
公民館施設の再開に際しての注意事項 

（利用条件と規制の内容に関して） 

 

習志野市公民館の施設再開は、当面次の段階に従って順次再開します。 

各段階への移行時期は、今後の感染状況や国、県の動向によって変更することが有りますので、  

習志野市、指定管理者のホームページなどをご覧ください。 

 

[第１段階] ６月１日（月）から ６月１５日（月）まで 

窓口業務のみ再開します。（開館時間：9:00～17:00） 

● 利用申請の受付 

● 生涯学習相談 

● 印刷機の貸出し 

 

①施設側の対応 

● 窓口にビニールカーテン等を設置し飛沫防止対策を行います。 

● マスク、消毒液、手袋、現金トレーなど物品を使用し直接手渡しなどを行わない様にします。 

● 中央公園駐車場（中央公民館駐車場）を再開します。 

 

②来館者の皆様への制限について 

● 利用者の健康状態を確認するため、公民館受付利用のチェック項目を記入して頂きます。 

記載した氏名や電話番号を保健所に提供する可能性があることご了承ください。 

チェック項目を満たさない項目がある来館者には、入館を断る事が有ります。 

尚、来館者の皆様には、特に「体温は37.5度以下である」「マスクを着用する」等の 

感染防止ルールを遵守していただく様にお願い致します 

 

[第２段階] ６月１６日（火）以降 

第１段階の業務に加え、施設利用を制限付きで再開します。  
開館時間：9:00～21:00ただ利用時間枠には制限が有ります 
 

  ①部屋の使用条件 

● 窓のない部屋と調理室の使用はできません。 

● 体温が37.5度以上（平熱の＋1度以上）ある場合や息苦しさ・つらいだるさ・咳・咽頭痛などの症

状がある方は利用をお断りします。 

● 利用ごとに「公民館利用のチェック項目」を提出してください。 

● 人との距離を常に2メートル以上開けてください。公民館職員が確認に伺うことがあります。 



● 利用人数の上限を変更します。（一人当たり4㎡とします。） 

● 上限人数を超えての利用はできません。参加人数の調整をしてください。 

● 活動中は常にマスクを着用してください。 

● 食事（菓子等も含む）はできません。（水分補給する際は会話をしないでください。） 

● 大声を出す活動、息の上がる活動は行えません。 

● 利用後に各室の消毒を職員が行うため、部屋を利用した直後の時間帯は消毒のため利用を制限しま

す。 

● １時間おきに部屋の換気を行ってください。換気については1時間に1回、館内放送を流し、注意喚

起を行います。 

● 公民館内でお湯を沸かしたり、お茶を入れることはできません。 

● 公民館利用者に感染症が発生した場合の緊急連絡先の把握のため、利用ごとに名簿の提出をお願いし

ます。記載した氏名や電話番号等を保健所に提供する可能性があります。 

● 畳・カーペットは消毒ができないので、利用後は必ず手洗い・手指消毒を行ってください。 

● お手数ですが、筆記用具はできるだけ御持参ください。 

● 部屋（机、いす、ドアノブ、スィッチなど）の消毒は職員が行いますが、消毒するタイミング 

の関係で、以下の様な使用時間枠で再開いたします。 

・7:00～9:00は当面の間、利用不可とさせていただきます。 

・12:00～13:00ならびに17:00～18:00は消毒時間の確保のため、原則利用不可とさせていただきま

す。 

・同じ諸室の午後一、午後二の枠に、別のサークルの予約が入っている場合は、15:00～15:30は消毒の

為の時間を確保をさせて頂きますので15:00～17:00の枠は15:30〜17:30に変更させて頂きます。

その際17:30〜18:00は利用不可となります。 

・21:00～22:00の時間枠は当面の間、利用不可とさせていただきます。 

 

新型コロナウィルス感染防止対策特別時間枠 

〇同じ諸室を一つのサークルが「午後一」「午後二」の枠を続けて使用する場合 

午前 昼 午後一 午後二 夕 夜間 

9:00～12:00 12:00～13:00 13:00～15:00 15:00～17:00 17:00～18:00 18:00～21:00 

利用可 
利用不可 

消毒 
利用可 利用可 

利用不可 

消毒 
利用可 

〇同じ諸室を別のサークルが「午後一」「午後二」を利用する場合 

午前 昼 午後一  午後二 夕 夜間 

9:00～12:00 
12:00～

13:00 

13:00～

15:00 

15:00 

～1５:30 

15:30～

17:30 

17:30～

18:00 

18:00～

21:00 

利用可 
利用不可 

消毒 
利用可 

 

消毒 
利用可 

利用不可 

消毒 
利用可 

 

● ソーシャルディスタンス確保の観点から、各諸室の利用人数の上限を変更します。 

基準は一人当たり４㎡とします。（末尾に一覧表を提示します） 

 



② ロビーの使用について 

   ● 当面の間、使用不可とします 

 

③ 子どもの部屋、及びプラッツ習志野南館「子どもスペース」 

● 子どもの密集・密接が避けられないので休止とします。 

 

 

スポーツ施設の再開に際しての注意事項 

（利用条件と規制の内容に関して） 

 

習志野市公民館の施設再開は、当面次の段階に従って順次再開します。 

各段階への移行時期は、今後の感染状況や国、県の動向によって変更することが有りますので、  

習志野市、指定管理者のホームページなどをご覧ください。 

 

[第１段階]６月１日（月）から６月15日（日）まで 

３密とならない、屋外スポーツ施設の利用を再開します。 

●テニスコート ●野球場 ●多目的広場 ●パークゴルフ場 

①施設管理の対応 

● 窓口に、ビニールカーテン等を設置し飛沫防止対策を行います。 

● マスク、消毒液、手袋、現金トレーなどを使用し、直接手渡しなどを行わない様にします。 

● 混雑が予想される場所に距離の目印を設置します。 

● 参加者の連絡先（氏名、連絡先等）の把握と保存を行います。 

● 貸出用具の消毒を行います。 

● 更衣室、シャワー室は利用中止とします。 

 

②利用者における対応 

● マスクを着用（運動時以外）して頂きます様にお願いします。 

● 体調の管理（当日の検温と体調不調者がいないことの確認）を行います。 

● 連絡先（氏名、連絡先等）を提出して頂きます。 

● 運動・スポーツをしていない間も含め、周囲の人とソーシャルディスタンスの確保をお願  

いします。 

● 大声での発声、声援は行わないで下さい。 

● パークゴルフ場は入場制限（最大36名）を行います。 

● その他、スポーツの特性に応じたガイドラインを遵守して下さい。 

チェック項目を満たさない項目がある人は、施設の利用をお断りする場合があります。 



[第２段階]６月１６日（月）以降 

３密を避けるための以下の基準を遵守してご利用ください。 

 

 

● 中央公園体育館：６月１６日（火）以降（トレーニングルームは除く） 

 

①施設管理の対応 

● 窓口に、ビニールカーテン等を設置し飛沫防止対策を行います。 

● マスク、消毒液、手袋、現金トレーなどを使用し、直接手渡しなどを行わない様にします。 

● 参加者の連絡先（氏名、連絡先等）の把握と保存を行います。 

● 更衣室、シャワー室は利用中止とします。 

● 体育館利用の定員 

全面：50人まで  1/2：25人まで  1/3：17人まで 

●  窓を開放した状態で利用するか30分に1回5分～１０分程度の換気を行う 

 

②利用者における対応 

● 入館時はマスクを着用（運動時以外）して頂きます様にお願いします。 

● 体調の管理（当日の検温と体調不調者がいないことの確認）を行います。 

● 連絡先（氏名、連絡先等）を提出して頂きます。 

● 運動・スポーツをしていない間も含め、周囲の人とソーシャルディスタンスの確保をお願いし

ます。 

※上記の「定員以下」の参加人数での利用をお願いします。 

● 換気を徹底して頂きます。（開放のまま利用するか、30分に1回５～10分程度換気を行う） 

● 大声での発声、声援は行わないで下さい。 

 

※チェック項目を満たさない項目がある人は、施設の利用をお断りする場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公民館諸室の定員に関して 

Ａの欄の人数を定員とします。 

 

＜北館＞ 

 室名 面積 収容人員 A 

３階 

調理室 40.25 14人 10人 

工房1 31.17 15人 8人 

工房２ 31.03 15人 8人 

会議室１ 32.63 20人 8人 

会議室2 31.93 20人 8人 

会議室3 31.23 20人 8人 

1階 

研修室１ 51.97 25人 13人 

研修室２ 51.96 25人 13人 

音楽室１ 83.48 50人 21人 

音楽室２ 50.08 30人 27人 

音楽室３ 30.15 15人 13人 

集会室１ 80.19 50人 20人 

集会室２ 80.19 50人 20人 

集会室３ 80.20 50人 20人 

和室１ 51.70 30人 13人 

和室２ 42.81 25人 11人 

＜南館＞ 

 室名 面積 収容人員 A 

2階 

多目的室1 53.15 25人 13人 

多目的室2 53.15 25人 13人 

多目的室3 30.69 15人 8人 

1階 

調理室2 58.73 30人 15人 

調理室3 28.62 12人 7人 

こどもスペース 182.69 150人 46人 

多目的コーナー 106.73 80人 27人 

 

※A欄について 

人と人の感覚を2メートルあける ⇒ 一人当たり1ｍ四方の面積（4㎡）が必要 

各室の面積を4㎡で除した値を収容人員としたもの 

※取り消し線で消されている部屋は使用できません。 

※子供スペースの利用については、17時～21時までの公民館利用枠のみ利用可能です。 


