
令和２年１０月　　日

１　事業規模

 総　　額 115,391千円 

２　補正事項（小金井市緊急対応方針の取組）

 ⑴　いのちを守る 115,391千円 

○　発熱外来の整備【健康課】 31,313千円 

　休日診療医療機関における発熱患者から他の患者等への新型コロナ
ウイルス感染症及び季節性インフルエンザの感染リスクを低減するた
め、日曜・祝日、年末年始等の休日診療実施日に保健センターで発熱
外来診療を実施

一般会計（第７回）

○　高齢者等への季節性インフルエンザ予防接種費用助成【健康課】 81,460千円 

　新型コロナウイルス感染症にり患した場合に重症化リスクの高い高
齢者等に対し、インフルエンザ予防接種の自己負担分２，５００円の
無料化を実施

一般会計（第７回）

○　市施設における感染防止対策【図書館】 2,618千円 

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本館及び貫井北分室に加
えて、東分室及び緑分室に図書消毒機を追加導入

一般会計（第７回）

※　補正事項の内容等については、各担当課までお問い合わせください。

令和２年第３回小金井市議会臨時会補正予算における
新型コロナウイルス感染症対策について



第41回小金井市新型インフルエンザ等対策本部部会資料 令和２年１０月２０日 市民部コミュニティ文化課

STEP-0 STEP-1(5月26日～) STEP-2（6月1日～） STEP-3（6月12日～）
4/7緊急事態宣言 5/25緊急事態宣言解除 6/2東京アラート発動 6/12東京アラート解除 6/19他道府県移動制限解除 9/10都警戒宣言1段引き下げ

小金井宮地楽器ホール（小金井市民交
流センター）

3/6～6/8：臨時休館
受付業務のみ（電話）　9時～17
時

6/1～：臨時休館
受付業務のみ（電話/窓口）　9時
～19時

～6/8：臨時休館（6/9　定例休館
日）
6/10～：一部開館（利用基準変更
あり）
窓口業務再開　9時～19時
練習室・和室・市民ギャラリー・
マルチパーパススペース（※Dは
有料貸出しのみ）　9時～17時
各施設定員の概ね1/2
感染防止対策徹底

6/19～：開館（利用基準変更あ
り）
ステップ２の開館施設に加え、大
ホール・小ホール・マルチパーパ
ススペース（※Dはフリースペー
ス開放）
開館時間　9時～22時
各施設定員の概ね1/2以下とす
る。
感染防止対策徹底

同左 同左

はけの森美術館

7/29～9/13：所蔵作品展開催
時間短縮（11時～16時）
週5日開館（月・火曜日休館）※
運協提言により試行

9/14：～休館
次期所蔵作品展（10/31～12/6開
催予定）の準備のため休館
時間短縮予定（11時～16時）
週5日開館予定（月・火曜日休
館）

集
会
施
設

集会施設 3/27～5/31：臨時休館

6/1～：窓口業務再開（9時～17
時）
※　休館日等の関係で、一部施設
は6/2又は6/3から再開

6/1～：開館（利用基準変更あ
り）
各室定員の概ね1/2
開館時間9時～17時
感染防止対策徹底

6/15～：開館（利用基準変更あ
り）
各室定員の概ね1/2
開館時間9時～22時
感染防止対策徹底

同左 同左

現行（R2.10.20）

★ステップ2・3に共通する利用者に対する要請内容
　□マスク着用・咳エチケット・手洗い・手指消毒の徹底
　□社会的距離の確保（概ね2m）
　□発熱・体調不良などの自覚症状がある場合の利用不可
　□利用者の連絡先の取得（主催者が行う）
　□制限定員の順守
　□換気の励行
　□飛沫感染予防対策の励行（近距離・対面での会話、大声を出す、歌うなどの抑制）
　□激しい呼気や大声を伴う運動の自粛

市民部所管施設の再開経過について（東京都ロードマップとの関係）

段階的な制限内容

文
化
施
設

所蔵作品展（会期：3月22日～5月10日）を中止し、展覧会（所蔵作品展：7月29日開催予定）の準備のため休館

施設名
以降の制限内容



第41回小金井市新型インフルエンザ等対策本部部会資料 令和2年10月20日 生 涯 学 習 部

STEP-0 STEP-1(5月26日～) STEP-2（6月1日～） STEP-3（6月13日～）
4/7 緊急事態宣言 5/25 緊急事態宣言解除 6/2 東京アラート発動 6/12 東京アラート解除 6/19 他府県移動制限解除 9/10 都警戒度1段引下げ

総合体育館 臨時休館　3/6～ 臨時休館

6/2再開
市内在住者を対象に大体育
室・小体育室・プールの個人
利用再開
・感染防止対策徹底

6/15トレーニング室を除き通
常開館（団体利用は市内在
住者）
・感染防止対策徹底

6/22　通常開館
・教室事業再開
・感染防止対策徹底
7/12　大会利用再開

同　左

計画修繕のため休場
（プール10/1～3/5、
全館11/1～1/31）

栗山公園健康運動センター 臨時休館　3/6～ 臨時休館

6/2再開
市内在住者を対象にプール
の個人利用再開
・感染防止対策徹底

6/15トレーニング室を除き通
常開館（団体利用は市内在
住者）
・感染防止対策徹底

6/22　通常開館
・教室事業再開
・感染防止対策徹底
7/12　大会利用再開

同　左

一中クラブハウス
（談話室・柔剣道場）

臨時休館　3/2～ 臨時休館
中学校の施設利用状況を踏
まえて判断（6月中は利用中
止）

同　左
中学校の施設利用状況を
踏まえて判断

10/1再開

上水公園運動施設（グランド・
テニスコート）

臨時休館　3/27～ 臨時休館

6/2再開　市内在住者対象に
新規利用予約受付
管理棟・クラブハウス入場制
限（更衣室・シャワー室利用
中止）
・感染防止対策徹底

6/22　通常開館

・感染防止対策徹底
同　左 同　左

市テニスコート場 臨時休館　3/27～ 臨時休館

6/2再開　市内在住者対象に
新規利用予約受付
管理棟・クラブハウス入場制
限（更衣室・シャワー室利用
中止）
・感染防止対策徹底

6/22　通常開館

・感染防止対策徹底
同　左 同　左

一中テニスコート 臨時休館　3/2～ 臨時休館
中学校の施設利用状況を踏
まえて判断
（6月中は利用中止）

同　左
7/1　通常開放
・感染防止対策徹底

同　左

南中学校テニスコート夜間開放 臨時休館　3/2～ 臨時休館
中学校の施設利用状況を踏
まえて判断
（6月中は利用中止）

中学校の施設利用状況を踏
まえて判断
（6月中は利用中止）

7/12　通常開放
・感染防止対策徹底

同　左

ス
ポ
ー

ツ
施
設

　　　　生涯学習部所管施設等の再開経過について（東京都ロードマップとの関係）

段階的な制限内容
以降の制限内容 現行（R2.10.20）

ス
ポ
ー
ツ
施
設
（

屋
外
）

施設名



図書館本館、緑分室

臨時休館　3/6～

5/20予約資料の貸出
し窓口開設（10-17）

5/27WEB・電話での予約
受付開始

6/3再開　入館後30分以内の
利用（10-17）、未所蔵資料の
予約受付開始 同　左

図書館東分室、貫井北分室

臨時休館　3/6～

5/20予約資料の貸出
し窓口開設（9-17）

5/27WEB・電話での予約
受付開始

6/3再開　入館後30分以内の
利用（9-17）、未所蔵資料の
予約受付開始 同　左

西之台会館図書室 臨時休館　3/6～

5/27WEBでの予約受付開
始

6/3再開　入館後30分以内の
利用（9-17）、未所蔵資料の
予約受付開始 同　左

公民館本館・貫井南分館・緑分館

臨時休館　3/27～

5/20印刷機・コピー
機の制限付き利用

同　左

東分館・貫井北分館

臨時休館　3/27～

5/20印刷機・コピー
機の制限付き利用

同　左

文化財センター 臨時休館　3/6～

6/2から開館
・感染防止対策徹底
※一度に入館する人数を
制限（概ね20人まで）
※学習室・南寮は当面の
間使用中止

同　左 同　左 同　左 同　左

清里山荘（清里少年自然の家） 臨時休館　4/8～ 臨時休館を継続
6/19　再開
・感染拡大予防のガイドラ
インに基づき、運営

同　左

放課後子ども教室 状況を鑑み中止 2学期から順次再開

休日の遊び場開放 7/4　再開（団体利用） 調整中（個人利用）

スポーツ個人利用開放校 調整中（11月以降）

テクノスカレッジ体育館開放 同左 調整中（再開未定）

土曜スポーツクラブ 状況を鑑み中止 計画修繕後（2月再開）

同上

臨時休館（3/6～6/2）に伴い中止

休校に伴い中止

（

そ
の
他
）

6/17制限緩和
・定員制限（ステップ２と同じ）
・通常の開館時間で開館
・使用者把握対応（利用者に
おいて把握する）
・館内でのマスク着用の徹
底、利用者による感染拡大防
止対策の工夫等
・使用内容制限（取り分けに
よる飲食の禁止）
・ロビーの使用は不可

同上

臨時休校（3/2～6/14）に伴い中止

そ
の
他
施
設 国が示している社会経済活動の再開の目安（都道府県をま

たぐ移動及び観光）に基づく対応とすることを原則。（6月19
日以降の再開を予定）

図
書
館

7/1　通常の開館時間
・入館後30分以内の利用
・市外者の利用者登録再
開
・閲覧椅子の一部配置
・児童館等への貸出再開
・インターネット端末の利
用再開（30分まで）
・一部イベント事業の再開
（参加人数減等の感染防
止対策徹底）

※再開未定
・本館別館の学習室利用
・おはなし会
・来館による団体貸出
・大学図書館カード貸出

公
民
館

6/3施設再開
・定員制限（原則：概ね各室
定員の1/2以内）
・時間制限（9-22➡9-17）
・使用者把握対応（利用者に
おいて把握する）
・使用内容制限（飲食を提供
するもの、カラオケ、囲碁将
棋等の休業要請施設一覧に
ある「基本的に休止を要請す
る施設」記載内容）
・ロビー及びコミュニティス
ペースの利用不可

同　左

8/28本館と北分室に図
書消毒機設置

10/1制限緩和（入館滞
在時間）

（12月電子書籍導入予定）

10/12本館　学生への
学習室提供

10/7北分館　地域の居
場所開放事業


