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令和２年６月２０日からのスポーツ施設の利用について 

（令和２年６月１９日改定） 
  

新型コロナウイルス感染症対策のため、６月２０日（土）からのスポーツ施

設の利用について、下記の制限事項等を一部変更した上で開場します。 

なお、群馬県による「社会経済活動再開に向けたガイドライン」（※）にお

ける警戒度（以下「群馬県の警戒度」とします）の状況等で、開場や閉場、制

限事項などについて変更する場合があります。 

※群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン」 

https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00064.html(群馬県ホームページ) 

 

【変更事項】 

（1）陸上の占有及び年間練習団体の利用を再開します。 

（2）テニスコートの利用人数制限の取り扱いを変更します。 

（3）弓道について利用人数制限の取り扱いを変更します。 

（4）岩神緑地の利用申請について受付施設を増やします。 

（5）バドミントン及びインディアカの利用人数制限の取り扱いを変更します。 

※詳細については、７ページ【競技別注意事項】の欄を確認してください。 

【共通事項】 

１ 利用者について 

(1) 利用できるのは市内在住者のみに限定します。 

※群馬県の警戒度“１”の状況が続いた場合、７月１日（水）より 

市外在住者の利用を再開する予定です。 

 

２ 再開日について  

施設別の再開日は以下のとおりです。 

（1）屋外スポーツ施設 ６月１日（月） 

（2）体育館      ６月６日（土） 

（3）プール施設  

ア）大渡温水プール・前橋総合運動公園コミュニティプール 

６月１０日（水） 

  イ）六供温水プール  

７月４日（土） 

https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00064.html
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ウ）Ｇスポーツ前橋市民プール    

８月１日（土）予定 

エ）宮城プール 

  開場について検討中です。 

（4）トレーニング室  ６月１０日（水） 

※施設ごとに開場日が異なりますので、詳細は別表１を参照してください。 

 

３ 予約について 

 (1) 原則として、予約をして利用することとします。ただし、体育館の個人利

用、陸上個人利用、年間利用（ロード宮城総合運動場、王山運動場、前橋総

合運動公園群馬電工陸上競技・サッカー場、大野工業大胡総合運動公園陸上

競技・サッカー場）、プール（大渡温水プール・トレーニングセンター、前

橋総合運動公園コミュニティプール）、岩神緑地オフロードコースの利用を

除きます。 

 (2) ６月中の利用については、まえばしネットでの予約受付けを休止します。 

  既にまえばしネットで予約済みの方については、市内在住者の予約のみ利 

用できることとします。市内在住者でない方の予約は電話連絡のうえ、取り 

消しをさせていただきます。 

 (3) ６月中の新規予約については、予約受付施設（別表１）において、電話 

または直接施設で受付けます。 

 (4) 電話予約受付開始日時は次のとおりです。 

   屋外スポーツ施設 ５月２４日（日）午前８時３０分 

   屋内スポーツ施設 ６月３日（水）午前８時３０分 

    ア）１団体につき、１日１枠までの利用とします。 

    イ）早朝枠（６時～９時）の予約は、前日１８時までの受付けとします。 

(5) ７月の利用及び８月の抽選予約については、通常どおり受付けます。ただ

し、群馬県の警戒度の状況等で利用制限等を判断します。 

 

４ 使用料の支払いについて 

使用料の支払いは予約受付施設において、どの施設でもできます。 

（別表１の施設） 

 

５ 利用人数について 

利用人数は、原則として利用者全員がお互い２ｍ以上の間隔を空けるこ 

とができる人数、または施設の定員の２分の１以下の人数とします。 
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※定員については施設ごとに異なりますので、予約の際に直接施設へお問

い合わせください。 

 

６ 利用上の注意 

(1) ご利用前に必ず各自で検温を実施してください。 

(2) 37.5℃以上の熱や風邪の症状、味覚障害等がある場合は、利用を控えてく

ださい。 

 (3) 利用後に PCR 検査等を受診した場合には、必ず利用施設または予約施設

への連絡をお願いします。 

 (4) 参加者に感染者が出た場合は、保健所等からの聞き取り調査への協力を

お願いします。 

  (5) 家族、近親者、濃厚接触者に新型コロナウイルス感染者がいた場合にも、

必ず利用施設または予約施設へ連絡をお願いします。 

 (6) 濃厚接触者となった場合は、１４日間を目安に自宅待機をお願いするこ

とがありますので予めご了承ください。 

 (7) 利用者には、１４日間を目安に１日１～２回程度、発熱の有無の確認をお

願いします。 

(8) 熱中症に注意していただきながら、可能な限りマスクを着用してくださ

い。なお、運動・スポーツ中のマスクの着用は利用者の判断によるものと

しますが、運動・スポーツを行っていない間、特に会話をする時にはマス

クを着用してください。 

(9) プレーをしない（待機している）方については、お互い２ｍ以上の間を 

空けてください。 

(10) 会話をする際は、可能な限り真正面を避けてください。 

 

７ 予約申請者（代表の方）の方の注意事項 

 (1) 予約申請者は、代表として利用者全員の体調を把握するとともに、上記

「６ 利用上の注意」について利用者への周知徹底をお願いします。 

 (2) 利用者情報（誰が、何時に、どの場所（ピッチ、コート等）を利用してい

たか）を確認する場合があります。団体での利用の際は代表の方による利

用者情報の把握をお願いします。 

 

８ その他 

 （1）団体の代表者や個人利用の方は、運転免許証や学生証などの住所、氏名

を証明できるものをご持参ください。（収集した個人情報は、目的達成の
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ために利用し、法令に基づく場合または本人の同意がある場合を除き、他

に利用及び提供することはありません。） 

（2）職員が施設を巡回し、身分証明書や個人利用券などを確認する場合が 

あります。ご協力ください。 

（3）原則として、プールでの利用を除き、更衣室の利用はできません。更衣 

室の利用を希望される場合は、施設にお問い合わせください。 

（4）各競技における練習方法等については、中央競技団体や県連盟・協会な 

どの指針に従ってください。 

(5) 群馬県の警戒度によっては施設の利用を変更する場合があります。 

 

（別表 1）再開日及び予約を受付ける施設の一覧 
     施設      再開日 予約受付施設 

ヤマト市民体育館前橋 

 

①弓道場 ６月２日（火） 

 

②主競技場、副競技場、柔道

場、剣道場、会議室 

６月６日（土） 

 

③トレーニング室  

６月１０日（水） 

ヤマト市民体育館前橋 

（027-265-0900）  

※ヤマト市民体育館前橋の休館日

（月曜日）は大渡温水プール・トレー

ニングセンター(027-253-7811)で予

約をしてください。 

防災の星野 日吉体育館 

 

６月６日（土） 防災の星野 日吉体育館 

（027-231-1155） 

Gスポーツ大胡体育館 

 

６月６日（土） Gスポーツ大胡体育館 

（027-283-3970） 

宮城体育館 

 

①アリーナ、卓球場、多目的

室、会議室 

６月６日（土） 

 

②トレーニング室 

６月１０日（水） 

宮城体育館 

（027-283-8735） 

G スポーツ前橋市民プー

ル 

８月１日（土）予定 ヤマト市民体育館前橋（027-265-

0900） 

※利用方法等については、決定次

第掲載します。 

大渡温水プール・トレー ６月１０日（水） 大渡温水プール・トレーニングセンタ



 

5 

 

ニングセンター ー（027-253-7811） 

※大渡温水プール・トレーニングセ

ンターの休館日（木曜日）はヤマト市

民体育館前橋（027-265-0900）で予

約をしてください。 

六供温水プール ７月４日（土） 六供温水プール（027-243-1308） 

※利用方法等については、決定次

第掲載します。 

G スポーツ三俣テニスコ

ート 

６月１日（月） ・５月２４日（日）～５月３１日（日）は

ヤマト市民体育館前橋 (027-265-

0900) 

※ヤマト市民体育館前橋の休館日

（月曜日）は大渡温水プール・トレー

ニングセンター(027-253-7811)で予

約をしてください。 

・６月 1 日（月）～６月３０日（火）は G

スポーツ三俣テニスコート(027-232-

0881) 

ロード宮城総合運動場 

 

６月１日（月） 宮城体育館(027-283-8735) 

ザ・野菜 粕川総合グラン

ド 

６月１日（月） 粕川スポーツ施設管理事務所(027-

285-3911) 

G スポーツ富士見総合グ

ランド 

６月１日（月） ヤマト市民体育館前橋 (027-265-

0900) 

※ヤマト市民体育館前橋の休館日

（月曜日）は大渡温水プール・トレー

ニングセンター(027-253-7811)で予

約をしてください。 

王山運動場 ６月１日（月） 大渡温水プール・トレーニングセンタ

ー(027-253-7811) 

※大渡温水プール・トレーニングセ

ンターの休館日（木曜日）はヤマト市

民体育館前橋 (027-265-0900)で予

約をしてください。 

コーエィ前橋フットボール ①サッカー場、野球場、グラ ５月２４日（日）～５月３１日（日）はヤ
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センター ウンドゴルフ場 

６月１日（月） 

 

②多目的室、会議室 

６月６日（土） 

マト市民体育館前橋(027-265-0900) 

６月１日（月）～６月３０日（火）はコー

エィ前橋フットボールセンター(027-

267-9111) 

北部運動場 ６月１日（月） ヤマト市民体育館前橋 (027-265-

0900) 

※ヤマト市民体育館前橋の休館日

（月曜日）は大渡温水プール・トレー

ニングセンター（027-253-7811）で予

約をしてください。 

清里方面運動場 ６月１日（月） ヤマト市民体育館前橋（027-265-

0900） 

※ヤマト市民体育館前橋の休館日

（月曜日）は大渡温水プール・トレー

ニングセンター（027-253-7811）で予

約をしてください。 

粕川西部運動場 ６月１日（月） 粕川スポーツ施設管理事務所（027-

285-3911） 

登利平 桃ノ木川グラン

ド 

６月１日（月） ヤマト市民体育館前橋（027-265-

0900） 

※ヤマト市民体育館前橋の休館日

（月曜日）は大渡温水プール・トレー

ニングセンター（027-253-7811）で予

約をしてください。 

両毛運輸  千本桜野球

場 

６月１日（月） 宮城体育館（027-283-8735） 

敷島緑地 

中央緑地 

大渡緑地 

田口緑地 

 

６月１日（月） ヤマト市民体育館前橋（027-265-

0900） 

※ヤマト市民体育館前橋の休館日

（月曜日）は大渡温水プール・トレー

ニングセンター（027-253-7811）で予

約をしてください。 

岩神緑地 ６月１日（月） ※P.9岩神緑地オフロードコース欄を

確認してください。 
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前橋総合運動公園 

 

①G スポーツテニスコート、グ

レースイン前橋市民球場、群

馬電工陸上競技・サッカー場 

６月１日（月） 

②コミュニティプール、健康運

動指導室 

６月１０日（水） 

前橋総合運動公園（027-268-1911） 

※前橋総合運動公園の休館日（火

曜日）は大野工業大胡総合運動公

園（027-230-4055）で予約をしてくだ

さい。 

大野工業大胡総合運動

公園 

６月２日（火） 大野工業大胡総合運動公園（027-

230-4055） 

※大野工業大胡総合運動公園の休

館日（月曜日）は前橋総合運動公園

（027-268-1911）で予約をしてくださ

い。 

旧前橋東商業高校 

 

①運動場、テニスコート 

６月１日（月） 

②体育館、卓球場、軽スポー

ツ室 

６月６日（土） 

G スポーツ大胡体育館（027-283-

3970） 

※施設休館日について、定休日が祝日の場合は、祝日明けの平日が休館となる 

ためご注意ください。 

【競技別注意事項】  

(1)群馬県の警戒度が「２」より上の期間は、利用者が接近、接触するプレー

や、試合または試合形式での利用は控えてください。 

(2)試合または試合形式で利用する場合は、各競技における中央競技団体や県 

連盟・協会などの指針に従ってください。 

(3)大会を開催する場合の利用人数や利用方法などについては、各施設に相談

してください。 

〈屋外競技〉 

１ 陸上 

（1）占有及び年間練習団体の利用を再開します。 

（2）個人利用、年間練習利用者については、事前の予約は必要ありません。

利用日当日に施設窓口にて氏名、住所（年間利用登録者は登録番号）、利

用開始・終了予定時間を記入してください。 
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（3）利用をする際は必ず予約受付施設（別表１）の窓口にて、利用申請を行

ってください。また、利用終了後に施設窓口にて利用終了時間を報告して

ください。 

  ※年間練習団体利用の場合は代表の方が施設窓口にて申請を行ってくだ

さい。 

（4）王山運動場を利用する際は、大渡温水プール・トレーニングセンターで 

申請をしてください。（大渡温水プール・トレーニングセンターの休館日

（木曜日）は王山運動場内にある事務所で申請をしてください。） 

２ サッカー・ラグビー 

群馬県の警戒度が「２」より上の期間は、フルピッチ内でのプレーは２０

人以内、ハーフピッチ内でのプレーは１０人以内とします。 

 

３ 野球・ソフトボール 

群馬県の警戒度が「２」より上の期間は、グラウンド内でのプレーは２ 

０人以内とします。 

 

４ テニス 

（1）当面の間、占有のみの利用とします。（※個人利用はできません） 

（2）群馬県の警戒度が「２」より上の期間は、１面の利用は８人以内としま

す。（コート内４人以内、待機４人以内） 

※詳細は別紙「６月１日からのテニスコートの利用について」を確認してくだ 

さい。 

 

５ グラウンドゴルフ 

●コーエィ前橋フットボールセンターグラウンドゴルフ場 

（1）利用時間枠（２時間毎）を設け、完全予約制とします。 

（2）利用時間枠は次のとおりです。 

    ①６時から８時 ②８時から１０時 ③１０時から１２時  

④１２時から１４時 ⑤１４時から１６時 ⑥１６時から１８時 

（3）群馬県の警戒度が「２」より上の期間は、１枠２０人以内の利用とし 

ます。（時間枠内の利用人数が２０人以内であれば複数団体または個 

人が同時に利用することもできます。） 

（4）６時から８時、８時から１０時の利用については、前日１８時までに 

予約をしてください。 
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●その他のグラウンドの利用 

（1）利用時間は最大３時間までとします。 

（2）群馬県の警戒度が「２」より上の期間は、１枠２０人以内の利用とし 

ます。 

 

６ 弓道 

  以下の取り扱いは群馬県の警戒度が「２」より上の期間に適用します。 

  ●ヤマト市民体育館前橋弓道場 

  （1）利用できるのは弓道及びアーチェリーに限定します。 

  （2）近的場は１５人以内の利用とします。（射位５人立） 

  （3）近的場控室の利用は７人以内とします。 

  （4）遠的場は９人以内の利用とします。（射位３人立） 

 

  ●大野工業大胡総合運動公園弓道場 

  （1）弓道場は９人以内の利用とします。（射位３人立） 

 

７ 岩神緑地オフロードコース 

利用する際は利用日当日に以下のいずれかの窓口にて利用申請（氏名・住

所・利用開始時間・終予定時間の記入）を行ってください。また、利用終了

後は、利用申請を行った施設へ利用終了時間を報告してください。（利用終

了時間の報告のみ電話も可能です） 

  【利用申請受付施設】 

   ヤマト市民体育館前橋（月曜日定休）、大渡温水プール・トレーニングセ

ンター（木曜日定休）、六供温水プール（月曜日定休） 

※定休日が祝日の場合は、祝日明けの平日が休館となるためご注意ください。 

  

８ 上記種目以外の屋外利用 

利用者同士が２ｍ以上の間隔を空けることを条件とし、利用人数について

は他の競技種目を参考にしてください。 

 

〈屋内競技〉 

１ バスケットボール・バレーボール・ハンドボール・フットサル・ 

チュックボール 

群馬県の警戒度が「２」より上の期間は、コート内でのプレーは１０人以
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内とします。 

 

２ バドミントン・インディアカ 

  群馬県の警戒度が「２」より上の期間は、１面の利用は８人以内とします。

（コート内４人以内、待機４人以内） 

 

３ 卓球 

 （1）群馬県の警戒度が「２」より上の期間は、１台の利用は４人以内としま 

す。（競技者２人以内、待機２人以内） 

 （2）各卓球台は２ｍ以上離して設置してください。 

 

４ 柔道・剣道・空手道・合気道・太極拳・少林寺拳法・なぎなた 

利用者はお互い２ｍ以上の間隔を空けてください。 

   

５ 体操・エアロビクス・ジャズダンス・フォークダンス 

   利用者はお互い２ｍ以上の間隔を空けてください。 

 

６ フェンシング 

   利用者はお互い２ｍ以上の間隔を空けてください。 

 

７ 水泳（プール施設） 

  ●大渡温水プール・トレーニングセンター、前橋総合運動公園コミュニティ

プール 

   (1) 個人利用のみとします。 

   (2) 事前の予約は必要ありません。利用日当日に施設窓口にて、必要事項

等記入の上利用してください。 

   (3) 更衣室の利用は男女各１０人以内とします。 

   (4) ３密回避及び感染拡大防止の観点から、以下については利用できませ

ん。 

    ①ジャグジー（風呂） ②採暖室（サウナ） ③ギャラリー 

    ④脱水機 ⑤ビート板 ⑥靴入袋 

 

●六供温水プール 

   予約制とし、更衣室の人数、１人あたりの利用時間を制限します。 

   ※詳細については「六供温水プールの利用に関するお知らせ」を確認して 
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    ください。 

 

  ●Ｇスポーツ前橋市民プール 

   ※利用方法について検討中です。 

 

  ●宮城プール 

   ※開場について検討中です。 

 

８ トレーニング室 

  (1) 個人利用のみとし、(2)のとおり２時間毎（大渡温水プール・トレーニン

グセンターの最終枠については３時間）に利用時間枠を設け、完全予約制

とします。 

  (2) 利用時間枠は次のとおりです。 

   ●ヤマト市民体育館前橋 

    ①９時から１１時 ②１１時から１３時 ③１３時から１５時 

    ④１５時から１７時 ⑤１７時から１９時 ⑥１９時から２１時 

 

   ●大渡温水プール・トレーニングセンター 

     平日・土曜日 

      ①１０時から１２時 ②１２時から１４時 ③１４時から１６時 

      ④１６時から１８時 ⑤１８時から２１時 

     日曜日・祝日 

      ①１０時から１２時 ②１２時から１４時 ③１４時から１６時 

      ④１６時から１９時 

 

●宮城体育館 

①９時から１１時 ②１１時から１３時 ③１３時から１５時 

    ④１５時から１７時 ⑤１７時から１９時 ⑥１９時から２１時 

 

  (3) 予約は１人につき、１日１枠までとします。 

  (4) 最大利用人数は次のとおりです。 

   ●ヤマト市民体育館前橋 

    トレーニング室（ジョギング走路含む） １０人 

    ウェイト室（ジョギング走路含む）    ５人 
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   ●大渡温水プール・トレーニングセンター 

    トレーニング室 ２０人 

 

   ●宮城体育館 

    トレーニングルーム（ジョギング走路含む） １０人 

 

９ 会議室 

   お互い２ｍ以上の間隔を空けることができる人数、または施設の定員の

２分の１以下の人数で利用することとします。 

 

１０ 上記以外の屋内種目 

  利用者同士が２ｍ以上の間隔を空けることを条件とし、利用人数につい

ては他の競技種目を参考にしてください。 


