
１　換気設備の設置等（「密閉」の回避）

・

・

２　施設内の混雑の緩和（「密集」の回避）

・ ・

目安⇒ 99人/時間

・ ・

・

・

・ ・

・ ・

・ ・金銭の受け渡しはトレーに乗せて行う。 休憩室等では、テーブル等定められた位置

受付時に対人距離が一定に保持できるよう 受付時には、施設職員の指示に従い、対人

床に目安を設置。 距離を保つようにする。

受付カウンターにアクリル板を設置。 浴室内で対人距離を確保する。

不要なイベントは行わない。

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

を遵守する。

休憩時間は６０分を目安として周知する。 近距離での会話を避け、最低１ｍ（可能で

各部屋の利用人数を(別表)のとおり定め、 あれば２ｍ）の対人距離を確保する。

利用制限する。

　　施設管理者の項目 利用者の項目

一定の人数に達したら入館を制限する。 各部屋の同時利用者数は、別表の人数制限

するなど定期的に換気を行う。 （なし）

浴室は、露天風呂に行くドアの開放や

煤煙窓を開けて換気を行う。

　　施設管理者の項目 利用者の項目

６０分に１回（１０分程度）窓を全開に

六郷の里つむぎの湯

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「六郷の里つむぎの湯・いきいきセンター」
運営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、施設運営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】

令和3年3月8日

つむぎの湯・いきいきセンターにおける
感染拡大予防ガイドライン
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唾液が付着している可能性がある場合、

テレビのリモコン、トイレの便座、洗浄

レバー、等）は定期的に清拭消毒する。

残されたゴミを片付ける際に、鼻水や

（テーブル、いすの背もたれ、座布団、 鼻水や唾液が付着しているゴミは、ビニ

ドア、ロッカー、電気のスイッチ、蛇口、 ール袋等で密閉してから破棄する。

電子レンジ、給湯器、自販機、手すり、

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 ゴミは指定のごみ箱に破棄する。

職員は定期的に利用者に対し入館時に手指 利用者は入館時に手指の消毒を行う。

の消毒を実施するよう促す。

（入口、休憩室等に消毒液を設置）

職員はマスク等必ず着用すると共に、利用 利用者は、入浴時以外は必ずマスクを

者に対しても必ずマスクの着用を周知する。 着用する。

【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

風邪症状、嘔吐、下痢等の症状がある場合

は入場しないように要請する。

ともに業務開始前にも再度確認を行う。 より１度高い、もしくは37.2度以上）、風

利用者に対し、受付時に体調確認を行う。 邪症状、嘔吐、下痢等の症状がある場合は

非接触型体温計で検温を行ったうえ、発熱 入館しない。

　　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 利用者は事前に自分で検温し、発熱（平時

促すとともに、対面での食事や談話を自粛

するよう求める。

【体調確認の徹底】
４　体調のチェック

休憩室等のテーブルを減らし間隔をあける。 や談話を自粛する。

休憩室では、３蜜を回避するよう対人距離

(最低１ｍ、可能であれば２ｍ)を保つよう

浴室内では可能な限り対人距離（最低１ｍ） で休憩を行う。

を確保するよう周知する。 休憩室での対人距離を保ち、対面での食事



・ ・

・ ・

（「２　施設内の混雑の緩和」のとおり）

会議室を利用する場合、参加者の人数制限 密接が避けられない、また会食を伴う会議

を設ける。 については、特に感染予防に留意する。

【利用制限について】

　　施設管理者の項目 利用者の項目

よう張り紙で周知する。

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 蓋がある便座は、蓋を閉めて汚物を流す。

手袋を着用し、ビニール袋に密閉して

破棄し、回収後は石鹸等で手洗いを行う。

六郷の里つむぎの湯・いきいきセンター

※浴室は、脱衣所を含む

平面図

施設内　計 653.46 198 99

歩行浴 42.00 10 5

休憩室 78.20 50 25

多目的室 45.50 30 15

会議室２ 40.38 24

（別　表）

つむぎの湯・いきいきセンターにおける感染拡大予防ガイドライン

健康増進室 39.00 20 10

室名
面積 通常時 感染予防時
（㎡） （人/時間） （人時間）

浴室（男） 160.50 20 10

浴室（女） 207.50 20 10

12

会議室１ 40.38 24 12

浴室(男)

浴室(女)

歩行浴

健康増進室

多目的室

会議室1

会議室2

休憩室
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※

会議室利用の際は、以下の内容について、利用者全員が遵守してください。

(代表者の方は確認の上、チェック欄へのチェックをお願いします。)

□体温計測　 □手指の消毒 　□マスクの着用 　□密接の回避 　□定期的な換気

町内・町外 　　　・　 度 良・不良

【確認事項】

良・不良

12 町内・町外 　　　・　 度 良・不良

11 町内・町外 　　　・　 度

9 町内・町外 　　　・　 度

良・不良

8 町内・町外 　　　・　 度 良・不良

7 町内・町外 　　　・　 度

良・不良

10

2

良・不良

6 町内・町外 　　　・　 度 良・不良

5 町内・町外 　　　・　 度

良・不良

4 町内・町外 　　　・　 度 良・不良

3 町内・町外 　　　・　 度

町内・町外 　　　・　 度 良・不良

連絡先

体調居住地

町内・町外

検温氏名 連絡先

記載された内容については当館で厳重に管理し、上記以外の目的には使用いたしません。

会議室利用者確認票

また、１ヶ月保存し、その後は破棄いたします。

【利用者名】

1

　六郷の里つむぎの湯・いきいきセンター会議室の利用にあたり、新型コロナウイルス感染症

拡大防止の為、万が一当館でクラスターが発生した場合にご連絡を取るため氏名、連絡先等の

記入にご協力をいただいております。

　皆様が安心・安全にご利用いただくために、ご理解とご協力の程、お願いいたします。

代表者住所

代表者氏名

団体名

利用日時 　　　月　　　　日 　　時　　　分～　　時　　　分

備考

　　　・　 度 良・不良

No

【団体名等】


