新型コロナウィルス感染防止対策の取り組み（令和 3 年 3 月 22 日改訂版）
印西地区環境整備事業組合

温水センター

指定管理者：Funspace・オーチュー共同事業体
１、施設利用者シートのご記入・検温・健康チェック・手指消毒・人数制限等について
・ソーシャルデイスタンスを守る為、ロッカーの使用を 1 列おきに間引いてご利用い
ただきます。使用ロッカーの個数を男女各 69 個少なくすることで、利用者を制限し
ております。空きロッカーの残り個数が 5 個を下回った場合、入場を制限させてい
ただきます。券売機で入場券のご購入ができなくなります。
（現状、制限の実施はあ
りません。
）
・入館される前に、施設利用者シートのご記入・検温・健康チェック・手指消毒 をお
願いいたします。
※施設利用者シートには、
「氏名、年齢、住所、連絡先（電話番号）、ご利用エリア」
のご記入をお願いしております。入り口に設置してあります「回収 BOX」にて回収
させていただきます。
個人情報に関しては、新型コロナウィルス感染防止に関するのみに使用し、それ以外
の事には使用いたしません。1 か月間保管させていただきます。
・館内でのお食事はできません。（軽食・飲料水等を除く）
２、浴室に関して
ロッカーの個数を男女各 69 個減らす。
（男女各 138 個 → 69 個に削減）
（１） 洗い場は一つおきに間引きをしてソーシャルデイスタンスを守る。
男女各 9 か所 → 5 か所に削減。
（２） サウナの利用は、令和 2 年 12 月 1 日より再開しております。
利用制限を 5 名までとし、ソーシャルディスタンスを守りサウナ内の会話を禁
止させていただきます。また、共有のサウナマットの貸し出しを中止します。
（３） ドライヤーは、洗面台エリアにてマスク着用の上ご利用いただけます。
※持ち込み可
（４） ボディーソープを設置いたしました。（固形石鹸もございます。）
（５） トイレ等に設置してあります固形石鹸は使用する際に表面を流してから
30 秒以上の手洗いをお願いいたします。
（６） 浴室内及び脱衣所でのマスクを外しての会話は極力お控えください。

３、プールに関して
ロッカーの個数を男女各 69 個減らす。
（男女各 138 個 → 69 個に削減）
（１）消毒に関しては次のとおり実施致します。
・手すり（ウオーキングコース、階段）
、タオル置き場、ベンチ、監視台 トイレ
1 時間に 1 回アルコール消毒をいたします。
・プール更衣室のロッカー取っ手
1 日 3 回（11：00、15：00、18：30）アルコール消毒をいたします。
・ウオーキングコース
縦に 1 列に並んでいただき前のお客様より 2ｍ以上離れて歩いていただく。
（２）採暖室は、当分の間使用を中止といたします。
（３） 有料・無料レッスンに関しては、令和 2 年 7 月 1 日より、人数制限をして開催
しています。
（４） コース型レッスン・プライベートレッスンに関しては次のとおりとする。
・令和 2 年 7 月 1 日から「コース型プール・スタジオ・風の子教室」の開催を
再開しております。ベビーズタイムも再開しております。
・レッスンに参加されるお子さまは極力自宅にて水着に着替えてからご来館して
いただく。
（3 密・更衣室混雑緩和のため）
・ご自宅で検温していただき微熱がない事を確認してからご来館いただく。又ご家
族に体調が悪い方がいる場合も参加をご遠慮いただく。
・お子様の滞在時間を制限させていただくために、施設へのご来館はレッスン開始
15 分前を目途にお越しいただく。お迎えの場合は終了 10 分間前からの入館と
させていただきます。
・コーチによる体調確認をいたします。体調不良が発覚した場合は保護者様にご連
絡をしてご退館していただきます。
・指導員は防水用マスクをして指導いたします。
・保護者様の観覧席（2 階目洗い場含む）からのご見学を再開しております。引き
続きプール外からの見学も可能です。見学以外での館内滞在はお控えください。
・ご来館の際は備え付けの消毒液で手指の消毒、マスクの着用をしていただ
き咳エチケットにご協力をお願い致します。
・保護者の入館証はなしとし教室保護者券のみといたします。
・レッスン前の幼児スクールの点呼はプールサイドでおこない、レッスン終了後は
更衣室混雑緩和のためグループごとに 1 階のシャワーを浴びて上がりますので
個室シャワーはなるべく使用せずにそのまま着替えて速やかにご退館いただき
ますようお願いします。
・ドライヤーは、洗面台エリアにてマスク着用の上ご利用いただけます。
※持ち込み可

４、トレーニングルームに関して
ロッカーについては、プール又は浴室と共有となっています。
（１） 消毒・換気に関しては次のとおり実施致します。
・除菌スプレー及びペーパータオルの設置。
各マシン・ストレッチマット等のご利用後は消毒のご協力をお願いします。
・ご利用開始前に「お名前・性別・開始時間」をご記入し、ご利用終了時は「退出
時間」をご記入してください。
・有酸素マシンの間隔を１台ずつ空けさせていただきます。
（バイク４台 クロストレーナー１台 自走式１台 計１０台可動）
・ストレッチエリア＝最大４名まで。
・フリーウェイト＝最大３名まで。
・振動マシン＝2 台利用可能
・血圧計 レンタルシューズ VR（バイクは使用可能）は再開しております。
・除菌スプレー・ペーパータオル・ゴミ箱を３か所に設置。
・トレーニングエリア内は、マスク必着といたします。
フェイスシールド。マウスシールドは不可。
（ストレッチエリアは可能）
・スタジオ教室に参加される方もマスク・フェイスシールド・マウスシールド着用
・１時間毎に除菌及び換気を行います。除菌・館内の換気を強化します。
（２） 有料・無料レッスンに関しては、令和 2 年 7 月 1 日より人数制限をして開催し
ています。
（３） コース型レッスンに関しては次のとおりとする。
・令和 2 年 7 月より、
「コース型プール・スタジオ・風の子教室」の開催を再開し
ております。
・お着替えはご自宅で済ませ、更衣室の行動は最小限に抑えていただく様ご協力を
お願い致します。
・ご観覧につきましては、再開しております。ご観覧以外の館内滞在はお控えくだ
さい。
・レッスン終了１０分前から保護者の方のお迎えのご入場を可能といたします。
・終了後はスタジオ内に留まらず、速やかにご退場をお願い致します。
（４）レッスン共通事項
・消毒作業
スタジオの入り口にてアルコールスプレーを設置します。
各レッスン後に、担当講師及びスタッフにて消毒を行います。
使用した器具や手すり・ドアなどの不特定多数の触れる箇所を消毒します。

・空き時間の換気
各レッスン時間外及びレッスン中に換気を行います。
体調を崩さないよう上着などで調整をお願いします。
・その他
レッスン前に担当講師より体調確認をさせていただきます。
体調がすぐれない場合は必ずお申し出いただく。
担当講師がマスク・フェイスシールドを着用してレッスンを行う場合がござい
ます。
レッスン中は担当講師の指示に従って行動していただく。
レンタルシューズの貸し出しを再開しております。
（５）パーソナルトレーニングは、令和 2 年 7 月より再開しております。
４、マッサージ・エステに関して
（１） 施術前の消毒の徹底とマスクの着用、場合によっては手袋にて施術いたします。
※令和 2 年 10 月 1 日より、エステを再開しております。
５、券売機・受付等に関して
（１） 消毒液を風除室に設置しています。
（２） 券売機から 2ｍおきに足跡シールを貼りソーシャルデイスタンスを守る。
（３） 券売機を適時に消毒を行っています。
（４） 受付カウンター前に感染防止シートを張り飛散感染を予防しています。
（５） ボールペンも適時に UV 殺菌を行っています。
（６） 受付員のマスクの着用を徹底する。
（７） 受付カウンター前にも足跡シールを貼りソーシャルデイスタンスを守る。
（８） カウンターを適時に消毒を行っています。
（９）エレベーターのご利用は 2 人までと制限させていただきます。
６、その他、全般に関して ※施設のホームページ及び館内 POP にて掲示する。
（１）従業員スタッフ及び契約インストラクターについて
・出勤前の検温を実施、異常が見られる場合は出勤を禁じます。
・手洗い・うがい・消毒等、感染予防を徹底致します。
・コーチは防水マスクを着用して指導に当たります。
・プール監視員もマスク着用を徹底しております。

（２）次の症状に該当する方はご利用をお控え頂きます。
・風邪の症状（くしゃみ・咳）微熱以上の熱がある方。
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある方。
・咳、痰、胸部不快感のある方。
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。
・その他新型コロナウイルス感染可能性の症状がある方。
・以下に該当する、感染による重症化を引き起こしうる疾病をお持ちの方は、
ご本人（ご自身）の安全のためしばらくの間、ご来場しないご配慮が必要ですの
で、ご来場をお控えいただくようお願いいたします。
（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患がある方）
（人口透析を受けている方）（免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方）など
（３）無料送迎バスの運行は、当分の間、運休致します。
７、営業時間及び利用料金、利用時間について
（１） 営業時間は、9 時から 21 時 （通常）
（２） 利用料金の変更はありません。
市内 大人 420 円 子供 210 円 幼児無料
市外 大人 520 円 子供 210 円 幼児無料
※ベビーズタイムは、別途 200 円が必要です。
ご利用時間帯は、9 時から 18 時までです。 詳細は受付まで。
（３） 利用時間は、3 時間です。
※7 月 8 月は利用時間が 2 時間に短縮されます。

