
学校名 特 記 事 項（特にお願いすること） カギ 時　間
ﾌｯﾄｻ
ﾙ

武道場

2 二小 遵守事項の徹底。土・日開放しない。4月の開放⇒開放しない。 貸与 19:30～21:30間2時間 × －

3 三小

子どもを器具庫、舞台、控え室、２階に入れない。舞台は使用しない。（特に
子どもを舞台で遊ばせない。）
用具の管理、整理整頓・ゴミ片付け、施錠、消灯（特にトイレ）、閉門等を確
実にチェックする。
市や学校行事が優先のため、急に開放できなくなる場合がある。
４月の開放⇒開放する。（入学式以降）

貸与 18:00～21:30間2時間 × －

4 城南小 遵守事項の徹底。敷地内禁煙。4月の開放⇒開放する。 貸与 19:30～21:30間2時間 × －

5 旭小 遵守事項の徹底。4月の開放⇒開放しない。 貸与 19:30～21:30間2時間 × －

6 城北小
節電・節水。（水銀灯点灯後は白熱灯消灯。）子どもを器具庫、舞台、控え
室、２階に入れない。使用後のモップがけ、用具の整理整頓、ゴミの片付けを
する。行事優先。4月の開放⇒開放しない

貸与 18:00～21:30間2時間 × －

12 大谷北小

駐車は所定の場所に。（職員玄関前6台は駐車禁止）21時30分完全退校。節電・
節水。窓の施錠・換気扇消し忘れ注意。学校行事優先。鍵は2月末に返却。フロ
アのみ使用可(ステージ（脇含む）・器具庫立入禁止)利用日誌の提出を忘れず
に。学校の用具は使用しない。選挙時は投票所になる。
４月の開放⇒入学式・代表者会議後に開放する。

貸与 19:30～21:30間2時間 × －

8 東城南小 貸与 19:00～21:30間2時間 × －

遵守事項の徹底。学校の用具は使用しない。フロアのみで、ステージ・２階へ
の立入禁止。年末年始使用不可。
ﾌｯﾄｻﾙ利用は、全面禁止４月の開放⇒開放しない。※19：30までは駐車スペース
があまりない。

－

7 若木小
遵守事項の徹底。エアコンの使用禁止。体育の授業で使用する物を触らないこ
と。（ステージなどに置いてあることがある）学校の用具は、基本使用しな
い。学校行事優先。4月の開放⇒開放しない。

貸与 18:00～21:30間2時間 × －

1 一小

遵守事項の徹底。構内への車の乗り入れ禁止。学校行事優先。
年末年始使用不可。利用可能時間帯、火・水・土・日⇒18:00～21:30のうち2時
間(〇)、月・木・金⇒20:00～21:30のみ(〇)。
4月の開放⇒開放する(入学式以降の開放)。

貸与 ← 童

－

10 大谷東小

学校開放概要の遵守。利用時間の遵守。解散後は速やかに帰宅。午後９時以降
は大きな声、音をたてない。新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底する。
器具庫内は必要時のみ。（幼児が遊んだりしない。）放送室・２階おどり場・
ステージおよびステージ脇へは出入りしない。防御ネットを必ず使用（ｽﾃｰｼ袖
幕保護のため）。敷地内全面禁煙。フロア飲食禁止。出入りは正門から。正門
側駐車場に駐車。校舎前走行禁止。行事優先。節電・節水。照明の完全消灯を
確認する。ゴミは必ず持ち帰る。清掃・整理整頓。施錠・門扉確認。報告書を
必ず代表者は記入。鍵の保管に責任をもつ。２月の活動終了後、速やかに鍵を
返却する。年末年始使用不可。ﾌｯﾄｻﾙ利用は、学童のみ可。ただし、蹴ったボー
ルを壁・ドアにぶつけないように注意、4月の開放⇒利用団体会議終了以降か
ら。

貸与 18:30～21:30間2時間 童 －

9 城東小
（火）不可。現状復帰。モップがけ。最後は北門を閉める。暗幕を使用する際
は丁寧に。ステージには上がらない。12/29～1/3不可。２月の最終使用後には
速やかに鍵を返却。4月の開放⇒開放しない

貸与 19:30～21:30間2時間 童

－11 大谷南小
(日)不可。ボール使用時ステージネットを。遵守事項徹底。車は東門または北
門から入り、体育館南側または北側へ駐車。ﾌｯﾄｻﾙ利用は、大谷東FCのみ利用
可。（大谷南小児童所属）４月の開放⇒開放する(入学式以降)

貸与 18:00～21:30間2時間 童

令和5年度　各学校の遵守事項
（体育館・武道場）

※フットサルの「童」は児童のみ利用可



15 間東小

遵守事項徹底。学校行事優先。ステージﾞ、器具庫、２階、放送室への子どもの
出入り禁止。暗幕に触らない。体育館周辺での飲食禁止。学校敷地内禁煙。駐
車場・正門付近に吸殻を捨てる→厳禁。ゴミの持ち帰り徹底。夏場の窓、入口
（北側小部屋）の施錠確認。終了後正門を閉める。節電。外側の電灯必ず消灯
確認。感染症対策の徹底。夏場の熱中症対策をしっかりと。部活動から継続し
ての利用不可。15才以下の参加不可。4月の開放⇒開放しない。

貸与 19:30～21:30間2時間 × －

16 下生井小
白熱灯使用不可。必ずモップﾟがけを。長期休業中使用不可の期間あり。
4月の開放⇒開放する。

貸与 1800～2130間2時間 × －

18 寒川小 行事優先。4月の開放⇒開放しない。 貸与 18:00～21:30間2時間 × －

19 豊田小

遵守事項厳守。年末年始使用不可。利用日誌に記録を記入すること。ステージ
利用禁止。学校行事や準備期間は利用不可。体育館への入館は原則利用者の
み。体育館シューズ使用すること。敷地内禁煙。体育館内での飲食禁止（水分
は可）出入りは東門を利用し、活動後は閉める。活動後は速やかに解散。備品
を使用する際は事前に連絡必須。エアコン使用不可。学校の都合により使用で
きない日あり。鍵は2月末に学校へ返却。

貸与 18:00～21:30間2時間 × －

22 羽川小

遵守事項厳守。感染防止の徹底。使用した用具等の管理をきちんと。車内貴重
品×。消灯・閉門確実に。（通用門のアコーディオン扉とチェーンを必ず閉め
る。）トイレのレバー確認。年末年始・行事時不可。21:30には必ず退校。選挙
時には投票所になる。鍵は3月上旬には返却。
4月の開放⇒入学式以降開放する。

貸与 19:00～21:30間2時間 × －

24 萱橋小
使用後の消毒の徹底。（トイレ・ドアノブ等）４月の開放⇒開放しない。(感染
症状況を見て判断)

貸与 18:00～21:30間2時間 × －

14 乙女小 貸与 18:00～21:30間2時間 ×

行事優先。8/13～16、12/29～1/3は利用不可。照明の完全消灯確認。利用後は
速やかに解散。マット・跳び箱等学校備品使用禁止。昇降口前道路（緊急車両
通行用）通行禁止(校舎裏の迂回と南門利用)。最終開放後、鍵を速やかに返
却。代表者メールアドレス必ず連絡。施設内飲食禁止。
4月の開放⇒開放する。ただし、３週目以降からとする。

13 間々田小 貸与 19:30～21:30間2時間 童 －

（木）不可。　門扉・戸締まり忘れない。器具庫内物品（ボール等）は使用禁
止。使用後はモップ等で清掃。
バレーボール用ネットは学校にない。鍵は２月末返却。12/29～1/3不可。
4月の開放⇒開放する。

21 中小 貸与 18:00～21:30間2時間 × －
学校開放遵守事項厳守。ステージ使用禁止。学校行事当日だけでなく、準備・
片付けの期間も使用禁止。スペアキー(番号)の貸与(継続使用の場合も一度学校
に戻す)。４月の開放⇒開放しない。

－

20 穂積小
行事優先。出入りは北門。敷地内全面禁煙。手指・用具の消毒、感染症予防対
策・衛生管理の徹底。
4月の開放⇒４月下旬(２０日以降)からの開放でお願いします。

貸与 19:30～21:30間2時間 × －

17 網戸小

（土）（日）（祝）不可。
鍵貸与・返却とも勤務時間（８：００～１６：３０）内に。器具庫内等の備品
無断使用×。年末年始及び学校閉庁日の開放はなし。ステージ上のピアノに触
れない。モップかけ戸締りの確認。トイレを使用した場合簡単な清掃を。
４月の開放⇒開放する。

貸与 18:00～21:30間2時間 ×

－23 羽川西小

２階は必要時以外立入禁止。放送設備・備品には手を触れない。ゴミ・後始末
（持ち帰り）をしっかり（トイレも含む）。東門外側の河川敷に駐車（荷物の
運搬等の乗り入れ可だが、その後所定の場所に）。練習試合等は必ず事前に連
絡。節電。（水銀灯点灯後は白熱灯消灯。）鍵は開放期間終了後、速やかに返
却。4月の開放⇒開放する。

貸与 18:00～21:30間2時間 ×



剣道〇

卓球〇

空手〇

剣道〇

空手〇の
み

剣道〇

卓球〇

空手〇

剣道〇

卓球○

空手○

32 乙女中

全体への連絡は全利用団体の代表者に電話もしくはメールで。その後各団体の
代表者へ連絡を回すこと。連絡内容によっては「利用ファイル」に挟む場合有
り。）利用日に代表者が不在の場合、責任者を明確に。予定日に使用しなく
なった場合は利用日誌にその旨記載。（電話連絡不要）ゴミ持ち帰り・日誌チ
ケット・月末までに利用反省の記入・消毒の徹底。電気の消し忘れ注意。車上
荒らしに注意。３月８日までに鍵を返却。（平日午後６時までに直接事務室に
届ける。午後４時半以降になる際は、事前に連絡を入れる。）学校行事・地域
行事で使用除外日あり。卓球不可。8/13～8/16、12/28～1/3利用不可。４月の
開放⇒開放する(4月１8日～)。

貸与 19:30～21:30 × ×

34 美田中

節電対策厳守（照明は使用する部分のみ）。入口ドアの開閉を丁寧に。学校内
(校庭も含む)全面禁煙。施設内飲食禁止(フロア以外での水分補給のみ可)。出
入口のドアは開閉をゆっくり。毎週利用する団体のみ。19:30の開錠⇒21:30の
完全退校の徹底。（門扉が閉まっている状態）４月の開放⇒開放しない。

貸与 19:30～21:30 × 　×

35 桑中
学校行事優先。器具庫の後片付けを確実に。登録者以外の利用禁止。鍵の取り
扱いに注意。節電。ゴミの持ち帰りの徹底。４月の開放⇒開放しない。

貸与 19:30～21:30 × ×

絹義務教育
学校（元絹

中）

25

戸締りの際、校舎に通じる入口の内カギは下ろさない。メンバーに概要・遵守
事項及び感染症対応の徹底を。利用日誌、翌月分の利用日程を期日までに学校
に提出。学校行事優先。利用団体の物品・私物・ゴミ等は持ち帰り。鍵は、職
員の勤務している時間内（16:30）に借用しに来て、使用後は新聞受けに返却。
４月の開放⇒開放しない。

← 18:00～21:30間2時間 〇 －
絹義務教育
学校（元福

良小）

27 二中

車は北門出入り。門扉・体育館・トイレ各々の解錠・施錠は代表者またはそれ
に代わる方が責任をもって。開放日に代表者が不在の場合、責任者を明確に。
鍵・日誌を当日17時までに借用し（事務室）、職員玄関ポストへ返却（土日祝
日は前日の団体から直接受け渡し）。年末年始・お盆の閉庁日、文化祭の週、
成人式前日、入学式準備後使用不可。職員や生徒の私物（ｼｭｰｽﾞ等）、ステージ
の無断使用、館内の飲食は厳禁。ゴミの持ち帰り徹底。利用日誌記入を徹底。
利用予定日に使用しなくなった場合、速やかに学校へ連絡。学校からの連絡
（休館日等）は通常は利用日誌、臨時は体育館入口に掲示、緊急時は各利用団
体者または管理責任者代表の方に。活動終了後は速やかに退校。活動開始時間
の１０分以上前には来校しない。4月の開放⇒開放する。

← 19:30～21:30 ×

26 小山中

学校行事等優先。学校からの連絡は一斉メールのため、代表者は学校にメール
登録（他のメンバーも極力登録を）。年度当初の学校との打合せの際、代表者
（代理者）出席必須。職員や生徒の私物（シューズ等）の使用厳禁。団体の代
表者が不在の場合の責任者を明確に。飴、ガム等の持ち込み厳禁。敷地内禁
煙。ゴミは必ず持ち帰る。登録者以外の利用厳禁。19時以前には来校しない。
２１：３０には完全消灯・施錠を完了し速やかに退校する。活動の延長は認め
ない。自転車で来校する場合、他の車の迷惑にならないよう配慮し空いている
駐車スペースを利用する。遵守できない団体があった場合、緊急の打合せを行
い貸与中止の決断をすることもある。４月の開放⇒開放する。

貸与 19:30～21:30 ×

29 城南中
節電。（活動に適した最小限の照明で。）喫煙・飲食（ガムも含む）厳禁。
行事優先。集合は開始時間の15分前から。4月の開放⇒開放しない。

貸与 19:30～21:30 ×

28 三中 遵守事項厳守。4月の開放⇒開放する。（入学式等行事があるため中旬以降） 貸与 19:30～21:30 ×

33 豊田中 ×
使用後の消毒の徹底。利用の際、駐車は校庭（校舎側）へ。施錠の徹底。終了
後は速やかに解散する。長期休業中⇒春休み中利用不可、夏休み冬休み中
(〇)。4月の開放⇒開放する。

貸与 19:30～21:30
空手〇
卓球〇

30 大谷中

31 間々田中

毎月の日誌提出・活動終了時の鍵の返却の徹底。（守れない団体は使用不
可。）登録したメンバーのみ利用可。未成年者の登録と参加には保護者が責任
をもつ。体育館は南口のみ使用。靴は靴箱に入れる。シューズ等は必ず持ち帰
る。学校閉庁日(１２／２９～１／３、８／１３～１６)及び学校行事優先と判
断した日は開放しない。４月の開放⇒開放する。ただし、夜間開放運営会議終
了後からとする。

19:30～21:30貸与 ×
剣道〇
空手〇
のみ

月～土のみ開放。登録したメンバーのみ使用。（変更後は再度名簿の提出
を！）敷地内の運転は最徐行。自転車校庭乗り入れ禁止。駐車場は体育館西
側・南側のみ（校門付近・プロムナード不可）。19:15以前の敷地内への入校禁
止。鍵貸与（開放終了後、速やかに返却。）学校閉庁日は貸出しない(８/１３
～１６、１２／２８～１／３)体育館連絡通路土足×。未成年だけの利用不可。
4月の開放⇒開放する。

貸与 19:30～21:30 × ×

36

メンバーに概要・遵守事項及び感染症対応の徹底を。利用日誌、翌月分の利用
日程を期日までに学校に提出。学校行事優先。利用団体の物品・私物・ゴミ等
は持ち帰り。金曜日利用不可日が多い（試合前日から準備のため）。部活動で
使用する際は、部活動優先。卓球は体育館。バスケットボール使用不可。4月の
開放⇒開放しない。

貸与 19:30～21:30 × ×



学校名 特 記 事 項（特にお願いすること） カギ 時　間

1 城南小
学校行事のために引いたラインは、極力残るように配慮して使用。既存の備品
を移動した際は、現状復帰。敷地内禁煙。4月の開放⇒開放する。外トイレの照
明消し忘れ注意。

貸与 19:30～21:30間2時間

2 若木小

雨天時、ぬかるみ時は使用不可。判断に迷う時は学校に問い合せを。学校行事
優先。現状復帰（グラウンドならし等）、ごみの持ち帰りの徹底、来賓玄関等
（外、屋根のある場所）使用後の汚れ落とし。（雨天時のスパイク跡等の汚
れ）４月の開放⇒開放しない。（5月中旬以降）

貸与 18:00～21:30間2時間

3 大谷東小

開放概要遵守。新型コロナウイルス感染症予防対策の徹底。敷地内全面禁煙。
利用時間遵守。（解散後は速やかに帰宅。午後９時以降は大きな声、音を立て
ないように。）出入りは正門から。正門側駐車場に駐車。校舎前走行禁止。節
電・節水。行事優先。ゴミは必ず持ち帰る。完全消灯・門扉確認。校庭・施設
の整備。利用状況報告書を必ず記入。鍵の保管に責任を。（開放終了後、速や
かに返却。）年末年始使用不可。４月の開放⇒利用団体会議終了以降から。

貸与 18:30～21:30間2時間

4 大谷北小

駐車は所定の場所に（職員玄関前６台駐車禁止）。ゴミ（ペットボトル等）の
持ち帰り徹底。吸殻の始末の徹底（特に校門付近）。外トイレ消灯確認。時間
厳守（２１時３０分退出の徹底）。学校行事優先で急な変更あり。日誌提出期
限厳守。雨天時荒天時の使用判断を適切に。雷時の使用はやめてください。２
１時以降は大きな声や音を立てないように。サッカーゴール等の備品を使用す
る場合は打合せ時に報告。4月の開放⇒入学式・代表者会議後に開放する。

持回 18:00～21:30間2時間

5 乙女小

活動・消灯時刻、利用時間の厳守。照明の消灯確認。利用後は速やかに解散。
昇降口前の道路（緊急車両通行用）の通行禁止。（校舎裏の迂回と南門利用）
運動会等の学校行事、それに伴う準備期間は不可。8/13～16、12/29～1/3は利
用不可。4月開放⇒3週目以降から開放する。

貸与 1800～2130間2時間

6 羽川西小

東門外側の河川敷に駐車（荷物の運搬等の乗り入れ可だが、その後所定の場所
に）。ゴミの後始末・持ち帰り（トイレ含む）。節電。照明と殺虫灯（冬季使
用不可）の消灯確認。冬季水道は校舎前。練習試合等は事前連絡。開放終了
後、鍵を速やかに返却。4月の開放⇒開放する。

貸与 18:00～21:30間2時間

 (校庭)

絹義務教育
学校（元福

良小）
7

メンバーに概要・遵守事項及び感染症対応の徹底を。利用日誌、翌月分の利用
日程を期日までに学校に提出。学校行事優先。利用団体の物品・私物・ゴミ等
は持ち帰り。鍵は、職員の勤務している時間内（16:30）に借用しに来て、使用
後は新聞受けに返却。６月から９月の期間、消防団の訓練が入ることあり。４
月の開放⇒開放する。

← 18:00～21:30間2時間


