令和 3 年 4 月 1 日
令和 3 年 4 月 18 日更新

西東京市保谷こもれびホール
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のための施設利用ガイドライン
このガイドラインは、
【
「新しい生活様式」における西東京市公共施設（貸館等）利用基準】に則った
ものであり、開館日から当面の間における施設利用の基準を定めたものです。今後の新型コロナウイル
スの感染状況および国や都、市の対応や指示により、適宜見直しを行います。
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開館時間・施設
開館時間：9 時から 22 時まで（窓口は 20 時 30 分まで）
施設：メインホール、小ホール、リハーサル室、音楽練習室、会議室
※政府より 4 月 12 日から適用されているまん延防止等重点措置につきまして、西東京市は対象
区域外ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、適用期間の 5 月 11 日までは、21 時
までの施設利用のご協力をお願いいたします。ただし、それによるキャンセルの還付対応はご
ざいません。
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利用される皆様へのお願い

【共通の対策】
・ご来館の前に検温等により体調の確認を行い、発熱や風邪の症状（咳やくしゃみ、咽頭痛な
ど）
、強いだるさ、息苦しさなどの体調不良がある場合はご来館をお控えください。
・過去 2 週間以内に海外から帰国（入国）した場合はご来館をお控えください。
・同居家族や身近な人に感染が疑われる人がいる場合はご来館をお控えください。
・ご来館時はマスクを常時着用のほか、咳エチケット、手洗い、手指消毒を徹底ください。
・館内では、ソーシャルディスタンス（最低 1m 以上）を確保した行動をとってください。

【施設利用時の対策】
・不特定多数の来場がある催しでの利用は当面の間できません。主催者が来場者を把握できる催
しについては利用可能とします。
・団体利用に係る施設利用者の代表は、団体利用者全員に「発熱などの体調不良の人」
「過去 2
週間以内に海外から帰国（入国）した人」がいないこと、「同居家族や身近な人に感染が疑わ
れる人」がいないことを事前に確認してください。
・団体利用に係る施設利用者の代表者は、団体利用者全員の氏名及び連絡先の情報と、施設利用
当日から１ヶ月程度の間は施設利用者全員の健康状態を把握してください。万が一、施設利用
者に新型コロナウイルスの感染・発生等があった際は、保健所等の公的機関に情報を提供し、
必要な調査に協力できるようにしてください。
・飲食は楽屋・諸室内でお願いします。カフェラウンジを除き、エントランスなど共用部での飲
食はできません。ただし、熱中症予防や体調管理のため利用時において水分補給が必要な場合
は、その限りではありません。
・来場者に対して、舞台に向かって歓声、声援、大声を上げないことを徹底させてください。ま
た来場者と接触するような演出（客席通路を使用する、声援を惹起する、来場者を舞台に上げ

る、ハイタッチなど）は禁止とします。
・予定入場者数がメインホール 324 名以上、小ホール（段床 1）115 名以上、小ホール（段床
2）93 名以上の場合は、声援を上げられたお客様への注意などのため、場内案内係の配置をお
願いいたします。
・利用終了後、使用した机・椅子などを消毒のうえ返却することとし、それ以外の備品は係員の
指示のもと消毒を行ってください。また、終了後は速やかに退出するようにしてください。
※予定入場者数がメインホール 324 名以上、小ホール（段床 1）115 名以上、小ホール（段床
2）93 名以上、使用不可の案内がされている客席のカバーを外しての使用の場合は、上記消毒
に加え、客席の消毒とカバーの原状復帰もお願いいたします。
・その他の対策について、別紙「ホール利用の主催者の皆さまへのお願い」をご一読ください。
・ご利用当日にお配りする「西東京市保谷こもれびホール感染症対策チェックシート」をご確認
いただき、各項目にチェックのうえご提出ください。項目全てにチェックがない場合はご利用
をお断りする場合があります。
●３つの密（密閉、密集、密接）を発生させない利用のために
① 密閉を避ける
メインホール・小ホールは適切な換気システムによる持続的換気が可能であり、換気能力も
高く「密閉」はクリアできる環境にあります。
リハーサル室・音楽練習室は、換気のため常時空調設備のスイッチを入れてありますので、
そのままの状態でご利用ください。スイッチが入っていない場合は内線にご連絡させていた
だきます。利用終了後もスイッチは切らずにそのままの状態でご退出ください。また、必要
に応じてドアを開けて換気を行ってください。その際は、音が漏れないよう配慮をお願いい
たします。
会議室及びメインホールと小ホール附属の楽屋は、備付の機械換気設備を使用いただくか、
窓とドアを開けて 2 方向による換気を 30 分に 1 回 10 分程度行ってください。
② 密集を避ける
各施設の定員数を厳守してください。ソーシャルディスタンスを考慮いただき、特にダン
スなど、大きな動きを伴う利用の場合にはご注意ください。
公演時は開場時間の前倒し・休憩時間の延長や規制退場などの実施の工夫をお願いしま
す。
（予定入場者数がメインホール 324 名以上の場合は、開場時間から開演時間まで 45 分
以上の時間を設定してください。）
公演終了後、1 階エントランスや 3 階ホワイエなどで人が密集することを避けるため、来場
者に速やかに退出していただけるようにご案内してください。
③ 密接を避ける
近距離での会話をお控えいただき、対面での利用にならないよう配慮してください。大声
での発声を伴うもの、激しい呼気を伴うもののほか、常に身体的距離を確保できない利用
については、特に注意が必要です。演出上や表現上困難な場合、または呼吸が困難、熱中
症予防の場合を除き、原則としてマスクを着用してください。
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ホール客席は最前列の使用不可とし、使用可能範囲を定めておりますので、以下 4「定員
数」と別紙座席表をご確認ください。
会議室の机は、固定位置から移動禁止です。
【舞台打合せ・館内見学について】
舞台事務所・楽屋口は、ドアを開けて定期的な換気を行います。
1 回あたりの舞台打合せの人数は 2 人以下とし、館内見学の人数は 5 人以下とします。所要時間
は 60 分以内とさせていただきます。
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スタッフによる感染リスク低減のための措置
スタッフは検温等の健康管理及びマスク等の着用、手洗い、手指消毒を徹底します。
館内の出入り口に至る階段の手すりやドアの取っ手、トイレ等、除菌薬剤での清掃を強化しま
す。
管理事務室はドアを開けて換気を行い、ソーシャルディスタンスを考慮した受付配置としており
ます。場合により、ご入室人数を制限させていただきます。カウンターに遮断シートを設置し、
釣銭等の引き渡し等の際はトレーを使用します。
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定員数
令和 2 年 10 月 16 日付の「新しい生活様式」における西東京市公共施設（貸館等）利用基準に基
づき、利用内容により、収容人数半数以下でのご利用となりますので、下記：利用人数の上限の
確認フローチャートをご参照ください。
https://www.komorebi-hall.jp/wpcontent/uploads/2020/10/88ccd05bd8a5c6bb5a473325e6fe0d2e.pdf
なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況および国や都、市の対応や指示により変わる可能性
がございますので、予めご了承ください。
半数以下での利用の人数
施設名

通常の収容人数

（緊急事態宣言期間中／半数以
下での利用内容の場合）

メインホール

客席 644

客席 324

（車椅子席 4 を含む）

（車椅子席 2 を含む）

※最前列は全席使用不可

※最前列は全席使用不可

舞台上 81

舞台上 81

（音響反射板使用時 66）

（音響反射板使用時 66）
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楽屋 1、2（小） 各 3

楽屋 1、2（小） 各 3

楽屋 3、4（大） 各 10

楽屋 3、4（大） 各 10

楽屋 5、6（中） 各 6

楽屋 5、6（中） 各 6

●舞台面 1（舞台面を狭く使

●舞台面 1（舞台面を狭く使

用）

用）

客席 230

客席 115

※最前列は全席使用不可

※最前列は全席使用不可

舞台上 29

舞台上 29

（音響反射板使用時 17）

（音響反射板使用時 17）

●舞台面 2（舞台面を広く使

●舞台面 2（舞台面を広く使

用）

用）

客席 186

客席 93

※最前列は全席使用不可

※最前列は全席使用不可

舞台上 39

舞台上 39

（音響反射板使用時 27）

（音響反射板使用時 27）

100

50

楽屋Ａ、Ｂ、Ｃ

楽屋Ａ、Ｂ、Ｃ

各4

各4

（楽屋ＡとＢは連結使用可能）

（楽屋ＡとＢは連結使用可能）

リハーサル室

60

30

音楽練習室

30

15

会議室

14

7

メインホール楽屋
（6 部屋）

小ホール
（客席仕様）

小ホール
（フラット仕様）
小ホール楽屋
（3 部屋）
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上記以外の公演時の対策

【舞台上・客席での対策】
・表周りとは別に、舞台裏の担当者も設けてください。
・管楽器等の音出し時や手入れ時に発生する結露水に対し、シートなどを持参いただくなどの対策をお
願いします。
・花道利用の場合、花道側の客席は使用禁止とします。
・舞台袖においても密な空間にならないよう努めてください。
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【楽屋での対策】
・楽屋廊下での飲食は禁止です。飲食物は全て楽屋内に設置をお願いします。
・飲食の共有は禁止です。
・ケータリングは個別ペットボトル、個包装のお菓子とし、バイキング形式（取り分け）の食べ物は禁止
です。共用ポットを使用した際は、つど消毒をお願いします。
・ホワイエを楽屋代わりで使用することは利用目的として不適切のため禁止です。
・楽屋に入りきらない場合は、館内の他施設および近隣の施設の確保をお願いします。詳細はホールにお
問合せください。
【その他】
・開場時、ロビーでのウェルカムコンサートの実施は当面の間不可といたします。
・入待ちや出待ちは控えていただくようお願いします。
・お客様から出演者へのプレゼント・花束の直接渡しは禁止としてください。預かる場合は、主催者受付
でのお預かりでお願いいたします。
・メインホール利用の際は、パーテーションで区切り、ホワイエを作ってください。
・受付担当者はマスクやフェイスシールド着用をお願いします。
・受付台にビニールカーテンやアクリルパーテーションの設置などの工夫をお願いします。
・入場列の間隔を空けてください。
・お客様へ検温を実施してください。
・チケットもぎりは目視での確認をお願いします。
・プログラム配布は手渡しを避けるようお願いします。
・お手洗い待機列の間隔を空けるようお願いします。
・ホワイエでの飲食は控えるようお願いします。
（水分補給を除く）
・物販は待機列の間隔を取るなどの対策を講じた上で可能といたします。
・面会、サイン会は控えるようお願いします。
・写真撮影は、密にならないよう対策を講じた上で可能といたします。
・アンケート回収での鉛筆の使い回しは控えるようお願いします。
・当日公演中に体調不良の方が発生した際は、ホールスタッフにご報告ください。
【対策のための貸出備品について】
・舞台や表周り用の手指消毒液は貸出がございません。ただし館の入り口には設置してあります。
・舞台の備品消毒液は貸出します。
・検温器を 1 台貸出します。
（大小ホール専用／各 1 台）
・換気のためのサーキュレーターを貸出します。
（先着順）
・上記対策が講じられているかどうか、公演当日にホールスタッフが見回りします。
以上
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