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感染拡大予防ガイドライン 
 

市川三郷町三珠支所 

 

本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染拡大の防止と三珠総合福祉センターでの活動の

両立を進めるために、「感染拡大防止」の実践を図りながら、施設内で行われる活動に係る基本

的な考えを示すものです。 

なお、今後状況の変化があった場合には、本ガイドラインの見直しなどを行うことがあります。 

 

【３密の回避】 

１ 換気設備の設置等（「密閉」の回避） 

  施設管理者の項目 利用者の項目 

・換気設備の清掃や維持管理を適切に

行う。 

・利用者には定期的換気の徹底を周知

する。 

・３０分に１回、５分程度、２方向

の窓を全開するなど定期的に換気

を行う。 

 

 

２ 施設内の混雑の緩和（「密集」の回避） 

  施設管理者の項目 利用者の項目 

・各利用室への同時入場者数を別表の

人数に制限する。 

・募集定員を定めないイベントや行事

は許可しない。 

・複数の貸室の予約がある場合は、開

始時間や終了時間をずらし、密集が

生じないようにする。 

・各利用室への同時入場者数は別表

の人数制限を遵守する。 

・募集定員を定めないイベントや行

事は実施しない。 

・近距離での会話や発声を避け、最

低１ｍ（可能であれば２ｍ）の対

人距離を確保する。 

 

  



３ 人と人との距離の確保（「密接」の回避） 

  施設管理者の項目 利用者の項目 

・貸室利用時は、最低１ｍ（可能で

あれば２ｍ、対面を避ける）の対

人距離を確保するよう周知する。 

・職員の利用者への応対は、透明ビ

ニールカーテンで遮蔽するととも

に、張り紙等で整列時の人と人と

の間隔を確保する 。 

・貸室利用時は、最低１ｍ（可能で

あれば２ｍ、対面を避ける）の対

人距離を確保するよう周知する。 

・食事をとる場合は、最低１ｍ（可

能であれば２ｍ、対面を避ける）

の対人距離を確保し、向かい合わ

ないようにする。 

 

【体調確認の徹底】 

４ 体調のチェック 

  施設管理者の項目 利用者の項目 

・職員は出勤前に検温・体調確認を行

うとともに業務開始前にも再度確認

を行う。 

・入場者に対して、入館時に体調確認

を行う。非接触型体温計にて体温を

計測し、発熱、風邪症状、嘔吐・下

痢等の症状がある場合は入館しない

よう要請するとともに、また、利用

者名簿に確認欄を設け、利用者に記

入を促す。 

・事前に自分で検温をし、発熱（平

温時より1度以上高い、もしくは

37.5度以上）、風邪症状、嘔吐、

下痢等の症状がある場合は入館し

ない。 

・入館時に施設職員による体調確認

を受ける。また、利用者名簿の確

認欄に記載を行う。施設職員が不

在の場合は、利用者の代表者が非

接触型体温計にて計測を行う。 

 

【飛沫、接触感染防止対策】 

５ マスクの着用、手指の消毒の実施 

  施設管理者の項目 利用者の項目 

・職員はマスクを必ず着用すると共に、

入館者に対しても必ずマスクの着用

を周知する。 

・入館者は必ずマスクを着用する。 



・職員は定期的に、利用者は入館時に

手指の消毒を実施するよう促す。

（入口に消毒液を設置） 

・利用者は入館時に手指の消毒を行

う。（入口に消毒液を設置） 

 

６ 清掃・消毒の実施 

  施設管理者の項目 利用者の項目 

・不特定多数の人が接触する場所 

（テーブル、椅子の背もたれ、ドアノ

ブ、電気のスイッチ、電話、キーボ

ード、蛇口、手すり、エレベーター

のボタン、トイレの便座、洗浄レバ

ー等）は１日２回程度、定期的に清

拭消毒する。 

・利用者向けの館内のゴミ箱は撤去す

る。残されたゴミを片付ける際に、

鼻水や唾液などが付いている可能性

がある場合手袋を着用し、ビニール

袋に密閉して捨てる。回収後は石け

んで手を洗う。 

・各室利用後、利用者が触れた部分

（テーブル、イス、ドアノブ、窓

のハンドル部分、電気スイッチ、

電話、ボードマーカーなど）を利

用時に、貸し出された消毒液及び

ペーパータオル等で清拭し、使用

済みのペーパーはビニール袋に密

閉し、指定の場所に廃棄する。 

 

７ トイレの衛生管理の徹底 

  施設管理者の項目 利用者の項目 

・蓋がある便座は、蓋を閉めて汚物を

流すよう張り紙で周知する。 

・蓋がある便座は、蓋を閉めて汚物 

を流す。 

 

８ 休憩スペースのリスク軽減 

  施設管理者の項目 利用者の項目 

・3密を回避するよう促すと共に、対面

での食事や談話を規制する。 

・常時換気を行い、共用する物品は定

期的に消毒する。 

・１階ロビーは利用しないよう机、イ

ス、ソファーなどは一時撤去する。 

・休憩スペースでの対面での食事や

談話はしない。 

・近距離での会話や発声を避ける。 

 

 

  



【緊急事態宣言区域の在住者に対する利用制限】 

  施設管理者の項目 利用者の項目 

・緊急事態宣言の対象区域に在住する

方の利用を制限する。 

  

・緊急事態宣言の対象区域に在住す

る方は、施設の利用はしない。 

  

 

【利用者名簿の作成】 

  施設管理者の項目 利用者の項目 

・利用ごと利用者名簿（別紙）を作成

し、電話番号など連絡先を把握し、

管理事務室または三珠支所に提出す

る。（感染者が出た場合に追跡を可

能とするための措置。） 

・利用者名簿に記入し、管理事務室

または三珠支所に提出する。 

 

【利用制限について】 

  施設管理者の項目 利用者の項目 

・建物全体で実施する場合、主催者とス

タッフ含めを参加者は最大８０人と

する。 

・密接が避けられない活動（囲碁、将

棋など）の活動や、調理や会食を伴

う活動については、特に感染予防

に留意する。 

・会話や発声などで多くの飛沫が発生

する活動は自粛を求めるものとする。

・会話や発声などで多くの飛沫が発

生する活動は行わない。 

・次の活動については、規制する。 

①大きな声を出すことや歌うこと 

（合唱、カラオケ、詩吟、民謡、謡曲

など） 

②専ら呼気量が増える運動を目的とし

た活動（ダンス、エアロビクスな

ど） 

・次の活動については、行わない。 

①大きな声を出すことや歌うこと 

（合唱、カラオケ、詩吟、民謡、謡

曲など） 

②専ら呼気量が増える運動を目的と

した活動（ダンス、エアロビクスな

ど） 



・調理実習室の利用に際しては、次の

点を利用者に周知する。 

①近距離での会話や大声を避け、調理 

中はマスクを着用すること。 

②複数人が同一の食器により飲食しな

いこと。 

③調理器具・食器類の洗浄・乾燥を徹

底する。 

④利用後、利用者が触れた部分の消毒

は利用者が行うよう指示する。 

・調理実習室の利用に際しては、次

の点を遵守する。 

①近距離での会話や大声を避け、調

理中はマスクを着用すること。 

②複数人が同一の食器により飲食し

ないこと。 

③調理器具・食器類の洗浄・乾燥を

徹底する。 

④利用後、利用者が触れた部分の消

毒を利用者が行う。 

   

【ガイドライン遵守の確認】 

施設管理者の項目 利用者の項目 

・ガイドラインを遵守している事を確

認するため、チェックリストのチェ

ックを利用者に要請し確認を行う。 

・チェックリストにチェックを行

い、施設管理者に提出する。 

本ガイドライン対象施設 

施 設 名 問合せ先（電話番号） 

市川三郷町三珠総合福祉センター 三珠支所（055-240-4153） 

別 表 

市川三郷町三珠総合福祉センター 

階

層 
室名 

面積 

（㎡） 

通常定員

（人） 

感染予防時 基準を満たす換気

＜100 （人） 装置の有無 

１
階 

和室１(14 畳) 28.0 20 10 無 

和室２(42 畳) 78.0 70 26 無 

第一会議室(椅子 20 脚) 30.0 20 10 無 

食堂室(椅子 30 脚) 42.0 30 14 無 

貸事務室 17.5 6 5 無 

２階 

研修室(椅子 54 脚) 84.0 54 28 無 

第二会議室(椅子 16 脚) 36.0 16 12 無 

茶室(16.5 畳) 27.0 12 9 無 

３階 
大会議室(椅子 90 脚) 160.0(135.0) 90 45 無 

第三会議室(椅子 18 脚) 35.0 18 12 無 

  ※大会議室( )は、ステージを含まない部分 


