
令和３年度 ふじさんエコトピア利用者（団体）意見交換会 

（第 1 回） 

 

令和３年４月１４日 13：30～ 

場所：ふじさんエコトピア 展示室 

 

議 事 次 第 

 

１．開会 

２．出席者紹介 

３．挨拶 富士市新環境クリーンセンター 稲川 雅文 主幹      

４．議事 

（１）ふじさんエコトピアの組織体制について 

（２）ふじさんエコトピアの利用について 

（３）ふじさんエコトピアの活動・利用状況の情報開示方法について 

（４）意見交換 

（５）その他 

５．閉会 

 

問い合わせ ふじさんエコトピア（事務局） 

℡：0545-30-6166 fax：0545-30-8756 mail：fujishi.head@cleankobo.co.jp 



３Ｒ協働活動の運営体制（案）

３Rに関する内容

環境にやさしい暮ら

しやエコな情報に関

する内容

施設内での展示等に

関する内容

そのほか、ふじさん

エコトピア運営に必

要と判断される内容

富士市

施設利用を希望する個人・団体

運営会議

３R協働活動プラットフォーム　⇒　みんなの会　Reborn（仮）

原則奇数月第３水曜日開催

ふじさんエコトピア

ボランティアクラブ 年間48プログラムの企画検討会

（１月開催）

共催イベント

プログラム

実施

・富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟は「環境に関心を持ち、実践する市民の育成」を目的としており、市民が主役となり運
営されることを目指し、施設の整備と運営において、市民・運営委託企業・富士市の協働で事業を推進する計画としています。
・「3R協働活動プラットホーム」とは、駅のプラットホームと同じく、「人が集まり交差する場・空間」であり、参加したメンバー
各々が得意とする分野の知恵を活かしながら、環境学習施設の整備、運営に関する課題の解決や理想の未来像について考え、参加者
同士がフラットな立場で、前向きに話し合う場です。
・３R協働活動を実現するために３R協働活動プラットフォーム　⇒　みんなの会Reborn（仮）を設置します。
・みんなの会Reborn（仮）は開かれた会とし個人・団体の参加を妨げません。
・みんなの会Reborn（仮）に参加を希望しない場合も、運営委託企業の責任の下、公平平等に扱います。
・みんなの会Reborn（仮）と運営委託企業間において、原則奇数月第３水曜日に、次年度事業検討や意見交換、活動内容による声掛
け等を行います。市民の皆さんの思いやアイデアを形にしていく話し合いの場です。
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運営委託企業

（クリーン工房）

利用願い

協力依頼サポート

利用許可

希望する場合、個人・団

体はみんなの会 Reborn

（仮）に所属できます。

個人・団体に情報提供が

運営委託
運営状況

体制報告

協力依頼サポート



富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟（ふじさんエコトピア） 

施設・備品等の使用について 

１．目的 

循環啓発棟ふじさんエコトピアでは、施設内で開催される環境学習や環境啓発にかかわるイベント、プログラ

ムを行います。「環境に関心を持ち実践する市民の育成」を達成するため効果的かつ安全・安心なイベントお

よびプログラムを行うために、本マニュアルに基本ルールを定めます。 

 

２．イベント・プログラムの範囲 

（１）ふじさんエコトピアで行うイベントおよびプログラムの範囲は以下のとおりとします。 

① 3R に関する内容 

② 環境にやさしい暮らしやエコな情報に関する内容 

③施設内での展示等に関する内容 

④そのほか、ふじさんエコトピア運営に必要と判断される内容 

※環境学習や環境啓発に関連性がない内容については原則利用できません。また、環境学習や環境啓発に関

する内容であっても使用目的によっては各緒室の利用料金として 1 時間当たり以下の金額の徴収を行いま

す。 

展示室：1,500 円・修理再生室：350 円・食材再生室：500 円 

 

３．イベント・プログラムの基本的ルール 

（１）ふじさんエコトピアで行うイベントおよびプログラムに関する基本的ルールは以下のとおりとします。 

①だれでもわかりやすいイベント・プログラム内容にする。 

②事実を正確に伝えるイベント及びプログラム内容にする。 

③必要に応じ関係者各所への確認を行う。富士市への確認事項が発生した場合には運営事業者にて確認を取

る事とする。 

④ふじさんエコトピアの備品がイベント及びプログラムの内容に対し不足している場合については循環啓発

棟の運営事業者とプログラム実施者で協議を行う。 

⑤ふじさんエコトピアの備品を破損した場合は基本的には実施者の責任において原状復帰とする。 

⑥森林環境創造ゾーン及び屋外啓発ゾーンは、新環境クリーンセンター運営事業者の業務範囲となるため、

プログラムの実施にあたっては、事前に新環境クリーンセンター運営事業者と協議を行う。 

（２）活動の原則 

①ふじさんエコトピアにおける活動は、公共サービスの一部にかかわるものであることから、プログラム実

施者についても自覚と責任をもって活動を行っていただきます。また、当活動を通じて知り得た情報等に

ついて外部に漏洩することはできません。 

（３）実施者への責任 

運営事業者はプログラム実施者の活動を保証するため次の責任を担います。 

①実施者全員に対して、対等、平等に接します。 

②実施者一人一人の個性や自主性を尊重します。 

③実施者の個人情報について、外部に漏洩しません。 



４．報酬 

運営事業者の主催または共催で行うイベント・プログラム実施に対する協力団体への謝礼金は運営事業者が年

間プログラムを計画及び開催するうえで必要であると認めた場合にかぎり１講座当たり     円の支払い

とする。 

 

５. 事務局 

事務局は、富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟の運営事業者内に設置します。 

 

６．施設・備品等の使用許可並びに制限・変更について 

（１）ふじさんエコトピアについては、富士市や運営事業者等の主催事業等に伴う使用予定の無い期日・時間

帯で、且つ、施設・備品等の管理等に支障が無いことを前提に、利用登録申請書を提出されたイベント・

プログラム実施者に関し、その使用目的が施設の設置目的を逸脱していないと判断された場合に限り、

施設・備品等の使用を許可します。 

（２）使用を許可した場合であっても、富士市や運営事業者等の急な事業や災害時は使用期日・時間等の変更

や使用許可の取り消しをさせていただく場合もあります。 

 

７．施設・備品等の使用許可ができない場合について 

（１）公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。 

（２）集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 

（３）施設及び付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。 

（４）政治的又は宗教活動に利用するおそれがあると認められたとき。 

（５）管理又は運営上支障があると認められるとき。 

（６）その他その利用が不適当と認められるとき 

（７）営利を目的とする事業、その他これに類する場合。 

 

８．営利等に関する取扱い 

（１）イベント・プログラム実施者が支払う講師謝礼の金額については、過大な謝礼を支払う場合は原則的に

は許可しません。 

（２）イベント・プログラム実施者が一般募集を行い、参加費等を徴収する講演会等などに使用する場合は、事

前に、ふじさんエコトピアに許可を得て下さい。ただし、必要経費以外の収益を上げることが明確な場

合は許可しません。 

（３）諸室においてイベント・プログラム実施者が制作した作品等を、一般市民に展示即売を開催するために

使用する場合は事前に、ふじさんエコトピアに許可を得て下さい。原則、必要経費以外の収益を上げる

ことが明確な場合は許可しません。ただし、クラフト体験等に伴う参加者の作品製作材料代等の徴収は

この限りではありません。 

（４）営利を目的とすると判断されるような作品の製作・販売・注文取り・展示・宣伝等に関する一切の行為は

許可しません。 

（５）ポスター・チラシ等を配布する場合、内容について事前にふじさんエコトピアの許可を得て下さい。 



９．施設・備品等の使用の申し込みについて 

（１）イベント・プログラム実施に係る諸室の予約については利用日前３か月に当たる日の属する月の初日か

ら利用日までとする。 

（２）イベント・プログラム実施の取消（変更）については、7 日前までとする。 

（３）イベント・プログラムに係る諸室の利用に取消（変更）があった場合については、利用承認取消（変更）

申請書を記載し、ふじさんエコトピアに提出する。 

（４）施設利用が認められた場合は循環啓発棟におけるイベント・プログラムの実施企画書を、ふじさんエコ

トピアに提出する。 

（５）施設利用が認められた場合は循環啓発棟における緒室の利用申請書を、ふじさんエコトピアに提出する。 

（６）利用料金の減免が認められた場合は循環啓発棟における緒室の利用料金減免申請書を、ふじさんエコト

ピアに提出する。 

（７）イベント・プログラムの実施のために備品を借用する場合、備品借用許可申請書の提出を行う。 

（８）申し込みは、直接、メール、電話、FAX とし、ふじさんエコトピアにて、諸室の空き状況を確認し受理

します。 

 

10.３R 協働活動運営体制の設置 

（１）ふじさんエコトピアの円滑、効率的な運営を図るため、         を設置する。 

（２）         で次年度事業の検討や意見交換、活動内容による声掛けや使用にあたっての必要事

項に関して協議をします。 

（３）会議は、原則として奇数月第３週の水曜日１３：３０からとします。 

（４）会議は希望すればどなたでも参加できます。 

（５）         で年間プログラム検討会を１月第３週の水曜日１３：３０から行う。 

（６）         に参加を希望しない個人や団体に対しても 運営責任者の責任の下、公平平等に扱

います。 

 

11．開館日・開館時間・貸館時間について 

（１）原則として富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟の開館日で、ふじさんエコトピア職員の勤務時間

内です。ただし、富士市が特に認めた場合はこの限りではありません。 

①開館日  開館日は、「開館日カレンダー」どおりとする。 

②開館時間 午前９時から午後５時 

③貸館時間 午前９時から午後５時（入室・清掃・整理整頓・退室を含む） 

 

12．使用できる部屋・定員について 

（１）定員は、ふじさんエコトピアが定めた人数とする。 

（２）使用できる部屋や場所は、展示コーナー、展示室、修理再生室、食材再生室、ボランティア室、森林環境

創造ゾーン、屋外啓発ゾーンとする。 

 

 



13．部屋の清掃及び利用報告について 

（１）次に利用する方も気持ちよく使用できるよう、清掃及び整理整頓は、必ず行って下さい。 

（２）持込により出たゴミは、各自お持ち帰り下さい。 

（３）使用した設備や備品等は清掃して必ず元の位置に戻して下さい。 

（４）使用後は、ふじさんエコトピア事務室に参加者人数を報告して下さい。 

 

14. 部屋での飲食等について 

（１）会議中の水分補給は認めます。 

（２）やむを得ず、準備のため早く来る場合や長時間にわたる使用時には食事を認めます。 

（３）食材再生室においては、イベント・プログラム実施で調理したものに限り飲食は認めます。 

（４）行事等の反省会等と称する会合時の会食は認めません。 

（５）飲酒は認めません。 

（６）施設内での喫煙は禁止です。 

 

15．展示室の利用について  

（１）上記２ｰ（１）に該当する場合のみ可。 

（２）別紙（展示室の使用上の注意参照） 

 

16．展示コーナーの利用について 

（１）上記２ｰ（１）に該当する場合のみ可。 

（２）別紙（展示コーナーの使用上の注意参照） 

 

17．修理再生室の利用について 

（１）上記２ｰ（１）に該当する場合のみ可。 

（２）別紙（修理再生室の使用上の注意参照） 

 

18．食材再生室の利用について 

（１）上記２ｰ（１）に該当する場合のみ可。 

（２）別紙（食材再生室使用上の注意参照） 

 

19．森林環境創造ゾーン・屋外啓発ゾーンの利用について 

（１）上記２ｰ（１）に該当する場合のみ可。 

（２）別紙（屋外ゾーン利用に関するルール参照） 

 

 

 

 

 



20．警報時の対応 

（１）警報とは、重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報です。気象庁は以下の 7

種類の警報を発表しています。 

・大雨警報は、大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 

・洪水警報は、大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生するおそれがあると予想したと

きに発表します。 

・大雪警報は、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 

・暴風警報は、暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 

・暴風雪警報は、雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 

・波浪警報は、高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。この「高波」

は、地震による「津波」とは全く別のものです。 

・高潮警報は、台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災害が発生するおそれがあると予想し

たときに発表します。 

①上記の内、波浪警報と高潮警報を除く警報、市内居住地域に東海地震等に係る注意情報や噴火警報等（以

下、「警報等」という）が発令された場合、近々に警報等の発令が予測されている場合、または何らかの重

大な危険等の発生が差し迫っていると判断された場合は原則的には施設の貸出しはいたしません。 

②警報が発令されていない場合においても、土砂災害警戒情報等が発表され、危険が差し迫っている場合に

も、施設の貸出しを中止することがあります。 

※ただし警報等が発令中でも、明らかに気象状況等が回復し、また近辺での重大な災害の発生する危険性が認

められない場合に限り、状況を個別且つ総合的に判断し、一定の条件・制限を付して例外的に施設の貸出し

を認めるケースもありますので、その都度ふじさんエコトピアへお問合せ下さい。 

なお、例外的に施設の利用を認めた場合でも、来館途上やふじさんエコトピアから伝えられた条件・制限を

逸脱した施設利用等に伴うトラブル・事故等の責任は負いかねますので御注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21．緊急時の対応 

（１）緊急事態が発生した場合は、速やかに富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟に連絡 

（０５４５－３０－６１６７）し指示に従って下さい。 

①火災の場合 

初期消火が可能である場合は、備付の消火器にて消化をしてください。ただし、火勢が強く初期消火でき

なかった場合や、ガス漏れ・ガス爆発等の危険がある場合は、速やかに避難して下さい。 

 ②けが人が出た場合 

  ケガをされた方がいたら救助すると共に消防署（１１９）に連絡して下さい。 

 ③大規模地震の場合 

  先ず各自で身の安全を図って下さい。 

    揺れが落ち着いたら避難してください。 

  ケガをされた方がいたら救助すると共に消防署（１１９）に連絡して下さい。 

電話がつながらない場合は、富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟職員もしくは地区班富士市職員等

が到着するまで、イベント・プログラムの実施者の判断で安全確保と救護に専念して下さい。 

  地震の規模や災害の発生状況によりますが、各自正確な情報収集に努め、適切に行動して下さい。 

 ④不審者や暴漢等が侵入した場合 

  先ず身の安全を図って下さい。 

可能であれば富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟職員、並びに警察署（１１０）へ連絡してくださ

い。 

 

22. 協議 

ここに記載されている以外のことで、必要な事項は、運営事業者とイベント・プログラム実施者が協議をし

て定めます。 

 

23. ルールの改正 

必要に応じて、ルールの改正を行います。改正にあたっては、あらかじめ富士市に改正事項および理由を伝

え承諾を得ます。 

改正後に、実施者には、改正事項を伝え承諾を得ます。 

 

 

初版（    年  月  日） 

このルールは、    年  月  日から施行する。 
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4月2日(金) 11:00~12:30 森林環境創造ゾーン ビオトープ観察会 無料 20名 富士自然観察の会

4月20日(火) 10:00~15:00 修理再生室①②③ 卓上機裂き織体験講座 材料費1000円 15名 とき織工房　竹内和恵

4月24日(土) 10:00~12:00 修理再生室①②③ 海岸に流れ着く流木で遊ぼう！ワークショップ 200円／１作品 10名 NPO法人富士市のごみを考える会

4月25日(日) 10:30~15:00 展示室 リユース・エコマーケット 無料 12名 Happy はぐHeart・ふれあい♪子育て広場

4月27日(火) 10:00～15:00 修理再生室①②③ 卓上機裂き織体験講座 材料費1000円 12名 とき織工房　竹内和恵

4月28日(水)
10:00～11:00

11:00～12:00
修理再生室①②③ 森のひろば 無料 各5組 妊娠・子育てネット

5月1日(土) 13:00~15:00 食材再生室 栄養満点♪米ぬかケーキ作り 1組500円 ４組８名 ふじさんエコトピア（久保田）

5月2日(日) 11:00~12:30 森林環境創造ゾーン ビオトープ観察会 無料 20名 富士自然観察の会

5月18日(火) 1000～1500 修理再生室①②③ 卓上機裂き織体験講座 材料費1000円 12名 とき織工房　竹内和恵

5月25日(火) 1000～1500 修理再生室①②③ 卓上機裂き織体験講座 材料費1000円 12名 とき織工房　竹内和恵

5月26日(水)
10:00～11:00

11:00～12:00
修理再生室①②③ 森のひろば 無料 各5組 妊娠・子育てネット

５月上旬 修理再生室①②③ リサイクル工作 紙っと！プロジェクト

6月2日(水) 11:00~12:30 森林環境創造ゾーン ビオトープ観察会 無料 20名 富士自然観察の会

6月12日(土) 13:00~15:00 修理再生室①②③ 紙漉き教室　古紙のリサイクル 1人50円 16名 ふじさんエコトピア（久保田）

6月15日(火) 1000～1500 修理再生室①②③ 卓上機裂き織体験講座 材料費1000円 12名 とき織工房　竹内和恵

6月22日(火) 1000～1500 修理再生室①②③ 卓上機裂き織体験講座 材料費1000円 12名 とき織工房　竹内和恵

6月23日(水)
10:00～11:00

11:00～12:00
修理再生室①②③ 森のひろば 無料 各5組 妊娠・子育てネット

7月6日(火) 1000～1500 修理再生室①②③ 卓上機裂き織体験講座 材料費1000円 12名 とき織工房　竹内和恵

7月20日(火) 1000～1500 修理再生室①②③ 卓上機裂き織体験講座 材料費1000円 12名 とき織工房　竹内和恵

7月27日(火) 13:00~15:00 修理再生室①②③ 廃油でエコ石けんを作ろう！ 1人150円 16名 ふじさんエコトピア（久保田）

7月28日(水)
10:00～11:00

11:00～12:00
修理再生室①②③ 森のひろば 無料 各5組 妊娠・子育てネット

7月上旬 修理再生室①②③ リサイクル工作 紙っと！プロジェクト

8月11日(水) 13:00~15:00 修理再生室①②③ 端材で作る七宝焼き 1個700円 16名 ふじさんエコトピア（久保田）

8月17日(火) 1000～1500 修理再生室①②③ 卓上機裂き織体験講座 材料費1000円 12名 とき織工房　竹内和恵

8月24日(火) 1000～1500 修理再生室①②③ 卓上機裂き織体験講座 材料費1000円 12名 とき織工房　竹内和恵

8月25日(水)
10:00～11:00

11:00～12:00
修理再生室①②③ 森のひろば 無料 各5組 妊娠・子育てネット

9月7日(火) 1000～1500 修理再生室①②③ 卓上機裂き織体験講座 材料費1000円 とき織工房　竹内和恵

9月22日(水)
10:00～11:00

11:00～12:00
修理再生室①②③ 森のひろば 無料 各5組 妊娠・子育てネット

9月23日(木) 13:00~15:00 食材再生室 栄養満点♪米ぬかケーキ 1組500円 ４組８名 ふじさんエコトピア（久保田）

9月28日(火) 1000～1500 修理再生室①②③ 卓上機裂き織体験講座 材料費1000円 とき織工房　竹内和恵

9月上旬 修理再生室①②③ リサイクル工作 紙っと！プロジェクト

9月中旬 ミニトレインに乗って、楽しく学ぶ 富士市民岳鉄イカシ隊・フジレールクラブ
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10月9日(土) 13:00~15:00 修理再生室①②③ 秋の植物でエコバックを染めよう 1個500円 16名 ふじさんエコトピア（久保田）

10月27日(水)
10:00～11:00

11:00～12:00
修理再生室①②③ 森のひろば 無料 各5組 妊娠・子育てネット

10月上旬 修理再生室①②③ リサイクル工作 紙っと！プロジェクト

11月24日(水)
10:00～11:00

11:00～12:00
修理再生室①②③ 森のひろば 無料 各5組 妊娠・子育てネット

11月上旬 身近な環境を考えながらやさしいまちづくり ふじ環境倶楽部

12月11日(土) 13:00~15:00 修理再生室①②③ 針金ハンガーとハギレでクリスマスリース作り 1個400円 8組16名 ふじさんエコトピア（久保田）

12月22日(水)
10:00～11:00

11:00～12:00
修理再生室①②③ 森のひろば 無料 各5組 妊娠・子育てネット

12月上旬 修理再生室①②③ リサイクル工作 紙っと！プロジェクト

1月22日(土) 13:00~15:00 修理再生室①②③ 卵の殻でモザイクアート 1個400円 16名 ふじさんエコトピア（久保田）

1月上旬 修理再生室①②③ リサイクル工作 紙っと！プロジェクト

2月2日(水) 11:00~12:30 森林環境創造ゾーン ビオトープ観察会 無料 20名 富士自然観察の会

2月26日(土) 13:00~15:00 修理再生室①②③ 端材で作る七宝づくり 1個700円 16名 ふじさんエコトピア（久保田）

3月2日(水) 11:00~12:30 森林環境創造ゾーン ビオトープ観察会 無料 20名 富士自然観察の会

3月26日(土) 13:00~15:00 修理再生室①②③ 廃油でエコ石けんを作ろう！ 1個150円 16名 ふじさんエコトピア（久保田）

3月上旬 修理再生室①②③ リサイクル工作 紙っと！プロジェクト

３月中旬 「紙のまち・富士市」をもっと知ろう！ ふじ環境倶楽部

3月
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1月
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12月



修理再生室の使用上の注意 

 

１．注意事項 

（１）修理再生室で使用できる備品等を無料で貸し出ししています。打ち合わせ時にふじさんエ

コトピアスタッフと確認をお願いします。 

（２）施設の設備や備品等を、破損・汚損した場合、損害の賠償をしていただきます。 

ご利用前に破損・汚損・故障などが見つかった場合は、スタッフまでお申し出ください。 

（３）使用備品等の内容を変更する場合は、イベント・プログラム開催日の一週間前までに、ふ

じさんエコトピアにご連絡ください。ただし、ご希望に添えない場合もありますので、ご

了承ください。また、当日の利用備品の追加等はできません。 

（４）環境学習や環境啓発に関連性がない内容については原則利用できません。また、環境学習

や環境啓発に関する内容であっても使用目的によっては利用料金として 1 時間当たり１

室 350 円の金額の徴収を行います。 

（５）搬入、搬出日時はふじさんエコトピア営業時間内の厳守をお願いします。 

 

※上記事項に違反した場合は、使用許可を取り消し、または今後一定期間使用を禁止することが

あります。 

 

 



食材再生室使用上の注意 

 

１ 手袋、ふきん、ごみ袋、洗剤はご持参ください。 

２ 使用中は、換気扇を使用し、出入口の扉を閉め、臭いが施設内に漏れないように注意してください。 

なお、換気扇は、吸気･排気共に全部ＯＮにし、どちらか片方のスイッチのみを入れないように気をつ

けてください。換気扇は常時 ON にしてください。 

３ 食材及び調味料は、用意してありませんので、利用者でご用意ください。 

４ ごみは必ずお持ち帰りください。 

※流しのゴミ受け（水道の下の筒状のもの）に残飯がたまっていることがありますので確認してくだ

さい。 

５ 油を使用した場合は、流し台に流さないでください。各自、廃食用油処理剤などで処理してください。 

６ 使用した容器・器具は洗浄し、ふきん等で拭いたあと水気のないことを確認してください。 

７ 使用した食器は残菜処理、予備洗浄を行ってください。洗浄後、指定した桶に入れ、ふじさんエコト

ピア事務所へ返却してください。 

８ 調理器具は、出入口側に設置されている棚に収納されています。使用後は、棚に貼られている図を参

考に、必ずもとの場所に戻してください。  

９ 容器・器具の館外への持ち出しは禁止します。 

10 施設の設備や備品等を、破損・汚損した場合、損害の賠償をしていただきます。 

ご利用前に破損・汚損・故障などが見つかった場合は、スタッフまでお申し出ください。 

11 お帰りの前に冷蔵庫内をご確認ください。忘れて置いてある場合は利用者に確認後循環啓発棟で処理  

させていただきます。 

12 使用後の流し台の蓋は開けたままにしてください。(乾燥させるため) 

13 使用後の調理室の清掃をしてください。 

14 室内は土足厳禁です。スリッパはご持参ください。下足ロッカーにあるスリッパをご利用いただ   

いた場合は汚れと粉などを拭き落として整頓して片付けてください。 

15 電気機器類、コンセントの確認をしてください。 

16 環境学習や環境啓発に関連性がない内容については原則利用できません。また、環境学習や環境啓

発に関する内容であっても使用目的によっては利用料金として 1 時間当たり 500 円の金額の徴収を

行います。 

 

上記内容をお守りいただけない場合は、利用を禁止させていただきます。 



展示室の使用上の注意 

 

１．注意事項 

（１）飲み物は、ペットボトル等の密閉できる容器でお願いします。コンピューターや電気

設備が設置してある場所は、原則として飲み物の持ち込みは禁止します。やむを得な

い場合は、鞄などに収納し、机上や床には置かないでください。 

（２）パソコンの貸し出しは行っておりません。マイク、ブルーレイプレーヤー、プロジェ

クターなどの付帯設備を無料で貸し出ししています。ケーブル類は必要なものがあ

るか確認してください。適合するケーブル類がない場合はイベント・プログラム実施

者側でご用意ください。 

（３）施設の設備や備品等を、破損・汚損した場合、損害の賠償をしていただきます。 

ご利用前に破損・汚損・故障などが見つかった場合は、スタッフまでお申し出くだ

さい。 

（４）使用備品等の内容を変更する場合は、イベント・プログラム開催日の一週間前までに、

ふじさんエコトピアにご連絡ください。ただし、ご希望に添えない場合もありますの

で、ご了承ください。また、当日の利用備品の追加等はできません。 

（５）展示室の利用は環境学習や環境啓発に関連性がない内容については原則利用できま

せん。また、環境学習や環境啓発に関する内容であっても使用目的によっては利用

料金として 1時間当たり1,500 円の金額の徴収を行います。 

 

（６）搬入、搬出日時はふじさんエコトピア営業時間内の厳守をお願いします。 

 

※上記事項に違反した場合は、使用許可を取り消し、または今後一定期間使用を禁止するこ

とがあります。 

 



展示コーナーの使用上の注意 

 

１．展示物については施設を訪れた方が環境に関心を持つことができるようなテーマ（３R・環境学習・環

境啓発）を設定し、1 年を４期（4～6 月、7～9 月、10～12 月、1～3 月）に分けて受付けます。会期終了

後、次の期間の展示予約がない場合は会期をまたいでの展示もできますが展示は会期が変わるごとに随時更

新してください。 

（１）予約については利用日前３か月に当たる日の属する月の初日から利用日１週間前までとする。 

（２）応募者多数の場合は抽選を行い、抽選結果の順位で使用日を決定します。 

（３）抽選に際しては市内在住・在勤・在学のイベント・プログラム実施者を優先します。 

 

２．打合せ 

（１）打合せ当日は、イベント・プログラム実施者及び現場責任者の方が同席してください。打合せの日程

調整につきましては、ふじさんエコトピアからご連絡します。 

（２）打合せまでに次の事項をきめておいてください。 

①展示作品の搬入搬出方法 

②現場責任者 

③準備（仕込み）片付け（バラシ）の日時 

④展示物の大きさ･数量･内容 

⑤展示物の配置関係 

（３）打合わせ後の変更について 

打合せ後に内容を変更する場合は、展示日初日の一週間前までに、ふじさんエコトピアにご連絡ください。

ただし、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。また、展示日当日の展示形態の変更、利

用備品の追加等はできません。 

 

３．搬入・展示 

（１）打合せに来られた方が必ず立ち会って下さい。    

（２）イベント・プログラム実施者で搬入および展示をしていただきます。    

（３）展示期間前後に作品をお預かりすることはできません。 

（４）キャプション等掲示物の固定には養生テープを使用し、ピンや強粘着テープは使用しないで下さい。    

（５）壁面に釘は打たないで下さい。   

（６）床加重 300kg/平方メートルを超える物や、施設を破損させる恐れのある物は展示できません。    

（７）備付以外の備品類の持ち込みは、事前に職員の承諾を得て下さい。    

（８）コンセント（電源）の使用については、職員と事前に打ち合せて下さい。    

（９）施設 ・備品等を破損した時は、直ちに職員に届け出て下さい。（弁償していただく場合があります）    

（10）所定の場所以外には展示できません。    

 

 



４．会期中 

（１）許可された目的以外の使用や、使用権利の譲渡・転貸はできません。    

（２）許可なく備品を使用・持出ししないで下さい。    

（３）火気・香料は使用しないで下さい。    

（４）宗教・政治活動、その他公共の秩序を乱す行為はしないで下さい。    

 

５．搬出 

（１）使用終了後はふじさんエコトピア職員の指示に従い、イベント・プログラム実施者で搬出及び備品の

返却をしていただきます。    

（２）作品撤去後は、速やかに設備 ・備品を原状に復し、ふじさんエコトピア職員の点検を受けて下さい。     

（３）ゴミは、各自でお持ち帰り下さい。    

 

６．ふじさんエコトピア職員が行うこと 

展示コーナー内の設備（可動パネル、照明等）の設置、移動、操作は全てふじさんエコトピア職員が行いま

すので、イベント・プログラム実施者は、許可を受けた場合を除いて手を触れないでください。 

なお、許可を受けた場合でもふじさんエコトピア職員の指示に従い、機材等の破損、汚損に十分ご注意くだ

さい。指示に従わない行為による施設の損害等は、賠償していただきます。 

 

７．イベント・プログラム実施者の方が行うこと 

ふじさんエコトピア職員は作品に触れることができません。作品の展示行為はイベント・プログラム実施者

で行ってください。職員の過失による損害以外は、作品に対する損害賠償責任は負いません。 

 

８．注意事項 

 １．搬入、搬出日時はふじさんエコトピア営業時間内の厳守をお願いします。 

 ２．展示物等の管理は利用者で行ってください。紛失、盗難、破損等について、ふじさんエコトピアでは

一切責任を負いません。 

 ３．展示物等のお預かりはできません。搬入後の空き箱などもお持ち帰りください。 

 

  ※上記事項に違反した場合は、使用許可の取り消し、または今後一定期間使用を禁止することがあります。 



１．屋外ゾーン利用ルール 

屋外ゾーンにおいて、指定管理者や一般市民がイベント等の活動を行う場合は、以下のル

ールに従い利用することができます。ルールは、事前に指定管理者等から説明を受け、ご理

解のうえ、ご利用いただくこととします。 

 

（利用の目的） 

￭ ごみや環境を学ぶための目的で利用することができます。 

（利用できる日時） 

￭ 循環啓発棟ふじさんエコトピアがオープンしている日に利用することができます。 

￭ ただし、メンテナンス等が行われる場合は、利用できない場合があります。 

￭ 午前８：３０から午後５：００の間で利用できます（準備、片付けを含む）。 

￭ 当日朝からの準備が難しい場合は、前日から準備を行うことができます。部屋の利用

等も含めて、事前に申し込みをします。（ただし、前日が休館日の場合は、準備はで

きません） 

（設備等の利用） 

￭ トイレは、屋外啓発ゾーンおよび循環啓発棟内のトイレを利用することができます。 

￭ 控室等として部屋の利用を希望される場合は、指定管理者までお申し込みください。 

（中止等について） 

￭ 天候等の都合により、イベント等の中止をお願いすることがあります。その場合の判

断は、あらかじめ主催者または関係者によって取り決めた日時までに判断することと

します。 

（利用上の注意） 

￭ 許可なく生息する植物、生き物、石などを採取したり、動かしたりすることはできま

せん。 

￭ 生き物等を観察するときは、危害を加えることがないよう、静かに観察してください。 

￭ 危険な生き物（ハチやヘビ等）と遭遇した際は、脅かさないように場を離れ、指定管

理者等に報告をしてください。 

￭ 外から植物（種子も含む）や生き物などを持ち込むことはできません。 

￭ ごみ等は持ち帰りをお願いします。 

￭ ペット等を連れて入場する場合は、リードでつなぎ、ふんは持ち帰りをお願いします。 

￭ 森林環境創造ゾーンでは、許可なく園路以外の場所に立ち入らないでください。 

￭ 屋外啓発ゾーンでは、許可なく畑に入らないでください。 

￭ 畑に許可なく種子をまいたり、家庭の生ごみを埋めたりすることはできません。 

￭ イベント等の主催者は、イベント参加者が安全に過ごすことができ、また、屋外ゾー

ンの環境を適正に保つことができるように管理をお願いします。 

￭ 一般の利用者に配慮をお願いします。 



２．屋外ゾーンの範囲等 

屋外ゾーンの範囲は下記に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マムシに注意。草むらに入
らない。 

車両通行があるため、
車道に出ない。 

一般の人が入り、自由
に、遊具等を利用でき
る。飲食等も可能。 

一般の人が入り、自由
に散策することが可能。 

畑エリアは、イベント等で
活用するため、通常は
許可なく立ち入り不可と
します。 

利用時間は９時から 
17 時までとする。 



リユース食器の貸出及び使用上の注意 

 

1. 目的 

ごみの減量化を目指し、イベント・プログラム等での使い捨て容器を使用することに伴う大量のごみ発生

を防止するリユース食器活用事業を行うことで、ごみの直接減量化を計るとともに、この場を利用しての

市民へのごみの減量化意識の向上を図ることを目的とする。 

 

２．貸出対象者について 

富士市内に活動拠点をおく団体、企業、公的機関等（個人は対象外）が、市内で主催するイベント・プロ

グラム等で、リユース食器を使用することでごみの減量化、ごみの散乱防止及びリユース意識の向上が期

待される場合に貸出すものとする。 

 

３．貸出期間 

（１）利用日の 3 か月前から原則 1 週間前までにイベント・プログラム名・実施日時・実施場所・使用

内容・リユース食器の種類と個数などを利用申請書に記入し、ふじさんエコトピアに提出する。但

し、過去に９．に該当した者には、使用許可の取り消し、または今後一定期間使用を禁止すること

があります。なお、利用は先着順のため、希望に添えない場合があります。 

（２）リユース食器の貸出期間は、原則として貸出を受けたリユース食器を使用とするイベント等の開催

日に前後各５日以内を加えた日数とする。 

 

４．貸出費用 

リユース食器の貸し出しは１枚当たり５円とする。ただし食材再生室を減免使用し食材再生室内で使用

する場合に限っては無料とする。 

 

５．貸出方法 

リユース食器の借用を申請した者は、以下の方法にて引取りを行う。 

（１）借入日時の調整をふじさんエコトピアと行うこと。 

（２）引渡しは、リユース食器借用者が、ふじさんエコトピアから直接受け取ることを原則とする。 

（３）貸出しに伴う搬出は、リユース食器の借入を申請した者が自ら行うものとする。 

 

６．食器類利用時の注意 

（１）箸又はスプーン以外の食器はポリプロピレン製のため、耐熱温度は１１０ ～１２０℃程度です。

揚げ物等をすぐにのせると溶ける場合があります。この場合は破損扱いとなりますのでご了承くだ

さい。 

（２）衛生保持のため、洗浄を独自に行い、使いまわしをする等、２回以上のご使用は原則行わないでく

ださい。 

 

 



７．食器類の紛失、破損した場合  

ご利用後、食器類の紛失又は破損・汚損した場合、損害の賠償をしていただきます。ご利用前に破損・汚

損などが見つかった場合は、スタッフまでお申し出ください。 

 

８．イベント・プログラム参加者へのリユース食器貸出しに伴う注意点 

（１）食品衛生法等の関係法令を遵守すること。 

（２）食品及び食器の衛生管理に努め、飲食に起因する衛生上の事故を発生させないこと。 

（３）リユース食器を確実に回収、返却できるよう措置を講ずること。 

 ①回収率向上の対策として、配布の際の返却の呼び掛けの徹底。 

②趣旨説明や返却を呼びかけるパネル看板の設置などを行ってください。 

 

９．遵守事項 

（１）リユース食器を丁寧に使用し、衛生的に管理保管すること。 

（２）リユース食器で食事を提供する際の衛生管理には十分注意すること。 

（３）リユース食器の使用は、原則１回とすること。リユース食器を申請した利用目的以外に使用しない

こと。 

（４）食器を使用した後は、残菜処理、予備洗浄を行い返却すること。 

（５）リユース食器を転貸もしくは転売しないこと。 

（６）その他、貸出品の使用についてはふじさんエコトピア及び保健所の指示に従うこと。 

 

10．貸出の取り消し 

借用者が、次に該当するときは、リユース食器を５日以内に返却しなければならない。 

（１）２．の貸出要件に適合しなくなったとき。 

（２）９．の遵守条件に違反したとき。 

（３）その他、本要領の目的からふじさんエコトピアが、リユース食器を貸出す必要がないと認めたとき。 

 

11. ふじさんエコトピアの責任 

リユース食器の使用により借用者が受けた被害、又は借入者が第三者に与えた損害に対しては、ふじさん

エコトピアは一切その責めを負わない。 

 

12.その他 

この要領に定めのない事項はまたは疑義が生じた場合は、その都度ふじさんエコトピアが定めたとこ 

ろによる。 

 

付則 

この要領は 令和２年３ 月 11 日から適用する。 

 

以上 



ふじさんエコトピア 様

申請者 団体名

代表者

住所

電話

富士市新環境クリーンセンター　循環啓発棟

ふじさんエコトピアを利用する団体として登録したいので、申請します。

団体の名称

種目

役職

氏名

住所

電話

mail

氏名

住所

電話

代表者

備考

富士市新環境クリーンセンター　循環啓発棟

ふじさんエコトピア利用登録申請書

令和　　年　　月　　日

指導者



ふじかぐやの湯 様

申請者 団体名

代表者

住所

電話

富士市新環境クリーンセンター　循環啓発棟

ふじかぐやの湯を利用する団体として登録したいので、申請します。

団体の名称

種目

役職

氏名

住所

電話

mail

氏名

住所

電話

備考

富士市新環境クリーンセンター　循環啓発棟

ふじかぐやの湯利用登録申請書

令和　　年　　月　　日

代表者

指導者



令和 年 月 日 

実施企画書 

 

 

利用者（団体）名  

企画名称  

事業区分 主催  ・  共催     ※事業区分に〇をつけてください。 

開催日時 令和  年  月  日（  ）   ：   ～   ：   

事業テーマ  

事業内容  

利用場所 

【富士市新環境クリーンセンター環境啓発棟】※利用箇所に〇をつけてください。 

修理再生室①・修理再生室②・修理再生室③・食材再生室・展示室・展示コーナー・屋外啓発ゾーン  

森林環境創造ゾーン・その他（                       ） 

屋外啓発ゾーン、森林環境創造ゾーンの利用は、運営事業者（川崎重工・シンキ JV）との調整が必要になります。調整後、利用の可否をお伝えします。  

募集対象  募集人数 人 

参 加 費  

広 報 
HP・SNS・デジタルサイネージ・チラシ配架・ニュースレター・報道提供・広報ふじ  

※希望箇所に〇をつけてください。ニュースレターへの掲載は、レイアウトの関係上ご希望に添ない場合もございます。 

備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※広報活動に使用できる画像があれば添付をお願いいたします。 

ふじさんエコトピア ℡：0545-30-6166 fax：0545-30-8756 



富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 備品等借用許可申請書 

年  月  日   

 富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 様 

住 所 

団 体 名 

代表者名 

連 絡 先    (   ) 

 次のとおり借用したいので，申請いたします。 

記 

借 用 目 的 

  

借 用 品 名 

  

借 用 期 日 

     年   月   日(  )から 

     年   月   日(  )まで 

返 却 期 日      年   月   日(  ) 

利 用 場 所 

【富士市新環境クリーンセンター環境啓発棟】※利用箇所に〇をつけてください。 

修理再生室①・修理再生室②・修理再生室③・食材再生室・屋外啓発ゾーン・ 

森林環境創造ゾーン・その他（                    ） 

許 可 条 件 

1 損傷又は滅失したときは，原状に復すること。 

2 借用目的外に利用しないこと。 

3 原状を変更し，又は工作しないこと。 

4 他人に転貸し，又はその使用権を譲渡しないこと。 

5 使用に際しては丁寧に取り扱うこと。 

年  月  日付で申請のあった備品の借用について許可します。 

富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 ふじさんエコトピア  印 

 



品名 貸し出し数 親番 数量 返却確認

ホビールーター A1 6台

デジタル顕微鏡 A2 5台

100㎜ディスクグラインダ A3 6台

ジグソー A4 6台

サンダ A5 6台

リードバイス（万力） A6 6台

木工用ホルソー A7 ６ｾｯﾄ

10㎜ドリル A8 6台

インパクトドライバ A9 6台

卓上ボール盤 A10 6台

ドライバーセット A11 6ｾｯﾄ

カッティングシート A12 13枚

ハサミ A13 12本

木工用ヤスリ　150㎜ A14 6本

工作用ナイフ A15 6本

ガラスカッター A16 5本

ダイヤペン A17 5本

ノミ（千吉）15㎜ A18 6本

ノミ（赤）9㎜ A19 6本

ノミ（赤）15㎜ A20 6本

ノミ（赤）24㎜ A21 6本

プラスチックハンマー A22 6本

小槌　40Φ A23 6本

曲尺（小型） A24 1本

曲尺 A25 1本

ゴーグル A26 15台

砥石（中仕上げ用） A27 2個

喰切ニッパー（エンドニッパー） A28 5本

ラジオペンチ150㎜ A29 5本

クラフトナイフ A30 6本

弓ノコ A31 6本

竹割ナタ　165㎜ A32 6丁

竹割ナタ　180㎜ A33 6丁

ミニカンナ A34 6本

竹挽鋸　240㎜ A35 6本

ミニパネルソー（竹細工） A36 6本

ライフソー　（両刃） A37 6本

ライフソー　（替刃） A38 2本

アイロン A39 11台

アイロン台 A40 11台

裁縫セット A41 6ｾｯﾄ

お道具箱 A42 13ｾｯﾄ

ミシン A43 6台

ミキサー A44 5台

修理再生室　備品管理番号リスト



品名 貸し出し数 親番 数量 返却確認

アルコールランプ台 A45 5個

アルコールランプ A46 5個

計量カップ（1000mL） A47 5個

計量カップ（500mL） A48 4個

計量カップ（300mL） A49 4個

ペーパーフィルター（100枚入り） A50 1袋

温度計（調理用） A51 5個

デジタル秤 A52 6台

試験管立て A53 5個

試験管（4本） A54 ５ｾｯﾄ

ビーカー（500ｍL） A55 5個

かき混ぜ棒 A56 5個

三角フラスコ（100mL） A57 5個

万能トング（小） A58 5本

ステンレス製お玉（大） A59 7本

ロング薬味スプーン（長さ262㎜） A60 1本

ひしゃくステンレスお玉（90mL、長さ400㎜） A61 5本

計量スプーン A62 5ｾｯﾄ

菜箸 A63 5膳

ステンレス板（150㎜×200㎜） A64 2枚

ゴム手袋　M（裏起毛あり） A65 ５ｾｯﾄ

ゴム手袋　M（裏起毛なし） A66 ９ｾｯﾄ

耐熱グローブ A67 ５ｾｯﾄ

プラスティック製タライ（ブルー） A68 １個

プラスティック製タライ（ホワイト） A69 １個

バケツ A70 ８個

乾燥機 A71 1台

洗濯機 A72 １台

蓋付き片手鍋（16㎝） A73 5個

ボール（30㎝） A74 11個

ボール（21㎝） A75 ４個

ステンレス製ボールザル（24㎝） A76 ４個

寸胴なべ　業務用　ステンレス（20Ⅼ、深さ30㎝） A77 １個

蓋付き両手実用鍋（22㎝） A78 ４個

木工用ドリルセット（8本組） A79 6ｾｯﾄ

蓋付き片手鍋（18cm） A80 5個

IHクッキングヒーター A81 ５台

グルーガン A82 6個

カッターナイフ A83 13本



品名 貸し出し数 親番 数量 返却確認

計量カップ（大、1,000㎖） B1 9個 　

計量カップ（小、200㏄） B2 9個 　

ふた付き片手鍋（Φ16㎝） B3 9個 　

計量スプーンセット B4 ９ｾｯﾄ 　

菜箸 B5 9膳 　

フライ返し B6 9本 　

おたま B7 9本 　

ふた付き両手鍋（Φ24㎝） B8 4個 　

しゃもじ（炊飯器用、ケース付き） B9 9本 　

ピーラー B10 9本 　

デジタルタイマー B11 9個 　

デジタル秤 B12 5台 　

フライパン（Φ30㎝） B13 9個 　

テーブルスプーン B14 24本 　

テーブルフォーク B15 24本 　

コーヒースプーン B16 24本 　

箸 B17 20膳 　

バット（242㎜×181㎜×30㎜） B18 18個 　

箸立て B19 2個 　

包丁（三徳） B20 9本 　

まな板 B21 9枚 　

ボール（Φ23㎝、丸、プラスチック製） B22 9個 　

ザル（Φ23㎝、丸、プラスチック製） B23 9個 　

洗い桶 B24 5個 　

オーブンレンジ B25 4台 　

オーブンレンジ（備え付け） B26 1台 　

炊飯器（一升炊き） B27 4台 　

魚焼きグリル付き3口ⅠH コンロ B28 5台 　

大型冷蔵庫 B29 1台 　

食材再生室　備品管理番号リスト



Ser 名称 画像 サイズ 個数 貸出数 用途例

1 大平皿 径230ｘ20ｈ 129 焼きそば

2 大深皿 径230ｘ35ｈ 152 カレー

3 大丼 径178ｘ68ｈ 66 ラーメン

4 中丼A 径162ｘ70ｈ 302 そば

5 中丼B 径164ｘ63ｈ 63 そば

6 中丼C 径150ｘ70ｈ 112 そば

7 中皿A 径190ｘ40ｈ 280 おでん

8 中皿B 径178ｘ40ｈ 280 おでん

9 中皿C 径164ｘ33ｈ 159 おでん

10 小鉢A 径135ｘ57ｈ 245 汁物

11 小鉢B 径127ｘ57ｈ 720 汁物

12 スプーン 330

13 コップ 280ｍｌ 110



Ser 名称 画像 サイズ 個数 用途例

CK1 丼（黒） 径195ｘ90h 370 丼物・そば

CK2

CK3

CK4

CK5

CK6

CK7

CK8

CK9

CK10

CK11

CK12

CK13



 

   

   

  

 


