
令和 2年 6月 20日 

千葉県立水郷小見川少年自然の家 

 

「新しい生活様式」に準じた活動プログラムについて 

 

  千葉県立水郷小見川少年自然の家では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染防止対策についてホー

ムページで公開しておりますが、宿泊での利用再開となり、ご利用の皆様が安心・安全にご利用いただけるよう、

「新しい生活様式」と考慮した活動プログラムの提供を行います。  

活動内容の変更や人数の制限がありますので、下記の表をご覧いただき、ご不明な点は、当施設までお問い合

わせください。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

１．留意すべき基本原則 

 （１） 千葉県立水郷小見川少年自然の家「新型コロナウイルス感染防止策」に則り、利用者に対し 

て、安心・安全な活動プログラムを提供する。 

 （２） ①密閉空間②密集場所③密接場面の 3つの条件を避けることなど、自己の感染を回避する 

とともに、他人に感染させないように徹底する 

 （３） 自分が使った場所・物の消毒をお願いし、利用者は利用後に貸出道具の消毒作業を実施す 

る。 

 （４） このマニュアルは令和 2年 6月 20日現在の状況に基づくもので、今後、適宜更新する。 

 （５） 個人で使うものは出来る限り個人で用意する。 

 

２．活動プログラムごとの対応 

プログラム名 防止策 お願い 

カヌー 

（ミニハーバー 

最大 40名まで） 

・集合や説明時はマスク着用。 

・物品は使いまわさない。 

・活動中はマスクの着用は必要ではないが、 

大声を出さないようにする。 

・カヌーの乗り換えはしない。 

活動後の物品は、水洗い・

消毒にご協力ください 

グランドゴルフ 

フライングディスク 

（わんぱくフィールド 

各 48 名) 

・集合時にはマスクを着用する 

・活動中はマスクの着用は必要ではないが、 

大声を出さずに、周りとの距離を保って活動する。 

・バインダー・筆記用具の貸出を中止。 

貸出物品の消毒・片付け、 

筆記用具をご持参くださ

い 

釣り 

（黒部川：40名） 

・ライフジャケットをつけて、周りと距離を 

保ち活動する 

使った道具類は使用後に

消毒をお願いします。 

ウォークラリー 

 1グループ 5名程度 

(施設外：最大 2団体まで 

同じコースは 1団体まで） 

・コマ地図は団体側で事前に印刷する。 

・歩くときは周りと距離を保ち活動する。 

・自転車を使用する場合は、使用後に消毒をする。 

使用物品・自転車等は使

用後に消毒をお願いしま

す。 

ビオトープ 

(ビオトープ：36名まで) 

・晴天のみ。 

・マスクを着用する。 

・観察時は、周りと距離を保ち観察する。 

 

 

 



ゲーム DE自然体験 

（屋外：最大 50名まで 

  雨天プログラム可） 

 

・集合時・説明時はマスク着用。 

・活動で使うカード類は使いまわさない。 

・屋外での活動を推奨。 

・グループ活動から個での活動中心に変更。 

筆記用具をお持ちくださ

い。 

自然観察 

 (屋外：50名程度) 

自主活動 

・活動中は充分な距離を保ち観察をする。 

・必要な対策について団体で工夫する。 

貸出物品がある場合は使

用後に消毒をお願いしま

す。 

火起こしの達人 

（炊事場、ピロティ 

最大 48名） 

・集合時・説明時はマスクの着用。 

・道具を使い終わった後は、手指洗浄・消毒。 

・屋外のみ。 

活動終了時消毒をお願い

します。 

テント泊 

（テントサイト：20名まで） 

・1テント 2名で使用する。 

・設営後は、手指洗浄・消毒をし、換気をする。 

・撤収時は、ポールは拭き消毒。 

家族でのご利用の場合は 

お問合せ下さい 

屋外スポーツ 

(わんぱくフィールド) 

・活動中は充分な距離を保つ。 

・貸出物品はボールのみ。 

・3密にならないように各団体で活動を工夫する。 

その他必要な道具はご持

参ください。 

また、物品返却時は消毒

をお願いします。 

体育館レク 

(体育館：32名まで) 

・入退出時は、手指消毒をする。 

・活動中は充分な距離を保つ。 

・換気をこまめに行う。 

・3密にならないように各団体で活動を工夫する。 

貸出物品は使用後消毒を

お願いします。 

ボッチャ・ペタンク 

(体育館、オリ室） 

人数については 

ご相談ください 

・活動中はマスクの着用は必要ではないが、説明や 

話し合いの時はマスクを着用する。 

・活動中は充分な距離を保つ。 

・ボッチャは正式なルールではなく、ペタンクの要 

領で行う。 

・こまめに換気をする。 

・3密にならないように各団体で活動を工夫する。 

貸出物品は返却時に消毒

をお願いします。 

 

おみぼうの大冒険、 

SDGsラリー、 

防災クイズラリー 

(館内：同時間帯に 1団体のみ) 

・マップ類は団体側で事前に印刷する。 

・1つのグループの人数を少なくする。 

・活動中は、大きな声を出さない、走らない、周りと 

十分な距離を保つ。 

貸出物品がある場合は、

使用後消毒をお願いしま

す。 

プラネタリウム 

 (最大 46名) 

・入退室時に消毒をする。 

・マスク着用。 

・開始前の集合は中止し、直接プラネタリウムに入 

り座ってまち、全員が揃ったところで説明を聞く。 

・終了時に自分が使った椅子を拭く。 

座った椅子周辺の消毒を

お願いします。 

イニシアティブゲーム 

レクリエーションゲーム 

グループワークトレーニング 

 （最大 50名まで） 

使用する場所についてはご相談ください 

・入退室時に消毒を行う。話す時はマスク着用。 

・個人で行うものや離れておこうあものに切替。 

・水分補給は、全員が一定の方向を向いて飲むよう  

 にする。 

・ふれることもあるため、事前に指導者と相談。 

同時間帯に 1 団体のみと

なります。 

屋外での活動も可能。 



七宝焼 最大 36名 

(創作室：12名、和室 36名) 

・入退出時に消毒をする。マスクの着用。 

・十分な換気を行う。 

・個人用のパレットに釉薬を入れて使う。 

・1テーブルに 2名で座る。 

使用した道具や机の消毒

をお願いします。 

キャンドルづくり  

(創作室のみ：12名) 

・入退出時に消毒をする。マスクの着用。 

・十分な換気を行う。 

・1テーブルに 2名で座る。 

 

軍手をお持ちください。 

使用した道具や机の消毒

をお願いします。 

切り絵 最大 90名 

（団体打合室 12名 

 創作室 12名、和室 40名、 

 研修室 82名で可能） 

 

・入退室時に消毒をする。マスクの着用。 

・1テーブルに 2名で座る。 

・個人で使うものは、持参する。 

 刃物類は、施設で貸し出します。 

・十分な換気をする。 

筆記用具(マジックなど

も)、ノリのご持参をお願

いします。 

使用した道具や机の消毒

をお願いします。 

ちぎり絵 最大 36名 

（団体打合室 12名、 

 創作室 12名、和室 36名、 

 研修室 36名）   

・同時間帯に 2団体のみ。 

・入退出時に消毒をする。マスクの着用。 

・十分な換気をする。 

・個人で使うものは、持参する。 

使用した道具や机の消毒

をお願いします。 

 

きりがみ 最大 90名 

（団体打合室 12名、 

 創作室 12名、和室 36名、 

 研修室 82名） 

・入退出時に消毒をする。マスクの着用。 

・人数が多い場合は、2室使う。 

・個人で使うものは持参する。 

 刃物類は、施設で貸し出します。 

・十分な換気をする。 

筆記用具(マジックなど

も)、ノリのご持参をお願

いします。 

使用した道具や机の消毒

をお願いします。 

ファンタジーウイング 

 同じ時間帯で最大 90名 

（体育館 32名、オリ室 30名、 

創作室 12名、和室、20名、 

研修室 82名） 

・入退室時に消毒をする。マスクの着用。 

・人数が多い場合は、2室使う。 

・個人で使うものは持参する。 

 刃物類は、施設で貸し出します。 

・十分な換気をする。 

筆記用具(マジックなど

も)のご持参をお願いし

ます。 

使用した道具や机の消毒

をお願いします。 

草木染め 

 最大 36名 

(創作室 12名、和室 40名) 

 

・入退室時に消毒をする。マスクの着用。 

・個人で使うものは持参する。 

 刃物類は、施設で貸し出します。 

・十分な換気をする。 

軍手をご持参ください。 

使用した道具や机の消毒

をお願いします。 

紙コップ工作 90名 

(研修室 82 名、創作室 12 名、

和室 40名、団体打合室 12名） 

 

・入退室時に消毒をする。マスクの着用。 

・個人で使うものは持参する。 

 刃物類は、施設で貸し出します。 

・十分な換気をする。 

筆記用具(マジックなど

も)のご持参をお願いし

ます。 

使用した道具や机の消毒

をお願いします。 

ネイチャークラフト 36名 

(研修室 82 名、創作室 12 名、

団体打合室 12名) 

ピロティ・野外炊事場も可能 

屋外での活動推奨 

・同じ時間帯に 2団体まで。 

・入退室時に消毒をする。マスクの着用。 

・個人で使うものは持参する。 

 刃物類は、施設で貸し出します。 

・十分な換気をする。 

 

ポスカ等がありましたら

ご持参ください。 

使用した道具や机の消毒

をお願いします。 



クラフトキット 最大 90名 

（研修室 82名、創作室 12名 

団体打合室 12名、屋外） 

屋外での活動推奨 

自主活動 

・入退室時に消毒をする。マスクの着用。 

・個人で使うものは持参する。 

 刃物類は、施設で貸し出します。 

・十分な換気をする。 

使用した道具や机の消毒

をお願いします。 

木のスプーン・フォーク 

（研修室 82名、創作室 12名、 

 炊事場、ピロティ) 

90名以上の場合はご相談ください。 

屋外での活動推奨 

・入退室時に消毒をする。マスクの着用。 

・個人で使うものは持参する。 

・十分な換気をする。 

・活動は充分な距離を保つ。 

筆記用具(マジックなど)

のご持参をお願いしま

す。 

使用した道具の消毒をお

願いします。 

万華鏡 

(研修室 82名、和室 40名、 

創作室 12名、団体打合室 12名）  

・入退出時に消毒をする。マスク着用。 

・十分な換気をする。 

・個人で使うものは、持参する。 

使用した道具や机の消毒

をお願いします。 

筆記用具を持参ください。 

キャンプファイヤー 

 （屋外：4か所） 

・マスクを着用して活動する。 

・活動中は間隔をあけ、接触を伴うレクリエーショ 

ン、対面や密集での発声は行わない。 

・点火の方法については団体で検討をお願いします。 

使用した道具や消毒を穏

願いします。 

キャンドルファイヤー 

 （体育館、オリ室） 

人数についてはご相談ください。 

・マスクを着用して活動する。 

・活動中は間隔をあけ、接触を伴うレクリエーショ 

ン、対面や密集での発声は行わない。 

・点火の方法については団体で検討をお願いします。 

使用した道具の消毒を穏

願いします。 

創作小物(講師) 調整中  

けん玉(講師) 調整中  

折り紙(講師) 調整中  

飾り炭 暫くの間休止します。 

再開については、ホームページでお知らせします。 

 

野外炊事 暫くの間休止します。 

再開については、ホームページでお知らせします。 

 

大なべ 暫くの間休止します。 

再開については、ホームページでお知らせします。 

 

※屋外での活動やスポーツ活動では、熱中症対策としてマスクの着用は必要ではありませんが、感染リスクを避

けるように対策を取って実施してください。 

 

３、引率者の対応 

 （１） 参加者の健康管理を十分に行い、体調がすぐれない参加者には活動を中止させる。 

 （２） 参加者に対し、こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行わせる。なお、利用団体はアルコ 

ール消毒液等を持参する。 

 （３） 参加者に対し、活動中大きな声で会話しないように指導する。 

 

４、職員の対応 

 （１） 職員は活動終了後、用具等の消毒・換気を行います。 

（２） 指導職員は説明時・打合せ時はマスクまたはフェイスマスク等を着用する。 


