
農村環境改善施設等をご利用される皆様へお願い
（基幹集落センター）

　新型コロナウイルスの感染予防のため「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、農村環境改善施設等をご利用される皆様は、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、□欄にチェック をしてください。☑

農村環境改善施設等　感染拡大防止ガイドライン　～共通事項～

項　目 説　明

□体調不良な方は利用を控える □過去１４日以内に発熱・その他感冒様症状がある方や具合の悪

　い方のご利用はご遠慮ください。

□マスクを着用する □症状がない方も着用をお願いします。併せて、咳エチケットへ

　のご協力をお願いいたします。

□定期的な手指の消毒と手洗

い・うがい

□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・うがいをお願いします。

（団体利用時には、可能な限り、利用者の方で消毒液の準備を

　お願いします。）

□社会的距離の確保

（密度を下げての利用）

□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、利用人数を収容定員の半分に制限します。

　併せて、少人数での利用や毎回名簿による参加者の把握を必ず

　お願いします。

※名簿は少なくとも１ヶ月以上の保管をお願いします。

※感染症を発症した場合、利用者情報と濃厚接触者の有無を報告

していただきます。

□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 □１時間毎に休憩をとり、窓や入口のドアを開けるなどして、最

　低５分以上の換気を必ずお願いします。

□共有物品の利用は控える

※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。

□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。

□調理実習室の利用時は、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。

□運動のための利用について

（屋外運動施設を含む）

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



農村環境改善施設等　感染拡大防止ガイドライン　～運動施設～

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。

□スポーツ用具を使う場合も、利用者で可能な限り準備をお願い

　します。

□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 □運動・スポーツ中に、唾や痰を施設内に吐き出さないでくださ

　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

基幹集落センター

生活改善研修室 ４０名 ２０名

調理実習室 ２０名 １０名

営農相談室 ３０名 １５名

多目的ホール １００名 ５０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。

・部屋の収容定員の半分を超える人数での利用。

（屋外施設にあっては、２００人を超える人数での利用）

・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



農村環境改善施設等をご利用される皆様へお願い
（北会津農村環境改善センター・多目的農村広場）

　新型コロナウイルスの感染予防のため「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、農村環境改善施設等をご利用される皆様は、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、□欄にチェック をしてください。☑

農村環境改善施設等　感染拡大防止ガイドライン　～共通事項～

項　目 説　明

□体調不良な方は利用を控える □過去１４日以内に発熱・その他感冒様症状がある方や具合の悪

　い方のご利用はご遠慮ください。

□マスクを着用する □症状がない方も着用をお願いします。併せて、咳エチケットへ

　のご協力をお願いいたします。

□定期的な手指の消毒と手洗

い・うがい

□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・うがいをお願いします。

（団体利用時には、可能な限り、利用者の方で消毒液の準備を

　お願いします。）

□社会的距離の確保

（密度を下げての利用）

□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、利用人数を収容定員の半分に制限します。

　併せて、少人数での利用や毎回名簿による参加者の把握を必ず

　お願いします。

※名簿は少なくとも１ヶ月以上の保管をお願いします。

※感染症を発症した場合、利用者情報と濃厚接触者の有無を報告

していただきます。

□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 □１時間毎に休憩をとり、窓や入口のドアを開けるなどして、最

　低５分以上の換気を必ずお願いします。

□共有物品の利用は控える

※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。

□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。

□調理実習室の利用時は、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。

□運動のための利用について

（屋外運動施設を含む）

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



農村環境改善施設等　感染拡大防止ガイドライン　～運動施設～

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。

□スポーツ用具を使う場合も、利用者で可能な限り準備をお願い

　します。

□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 □運動・スポーツ中に、唾や痰を施設内に吐き出さないでくださ

　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

北会津農村環境改善センター

視聴覚室 ４０名 ２０名

農事研修室 ４０名 ２０名

小会議室 ２５名 １２名

営農相談室 ２５名 １２名

大研修室 １００名 ５０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。

・部屋の収容定員の半分を超える人数での利用。

（屋外施設にあっては、２００人を超える人数での利用）

・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



農村環境改善施設等をご利用される皆様へお願い
（河東農村環境改善センター）

　新型コロナウイルスの感染予防のため「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、農村環境改善施設等をご利用される皆様は、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、□欄にチェック☑してください。

農村環境改善施設等　感染拡大防止ガイドライン～共通事項～

項　目 説　明

□体調不良な方は利用を控える □過去１４日以内に発熱・その他感冒様症状がある方や具合の悪

　い方のご利用はご遠慮ください。

□マスクを着用する □症状がない方も着用をお願いします。併せて、咳エチケットへ

　のご協力をお願いいたします。

□定期的な手指の消毒と手洗

い・うがい

□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・うがいをお願いします。

（団体利用時には、可能な限り、利用者の方で消毒液の準備を

　お願いします。）

□社会的距離の確保

（密度を下げての利用）

□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、利用人数を収容定員の半分に制限します。

　併せて、少人数での利用や毎回名簿による参加者の把握を必ず

　お願いします。

※名簿は少なくとも１ヶ月以上の保管をお願いします。

※感染症を発症した場合、利用者情報と濃厚接触者の有無を報告

していただきます。

□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 □１時間毎に休憩をとり、窓や入口のドアを開けるなどして、最

　低５分以上の換気を必ずお願いします。

□共有物品の利用は控える

※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。

□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。

□調理実習室の利用時は、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。

□運動のための利用について

（屋外運動施設を含む）

上記の注意事項に加え、別紙「運動施設をご利用の皆様へ」の

チェックリストに基づいた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



●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

河東農村環境改善センター

会議室 ３６名 １８名

農事相談室 ２０名 １０名

生活改善研修室 １００名 ５０名

多目的ホール １５０名 ７５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。

・部屋の収容定員の半分を超える人数での利用。

（屋外施設にあっては、２００人を超える人数での利用）

・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


