
各公共施設の利用再開の内容 

施設 利用再開日 開館時間 利用再開する設備･サービス 制限事項 利用者の遵守事項(利用条件等) 施設の感染防止対策 問合せ先 

図書館 5月28日(木) 

9:30 

～ 

17:00 

●本，雑誌，視聴覚資料の閲覧，

貸出，返却 

●利用カードの登録，再発行 

●人数制限(同じ時間帯の入館者70名以内) 

●滞在時間制限(1時間以内) 

●次のことはできません。 

・雑誌最新号，新聞の閲覧 

・PCの利用，CD･DVDの視聴 

・学習室を含むすべての座席の利用 

・複写サービス 

・リクエスト･相互貸借の申込 

・ウォーターサーバーの利用 

・公衆電話の利用 

・コインロッカーの利用 

・授乳室・ベビーベッドの利用 

●発熱等の症状がある場合は入館不可 

●来館票への記入 

●入館時の手指消毒(洗浄) 

●マスク着用，咳エチケットの遵守 

●ソーシャルディスタンスへの配慮 

●消毒アルコール設置 

●カート等の定期的な消毒 

●換気 

●返却資料の除菌 

●対面サービス場所に透明な仕切

りを設置 

●職員の健康チェック，手指消毒，

マスク･フェイスシールドの着用 

東海村立図書館 

TEL.029-282-3435 

FAX.029-282-0224 

中央公民館 6月2日(火) 

9:30 

～ 

17:00 

●会議室 

●工作室 

●多目的室 

●複写機･印刷機の利用 

●人数制限(各部屋の定員の約半数) 

●ロビー利用不可 

●予約受付を制限(当面) 

(9時～11時:電話のみ／11時～：窓口も可) 

●会食不可 

●利用者名簿(連絡先，体調等)の提出 

●入館時の手指消毒 

●マスク着用，咳エチケットの遵守 

●利用設備の利用後の消毒作業 

●消毒用アルコール設置 

●手すり等の定期的な消毒 

●換気 

●自動ドアの開放 

東海村中央公民館 

TEL.029-282-3329 

FAX.029-282-7813 

コミュニティセンター 

(村松･白方･中丸) 
6月1日(月) 

9:00 

～ 

17:00 

●会議室 

●多目的ホール 

●人数制限(施設･部屋ごとに異なります。) 

●和室･調理室･ロビー･シャワー室利用不可 

●図書コーナーは返却と予約資料の貸出のみ 

●会食不可 

●利用者名簿･健康状態確認票の提出 

●入館時の手指消毒 

●マスク着用，咳エチケットの遵守 

●ソーシャルディスタンスへの配慮 

●利用時間短縮への配慮 

●定期的な換気の実施 

●利用後の消毒作業･清掃 

●利用者用衛生用品の設置 

●施設消毒用品の設置 

●施設の定期的な消毒･換気 

●利用者へ感染拡大防止の指導 

●利用者が行う消毒への立会い 

各コミュニティセンター 

石神  TEL.029-283-2868 

村松  TEL.029-282-9944 

白方  TEL.029-287-3534 

真崎  TEL.029-283-4477 

舟石川 TEL.029-283-1951 

中丸  TEL.029-287-2128 

コミュニティセンター 

(石神･舟石川･真崎) 
6月2日(火) 

姉妹都市交流会館 6月1日(月) 

9:00 

～ 

17:00 

●ホール 

●会議室 

●人数制限(ホール･会議室:8名以内) 

●利用時間制限(1時間以内) 

●キッチン利用不可 

●施設利用者名簿・健康状態確認票の提出 

※1 ケ月以内の海外渡航歴の有無を追記

したもの 

●マスク着用，咳エチケットの遵守 

●机･椅子など利用設備の消毒作業 

●扉･窓の開放(会議室利用時) 

●飲食は持参した飲み物に限る。 

●消毒用アルコール設置 

●手すり等の定期的な消毒 

●換気 

姉妹都市交流会館 

TEL.029-282-0535 

FAX.029-282-0539 

産業・情報プラザ 

「iVil」 
6月10日(水) 

9:00 

～ 

17:00 

●301会議室 

●302会議室 

※強風･雨天により換気が行

えない場合等，急遽施設利

用を中止とする可能性が

あります。 

※トイレは，3階のみ使用可

とします。 

●人数制限(各室10人以内) 

●利用時間制限(1 時間以内(入館チェック時間を含まな

い。)) 

●会議室の連結利用不可(当面) 

●多目的ホール･101会議室･フリースペース利用不可(当面) 

●予約受付を制限(電話のみ) 

●会食不可 

●利用者名簿の提出 

●施設管理者の入館チェックを受けるこ

と。(点呼・健康状態の確認・検温等) 

●入退館は利用者全員が揃った状態で行う

こと。 

●入館時の手指消毒 

●入館チェック後の利用料の支払い 

●マスク着用，咳エチケットの遵守 

※利用者の感染症対策が不十分と判断した

場合は，利用を停止する場合があります。 

●消毒用アルコールの設置 

●利用者名簿に基づく点呼 

●利用後の消毒作業 

●換気 

●立入禁止区域の明示 

東海村産業･情報プラザ「iVil」 

TEL.029-287-0855 

FAX.029-283-5001 

文化センター 6月2日(火) 

9:00 

～ 

17:00 

●会議室1 

●会議室2 

●人数制限 

(会議室1:約16名／会議室2:約13名／大会議室:約30名) 

●滞在時間制限(半日以内) 

●不特定多数による利用不可 

●ホール･和室･ホワイエ利用不可 

●予約受付を制限(ウェブ予約不可，予約は翌月分まで) 

●使用料は当日精算 

●会食不可 

●利用者名簿の提出 

●マスク着用，咳エチケットの遵守 

●ソーシャルディスタンスへの配慮 

●机･イス･ドアノブ等の消毒 

●扉･窓の開放 

●利用前後の手洗い励行 

●消毒用アルコールの設置 

●共用スペースの消毒 

●換気 

●ソファーの撤去 

東海文化センター 

TEL.029-282-8511 

FAX.029-287-1488 

 



施設 利用再開日 開館時間 利用再開する設備･サービス 制限事項 利用者の遵守事項(利用条件等) 施設の感染防止対策 問合せ先 

駅ギャラリー 6/1(月) 

9:00 

～ 

17:00 

●ギャラリー 

●人数制限(5名程度) 

●滞在時間制限(60分程度以内) 

●予約受付を制限(ウェブ予約不可) 

●利用者名簿への記入 

●マスク着用，咳エチケットの遵守 

●利用した机･イス･ドアの消毒 

●定期的な換気(自動ドア開放) 

●時差搬出入 

●搬出入時扉開放 

●利用者による照明調整の禁止 

●利用前後の手洗い励行 

●消毒用アルコールの設置 

●共用スペースの消毒 

●ソファーの撤去 

●照明調整 

東海ステーションギャラリー 

TEL.029-287-3680 

FAX.029-287-3682 

総合体育館 

6月4日(木) 

※予約受付開始 

①村内者･団体 

6月2日8:00～ 

②村外者･団体 

6月3日8:00～ 

9:00 

～ 

17:00 

●メインコート 

●サブコート 

●柔剣道場 

●弓道場 

●会議室 

●人数制限 

・メインコート(全面:120名以内，1/2:60名以内，1/4:30

名以内) 

・サブコート(全面:40名以内，1/2:20名以内) 

・柔剣道場(全面:40名以内，1/2:20名以内) 

・弓道場(15名以内。射場は3人立ちまで) 

・会議室(20名程度以内) 

●プレーヤー以外(見学者等)の滞在不可 

●更衣室･シャワー室･トレーニングルーム･メインコート観

覧席利用不可 

●会食不可 

●予約受付を制限(ウェブ予約不可) 

●使用料は当日精算 

●利用者名簿(健康チェックを含む)の提出 

●マスク着用，咳エチケットの遵守(競技中

を除く。) 

●利用備品(各種競技の備品等)の消毒 

●扉･窓の開放 

●利用前後の手洗い･うがい励行 

●入館口の制限(正面のみ利用) 

●消毒用アルコールの設置 

●共用スペースの消毒 

●畳は利用前･利用後に消毒を徹底 

●館内ソファー･ベンチ撤去 

東海村総合体育館 

TEL.029-283-0673 

FAX.029-287-1905 

テニスコート 

6月4日(木) 

※予約受付開始 

①村内者･団体 

6月2日8:30～ 

②村外者･団体 

6月3日8:30～ 

9:00 

～ 

17:00 

●全10面 

※1コートあたりの人数制限

は行いません。 

※次プレーヤー等の待機者

は2ｍ間隔を保ってくださ

い。 

●クラブハウス入場制限 

●プレーヤー以外(見学者等)の滞在不可 

●更衣室･シャワー室利用不可 

●コート内ベンチを1名分に制限 

※利用者がイスを持ち込むことは可。ただし，2m間隔を保

ってください。 

●予約受付を制限(ウェブ予約不可) 

●利用者名簿の提出 

●マスク着用，咳エチケットの遵守(競技中

を除く。) 

●利用した備品(ハンドル，審判台，コート

ブラシ，ベンチ等)の消毒 

●利用前後の手洗い･うがい励行 

●消毒用アルコールの設置 

●共用スペースの消毒 

●クラブハウスの換気 

東海村テニスコート 

TEL.029-282-8571 

河川敷グランド 

6月4日(木) 

※予約受付開始 

①村内者･団体 

6月2日8:00～ 

②村外者･団体 

6月3日8:00～ 

日の出 

～ 

日の入 

●サッカー場 

●ソフトボール場(工事中のた

め7月から) 

●予約受付を制限(ウェブ予約不可) 

●利用者名簿の提出 

●マスク着用，咳エチケットの遵守(競技中

を除く。) 

●消毒用アルコール，手洗い用水の持参 

●利用前後の手洗い･うがい励行 

（特になし） 
東海村総合体育館 

TEL.029-283-0673 

南中夜間グランド 未定 未定 ●夜間照明グランド ※通常授業が開始した後，各学校と協議のうえ決定します。 

●利用者名簿の提出 

●マスク着用，咳エチケットの遵守(競技中

を除く。) 

●利用前後の手洗い･うがい励行 

●共用スペースの定期的な消毒 
東海村総合体育館 

TEL.029-283-0673 

学校開放施設(屋外) 6月8日（月） 

9:00 

～ 

17:00 

●小学校グラウンド ●他チームを招いての試合禁止(当面) 

●利用者名簿の提出 

●利用者全員に対する健康チェック 

●利用前の手洗い，うがい 

●マスク着用の呼びかけ 

●複数の枠を確保している団体は可能な限

り分散利用 

（特になし） 

生涯学習課 

TEL.029-287-0851 

FAX.029-282-7944 

総合体育館 

TEL.029-283-0673 

学校開放施設(屋内) 6月8日（月） 

9:00 

～ 

17:00 

●小学校体育館 

●中学校体育館 

●中学校格技場 

●他チームを招いての試合禁止(当面) 

●利用者名簿の提出 

●利用者全員に対する健康チェック 

●利用前の手洗い，うがい 

●マスク着用の呼びかけ 

●利用後の施設(設備)の消毒 

●扉･窓の開放 

●複数の枠を確保している団体は，可能な

限り分散利用 

●消毒セットの設置 

生涯学習課 

TEL.029-287-0851 

FAX.029-282-7944 

総合体育館 

TEL.029-283-0673 



施設 利用再開日 開館時間 利用再開する設備･サービス 制限事項 利用者の遵守事項(利用条件等) 施設の感染防止対策 問合せ先 

阿漕ヶ浦運動公園 6月2日(火) 

9:00 

～ 

17:00 

●野球場 

●ホッケー場 
●観客席利用不可 

●利用者名簿への記入 

●利用前･利用後の手指消毒･手洗い 

●マスク着用の呼びかけ 

●ベンチ等の消毒(野球場) 

●貸出備品の消毒(ホッケー場) 

●消毒用アルコールの設置 

●門扉(出入口)の定期的な消毒 

●施設備品等の定期的な消毒 

阿漕ヶ浦公園管理事務所 

TEL.029-282-3835 

村民活動センター 6月1日(月) 

9:00 

～ 

17:00 

●会議室 

●活動室1 

●活動室2 

●人数制限(会議室･活動室1・活動室2:8名以内) 

●会食不可 

●利用者名簿への記入 

●健康状態の確認 

●マスク着用 

●机･椅子など利用設備の消毒 

●消毒用アルコールの設置 

●施設設備等の定期的な消毒 

●換気 

村民活動センター 

TEL.029-282-0002 

総合福祉センター絆 

(地域福祉センター) 
6月1日(月) 

9:00 

～ 

17:00 

●ボランティア室1 

●ボランティア室2 

●ボランティア室3 

●会議室 

●多目的ホール 

●人数制限 

・ボランティア室1(4名) 

・ボランティア室2(6名) 

・ボランティア室3(8名) 

・会議室(10名) 

・多目的ホール(20名) 

●土曜日閉館(当面) 

●視聴覚室･調理実習室利用不可 

●ロビーの長時間滞在不可 

●会食不可 

●利用者名簿への記入 

●入館前の検温 

●利用設備(机･椅子等)の消毒 

●マスク着用，咳エチケットの遵守 

●消毒用アルコールの設置 

●施設設備等の定期的な消毒 

●換気 

東海村総合福祉センター「絆」 

TEL.029-283-2299 

FAX.029-283-4535 

総合福祉センター絆 

(高齢者センター) 

6月1日(月)以降

で，茨城版コロナ

Next「Stage1」に

移行後 

9:00 

～ 

17:00 

●陶芸作業室 

●人数制限(17名以内) 

●土曜日閉館(当面) 

●入浴施設･機能回復プール･筋力トレーニング室･大広間･

娯楽室は利用不可 

●利用者名簿への記入 

●入館前の検温 

●利用設備(机･椅子等)の消毒 

●マスク着用，咳エチケットの遵守 

●消毒用アルコールの設置 

●施設設備等の定期的な消毒 

●換気 

東海村総合福祉センター「絆」 

TEL.029-283-2299 

FAX.029-283-4535 

総合福祉センター絆 

(児童センター) 
6月1日(月) 

10:00 

～ 

12:00 

●遊戯室 

●児童クラブ室 

●村内在住者に限定 

●人数制限(10人/日まで) 

●利用回数制限(2回/週まで) 

●開館日を制限(月～金に限定) 

●予約受付を制限(当日9:00～9:30のみ) 

※在家庭の児童を優先します。 

●砂場･一部の部屋は利用不可 

●行事･サークル活動は休止(当面) 

●入館･退館時の手指消毒･手洗い 

●入館前の検温･受付(来館者全員) 

●マスク着用，咳エチケットの遵守 

●体調が悪い子の利用自粛(例：咳，鼻水，

下痢等) 

●手指消毒液の設置 

●おもちゃ等の消毒 

●換気 

●保育士の体調確認，マスク着用，

手洗い･うがいの徹底 

東海村総合福祉センター「絆」 

児童センター 

TEL.029-306-1017 

FAX.029-283-4535 

とうかい村松宿 

こども園 

子育て支援室 

6月1日(月) 

9:30 

～ 

11:30 

●子育て支援室 

●相談室 

●村内在住者に限定 

●人数制限(6人/日まで) 

●利用回数制限(1回/週まで) 

●開館日を制限(月～金に限定) 

●予約受付を制限(当日8:30～9:00のみ) 

※在家庭の児童を優先します。 

●園庭･テラスは利用不可 

●行事･サークル活動は休止(当面) 

●入館･退館時の手指消毒･手洗い 

●入館前の検温･受付(来館者全員) 

●マスク着用，咳エチケットの遵守 

●体調が悪い子の利用自粛(例：咳，鼻水，

下痢等) 

●手指消毒液の設置 

●おもちゃ等の消毒 

●換気 

●保育士の体調確認，マスク着用，

手洗い･うがいの徹底 

とうかい村松宿こども園 

子育て支援室 

TEL.029-282-7390 

FAX.029-282-7391 

長堀すこやかハウス 6月1日(月) 

10:00 

～ 

12:00 

●保育室 

●村内在住者に限定 

●人数制限(8組(20人)/日まで) 

●利用回数制限(2回/週まで) 

●開館日を制限(月～金に限定) 

●予約受付を制限(当日9:00～9:30のみ) 

※在家庭の児童を優先します。 

●行事･サークル活動は休止(当面) 

●入館･退館時の手指消毒･手洗い 

●入館前の検温･受付(来館者全員) 

●マスク着用，咳エチケットの遵守 

●体調が悪い子の利用自粛(例：咳，鼻水，

下痢等) 

●手指消毒液の設置 

●おもちゃ等の消毒 

●換気 

●保育士の体調確認，マスク着用，

手洗い･うがいの徹底 

長堀すこやかハウス 

TEL.029-283-3664 

FAX.029-283-3364 

（注意） 

１ 利用条件の詳細については，各施設までお問い合わせください。 

２ 人数や滞在時間等の制限については，利用状況により変更する場合がございます。 


