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はじめに 

町民会館の利用にあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を図るた

め、「町公共施設の利用に関する基本的な考え方（令和 5 年 2 月 20 日適用）」 

【３ページ参照】を遵守するとともに、「愛知県新型コロナウイルス感染拡大予

防対策指針（2020 年 12 月 29 日変更）」等を参考として、「町民会館個別施設ガ

イドライン」を作成しました。本ガイドラインでは、利用場所ごとに部屋別ガイ

ドラインとして、最低必要とする新型コロナウイルス感染拡大防止対策をまと

めています。 

なお、本ガイドラインに加え、業種別感染拡大予防ガイドラインや各関係団体

が独自に策定したガイドラインも遵守して感染拡大予防を徹底してください。 

利用者の皆様には本ガイドラインを遵守していただき、感染拡大防止対策の

実施にご理解とご協力をお願いいたします。 

今後の感染拡大状況によっては、本ガイドラインの内容を変更する場合があ

ります。 

※ 業種別感染拡大予防ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症対策推進

室（内閣官房）ホームページで公表されています。 

主なガイドラインは次ページのとおりです。  

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/taisakusisin.html
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/taisakusisin.html
https://corona.go.jp/
https://corona.go.jp/
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主な業種別感染拡大予防ガイドライン等 

No. 業 種 ガイドライン等の名称 団体名 

1 公民館 
公民館における新型コロナウイルス感染拡大 

予防ガイドライン 

公益社団法人 

全国公民館連合会 

2 劇場、音楽堂等 
劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス 

感染拡大予防ガイドライン改訂版 

公益社団法人 

全国公立文化施設協会 

3 
クラシック音楽 

公演 

クラシック音楽公演における新型コロナウイ

ルス感染拡大予防ガイドライン 

クラシック音楽公演運営 

推進協議会 

4 舞台芸術公演 
舞台芸術公演における新型コロナウイルス 

感染予防対策ガイドライン 

緊急事態舞台芸術ネット 

ワーク 

5 合唱活動 
合唱活動における新型コロナウイルス感染症 

拡大防止のガイドライン 

一般社団法人 

全日本合唱連盟 

6 音楽コンサート 
音楽コンサートにおける新型コロナウイルス 

感染予防対策ガイドライン 

一般社団法人 

ｺﾝｻｰﾄﾌﾟﾛﾓｰﾀｰｽﾞ協会 

一般社団法人 

日本音楽事業者協会 

一般社団法人 

日本音楽制作者連盟 

7 図書館 
図書館における新型コロナウイルス感染拡大

予防ガイドライン 

公益社団法人 

日本図書館協会 

※ 上記以外の目的で利用する場合の感染拡大予防対策については、施設管理者に

お問い合わせください。 

※ 各種ガイドラインは、常に最新のものを確認してください。 

 

https://kominkan.or.jp/#20200514guide
https://kominkan.or.jp/#20200514guide
https://www.zenkoubun.jp/info/2020/0918covid_19.html
https://www.zenkoubun.jp/info/2020/0918covid_19.html
https://www.classic.or.jp/2020/09/blog-post_18.html
https://www.classic.or.jp/2020/09/blog-post_18.html
https://www.jpasn.net/cn1/2020-09-18.html
https://www.jpasn.net/cn1/2020-09-18.html
https://jcanet.or.jp/index.html
https://jcanet.or.jp/index.html
https://www.acpc.or.jp/activity/newcoronavirus/guidelines.php
https://www.acpc.or.jp/activity/newcoronavirus/guidelines.php
http://www.jla.or.jp/home/news_list/tabid/83/Default.aspx?itemid=5320
http://www.jla.or.jp/home/news_list/tabid/83/Default.aspx?itemid=5320
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町公共施設の利用に関する基本的な考え方 
 

 

★ 新型コロナウィルスの感染拡大を抑止し、町民の皆様の健康を守ることを第

一に下記の感染防止対策の徹底をしております。 

 

● 現在、町公共施設における利用人数制限はありません。 

利用者の皆様におかれましては、利用形態に応じた「業種別ガイドライン」

を参考に感染対策を実施してください。 

 

                       令和５年２月 20日から適用 

感染防止対策 備考 

利用者の健康状況の確認 ・施設利用時に利用責任者の連絡先

等の提出を義務付け 

・発熱者等の入場を制限 

２方向の換気または機械換気 ・屋内施設のみ 

・１時間に２回（５分程度）実施 

マスク着用 

 

・他者と身体的距離（２ｍ以上を目

安）が確保できないときや他者と

距離が確保できるが会話を行うと

きに着用 

施設内での食事 ・指定場所以外は禁止 

・対面での食事を避け、食事中の会

話は控える 

テーブル、ドアノブ等の消毒 ・利用者が使用前後に消毒を実施 

入場時における手指の消毒 ・消毒の実施を推奨 

 

※ 従業員においては、マスクを着用し、施設の消毒を随時行うなど感染

防止対策を実施し、施設開放を行います。 
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第 1 東郷町新型コロナウイルス感染症対策の体系について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑止し、町民の皆様の健康を守るこ

とを第一に考え、令和 2 年 7 月 22 日に東郷町新型コロナウイルス感染症ガイド

ラインを策定した後、専門家の知見を基に更新を行い、現在は東郷町新型コロナ

ウイルス感染症施設対応ガイドラインとして令和４年 10月７日から適用してい

ます。 

なお、この東郷町新型コロナウイルス感染症施設対応ガイドラインは町全体

の感染症対策を示すものであり、ここで示された個別の町公共施設については、

「町公共施設の利用に関する基本的な考え方」に基づき、個別施設ごとに新型コ

ロナウイルス感染症対策ガイドラインを作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東郷町新型コロナウイルス感染症施設対応ガイドライン 

新型コロナウイルス感染症対策体系図 

町
公
共
施
設
の
利
用
に 

関
す
る
基
本
的
な
考
え
方 

いこまい館 

町民会館 

町総合体育館、町体育施設、 

学校体育施設 

資源回収ステーション 

庁舎会議室等 

個別施設ガイドライン 
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第２ 健康状態等の確認 

１ 施設利用前に「新型コロナウイルス感染拡大防止対策における遵守事項」

により施設利用方法や健康状態等の確認を行います。また施設利用後に「町

民会館個別施設ガイドライン」に沿って利用したか確認を行います。【6 ペ

ージ参照】 

2 施設利用中に施設職員が巡回し、感染症対策の状況を確認します。 

  （「巡回記録」【7 ページ参照】） 

 



 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策における遵守事項 

 

【施設利用前】 

 ○来場時に検温してください。 

 ○マスクの着用については個別施設ガイドライン中の部屋別ガイドラインに従っ

てください。 

 ○石けんでの手洗いや手指の消毒をこまめに実施してください。 

 ○直近５日以内で体調不良等（次の①～④）に該当する場合は利用できません。 

①平熱を超える熱、咳、のどの痛み、だるさ、息苦しさがある。 

②嗅覚や味覚に異常があり、下痢、吐き気、嘔吐の症状がある。 

③新型コロナウイルス感染症陽性者と接触があった。 

④同居の家族等で、①～③に該当する人がいる。 

○本人または同居家族等が、ＰＣＲ検査等を受検する場合は利用できません。 

○個別施設ガイドラインに沿って利用してください。 

 

【施設利用後】 

 ○使用した備品やご自身で触れた部分は消毒してください。 

 ○利用後、５日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

に速やかに報告してください。 

  6

「新型

コロナ

ウイル

ス感染

拡大防

止対策



7 

 

巡回記録 

                                                            

   巡回記録                 

                                

                                

  利用日：                    利用時間：                     

                                

                                

  利用場所：                  団体（代表者）：                 

                                

                                

     換気（ドア・窓）         マスク着用    

                                

                                

                           

                           

                       

                             

                                

                                

                                

                                

  巡回スタッフ確認印：          日付印：                       
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第３ 部屋別ガイドライン 



区　分 部屋別ガイドライン

利用者の健康状
態等の確認

①発熱や咳等の症状のある方等は利用できません。

換気による感染
予防

①換気扇を稼働し、１時間に２回（５分程度）窓と入口を開放して
　ください。
　視聴覚室は廊下の窓と入口を、教養娯楽室は窓と入口を常時開放し
  て利用してください。

①マスクは他者と身体的距離(２ｍ以上を目安）が確保できないときや
　他者と距離が確保できるが会話を行うときに着用してください。

②食事をとる場合、対面になる配置を避け、食事中の会話は控えて
　ください。
　陶芸室と教養娯楽室では食事はできません。

①石けんでの手洗いや手指の消毒をこまめに実施してください。

②使用した備品やご自身で触れた部分は消毒をお願いします。

町民会館

大会議室（１～５）、第２会議室、第３会議室、
和室（１、２）、実習室、視聴覚室、陶芸室、教養娯楽室

飛沫防止対策

消毒
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区　分 部屋別ガイドライン

利用者の健康状
態等の確認

①発熱や咳等の症状のある方等は利用できません。

換気による感染
予防

①換気扇を稼働し、１時間に２回（５分程度）窓と入口を開放して
　ください。

①マスクは他者と身体的距離(２ｍ以上を目安）が確保できないときや
　他者と距離が確保できるが会話を行うときに着用してください。
　楽器を演奏する場合は、業種ごとに策定されたガイドラインに基づ
  き、感染防止対策を講じてください。

②食事をとる場合、対面になる配置を避け、食事中の会話は控えて
　ください。

①石けんでの手洗いや手指の消毒をこまめに実施してください。

②使用した備品やご自身で触れた部分は消毒をお願いします。

③ピアノはアルコール消毒できません。
　ピアノを利用する場合は、演奏の前後にしっかりと手洗いをしてく
  ださい。

町民会館

音楽室

消毒

飛沫防止対策
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区　分 部屋別ガイドライン

利用者の健康状
態等の確認

①発熱や咳等の症状のある方等は利用できません。

換気による感染
予防

①換気扇を稼働し、１時間に２回（５分程度）窓と入口を開放して
　ください。

飛沫防止対策

①マスクは他者と身体的距離(２ｍ以上を目安）が確保できないときや
　他者と距離が確保できるが会話を行うときに着用してください。
　ステージ上等で活動する場合は、業種ごとに策定されたガイドラインに
　基づき、感染防止対策を講じてください。

飛沫防止対策
③ホール内での飲食はできません。
　楽屋で食事をとる場合、対面になる配置を避け、食事中の会話は
　控えてください。

①石けんでの手洗いや手指の消毒をこまめに実施してください。

②使用した備品やご自身で触れた部分は消毒をお願いします。

③ピアノはアルコール消毒できません。
　ピアノを利用する場合は、演奏の前後にしっかりと手洗いをして
　ください。

町民会館

ホール、楽屋１～３

消毒
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区　分 部屋別ガイドライン

利用者の健康状
態等の確認

①発熱咳等の症状のある方等は利用できません。

換気による感染
予防

①換気扇を稼働し、１時間に２回（５分程度）窓と入口を開放して
　ください。

①大声での発声や歌唱などは禁止します。

②マスクは他者と身体的距離(２ｍ以上を目安）が確保できないときや
　他者と距離が確保できるが会話を行うときに着用してください。

③水分補給以外の飲食は部屋の外でお願いします。

①石けんでの手洗いや手指の消毒をこまめに実施してください。

②使用した備品やご自身で触れた部分は消毒をお願いします。

町民会館

特別閲覧室

飛沫防止対策

消毒
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区　分 部屋別ガイドライン

利用者の健康状
態等の確認

①発熱咳等の症状のある方等は利用できません。

換気による感染
予防

①換気扇を稼働し、１時間に２回（５分程度）窓と入口を開放します。

①大声での発声や歌唱などは禁止します。

②マスクは他者と身体的距離(２ｍ以上を目安）が確保できないときや
　他者と距離が確保できるが会話を行うときに着用してください。

③水分補給以外の飲食は部屋の外でお願いします。

消毒 ①石けんでの手洗いや手指の消毒をこまめに実施してください。

町民会館

図書館

飛沫防止対策
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第４ 参考資料 

 

 



町役場 小学校・中学校 保育園
児童館

放課後児童クラブ
きらきらこども

その他
公共施設

資源回収
ステーション

対応基準１ ・通常どおり開放

 ・通常どおり開所
※ 感染者が確認され
た部署の消毒を実施
した上で、開所
　ただし、感染状況
に応じては一部窓口
を制限する場合もあ
ります。

　　　　【該当校】
・文部科学省の最新の通知
に基づき、3日程度を休校
等（学級・学年閉鎖も含
む）の期間として判断

　　　【該当校以外】
　　　通常どおり開校

東郷町新型コロナウイルス感染症施設対応ガイドライン（令和５年3月1日公表）

・通常どおり開放
・県内で感染者確認

・該当施設での感染者の確認

警戒レベル レベルの目安

対策内容

・国のクラスター要件に準じ、
該当施設で5人以上（最も新し
い感染者の判明日以前3日間の
累計）の感染者が確認

対応基準２

【該当施設】
・5日間を限度として、該当施設等を休
業し、施設消毒、クラスター発生要件の
内容把握及び対策を実施した上で、利用
いただける体制が整い次第、再開を判断

【該当施設以外】
通常どおり開放する

　　　　　　   【該当園】
・厚生労働省の最新の通知に基づき、5
日間を限度として休園し、施設消毒、ク
ラスター発生要件の内容把握及び対策を
実施た上で、利用いただける体制が整い
次第、再開を判断
※  ただし、クラス内において、 3人以
上（最も新しい感染者の判明日以前3日
間の累計）の感染者が確認された場合
は、5日間を限度としてクラス閉鎖とす
る

                  【該当園以外】
              　通常どおり開所

                  【該当施設】
・厚生労働省の最新の通知に基づき、
5日間を限度として休業し、施設消
毒、クラスター発生要件の内容把握及
び対策を実施した上で、利用いただけ
る体制が整い次第、再開を判断

               【該当施設以外】
　             通常どおり開所
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