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新型コロナウイルス感染症拡大防止に新型コロナウイルス感染症拡大防止に

引き続きご協力をお願いします引き続きご協力をお願いします
長期にわたる外出自粛等へのご協力に心から感謝します長期にわたる外出自粛等へのご協力に心から感謝します (５月27日公開から一部抜粋）(５月27日公開から一部抜粋）

村民の皆さんへ村民の皆さんへ

　公共施設につきましては、６月１日から一
部サービスの利用を再開します。なお、村立
図書館については、国の対処方針等を踏まえ、
５月28日から先行して一部サービスの利用
を再開します。村民の皆さんにとって、公共
施設の利用は社会生活に欠かせないものであ
ると思いますが、感染防止対策の実効性等を
勘案しながら、利用範囲を順次拡大したいと
考えていますので、当面のところは、部分開

　最後に、皆さんへあらためてお伝えしたい
ことがあります。

　ご協力をよろしくお願いします。

放とならざるを得ないことへのご理解をお願
いします。
　また、公共施設等を使用しての地域で行わ
れる小規模な行事等の在り方については、国
において、イベント等の開催制限を段階的に
緩和する方針が示されたところでありますの
で、茨城県や近隣自治体の動向等も見極めな
がら検討を進めます。

　国の「緊急事態宣言」が全ての地域で解除さ
れ、新型コロナウイルス感染症対策は、新た
なステージに入っていくこととなりました。こ
れまで皆さんには、外出自粛をはじめとした
さまざまな制限がかかる中で、辛抱強くご協
力をいただき、あらためて感謝申し上げます。
　今後は、少しずつ日常を取り戻していくこ
とになると思いますが、「感染防止対策を徹
底しながら」という枕ことばを常に意識する
必要があります。長期間の自粛要請が緩和さ
れるということで、活動を早く再開したいと
考えている人も多いと思いますが、感染は一
定程度抑制されているとはいえ、収束してい
るわけではありません。二度とあの不自由な
生活に戻ることがないよう、日常の暮らしの
中で「新しい生活様式」を上手に取り入れなが
ら、感染対策の徹底を継続しましょう。

QRコードからメッセージ動画が視聴できます。QRコードからメッセージ動画が視聴できます。

▽「新しい生活様式」を上手に取り入れた
日常生活を！
▽「３密の回避」、「人との距離確保」、「マ
スク着用」、「手洗い」の徹底を！



　村では、国の緊急事態宣言の解除や茨城県の自粛要請の緩和等を踏まえ、村民の皆さんの社会的･健康的な
生活を確保する観点から、公共施設･設備等の一部の利用を再開することとしました。当面は、段階的な利用
再開となること、また、感染予防と安全･安心な公共施設利用のため、利用者･管理者等による感染防止対策や
利用再開方法等を定めたことに関しまして、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

６月１日から、 村内の公共施設６月１日から、 村内の公共施設･･設備等の一部の利用を再開設備等の一部の利用を再開

施設利用者の皆さんへ施設利用者の皆さんへ！

施設を利用する際の 「９つのお願い」

　発熱がある方や体調が悪い方は、
利用をご遠慮ください。会議室等
を利用する際の主催者や代表者は、
利用者や参加者、観覧者の健康状
態（体温•咳•だるさ•食欲の有無な
ど）を把握するようお願いします。

　飛
ひ ま つ

沫感染を防ぐため、利用者等
の人数は、使用する会議室等の収
容人員定員の２分の１程度に抑え
てください。また、会議形式で利
用する際は、席の間隔を２メート
ル程度設けてください。

　こまめに手洗いや手指消毒等を
行ってください。

　咳エチケットを守り、マスクを
着用するなど、各自感染予防に努
めてください。

　会議室等を利用する際は、感染
が発生した場合に備え、主催者や
代表者は利用者等の住所、氏名、
連絡先を記入した利用者名簿およ
び健康状態確認票などを、利用施
設へ提出してください。

　大きな声を出すなど、飛沫が多
く飛ぶような行為は避けてくだ
さい。

　利用時間の短縮をはじめ、人が
密集したり、対面で接触したりす
る機会が少なくなるようご配慮く
ださい。

１ １ 体調が悪いときの利用自粛体調が悪いときの利用自粛 2 2  利用者名簿等の提出利用者名簿等の提出 ３ ３ 定員の制限と間隔の確保定員の制限と間隔の確保

４ ４ 手洗い･手指消毒の徹底手洗い･手指消毒の徹底 ５ ５ マスクの着用マスクの着用 ６ ６ 飛沫感染の防止飛沫感染の防止

７ ７ 利用はなるべく短時間で利用はなるべく短時間で

　会議室等を利用する際は、清掃
や消毒作業にご協力ください。

９ ９ 清掃や消毒への協力清掃や消毒への協力

　換気の悪い密閉空間とならない
よう、窓を開けたり、換気設備を
運転したりし、定期的に空気を入
れ換えてください。

８ ８ 定期的な換気定期的な換気

※上記の取り組みにご協力いただけない場合は、利用の中止等を求めることがあります。また、混雑が見込まれるとき
は、入場制限を行う場合があります。

各施設でも感染予防を徹底します

　施設への出入り口を一本化し、利用者への手指消
毒をはじめ、定期的な換気や共用部分の消毒、職員
の健康管理を行うなど、感染予防対策を徹底します。
　施設の特性に応じて感染予防対策が異なります
ので、詳細は各施設へお問い合わせください。

通常利用に向け、段階的に制限を解除します

　感染リスクと村民の生活への影響を踏まえ、当面の間の
貸出施設の利用時間は、原則として午後５時までとします。
　その他の利用制限は、「新しい生活様式」や感染リスクを
踏まえながら、段階的に解除し、通常の利用ができるよう
にしていきます。
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各施設により、再開する設備･サービス等が異なります

　各施設の利用再開日や開館時間などは下表のとおりです。利用条件など詳細は、各施設へお問い
合わせいだたくか、村公式ホームページ（右QＲコードからアクセス可）をご覧ください。

施設名 利用再開日 利用を再開する設備•サービス等 休館日 問い合わせ開館時間

村立図書館
５月28日 ▽資料の貸出、返却

▽利用カードの登録、再発行 月曜日 村立図書館
（☎282-3435）９:30 ～ 17:00

中央公民館
６月２日 ▽会議室 ▽工作室 ▽多目的室

▽複写機•印刷機の利用 月曜日 中央公民館
（☎282-3329）９:30 ～ 17:00

村松･白方･中丸
コミュニティセンター

６月１日
▽会議室 ▽多目的ホール 
▽図書コーナー（返却と予約資料の

貸出のみ）
※窓口業務は19:30まで行います。

火曜日
村松コミセン（☎282-9944）
白方コミセン（☎287-3534）
中丸コミセン（☎287-2128）９:00 ～ 17:00

石神･真崎･舟石川
コミュニティセンター

６月２日
月曜日

石神コミセン（☎283-2868）
真崎コミセン（☎283-4477）

舟石川コミセン（☎283-1951）９:00 ～ 17:00

姉妹都市交流会館
６月１日

▽ホール ▽会議室 日曜日 姉妹都市交流会館
（☎282-0535）９:00 ～ 17:00

東海村産業･情報プラザ
「アイヴィル」

６月10日（予定）
▽301･302会議室 火曜日 東海村産業･情報プラザ「アイヴィル」

（☎287-0855）９:00 ～ 17:00

東海文化センター
６月２日

▽会議室１･２ 月曜日 東海文化センター
（☎282-8511）９:00 ～ 17:00

東海ステーション
ギャラリー

６月１日
▽ギャラリー － 東海駅コミュニティ施設管理室

（☎287-3680）９:00 ～ 17:00

総合体育館
６月４日（予定） ▽メインコート ▽サブコート

▽柔剣道場 ▽弓道場 ▽会議室 月曜日 総合体育館
（☎283-0673）９:00 ～ 17:00

村テニスコート
６月４日（予定）

▽全10面 月曜日 村テニスコート
（☎282-8571）９:00 ～ 17:00

久慈川河川敷運動場
６月４日（予定） ▽サッカー場 ▽ソフトボール場（工

事中のため７月１日から利用開始） 月曜日 総合体育館
（☎283-0673）日の出～日の入

南中夜間照明グランド 未定 ※利用再開が決まり次第、お知ら
せします。 － 総合体育館

（☎283-0673）
学校開放施設
（屋外•屋内）

６月８日（予定） ▽小学校グランド 
▽小•中学校体育館 ▽中学校格技場 － 生涯学習課（☎282-1711 内線1421）

総合体育館（☎283-0673）９:00 ～ 17:00

阿漕ケ浦公園
６月２日

▽野球場 ▽ホッケー場 月曜日 阿漕ケ浦公園管理事務所
（☎282-3835）９:00 ～ 17:00

村民活動センター
６月１日

▽会議室 ▽活動室１･２ － 村民活動センター
（☎282-0002）９:00 ～ 17:00

地域福祉センター
（総合福祉センター「絆」内）

６月１日 ▽ボランティア室１～３
▽会議室 ▽多目的ホール

土･日曜日、
祝日

総合福祉センター「絆」
（☎283-2299）９:00 ～ 17:00

高齢者センター
（総合福祉センター「絆」内）

６月８日（予定）
▽陶芸作業室 土･日曜日、

祝日
総合福祉センター「絆」

（☎283-2299）９:00 ～ 17:00
児童センター

（総合福祉センター「絆」内）
６月１日

▽遊戯室 ▽児童クラブ室 土･日曜日、
祝日

児童センター
（☎306-1017）10:00 ～ 12:00

とうかい村松宿こども園
子育て支援室

６月１日
▽子育て支援室 ▽相談室 土･日曜日、

祝日
とうかい村松宿こども園子育て支援室

（☎282-7390）９:30 ～ 11:30

長堀すこやかハウス
６月１日

▽保育室 土･日曜日、
祝日

長堀すこやかハウス
（☎283-3664）10:00 ～ 12:00

リユースコーナー
（東海村清掃センター内）

６月１日 ▽リユース品の展示･販売 
※12:00 ～ 13:00は閉館となります。

土･日曜日、
祝日

東海村清掃センター
（☎282-7289）8:30 ～ 16:30

東海スイミングプラザ 休園 ※感染症拡大防止のため、今シー
ズンは休園します。 － 総合体育館

（☎283-0673）

（６月２日現在）
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新しい生活様式
日常生活での実践をお願いします日常生活での実践をお願いします 広報号外広報号外

※ 家 の 中 の 見 や す い と こ ろ に 貼 っ て ご 利 用 く だ さ い。※ 家 の 中 の 見 や す い と こ ろ に 貼 っ て ご 利 用 く だ さ い。

買い物は１人で
すいた時間に

先に計画を立てて手短に

感染が流行している
地域への移動は
控えよう
最新情報の収集を心掛けて

人との間隔は
できるだけ
空けよう
できるだけ２ｍ（最低１ｍ）の距離を心掛けて

手洗いは
30秒かけて
石けんで丁寧に
こまめな手洗いを

定期的に窓を開けて
換気をしよう
エアコンを使用してい
る時にも、１時間に１回
は空気を入れ換えて

会話をするときは
マスクを
着けよう
咳エチケットにも気を付けて

毎朝の
健康チェックを
発熱や風邪症状がある
場合は自宅で療養

すいた時間と
場所を選んで
運動しよう
ジョギングなども少人数で

村公式アプリ
「こちら東海村」

村公式フェイスブック
「東海村ご当地レポーター」

村公式ツイッター
「東海村」

【村からのお知らせを配信中！】【村からのお知らせを配信中！】

村公式
ホームページ

～密集･密接･密閉の「３密」を避けましょう～～密集･密接･密閉の「３密」を避けましょう～


