場合によっては完全予約制の導入についての検討も考えられます。「リスク評

価」の結果、具体的な対策を講じても十分な対応ができないと判断された場合は、展覧

会は中止といたします。同様に第三者に展示室を貸し出し、実施される展覧会の開催に

ついても、当該展覧会の主催者に対して開催の中止若しくは自粛を求めます。 

また、感染者の発生が確認された場合、保健所等の指導による展示室等の消毒が行わ

れる場合を想定し、露出展示されている展示物や展示ケースへの悪影響に備え、あらか

じめ展示物や展示ケースと来館者との距離を長めに設定するなど動線を検討する必要

があります。 

 

【美術館展示室利用のガイドライン】 

 

美術館は、文化会館とは違い施設に定員という概念がありません。しかしながら、この度

の新型コロナウィルス感染予防の観点からは、再開に際して定員という形で入館者数を制
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限することに加え、場合によっては入館時間を制限することも必要になると考えておりま

す。 

同時に入館できる定員といたしましては、ソーシャルディスタンスの考え方に基づき、人

との間隔が２ｍ四方確保できるよう人数制限をしてまいりたいと考えております。 

美術館の展示室等の広さは、展示室１が２１１.９９㎡、展示室２が１６９.７２㎡、展示

室３が７５.０４㎡、図書コーナー・エントランスホールが２３４.８５㎡の計６９１.６㎡で

す。このうち、図書コーナー・エントランスホールの２３４.８５㎡を除いた４５６.７５㎡、

この面積を４㎡で除した１１０人を同時入館の最大人数といたします。 

また、アトリエにつきましては、８月３１日までの間は、貸出はいたしません。 

入館待ちのため、美術館の外に列ができてしまう状態になった場合は、入館時間の制限

（例えば、１時間以内での観覧など）を設けるなどの対応を行ってまいります。 

また、施設の構造上、美術館での手洗いスペースは、入口付近の受付前を通り過ぎ、建物

の中に入り込まないと到達できないようになっています（これは、他の公共施設においても

同様ですが）。そのため、美術館では入館時の検温・消毒・マスクの着用が非常に重要と考

えています。美術館のエントランススペース（風除室内）での消毒のご協力をお願いすると

ともに検温・マスクの着用につきましても入館条件とさせていただきますのでご協力をお

願いいたします。 

 

＜第２ステージ＞ ～６月３０日（火） 

 

○ 新型コロナウィルス感染症等の感染症拡大防止に伴う利用停止 

・茅ヶ崎市による休館要請があった場合の措置 

 

＜第１ステージ＞ ７月１日（水） ～ ８月３０日（日） 

ただし、８月３０日（日）までの間に、茅ヶ崎市美術館の入館者から新型コロナウィ

ルス感染症の陽性者が出た場合は、その日以降の入館は一時中止いたします。 

また、新型コロナウィルスの全国での感染状況、さらに神奈川県内及び茅ヶ崎保健所

管内の感染状況などによっては、第１ステージの期間延長の戻り変更も検討いたしま

す。 

 

○ 開館時間内での利用を可能とします 

➀美術館の最大入館人数に関しては、図書コーナー・エントランスホールの面積を除き

１人につき４㎡以上の空間の確保を原則といたします。 

展示室１       ５０人 

展示室２       ４０人 

展示室３       ２０人 
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展示室１・２・３  １１０人 

※ 状況によっては、入館制限をさせていただきます。 

※ アトリエ    ８月３０日（日）まで利用できません 

 

＜０ステージ＞ 

    

○ 従来の利用に戻しますが、新型コロナウィルス感染状況等により０ステージへの

移行が難しい場合は、改めて検討の上お知らせいたします。 
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【茶室書院 松籟庵】 

 

 松籟庵につきましては、他の施設と同様、市の方針に従い６月末日まで休館としたため、

すでに利用予定の方々にはキャンセル対応の連絡をしております。件数的にはそれほど多

くないため、開館日が決定したら個別に連絡し、利用の有無を確認することは可能と考えま

す。 

 しかしながら、７月からの利用者抽選会が休館の影響で実施できておりませんので、まず

は抽選会の日程を決定し、通常の貸館業務に戻すことが適当であると考えます。 

 松籟庵につきましては、茶室が四畳半、書院が八畳二間ですが、茶室が四畳半と狭いため、

茶室を除いた書院のみの利用を可能とし、最大の暫定定員を１０人とさせていただきます。    

また、１０人を超えない範囲であれば利用者が入れ替わることは可能といたしますが、検

温、手洗い、手指の消毒、マスクの着用を徹底し、熱のある人のご利用はお断りしてくださ

い。利用後までに利用者の名簿（日時、住所、氏名、連絡先）を作成し、代表者の方は、２

週間保管してください。 

 

【松籟庵利用のガイドライン】 

 

＜第２ステージ＞ ～６月３０日（火） 

 

○ 新型コロナウィルス感染症等の感染症拡大防止に伴う利用停止 

・茅ヶ崎市による休館要請があった場合の措置 

 

＜第１ステージ＞ ７月１日（水） ～ ８月３０日（日） 

  ○ 原則、８月３０日まで（書院のみ利用可） 

    ➀全日区分でのご利用のみとします（一日１組、９時から１６時３０分）。 

     利用があった日の翌日は清掃・消毒のため、利用できません。 

 

＜０ステージ＞ ９月１日（火） ～ 

 

○ 従来の利用に戻しますが、新型コロナウィルス感染状況等により０ステージへの

移行が難しい場合は、改めて検討の上お知らせいたします。 

 



マスク等着用・検温の実施・手洗い・うがい・手指消毒の実践

第２ステージ 第１ステージ ０ステージ

　利用可、１・２階席とも　７００人まで

　マスク等着用（必須）

⑦ゴミ箱撤去

　主催者持ち帰り

　※新型コロナウィルス感染状況により、

　　０ステージへの移行が難しい場合は、

　　改めて検討の上お知らせいたします。

➀感染防止対策

　主催者で対応

②ゴミ箱撤去

　５００人まで

⑥客席での歌・発声・声援

　９：００　～　２０：００

　各自で記録

⑤客席利用及び入場者数

　主催者持ち帰り

通常の利用を予定

　マスク着用（必須）

⑦ゴミ箱撤去

　主催者持ち帰り

　９：００　～１７：００

➀利用可能時間（１日１団体又は個人）

②舞台の利用人数

　制限なし（三密の回避）

③舞台利用者の名簿

　作成・２週間保管（主催者）

④客席利用

　利用可、１階席のみ

⑤客席入場者数

⑥客席での歌・発声・声援

茅ヶ崎市民文化会館　大ホール

大ホール

７月 ８月 ９月以降

➀利用可能時間

②夜間準備時間の延長

　相談

③舞台利用人数

　制限なし（三密の回避）

④舞台利用者の名簿



マスク等着用・検温の実施・手洗い・うがい・手指消毒の実践

第２ステージ 第１ステージ ０ステージ

　※新型コロナウィルス感染状況により、

　　０ステージへの移行が難しい場合は、

　　改めて検討の上お知らせいたします。

　主催者で対応

②ゴミ箱撤去

　主催者持ち帰り

②夜間準備時間の延長

　制限なし（三密の回避） 　相談

　９：００　～　２０：００

⑦ゴミ箱撤去 ⑦ゴミ箱撤去

　主催者持ち帰り 　主催者持ち帰り

➀感染防止対策

⑥客席での歌・発声・声援

⑤客席利用

　２００人まで 　利用可、２５０人まで

　作成・２週間保管（主催者） 　制限なし（三密の回避）

④客席利用 ④舞台利用者の名簿

　９：００　～１７：００

②舞台の利用人数

茅ヶ崎市民文化会館　小ホール

小ホール

７月 ８月 ９月以降

通常の利用を予定

⑥客席での歌・発声・声援

　マスク等着用（必須） 　マスク等着用（必須）

　利用可 　各自で記録

⑤客席入場者数

➀利用可能時間（１日１団体又は個人） ➀利用可能時間

③舞台利用者の名簿 ③舞台利用人数



③夜間区分料金

　通常の半額

④利用者の名簿

　各自で記録

マスク等着用・検温の実施・手洗い・うがい・手指消毒の実践

第２ステージ 第１ステージ ０ステージ

　※新型コロナウィルス感染状況により、

　　０ステージへの移行が難しい場合は、

　　改めて検討の上お知らせいたします。

　昼夜区分      13：00　～　20：00

　Ａ・Ｂ・Ｃ室　　６０人 　Ａ・Ｂ室　　　　３２人　

③主催者の名簿 　Ｂ・Ｃ室　　　　４２人

　作成・２週間保管（主催者） 　Ａ・Ｂ・Ｃ室　　６０人

　Ａ・Ｂ室　　　　３２人　 　Ｂ室のみ　　　　１４人

　Ｂ・Ｃ室　　　　４２人 　Ｃ室のみ　　　　２８人

　全日区分        9：00　～　20：00

　Ｂ室のみ　　　　１４人 ②利用人数

　Ｃ室のみ　　　　２８人 　Ａ室のみ　　　　１８人

　午前区分        9：00　～　12：00

　Ａ室のみ　　　　１８人

　昼間区分        9：00　～　17：00 　夜間区分      18：00　～　20：00

　夜間区分　　利用不可 　昼間区分        9：00　～　17：00

　午後区分      13：00　～　17：00 　午後区分      13：00　～　17：00

②利用人数

通常の利用を予定

　午前区分        9：00　～　12：00

➀利用可能時間（9：00  ～  17：00） ➀利用可能時間（9：00  ～  20：00）

７月 ８月 ９月以降

茅ヶ崎市民文化会館　展示室

展示室



　第５会議室　　７人以下

　昼夜区分      13：00　～　20：00

　全日区分        9：00　～　20：00

②利用人数（定員の５０％以下）

　大会議室　　４１人以下

　第１会議室　１８人以下 ②利用人数（定員の８０％以下）

　大会議室　　６５人以下

　第１会議室　２８人以下

　第２会議室　２８人以下

　第３会議室　１９人以下

　第２会議室　１８人以下

　第３会議室　１２人以下

　第４会議室　１５人以下

　午後区分      13：00　～　17：00

③利用者の入れ替え

マスク等着用・検温の実施・手洗い・うがい・手指消毒の実践

第１ステージ ０ステージ第２ステージ

通常の利用を予定➀利用可能時間（9：00  ～  20：00）

　午前区分        9：00　～　12：00

　作成・２週間保管（主催者） 　可能、常時②の人数以下 　　　通常の半額

④利用者の名簿

　第４会議室　２４人以下 　　④利用者の名簿

　第５会議室　１１人以下 　　　各自で記録

③利用者の入れ替え 　　⑤夜間区分料金

　可能、常時②の人数以下

　昼間区分        9：00　～　17：00

　夜間区分　　利用不可

　※新型コロナウィルス感染状況により、

　　０ステージへの移行が難しい場合は、

　　改めて検討の上お知らせいたします。

　午後区分      13：00　～　17：00

茅ヶ崎市民文化会館　会議室

会議室

７月 ８月 ９月以降

　夜間区分      18：00　～　20：00

　昼間区分        9：00　～　17：00

➀利用可能時間（9：00  ～  17：00）

　午前区分        9：00　～　12：00



　練習室５　　　６人以下

　練習室６　　　６人以下

　練習室２　　２０人以下

　練習室３　　　８人以下

　練習室４　　　９人以下

　　④利用者の名簿

　　　各自で記録

　午後区分      13：00　～　17：00

　昼間区分        9：00　～　17：00

③利用者の入れ替え

　※新型コロナウィルス感染状況により、

　　０ステージへの移行が難しい場合は、

　　改めて検討の上お知らせいたします。

④利用者の名簿

➀利用可能時間（9：00  ～  20：00）

　午前区分        9：00　～　12：00

　午後区分      13：00　～　17：00

　夜間区分      18：00　～　20：00

マスク等着用・検温の実施・手洗い・うがい・手指消毒の実践

➀利用可能時間（9：00  ～  17：00）

　午前区分        9：00　～　12：00

第２ステージ 第１ステージ ０ステージ

　練習室３　　　８人以下

　全日区分        9：00　～　20：00

②利用人数

　練習室１　　６０人以下（条件あり）

　昼間区分        9：00　～　17：00

　昼夜区分      13：00　～　20：00

通常の利用を予定

茅ヶ崎市民文化会館　練習室

　作成・２週間保管（主催者） 　可能、常時②の人数以下 　　　通常の半額

練習室

７月 ８月 ９月以降

　　⑤夜間区分料金

　練習室４　　　９人以下

　練習室５　　　６人以下

　練習室６　　　６人以下

③利用者の入れ替え

　可能、常時②の人数以下

　夜間区分　　利用不可

②利用人数

　練習室１　　２４人以下

　練習室２　　２０人以下



体育施設ご利用に係るお願い及び対応について 

 

茅ヶ崎市の体育施設（屋内施設・屋外施設）は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のた

め６月３０日まで利用中止としておりましたが、緊急事態宣言の解除に伴い屋外施設は 6

月 20 日から、屋内施設は 7 月 1 日から利用が再開されることになりました。茅ヶ崎市文

化・スポーツ振興財団が管理する茅ヶ崎市の体育施設では、令和２年５月１４日付スポーツ

庁発出の「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に沿って体育施設を再

開してまいります。利用者の皆さまにはご不便をおかけするところが生じますが、施設を継

続して安全にご利用いただくため、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１ 利用に当たってお願いしたい基本的事項 

① 以下の事項に該当する場合は、自主的に利用を見合わせてくださるようお願いします。 

※利用当日に 書面で確認を行わせていただきます 

  ア 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

  イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

  ウ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている 国、地

域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

② マスクの持参をお願いします。（受付時や着替え時等のスポーツを行っていないとき、 

会話をする際にはマスクの着用をお願いします） 

③ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をお願いします。 

④ 他の利用者、施設管理者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上）の確保をお願いし

ます。ただし、障がいのある方の誘導や介助を行う場合を除きます。  

⑤ 利用中に大きな声で会話、応援等をしないようにお願いします。 

⑥ 利用者が密な状態になるおそれがある場合は、入場制限を行うことがあります。その他、 

感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置の遵守、施設管理者の指示に従って

くださるようお願いします。 

⑦ 利用終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、施設管理者に

対して速やかに濃厚接触者の有無等を含めて報告をお願いします。  

 

２  利用当日のお願い事項 

（１） 体調等に係るチェックリスト（感染防止対策チェックリスト）の記入・提出 

体育施設を利用する前に施設受付で体調等に係る「チェックリスト」（感染防止対策チェ

ックリスト）を記入のうえ提出していただきます。複数(団体)で施設利用される場合は、

代表者が参加者全員(保護者等を含む)の状況を「チェックリスト」でご確認いただき提出

していただきます。なお、代表者は当日の参加者を紙等に記録して（参加者名簿を作成し

て）保管をお願いします。（保管期間は利用日から概ね３週間程度。サンプル書式は施設



受付に用意してあります。）施設利用者に新型コロナウィルス感染症の疑いがある方が発

生した場合には、保健所等関係機関の要請により情報提供をお願いする場合があります。

いただいた個人情報は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のために利用させていただ

き、その他の目的で利用することはありません。 

なお、ご記入いただく「チェックリスト」の内容は以下のとおりです。 

① 利用者（代表者）氏名、住所、連絡先電話番号、利用日、利用時間、利用場所、利用

目的（競技種類等） 

② 利用当日の体温  

③ 利用前２週間における以下の事項の有無  

ア 平熱を超える発熱 

イ 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 

ウ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） 

エ 嗅覚や味覚の異常 

   オ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状 

   カ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触の有無 

   キ 同居家族や身近な知人で感染が疑われる方がいる場合 

   ク 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地

域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合  

   ④ 三つの「密」（密閉・密集・密接）を避けて施設利用することを了解していること 

⑤ 施設利用終了後２週間以内に利用者（本人を含めて団体利用の場合は参加者）が新型

コロナウィルス感染症を発症した場合には施設管理者に速やかに濃厚接触者の有無等

を含めて報告することを了解していること 

 

（２）マスク等の着用 

運動・スポーツ中のマスクの着用は利用者等の判断（※）によりますが、受付、着替え、

スポーツを行っていない間、特に会話する時にはマスクの着用をお願いします。団体にお

いては、施設利用前後のミーティング等においても、三つの密（密閉・密集・密接）を避

けること、また会話時にマスクを着用するなどの感染対策に十分な配慮をお願いします。 

なお、トレーニング室をご利用される方は、感染リスクの高さから原則としてマスク着用

でご利用くださるようお願いします。  

（※）マスク（特に外気を取り込みにくいＮ95 などのマスク）を着用して運動やスポー

ツを行った場合、十分な呼吸ができず人体に影響を及ぼす可能性、また、マスクによる熱

中症のおそれもありますので注意が必要です。  

 

（３）更衣室・シャワー室・ロビー（休憩スペース）の利用 

更衣室やシャワー室は感染リスクが比較的高いと考えられますので、運動前・後の更衣及



び運動後のシャワーはなるべく自宅等で行い、更衣室、シャワー室の利用を極力控えてくだ

さるようお願いします。なお、更衣室・シャワー室を利用する場合には、空いている時間に

利用するなど他の利用者と密にならないよう、また、利用時間がなるべく短時間になるよう

ご協力をお願いします。また、ロビー（休憩スペース）の利用も、感染リスクの高さから当

面の間休止いたします。 

 

（４）換気 

施設諸室においては感染拡大防止のために換気の悪い密閉空間とならないよう十分な換

気を行う必要があります。ドアや窓の開放など外気を常時取り入れる等の換気を行います

のでご協力をお願いします。なお、バドミントン、卓球等外気（風）を嫌う競技種目もあ

りますが、感染リスクを軽減し他の利用者の安全を確保する等の観点もご理解いただき、

ドアや窓の常時開放をご承知おきのうえで施設をご利用くださるようお願いします。 

 

（５）運動・スポーツを行う際の留意点 

利用者の皆様は、感染予防の観点から運動・スポーツをする際、以下についてご留意く

ださるようお願いします。 

 ① 十分な距離の確保 

    運動・スポーツの種類に関わらず、運動・スポーツをしていない間も含め、 感染予防

の観点から、周囲の人となるべく距離（※）を空けてくださるようお願いします。ただ

し、介助者や誘導者の必要な場合はのぞきます。 

なお、強度が高い運動・スポーツの場合は、呼気が激しくなるため、より一層距離を空

ける必要があります。 

  （※）感染予防の観点から、少なくとも２ｍの距離を空けることが適当とされています。 

② 位置取り 

    走る・歩く運動・スポーツにおいては、前の人の呼気の影響を避けるため、 可能であ

れば前後一直線に並ぶのではなく、並走する、あるいは斜め後方に位置取るようにして

ください。 

③ その他 

    ア 運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力行わないようお願いします。 

    イ タオルの共用はしないようお願いします。 

    ウ 飲食については、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離を取って対面を

避け、会話は控えめにお願いします。また、回し飲みはしないようにお願いします。 

   

３ 所属(関係)競技団体等が新型コロナウィルス感染症感染防止に係るガイドラインを策 

 定している場合 

利用者（団体）が所属または関係する競技団体等（例えば「公益財団法人全日本柔 



道連盟」、「公益財団法人日本ソフトテニス連盟」等）が新型コロナウィルス感染症感染防

止に係るガイドラインを策定している場合には、上記「１ 利用に当たってお願いしたい

基本的事項」及び「２ 利用当日のお願い事項」のほか、当該競技団体等が定めるガイド

ラインに準拠した施設利用をお願いします。 

 

４ その他 

(1) 喫煙所の灰皿の撤去について（喫煙所が設置されている施設） 

喫煙所が設置されている施設の灰皿は、感染防止のため当面の間、撤去いたします。喫

煙される方は携帯用「マイ灰皿」を持参していただき、吸い殻はお持ち帰りくださるよ

うお願いします。 

 

(2) 茅ヶ崎市体育館の卓球練習場について 

通常、茅ヶ崎市体育館卓球練習場の「個人使用」は５台の卓球台で運営しておりますが、

感染防止のため、当面の間は４台で運営することといたします。 

 

(3) 茅ヶ崎市総合体育館のトレーニング室について 

トレーニング機器（マシン）を間引き、原則として周囲の方と２ｍの距離を保てるよ 

う運営いたします。室内が密になる場合には入場の制限をさせていただく場合があり

ます。 

 

(4) スポーツ教室について 

茅ヶ崎市総合体育館、茅ヶ崎市体育館及び茅ヶ崎公園野球場会議室等で実施している

スポーツ教室については、茅ヶ崎市主催事業が８月末までは実施されないことから、そ

れに準じた対応とし、本財団としても実施いたしません。また、トレーニング講習会も

同様の対応といたします。 


