
会津若松市北公民館をご利用の皆様へのお願い
　　　　

　　新型コロナウイルス感染の予防のため、「新しい生活様式」を取り入れた感染拡大予防ガイド

ラインを作成しましたので、当施設をご利用の皆様は、以下の点に注意してご利用くださいますよ

うご協力をお願いします。

北公民館感染拡大予防ガイドライン
チェック項目 説　　明

□体調不良な方は利用を控え

　 る

発熱・その他感冒様症状がある方は来館を控えてください。

□来館中はマスクを着用する 症状がない方も着用をお願いします。

□定期的な手指の消毒と手洗

　　い

施設入口等に設置してある消毒液で、来館時などの定期的な消

毒と手洗いをお願いします。

□研修室等の机やイス等の消

　 毒

会議室のカギをお貸しする際に、消毒液等を一緒にお渡ししま

すので、ご利用の前後に机やイスなど、手の触れる場所の消毒

をお願いします。

□社会的距離の確保

 

　　 

     

　　　  

 

　　

　　　

　　　

人との間隔をできるだけ２ｍ以上空けて活動願います。

①会議等の机の配置は、可能な限り対面を避けて教室型とし、

　 対面の場合は正面で向き合わないようイスを配置願います。

　　　また、説明する方は、できるだけ横向きでお願いします。

　　　（◆囲碁・将棋等対面で行う活動は、マスク着用）

　◇机の配置例（教室型）　　　　　　◇机の配置例（対面型）

                                                  ●　　　　 ●　　　 　●

　　    ●　　　　 ●　　　　 ●　　　　　　　 

　　●　　　　 ●　　　    ●　　　　　　　　　

                                                     ●　   　  ●　　　 　●

②立って行う活動は、両手を伸ばし前後左右で隣の人の手に

　触れない距離を確保願います。

□利用人数の減員と把握 部屋に応じて、利用人数を制限します。

（机・イスを常設している部屋は、備品を減らしてあります）

併せて、毎回名簿による参加者の把握を必ずお願いします。

□利用時間はできるだけ短く 活動時間を短縮し、１時間以上の時は必ず休憩をとり換気をお

願いします。

□定期的に部屋を換気する 活動中はご近所への音漏れを防ぐため窓を閉めますが、１時間

毎に休憩をとり、最低５分以上の換気を必ずお願いします。

□会食はご遠慮いただき、共

　 有物品の利用は控える

会議等での会食はご遠慮ください。

給湯室の急須や茶わんは洗浄し利用できますが、極力、飲み物

は各自で持参してください。

調理室の利用時は、食器・調理器具は使用の前後に必ず洗浄

し、試食は間隔を空け、会話は控えめにお願いします。

　　※項目の内容を確認し、確認後は□欄にチェック☑してください。

 　  　  　

 　   

 　  　  　

 　    机１台分（約 1.8 ｍ以上）

 間隔を空ける



R2.5.18
公民館利用のガイドラインに沿った部屋毎利用人数一覧表（北公民館）

※３密を避けるため、利用制限が解除されるまでの間は、下記のとおり定員の約６割
　 程度の利用人数としますので、超過が見込まれる時は別の部屋をお申込みください。

階 部屋名称 補足説明

1

会議室１・２ 167 80 50

日本間１・２ 69 40 26

日本間３ 10 5 ー ３密防止のため、当面の間貸館休止

2

会議室３ 49 15 10

調理室 48 15 10 利用時に円卓と丸イスを出し入れする

視聴覚室 50 20 13 利用時に長机とパイプイスを出し入れ

【北公民館平面図】
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の上限

（調整後）

通常は２部屋で貸出し（利用時に長机と
パイプイスを出し入れする）

通常は２部屋で貸出し（利用時に座机と
座布団を出し入れする）

ロの字型の対面式で幅広の長机とイスを
常設
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会津若松市南公民館をご利用の皆様へのお願い
　　　　

　　新型コロナウイルス感染の予防のため、「新しい生活様式」を取り入れた感染拡大防止ガイド

ラインを作成しましたので、当施設をご利用の皆様は、以下の点に注意してご利用くださいますよ

うご協力をお願いします。

南公民館感染拡大防止ガイドライン
チェック項目 説　　明

□体調不良な方は利用を控え

　 る

発熱・その他感冒様症状がある方は来館を控えてください。

□来館中はマスクを着用する 症状がない方も着用をお願いします。

□定期的な手指の消毒と手洗

　　い

施設入口等に設置してある消毒液で、来館時などの定期的な消

毒と手洗いをお願いします。

□研修室等の机やイス等の消

　 毒

会議室のカギをお貸しする際に、消毒液等を一緒にお渡ししま

すので、ご利用の前後に机やイスなど、手の触れる場所の消毒

をお願いします。

□社会的距離の確保

 

　　 

     

　　　  

 

　　

　　　

　　　

人との間隔をできるだけ２ｍ以上空けて活動願います。

①会議等の机の配置は、可能な限り対面を避けて教室型とし、

　 対面の場合は正面で向き合わないようイスを配置願います。

　　　また、説明する方は、できるだけ横向きでお願いします。

　　　（◆囲碁・将棋等対面で行う活動は、マスク着用）

　◇机の配置例（教室型）　　　　　　◇机の配置例（対面型）

                                                  ●　　　　 ●　　　 　●

　　    ●　　　　 ●　　　　 ●　　　　　　　 

　　●　　　　 ●　　　    ●　　　　　　　　　

                                                     ●　   　  ●　　　 　●

②立って行う活動は、両手を伸ばし前後左右で隣の人の手に

　触れない距離を確保願います。

□利用人数の減員と把握 部屋に応じて、利用人数を制限します。

（机・イスを常設している部屋は、備品を減らしてあります）

併せて、毎回名簿による参加者の把握を必ずお願いします。

□利用時間はできるだけ短く 活動時間を短縮し、１時間以上の時は必ず休憩をとり換気をお

願いします。

□定期的に部屋を換気する 活動中はご近所への音漏れを防ぐため窓を閉めますが、１時間

毎に休憩をとり、最低５分以上の換気を必ずお願いします。

□会食はご遠慮いただき、共

　 有物品の利用は控える

会議等での会食はご遠慮ください。

給湯室の急須や茶わんは洗浄し利用できますが、極力、飲み物

は各自で持参してください。

調理室の利用時は、食器・調理器具は使用の前後に必ず洗浄

し、試食は間隔を空け、会話は控えめにお願いします。

　　※項目の内容を確認し、確認後は□欄にチェック☑してください。

 　  　  　

 　   

 　  　  　

 　    机１台分（約 1.8 ｍ以上）

 間隔を空ける



　【南公民館平面図】

● 参　考　　　　

　新型コロナウイルス感染症に係る市主催のイベント中止等及び市公共施設の休館等に関する  

 指針より一部抜粋（R02.05.06_第４回新型コロナウイルス感染症対策総合本部資料）

 〈感染症対策〉

　・　「換気の悪い密閉空間」、「大勢いる密集場所」、「間近で会話する密接場面」の「３

つの密」の発生が原則想定されないこと。また人と人との間隔はできるだけ２メートルを

目安として実施できること。

　・　大声での発声、歌唱や声援、または近接した距離での会話等が原則想定されないこと。

　・　その他、必要に応じて、適切な感染防止対策（入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の

設置、マスクの着用、室内の換気等）が講じられること。

公民館利用のガイドラインに沿った部屋毎利用人数一覧表（南公民館）

※３密を避けるため、利用制限が解除されるまでの間は、下記のとおり定員の約６割
　 程度の利用人数としますので、超過が見込まれる時は別の部屋をお申込みください。

階 部屋名称 補足説明

1

会議室１・２ 176 100 50

日本間１・２ 78 50 32

2

会議室３ 49 20 14

会議室４ 44 20 13 利用時に円卓と丸イスを出し入れする

調理室 41 20 13

視聴覚室 61 40 26 教室型の配置で長机とパイプイスを常設

面積
（ｍ２）

定員
（人）

利用人数
の上限

（調整後）

通常は２部屋で貸出し（利用時に長机と
パイプイスを出し入れする）

通常は２部屋で貸出し（利用時に座机と
座布団を出し入れする）

ロの字型の対面式で幅広の長机とイスを
常設

イスが必要な時は、会議室４から丸イスを
運び使用する



大戸公民館をご利用の皆様へのお願い
　新型コロナウイルス感染の予防のため、「新しい生活様式」を取り入れた感染拡大予防ガイドラ

インを作成しましたので、当施設をご利用の皆様は、以下の点に注意してご利用くださいますよう

ご協力をお願いします。　　　　　　　　　※項目を確認し、確認後は□欄にチェック☑してください。

　　　　

　　　　　　大戸公民館感染拡大予防ガイドライン　　～共通事項～
チェック項目 説　　明

□体調不良な方は利用を控える 発熱・その他感冒様症状がある方は来館を控えてください。

□来館中はマスクを着用する 症状がない方も着用をお願いします。

□定期的な手指の消毒と手洗い 施設入口等に設置してある消毒液で、来館時などの定期的な消

毒と手洗いをお願いします。

□会議室等の机やイス等の消毒 会議室のカギをお貸しする際に、消毒液等を一緒にお渡しします

ので、ご利用前後に机やイスなど、手の触れる場所の消毒をお

願いします。

□社会的距離の確保

 　会議室ごとに利用人数の制限

があります。別紙の利用方法に

沿ってご利用下さい

　　     

　　　  

 

　　

　　　

　　　

人との間隔をできるだけ２ｍ以上空けて活動願います。

①会議等の机の配置は、可能な限り対面を避けて教室型とし、

　 対面の場合は正面で向き合わないようイスを配置願います。

　　　また、説明する方は、できるだけ横向きでお願いします。

　　　（◆囲碁・将棋等対面で行う活動は、マスク着用）

　◇机の配置例（教室型）　　　　　　◇机の配置例（対面型）

                                                  ●　　　　 ●　　　 　●

　　    ●　　　　 ●　　　　 ●　　　　　　　 

　　●　　　　 ●　　　    ●　　　　　　　　　

                                                     ●　   　  ●　　　 　●

②立って行う活動は、両手を伸ばし前後左右で隣の人の手に

　触れない距離を確保願います。

□部屋ごとの利用人数を守る 人との距離を保つため、部屋ごとの利用人数を守ってください。

□参加者を記録してください 毎回、参加者（連絡先）の把握と記録をお願いします。

万一、感染者がおられた場合、参加者への連絡に必要です。

□利用時間はできるだけ短く 活動時間はなるべく短縮してください。

□定期的に部屋を換気する １時間毎に休憩をとり、最低５分の換気を必ずお願いします。

□会食はご遠慮いただき、共有

物品の利用は控える

会議等での会食はご遠慮ください。

給湯室の急須や茶わんは洗浄し利用できますが、極力、飲み物

は各自で持参してください。

調理室の利用時は、食器・調理器具は使用の前後に必ず洗浄し、

試食は間隔を空け、会話は控えめにお願いします。

□感染防止のため、近距離での

会話、大声や歌の発声、呼気の

はげしくなる身体的活動は控える。

特に感染リスクの高いといわれる以下の活動はさけてください。

・近距離での会話　　　　　　　　　　・歌や大声の発声

・呼気の激しくなる身体的活動

□１階講堂を運動目的で利用す

る場合

上記の注意事項に加え、裏面のガイドラインに基づく利用をお願

いします。

　　

 　  　  　

 　   

 　  　  　

 　    机１台分（約 1.8 ｍ以上）

 間隔を空ける



大戸公民館感染拡大予防ガイドライン　～１階講堂を運動目的で利用する場合～

項　目 説　明

□マスクの持参 □スポーツをしていない間や、会話をする際には、マスクの着用

　をお願いします。

※運動・スポーツ中のマスクの着用は利用者の判断とします。

□用具の持参 □施設を利用する際は、中履きをご持参ください。

□スポーツ用具は、可能な限り利用者で準備願います。

□ミーティング等の３密防止 □練習前後のミーティング等においても「密閉」「密集」「密

　接」を避けるよう努めてください。

□十分な距離の確保 □運動・スポーツの種類に関わらず、周囲の人となるべく距離を

　空けてください（できるだけ２ｍ）。

　※マスクを着用せず競技をする場合、特に留意

□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よう留意してください。

□走る・歩く運動 □前の人の呼気の影響を避けるため、可能であれば、並走や斜め

　後方に位置取るようにしてください。

□その他事項 □用具等の共用物品利用の際は、消毒にご協力ください。

□タオルの共用はご遠慮ください。

□飲食について

※水分補給を含む

□飲食時は周囲の人となるべく距離を取り、対面を避け、会話は

　控えめにしてください。

□飲食物の回し飲みや、取り分けはしないようにしてください。

□ゴミについて □ドリンク（飲み残しを含む）や利用時に出たゴミは持ち帰り、

　各家庭において適切に処分してください。

●各部屋の利用人数の上限は以下のとおりとします。

施設名 部屋名称 収容定員 利用人数の上限

大戸公民館

１階会議室 　　　１４名 　　 　８名

１階講堂 　　１２０名 　　 ６０名

２階講義室１．２ 　　　３０名 　　 １８名

２階日本間１．２ 　　　４０名 　　 ２４名

調理室 　　　１４名 　　 １１名
●以下の条件については、感染症対策のため、利用を制限いたしますのでご了承ください。

・人と人との距離が確保できない活動（２ｍが目安）。

※大きな発声を伴う活動（歌唱含む）については、慎重に検討し、状況に応じ、貸館ができない場合があります。

※呼吸が激しくなる室内運動や行為は、より一層距離を空けるよう留意してください。

●以下の事項に該当する方の利用はご遠慮ください。

・体調がよくない場合

（過去１４日以内に発熱・咳等の風邪症状、味覚・嗅覚に異常がある場合）

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる場合

・過去１４日以内に感染が拡大している国や地域への訪問歴又は当該在住者との濃厚接触がある場合



会津若松市一箕公民館をご利用の皆様へのお願い
　　　　

　　新型コロナウイルス感染の予防のため、「新しい生活様式」を取り入れた感染拡大防止ガイド

ラインを作成しましたので、当施設をご利用の皆様は、以下の点に注意してご利用くださいますよ

うご協力をお願いします。

一箕公民館感染拡大防止ガイドライン
チェック項目 説　　明

□体調不良な方は利用を控え

　 る

発熱・その他感冒様症状がある方は来館を控えてください。

□来館中はマスクを着用する 症状がない方も着用をお願いします。

□定期的な手指の消毒と手洗

　　い

施設入口等に設置してある消毒液で、来館時などの定期的な消

毒と手洗いをお願いします。

□研修室等の机やイス等の消

　 毒

来館の際に、消毒液等を一緒にお渡ししますので、ご利用の前

後に机やイスなど、手の触れる場所の消毒をお願いします。

□社会的距離の確保

 

　　 

     

　　　  

 

　　

　　　

　　　

人との間隔をできるだけ２ｍ以上空けて活動願います。

①会議等の机の配置は、可能な限り対面を避けて教室型とし、

　 対面の場合は正面で向き合わないようイスを配置願います。

　　　また、説明する方は、できるだけ横向きでお願いします。

　　　（◆囲碁・将棋等対面で行う活動は、マスク着用）

　◇机の配置例（教室型）　　　　　　◇机の配置例（対面型）

                                                  ●　　　　 ●　　　 　●

　　    ●　　　　 ●　　　　 ●　　　　　　　 

　　●　　　　 ●　　　    ●　　　　　　　　　

                                                     ●　   　  ●　　　 　●

②立って行う活動は、両手を伸ばし前後左右で隣の人の手に

　触れない距離を確保願います。

□利用人数の減員と把握 部屋に応じて、利用人数を制限します。

（机・イスを常設している部屋は、備品を減らしてあります）

併せて、毎回名簿による参加者の把握を必ずお願いします。

□利用時間はできるだけ短く 活動時間を短縮し、１時間以上の時は必ず休憩をとり換気をお

願いします。

□定期的に部屋を換気する 活動中はご近所への音漏れを防ぐため窓を閉めますが、１時間

毎に休憩をとり、最低５分以上の換気を必ずお願いします。

□会食はご遠慮いただき、共

　 有物品の利用は控える

会議等での会食はご遠慮ください。

給湯室の急須や茶わんは洗浄し利用できますが、極力、飲み物

は各自で持参してください。

調理室の利用時は、食器・調理器具は使用の前後に必ず洗浄

し、試食は間隔を空け、会話は控えめにお願いします。

　　※項目の内容を確認し、確認後は□欄にチェック☑してください。

 　  　  　

 　   

 　  　  　

 　    机１台分（約 1.8 ｍ以上）

 間隔を空ける



公民館利用のガイドラインに沿った部屋毎利用人数一覧表（一箕公民館）

※３密を避けるため、利用制限が解除されるまでの間は、下記のとおり定員の約６割

　 程度の利用人数としますので、超過が見込まれる時は別の部屋をお申込みください。

階 部屋名称 補足説明

1

会議室１・２ 155 80 32

児童室 56 20 10

2

会議室 43 15 6

日本間１・２ 90 40 10

講義室 92 40 15

調理実習室 48 20 7

【一箕公民館平面図】

面積
（ｍ２）

定員
（人）

利用人数
の上限

（調整後）

通常は２部屋で貸出し（利用時に長机と
パイプイスを出し入れする）テーブル32台

（利用時に座机と座布団を出し入れする）
ヨガは人数要相談　座机10台　

対面式で幅広の長机（6台）とイスを常設　
テーブル６台　

通常は２部屋で貸出し（利用時に座机12台と座布
団を出し入れする）座机10台

通常は２部屋で貸出し（利用時に長机と
イスを出し入れする）　テーブル15台

調理台2台、椅子７個

会議室2 会議室1

児童室託児室

事務室

図書室

トイレ トイレ トイレ 倉庫

給湯室

ロビー

風除室

倉庫

１階

調理室 講義室２ 講義室１ 日本間１ 日本間２

会議室

倉庫

トイレ
２階

トイレ



会津若松市東公民館をご利用の皆様へのお願い
　　　　

　　新型コロナウイルス感染の予防のため、「新しい生活様式」を取り入れた感染拡大予防ガイド

ラインを作成しましたので、当施設をご利用の皆様は、以下の点に注意してご利用くださいますよ

うご協力をお願いします。

東公民館感染拡大予防ガイドライン
チェック項目 説　　明

□体調不良な方は利用を控え

　 る

発熱・その他感冒様症状がある方は来館を控えてください。

□来館中はマスクを着用する 症状がない方も着用をお願いします。

□定期的な手指の消毒と手洗

　　い

施設入口等に設置してある消毒液で、来館時などの定期的な消

毒と手洗いをお願いします。

□研修室等の机やイス等の消

　 毒

会議室のカギをお貸しする際に、消毒液等を一緒にお渡ししま

すので、ご利用の前後に机やイスなど、手の触れる場所の消毒

をお願いします。

□社会的距離の確保

 

　　 

     

　　　  

 

　　

　　　

　　　

人との間隔をできるだけ２ｍ以上空けて活動願います。

①会議等の机の配置は、可能な限り対面を避けて教室型とし、

　 対面の場合は正面で向き合わないようイスを配置願います。

　　　また、説明する方は、できるだけ横向きでお願いします。

　　　（◆囲碁・将棋等対面で行う活動は、マスク着用）

　◇机の配置例（教室型）　　　　　　◇机の配置例（対面型）

                                                  ●　　　　 ●　　　 　●

　　    ●　　　　 ●　　　　 ●　　　　　　　 

　　●　　　　 ●　　　    ●　　　　　　　　　

                                                     ●　   　  ●　　　 　●

②立って行う活動は、両手を伸ばし前後左右で隣の人の手に

　触れない距離を確保願います。

□利用人数の減員と把握 部屋に応じて、利用人数を制限します。

（机・イスを常設している部屋は、備品を減らしてあります）

併せて、毎回名簿による参加者の把握を必ずお願いします。

□利用時間はできるだけ短く 活動時間を短縮し、１時間以上の時は必ず休憩をとり換気をお

願いします。

□定期的に部屋を換気する 活動中はご近所への音漏れを防ぐため窓を閉めますが、１時間

毎に休憩をとり、最低５分以上の換気を必ずお願いします。

□会食はご遠慮いただき、共

　 有物品の利用は控える

会議等での会食はご遠慮ください。

給湯室の急須や茶わんは洗浄し利用できますが、極力、飲み物

は各自で持参してください。

調理室の利用時は、食器・調理器具は使用の前後に必ず洗浄

し、試食は間隔を空け、会話は控えめにお願いします。

　　※項目の内容を確認し、確認後は□欄にチェック☑してください。

 　  　  　

 　   

 　  　  　

 　    机１台分（約 1.8 ｍ以上）

 間隔を空ける



公民館利用のガイドラインに沿った部屋毎利用人数一覧表（東公民館）

※３密を避けるため、利用制限が解除されるまでの間は、下記の利用人数とします。

階 部屋名称 補足説明

1

会議室１・２ 163 80 36

日本間１・２ 59 40 20

2

講義室１・２ 96 40 20

会議室３ 48 30 12 教室型で机とイスが常設

調理室 44 20 12

面積
（ｍ２）

定員
（人）

利用人数
の上限
（調整後）

通常は２部屋で貸出し（利用時に机と
イスを出し入れする）

通常は２部屋で貸出し（利用時に座机と
座布団を出し入れする）

通常は２部屋で貸出し（利用時に机と
イスを出し入れする）



会津若松市   北会津公民館   をご利用の皆様へのお願い
　　　　

　　新型コロナウイルス感染の予防のため、「新しい生活様式」を取り入れた感染拡大予防ガイド

ラインを作成しましたので、当施設をご利用の皆様は、以下の点に注意してご利用くださいますよ

うご協力をお願いします。

北会津公民館 感染拡大予防ガイドライン　

令和２年

利用日 　　／　　（　　　）

団体名： 当日の責任者：

　※項目の内容を確認し、確認後は□欄にチェック☑してください。

チェック項目 説　　明

□体調不良な方は利用を控え

　 る

発熱・その他感冒様症状がある方は来館を控えてください。

□来館中はマスクを着用する 症状がない方も着用をお願いします。

□定期的な手指の消毒と手洗

　　い

施設入口等に設置してある消毒液で、来館時などの定期的な消

毒と手洗いをお願いします。

□研修室等の机やイス等の消

　 毒

入室前に利用報告書と消毒液等を一緒にお渡ししますので、ご

利用の前後にドアノブ・机・イスの背もたれ・照明等のスイッチ・

マイクなど、手の触れる場所の消毒をお願いします。

□社会的距離の確保

 

　　 

     

　　　  

 

　　

　　　

　　　

人との間隔をできるだけ２ｍ以上空けて活動願います。

①会議等の机の配置は、可能な限り対面を避けて教室型とし、

　 対面の場合は正面で向き合わないようイスを配置願います。

　　　また、説明する方は、できるだけ横向きでお願いします。

　　　（◆囲碁・将棋等対面で行う活動は、マスク着用）

　◇机の配置例（教室型）　　　　　　◇机の配置例（対面型）

                                                  ●　　　　 ●　　　 　●

　　    ●　　　　 ●　　　　 ●　　　　　　　 

　　●　　　　 ●　　　    ●　　　　　　　　　

                                                     ●　   　  ●　　　 　●

②立って行う活動は、両手を伸ばし前後左右で隣の人の手に

　触れない距離を確保願います。

□利用人数の減員と把握 部屋に応じて、利用人数を制限します。

併せて、毎回名簿による参加者の把握を必ずお願いします。

□利用時間はできるだけ短く 活動時間を短縮し、１時間以上の時は必ず休憩をとり換気をお

願いします。

□定期的に部屋を換気する 窓を閉めて活動する場合は、１時間毎に休憩をとり、最低５分以

上の換気を必ずお願いします。

□会食はご遠慮いただき、共

　 有物品の利用は控える

会議等での会食はご遠慮ください。

水分補給は各自で持参してください。

調理室の利用時（許可団体に限る）は、食器・調理器具は使用

の前後に必ず洗浄し、試食は間隔を空け、会話は控えめにお願

いします。

　

 　  　  　

 　   

 　  　  　

 　    机１台分（約 1.8 ｍ以上）

 間隔を空ける



公民館利用のガイドラインに沿った部屋毎利用人数一覧表（北会津公民館）

※３密を避けるため、利用制限が解除されるまでの間は、下記のとおり定員の約６割

　 程度の利用人数としますので、超過が見込まれる時は別の部屋をお申込みください。

階 部屋名称 補足説明

1

大広間 91 60 21

和室 38 15 6

調理室 49 30 8 調理台４台常設

2

研修室 70 30 10

大ホール 309 120 48

【北会津公民館平面図】

面積
（ｍ２）

定員
（人）

利用人数
の上限

（調整後）

必要に合わせて座卓を設置。
座卓２１台

必要に合わせて座卓を設置
座卓６台

必要に合わせテーブルとイスを設置。
テーブル１０台

テーブルが必要な場合、２階ロビーから必
要台数を搬入・設置



各部屋における最大利用時のイメージ（会議・集会時）

２階大ホール：４８名 ２階研修室：１０名

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

１階調理室：８名

⑪

⑫

１階和室：６名

1階大広間：２１名

　　上記はあくまで例です。ご利用の際は密接・密集・密閉を避けるよう
　　配慮くださるようお願いします。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



会津若松市河東公民館をご利用の皆様へのお願い
　　　　

　　新型コロナウイルス感染の予防のため、「新しい生活様式」を取り入れた感染拡大予防ガイド

ラインを作成しましたので、当施設をご利用の皆様は、以下の点に注意してご利用くださいますよ

うご協力をお願いします。

河東公民館感染拡大予防ガイドライン
チェック項目 説　　明

□体調不良な方は利用を控え

　 る

発熱・その他感冒様症状がある方は来館を控えてください。

□来館中はマスクを着用する 症状がない方も着用をお願いします。

□定期的な手指の消毒と手洗

　　い

施設入口等に設置してある消毒液で、来館時などの定期的な消

毒と手洗いをお願いします。

□研修室等の机やイス等の消

　 毒

玄関のところから消毒液等をお持ちいただき、ご利用の前後に

机やイスなど、手の触れる場所の消毒をお願いします。

□社会的距離の確保

 

　　 

     

　　　  

 

　　

　　　

　　　

人との間隔をできるだけ２ｍ以上空けて活動願います。

①会議等の机の配置は、可能な限り対面を避けて教室型とし、

　 対面の場合は正面で向き合わないようイスを配置願います。

　　　また、説明する方は、できるだけ横向きでお願いします。

　　　（◆囲碁・将棋等対面で行う活動は、マスク着用）

　◇机の配置例（教室型）　　　　　　◇机の配置例（対面型）

                                                  ●　　　　 ●　　　 　●

　　    ●　　　　 ●　　　　 ●　　　　　　　 

　　●　　　　 ●　　　    ●　　　　　　　　　

                                                     ●　   　  ●　　　 　●

②立って行う活動は、両手を伸ばし前後左右で隣の人の手に

　触れない距離を確保願います。

□利用人数の減員と把握 部屋に応じて、利用人数を制限します。

（机・イスを常設している部屋は、備品を減らしてあります）

併せて、毎回名簿による参加者の把握を必ずお願いします。

□利用時間はできるだけ短く 活動時間を短縮し、１時間以上の時は必ず休憩をとり換気をお

願いします。

□定期的に部屋を換気する 活動中はご近所への音漏れを防ぐため窓を閉めますが、１時間

毎に休憩をとり、最低５分以上の換気を必ずお願いします。

□会食はご遠慮いただき、共

　 有物品の利用は控える

会議等での会食はご遠慮ください。

給湯室の急須や茶わんは洗浄し利用できますが、極力、飲み物

は各自で持参してください。

調理室の利用時は、食器・調理器具は使用の前後に必ず洗浄

し、試食は間隔を空け、会話は控えめにお願いします。

　　※項目の内容を確認し、確認後は□欄にチェック☑してください。

 　  　  　

 　   

 　  　  　

 　    机１台分（約 1.8 ｍ以上）

 間隔を空ける



公民館利用のガイドラインに沿った部屋毎利用人数一覧表（河東公民館）

　　　※３密を避けるため、利用制限が解除されるまでの間は、下記のとおり定員の約６割

　　　　 程度の利用人数としますので、超過が見込まれる時は別の部屋をお申込みください。

階 部屋名称
面積

（㎡）

定員

（人）

利用人数

の上限

（調整後）

補足説明

1
第 1研修室 34 24 12 ロの字型の対面式で長机とイスを常設

調理実習室 51 24 16

2

大ホール 248 200 45 利用時に長机とパイプイスを出し入れする

第2研修室 31 18 9 ロの字型の対面式で長机とイスを常設

第3研修室 42 30 18 利用時に座机と座布団を出し入れする

● 参　考　　　　

　新型コロナウイルス感染症に係る市主催のイベント中止等及び市公共施設の休館等に関する  

 指針より一部抜粋（R02.05.06_第４回新型コロナウイルス感染症対策総合本部資料）

 〈感染症対策〉

　・　「換気の悪い密閉空間」、「大勢いる密集場所」、「間近で会話する密接場面」の「３

つの密」の発生が原則想定されないこと。また人と人との間隔はできるだけ２メートルを

目安として実施できること。

　・　大声での発声、歌唱や声援、または近接した距離での会話等が原則想定されないこと。

　・　その他、必要に応じて、適切な感染防止対策（入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の

設置、マスクの着用、室内の換気等）が講じられること。


	Sheet1
	Sheet1
	Sheet1
	Sheet1

