
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５回）及び 

森林環境創造ゾーン・屋外啓発ゾーンに係る説明について 

令和３年 11 月 17 日（水）13：30～ 

場所：ふじさんエコトピア 修理再生室 

 

議 事 次 第 

１．開会     

２．議事 

① ふじさんエコトピアよりご報告 

② ふじさんエコトピア利用者（団体）近況報告 

③ 来年度共催事業について 

④ 意見交換 

⑤ その他 

３．閉会 

（終了後） 

森林環境創造ゾーン・屋外啓発ゾーンに係る説明 

 

※ふじさんエコトピア利用者（団体）意見交換会（第４回）は 13：30～15：00。森林環境創造ゾー

ン・屋外啓発ゾーンに係る説明は 15：30～開催します。 

 

次回、意見交換会は１/19（水）13：30～展示室にて開催を予定しています。 

 

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 
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令和３年10月29日（金） 

株式会社クリーン工房 

新型コロナウイルス感染症予防対策 

 

【共通】 

・マスク着用をお願いする。 

→呼吸器系の疾患がある等マスクの着用が適切でない人、その他のやむを得ない事情がある場合につい

ては例外的に着用免除とする。 

・入館時に体温測定をする。 

・利用者は出入口にて手指の消毒、氏名・連絡先・体調について記入する。（後追いができるように） 

・受付（ふじさんエコトピア・ふじかぐやの湯）にアクリルボードを設置。 

 

【ふじさんエコトピア】 

・展示室の利用は、設置椅子数162個に対して80個で対応する。 

椅子80個に対して机１台２名を想定しています。 

※椅子の数量については机の数量を基準の調整を行っております。 

・修理再生室の利用は、座る場所を互い違いにします。 

１度に利用できる人数は１号室24名・２号室24名に対しそれぞれ12名までとします。３号室は16名に

対し８名までとします。 

・食材再生室の利用は、1 度に９名までとします。 

・団体の工場見学については、手指の消毒と体温測定を行う。（小学校は手指の消毒のみ） 

→もし館内でコロナ感染者が出た場合、参加者に連絡が付くように団体ごとに連絡先を把握しておいて

もらうよう案内する。 

・総人数制限は約150名とします。 

 

【ふじかぐやの湯】 

・ふじかぐやの湯全体の定員は通常時466名（靴箱の数）。 

→定員の５０％の入場者数とする為、233名の定員とする。 

・大浴場は、カラン16箇所に対し８箇所が利用でき、利用人数は各20名とします。（小浴場を除く） 

→大浴場は、カランの利用制限を解除（パーテーションで区切られているため）。浴室内の利用人数は

男女ともに50名とします。 

・浴室内のサウナの利用も停止します。 
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→サウナを制限付きで利用開始。 

・サウナ室を一度に利用できる人数は10名定員を４名とする。 

・サウナマット（敷物）については貸し出しを中止、ご持参いただく。（公衆浴場ガイドライン参考） 

・長時間の利用禁止。（公衆浴場ガイドライン参考） 

・１回の利用は１２分程度まで（サウナ利用として最も一般的な時間）とする。 

・サウナ内での会話禁止。 

・大広間は、１つの机に対して２名を互い違いになるように座布団を配置し、44名とします。 

→テーブルにアクリルパネルを設置した場合は全席利用し、88名とします。 

・レストランのテーブルは１台につき１名。 

テーブルを２個以上つけて使用する場合は、座る位置は互い違いになるようにし、24名とします。 

→テーブルにアクリルパネルを設置した場合は全席利用し、48名とします。 

・利用時間は２時間程度でお願いをします。 

・個室５（防音室）でのカラオケの利用停止。※部屋の利用も停止します。 

→個室５（防音室）を制限付きで利用開始。 

・個室５（防音室）を一度に利用できる人数は10名定員を４名とする。 

・個室５（防音室）内での飲食を可とする。 

・個室５（防音室）内に消毒液設置。 

・清掃除菌の徹底。 

・マスクを着用しての歌唱。歌唱をしていない場合もマスクの着用。 

・家族等の関係の深いグループへの貸出し。 

・歌唱の際の対人間距離２メートル以上の確保。 

・個室５（防音室）の利用間隔は清掃及び空気の入れ替えの為60分開ける。 

・個室１～４は４人掛けテーブル２台あり、利用は互い違いに座るため、各４名とします。 

→テーブルにアクリルパネルを設置した場合は全席利用を検討。 

・休憩コーナーは２人掛けソファー３台のため、１台１名とし３名までとします。 

・１時間に１回程度、密にならないよう従業員が定期巡回を行います。 

・総人数制限は約80名。脱衣所ロッカーキーの貸出しは男女ともに40個とします。 

→総人数制限は233名。無料区画利用者及び未就学児利用を想定し、脱衣所ロッカーキーの貸出しは男

女ともに100個とします。 

 

【従業員】 

・従業員は出勤後、手指の消毒と体温計測を行う。（37.5度以上での勤務は認めない） 

・マスク着用。 

・体調管理表にて従業員の体調を管理。 
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・館内巡回時に手すり等の消毒。（２時間に１度実施。そのほか随時行う。） 

 

 

［改定履歴］ 

令和２年９月11日 初版発行 

令和３年１月７日 流行の拡大に伴う人数制限の変更及び定期巡回等の対策強化 

令和３年 10 月 29 日 流行の縮小に伴う人数制限の変更及び一部設備の再開、定期巡回等の対策。 
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各種講座等の実施状況（指定管理者共催）

計画
（Ａ）

実績
（Ｂ）

達成率
（Ｂ／Ａ）

ビオトープ観察会 富士自然観察の会 20 0%
緊急事態宣言発令
のため中止

卓上機で裂き織体験 ふじ裂き織りクラブ 16 0%
緊急事態宣言発令
のため中止

卓上機で裂き織体験 ふじ裂き織りクラブ 16 0%
緊急事態宣言発令
のため中止

卓上機で裂き織体験 ふじ裂き織りクラブ 16 0%
緊急事態宣言発令
のため中止

森のひろば ＮＰＯ法人妊娠・子育てネットふじ 20 0%
緊急事態宣言発令
のため中止

栄養満点♪米ぬかケーキ ふじさんエコトピア 8 0%
緊急事態宣言発令
のため中止

卓上機で裂き織体験 ふじ裂き織りクラブ 16 0%
緊急事態宣言発令
のため中止

「ビオトープ　観察会」 富士自然観察の会 16 7 44% 100%

卓上機で裂き織体験 ふじ裂き織りクラブ 15 14 93% 90%

自然の素材で染めてみよう
エコバック作り

ふじさんエコトピア 16 6 38% 100%

卓上機で裂き織体験 ふじ裂き織りクラブ 15 15 100% 93%

地球環境まなびとあそび
押し花と海藻おしばアート

まちづくりプロジェクトsee-through 16 14 88% 100% 計画では8組16名程度を予定

10月9日

10月15日

10月17日

9月28日

10月2日

10月5日

9月2日

9月3日

9月7日

9月17日

9月22日

9月23日

実施日 事業名 実施団体
参加者数 参加者

の
満足度

備考
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卓上機で裂き織体験 ふじ裂き織りクラブ 15 0%

おうちdeふじエコフェスタ2021 ふじさんエコトピア 60 44 73% 90%

工場棟見学会40名、ビオトープ
観察会20名程度を予定。その他
イベントとして富士山お絵かき作
品募集、市民団体の活動紹介
YouTubeにて公開。
動画視聴回数計261回

森のひろば
木のおもちゃで遊ぼう

ＮＰＯ法人妊娠・子育てネットふじ 20 20 100% 96% 計画では時間入替制で10組
20名程度を予定

卓上機で裂き織体験 ふじ裂き織りクラブ 15 7 47% 90%

ペットボトル×紙ひもで作ろう！
あかりも楽しめるフラワーベース

紙っと！プロジェクト 10 3 30% 100%

自主事業

生ごみ堆肥を利用して育てた
野菜を食べてみよう

ふじさんエコトピア
富士市のごみを考える会

10月19日

10月24日

10月29日

10月27日

10月30日

実施日 事業名 実施団体 備考

9月1日 生ごみたい肥畑でとれた白瓜のサービス提供

8



生ごみたい肥で畑づくり
富士市のごみを考える会

ふじさんエコトピア

１周年記念粗品配布 ふじさんエコトピア

貸館事業

おもちゃ病院 ふじ山子ども おもちゃ病院
緊急事態宣言発令
のため中止

おもちゃ病院 ふじ山子ども おもちゃ病院

その他事業（展示制作・更新業務）

事業名 実施団体

生ごみたい肥の畑の記録
ふじさんエコトピア

富士市のごみを考える会
川崎重工株式会社

廃材からリサイクル工作 ふじさんエコトピア

10月10日 25

10月4日 ふじかぐやの湯にて先着順でエコたわしの配布

９月

9月12日

実施日 備考

９月

9月16日

レストランFUGAKUから出た生ごみをたい肥化し、５
列の畝を作りカリフラワー、ブロッコリー、赤カブ、大
根、小カブ、春菊、人参、ホウレンソウ、水菜と多種多
様な作物を植えた。

実施日 事業名 実施団体 利用人数 備考
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利用者からの意見
ふじさんエコトピア

【森林環境創造ゾーン観察会】

◎新しい動植物が見られた。
◎普段見られるようなことができないような植物や生き物を見ることができた。

【自然の素材で染めてみよう！エコバッグづくり】
◎捨ててしまうものでオリジナルのすてきなバッグができて、とてもうれしかったです。
　家でもできるといいなと思いました。
◎家で簡単にできるし、リサイクルで環境にも良いので、家でもマネしたいな、と思いました。
◎割りばしや輪ゴムのつけ方で色々な模様が出るのが楽しかった。
◎廃材（玉ねぎの皮）を使ってエコバッグを染めるというエコなコンセプトがとても良い。
　お話がわかりやすく、達成感もあり、とても面白かった。
◎親切丁寧に教えていただきました。

【裂き織講座】
◎新たな発見があり、織るにつれ、織りの風合いが出てきてステキな発見！
◎新たな発見があった。不用なものを見直すきっかけになった。
◎やってみたかったので、興味がもてた。
◎スタッフが親切でわかりやすく教えてくださるので、とても嬉しいです。
◎新しいことを学びました。スタッフのみなさん、感じの良い方たちばかりでした。
◎いつも楽しい。ありがとう。
◎先生方がとても親切で良かったです。
◎先生も生徒さんも親切で色々と教えてくださり、大変ありがたく楽しかったです。
◎無理なくできそうだったから
◎指導の先生たちが親切でとても良かった。
◎やってみたいと思っていたので、楽しかった。
◎スタッフの対応がとても良かった。
◎使わない布の有効利用をしたかったから。

【押し花と海藻おしばアート】

◎普段、みている子どもの表現と違った表情がみれて良かった。
◎環境について興味をもつキッカケになってくれることを期待します。
　
【フラワーベース】
◎身近なペットボトルで楽しい作品ができた。

【森のひろば】
◎スタッフの方がとてもやさしかった。
◎スタッフの方がやさしかった。おもちゃがよかった。
◎子どもがそういうおもちゃに興味をもにもつんだ！と知れました。スタッフさんとの話も楽しかったです。
◎木のおもちゃで楽しく遊べたため。スタッフの方にも声をかけていただけてよかったです。

◎かわいいおもちゃがいっぱいだし、スタッフさんがいい。
◎子どもが楽しそうだった。
◎色々なおもちゃがあったので良かった。

◎子どももとても楽しんでいて、素敵な玩具がたくさんあり、私もスタッフさんやお母さん方とお話ができてとても
良い時間でした。

◎同じくらいの子と遊べるようになっていて、私もママさんや先生とお話ができてよかったです。ありがとうござい
ました。

◎ビオトープの観察に参加しました。自然のの中での遊び方を教えてもらい、子どもたちもとても楽しそうでし
た。池の中でたくさんの生物を捕まえることができ、大人も子どももとてもたのしく勉強になりました。

◎押し花も楽しめて、初めて海藻を使って押し葉作品をチャレンジできて面白かったです。子どもと一緒にでき
るプログラムは夢中になれて良い休日でした。
◎子どもの様子を見て、楽しそうに集中していたので、用意していただいた材料で自由に取り組める機会はとて
もありがたかったです。
◎押し花をやる機会がなかったので子どもに経験させることができて良かったです。また、海藻というのが面白
く、新たな発見だった。
◎わかりやすい説明や声掛けなどをして頂き、とても楽しいひとときでした。表現することに久しぶりに夢中に
なっていました。ありがとうございました。
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イベント区分による必要業務・書類

協力金あり 協力金なし

利用登録申請書  ※1 初回のみ

実施企画書  ※2 ※3 ● ● ● 初回のみ

利用承認申請書  ※4 ●
利用料金減免申請書  ※5 ●
利用承認取消(変更)申請書  ※6 ●
備品借用許可申請書  ※7 ● ● ●

● ● ● 　
エコチケット ● ● ● ●
アンケート ● ● ●
写真 ● ● ● ●
貸館利用日報 ●
領収書 ●※参加費発生時

イベント保険 CK加入保険 市加入保険

イベント広報活動 指定管理者 指定管理者
イベントを企画した

市民・市民団体

イベント予約受付等窓口業務 指定管理者 指定管理者
イベントを企画した

市民・市民団体

※1　　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)利用申請書
※2　　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)イベント・プログラム実施企画書
※3　　ニュースレターにイベント情報を掲載希望の場合は、詳細把握の為実施企画書の記入をしていただきます。
※4　　富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 利用承認申請書 第1号様式(第2条関係)
※5　　富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 利用料金減免申請書 第4号様式(第5条関係)
※6　　富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟 利用承認取消(変更)申請書 第5号様式(第8条関係)
※7　　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

指定管理者と

市民・市民団体が協働

指定管理者と

市民・市民団体が協働

必要書類

その他

市加入保険

エコトピ

ア

対応

当

日

参加申し込み受付（名簿作成）

作成：2021.8.12

指定管理者 市民・市民団体

初回のみ

自主事業 主催事業
共催事業

貸館事業
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