
 

 

 

塩竈市民交流センター 

新型コロナウイルス感染症拡大防止施設利用ガイドライン 

（「新しい生活様式」に基づく利用ガイドライン） 

 

 本ガイドラインは、塩竈市民交流センターの運営にあたり、国の基本的対処方針や新型コ

ロナウイルス感染症対策専門家会議の提言及び宮城県主催イベント・会議等の考え方、公益

社団法人日本図書館協会の「図書館における新型コロナウイルス感染拡大防止予防ガイド

ライン」及び公益社団法人全国公立文化施設協会の「劇場、音楽堂等における新型コロナウ

イルス感染拡大防止予防ガイドライン」並びに関係機関が作成するガイドラインを踏まえ

て、塩竈市民交流センターにおける感染症拡大防止対策として実施すべき基本事項を示し

たものです。 

 

１．施設利用時間（開館時間） 

令和 2 年 6 月 1 日から市民交流センターは通常通りの開館時間とする 

遊ホール    （平日、土・日）午前 9 時～午後 9 時 30 分 

 図書館     (平日)午前 10 時～午後 6 時 00 分 

(土・日)午前 10 時～午後 5 時 

視聴覚センター (平日)午前 8 時 30 分～午後 5 時 

        （土曜日）午前 8 時 30 分～午後 5 時 

        （日曜日）午前 8 時 30 分～午後 5 時 

2．施設利用者に安全確認のために協力願うこと 

  ①利用の自粛（主催者側及び観客） 

自宅での検温を行い、37.5 度以上の発熱があった場合（または平熱比 1 度超過）、 

息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさや軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場 

合や体調がすぐれない場合は利用 を控える。 

 自宅での検温を忘れてきた方に対しては、サーマルカメラ等で検温を行う。 

  ②3 つの密（密閉・密集・密接）の回避 

市民交流センターの利用に際しては、3 つの密（密閉・密集・密接）を徹底的に回

避する。 

  ③活動内容の制限（禁止） 

不特定多数の集まる活動は控えてもらう。 

  ④会場の利用制限 

    遊スタジオについては、当面使用禁止とする。 

  ⑤利用時間の制限 

令和 2 年 9 月 1 日現在 

一部改正 令和 2 年 9 月 4 日現在 
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市民図書館の利用（貸館での利用を除く）は 2 時間以内を目安とする。 

  ⑥マスクまたはフェイスシールドの着用 

    来館する際は必ずマスクまたはフェイスシールドを着用する。 

  ⑦人と人との距離 

    人と人との間隔をできるだけ２ｍ（最低１ｍ）を目安とする。 

  ⑧手洗い及び手指消毒の徹底 

    こまめな手洗いの実施、市民交流センター各施設の入口等に設置されたアルコー

ル消毒液での手指消毒を徹底する。 

⑨定期的な換気の実施 

  １～2 時間ごとに５～10 分程度、こまめに換気を行う。 

  ⑩会場の消毒 

    使用した会場において、テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、

蛇口等（以下「高頻度接触部位」。）の消毒を行う。 

⑪トイレの利用 

トイレの蓋を閉めてから水洗を行う。 

  ⑫活動の工夫 

    対面にならないように席を配置する、接近した距離での会話を控える等活動方法

を工夫する。 

 ⑬確認票・利用者名簿の提出（別紙 1） 

    確認票・利用者名簿に必要事項を記入し事務室に提出する。 

  ⑭接触確認アプリ（COCOA）やみやぎお知らせコロナアプリ（MICA）の利用 

    厚生労働省の接触確認アプリ（COCOA）やみやぎお知らせコロナアプリ（MICA）

の登録を促す。 

⑮利用定員の縮小 

    収容人数の 1/2 以下の定員とする。詳しくは下の表を参照とする。 

【表１ 市民交流センター会場ごとの定員】 

 部屋 面積（㎡） 定員（人） 今回の定員（人） 

遊ホール 
 

ホール 1,932 385 191 

会議室 1 18 8 6 

会議室 2 24 14 6 

会議室 3 42 30 14 

和室１ 49 45 16 

和室 2 57 54 19 

遊スタジオ 41 － 6 

市民図書館 
3 階図書館 863 閲覧席を半分以下にする 

4 階図書館 1,440 閲覧席を半分以下にする 



 

 

 

4 階タイムシップ 100 33 16 

4 階創作室 102 34 17 

視聴覚センター 視聴覚室 94      14 

 ※今回の定員は、一人当たりの利用面積を概ね 3 ㎡として計算 

 ※「県主催イベント・会議等の考え方について」では屋内イベントが 

収容率５０％以内とされているので、ホールは 191 人を定員とする。  

 

3．市民交流センターにおいて実施する感染対策 

  ①事前に施設利用の注意事項を利用者へ周知する。 

    会場使用前に『新型コロナウィルスを防ぐには』（別紙 2）を手渡し、利用者全員

にその内容を周知する。 

  ②マスクまたはフェイスシールド着用の周知、確認 

    マスクまたはフェイスシールドを着用したうえで来館するよう周知する。 

  ③手指消毒液の設置 

    各施設入り口にアルコール消毒液を設置し、利用者への使用前後の消毒を周知す

る。 

  ④接触確認アプリ（COCOA）やみやぎお知らせコロナアプリ（MICA）の利用 

    厚生労働省の接触確認アプリ（COCOA）やみやぎお知らせコロナアプリ（MICA）

の登録を利用者に案内する。館内にみやぎお知らせコロナアプリ（MICA）の QR コ

ードを提示し、登録を促す。 

⑤来館者の体調の確認 

自宅での検温を行い、37.5 度以上の発熱（または平熱比 1 度超過）があった方や、 

息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさや軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある方

や体調がすぐれない方に対して、入館をお断りする場合があることを周知する。 

 自宅での検温を忘れていた方に対して、サーマルカメラで検温を行う。 

  ⑥換気の実施 

    １～2 時間ごとに５～10 分程度、こまめに換気するよう周知する。 

  ⑦館内の消毒 

    館内共有部分の高頻度接触部位の消毒を行う。 

各会場使用後は高頻度接触部位の消毒を行う。 

 返却された図書、視聴覚資料、玩具、文具等についても消毒を行う。 

⑧窓口での飛沫感染や接触感染を防ぐ 

    カウンターに飛沫感染予防の目的で透明ビニールカーテンを設置する。職員はマ

スクまたはフェイスシールドの着用を徹底する。 

⑨3 つの密（密閉・密集・密接）の回避 

3 つの密（密閉・密集・密接）を徹底的に回避するために、会場の机や椅子の配置 



 

 

 

や数を調整する。 

  

４．会場ごとの注意事項 

  ①遊ホール 

   ・ホール内の座席利用は前後左右 2 席に 1 席の着席とする。 

   ・ホール内の着席対象外の席は、新型コロナウィルス感染症予防対策への協力を呼び

かける「着席不可」の張り紙を設置する。 

   ・遊ホールの各施設は使用後の翌朝及び毎週月曜日の朝に、消毒を行う。また、各施

設の入り口に消毒液を設置する。 

   ・ホール未使用時はホワイエ、楽屋、トイレ等のドアを開放し、施設の換気を行う。 

   ・会議室及び和室の利用にあたっては、エアコン（屋上）と全館空調（地下）を稼働

させ、会場の入り口を全開にした状態で利用する。 

  ②図書館 

   ・閲覧席は 1/2 以下にする。 

   ・開館時は、３階Ａ階段および B 階段を換気のため開放、４階も B 階段を開放する。 

   ・滞在時間は 2 時間程度とする。滞在時間にはタイムシップの見学時間を含む。 

・カウンターに並ぶ際は、1 メートル程度間隔をあけて並んでもらう。待つ位置をテ

ープなどでマーキングし、それを目安としてもらう。 

・ＣＤやＤＶＤ等ＡＶ資料の館内視聴は、当面行わない。 

・創作室の利用にあたっては、全館空調を稼働させ、加えて窓を開け換気を行う。 

  ③視聴覚室 

   ・密な状態にならないように、工夫してもらい、使用形態により、窓開け換気を行う。 

  ④遊スタジオ 

   ・自由開放とするが、利用時間は２時間を目安とする。 

   ・スタジオ使用時は必ず空気清浄除菌機脱臭機及びサーキュレーターを稼働する。 

   ・使用後 1 時間を目安にドアを開け換気を行う。 

    

５．活動内容による注意事項 

  ①管楽器を使う活動 

    飛沫感染を予防するために、活動をする場に新聞紙等を敷くこと。活動後は使用し

た新聞紙等は持ち帰ること。 

 ②大声での発声、歌唱を伴う活動（合唱・コーラス・詩吟等） 

   飛沫感染を予防するために、マスクやフェイスシールドを着用の上、できるだけ２

ｍ以上（最低１ｍ）離れて、対面にならないように活動する。 

 ③マイクを使い、歌唱を伴う活動（カラオケ） 

   飛沫感染を予防するため、マスクやフェイスシールドを着用の上、できるだけ２ｍ



 

 

 

以上（最低１ｍ）離れて、対面にならないように活動する。歌唱する人とその他の人

との間に、透明ビニールカーテンを設置する。 

 マイクを介しての接触感染を防ぐため、使用するマイクにマイクカバーをして歌

唱し、使用後はマイクカバーを外し、マイク専用除菌スプレーにて除菌をする。 

④運動（呼気が激しくならないものも含む）を伴う活動 

  飛沫感染を予防するため、マスクやフェイスシールドを着用の上、できるだけ２ｍ

以上（最低１ｍ）離れて、対面にならないように活動する。 

  接触感染を防ぐため、相手と接触するような種目の場合にも、接触しない工夫をし

て活動する。 

 

６．主催事業についての個別注意事項 

  ①遊ホール協会自主事業 

・来場者はサーマルカメラで検温し、感染が疑われる場合は参加を見送ってもらう。 

・公演の企画にあたっては、密集を回避する方策や密な状態を発生させない工夫を検

討してもらう。    

・施設開館の際には不特定多数が触れやすい、高頻度接触部位の消毒を行う。 

・遊ホール協会自主事業の催事開催において、1 時間を超えるイベントは極力 2 部構

成で行ってもらい、５～10 分以上の途中休憩を入れてもらう。 

・会場入口の行列は最低 1m（できるだけ 2m を目安に）の感覚を空けた整列を促す。 

・入場時のチケットもぎりの際は、マスクや手袋を着用するほか、もぎりの簡略化を

検討する。 

・物販を行う場合は、不特定多数の者が触れるような見本品、サンプル品は取り扱わ

ない。 

・事前に余裕を持った入場時間を設定すること。 

・来場者が多数になることが見込まれる公演については、入待ちの自粛や時間差での

入場、開場時間の前倒しなどを行う。 

・公演関係者の氏名、緊急連絡先を把握し、名簿を作成する。公演関係者へは、必要

に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合もありうることを事前に周知する。 

 ②図書館主催事業 

  ・来場者はサーマルカメラで検温し、感染が疑われる場合は参加を見送ってもらう。 

  ・事業参加時は、参加者同士間隔をあけてもらう。 

  ・参加者には、氏名と連絡先を記入してもらい、感染者が発生した場合は、速やかに

連絡をする旨、伝える。 

   

 ７．感染が疑われる者（もしくは感染者）が発生した場合の対処方法 

  ①対象者を隔離、参加を控えていただく。 



 

 

 

  ②対応する職員は、マスクや使い捨て手袋の着用等適切な防護対策を講じる。 

  ③感染者が発生した会場の換気、消毒を行う 

  ④主催者は保健所へ連絡し、消毒や濃厚接触者調査の指示を受ける。 

  ⑤感染者と接触した職員等及び利用者の氏名及び連絡先を把握し、名簿を作成。 

  ⑥症状が重篤な場合は、保健所とも相談し、医療機関へ搬送する。 

 


