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市民利用の公園スポーツ施設の一部利用再開について（通知） 

日頃より、本市公園行政に対しまして格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げま

す。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月２日(月)から休止しておりましたス

ポーツ施設の一部を、６月１日(月)から利用を再開しております。各施設の状況は別

添のとおりです。 

 なお、施設利用にあたり、ご協力をいただくことがあり、皆さまにはご不便をおか

けいたしますが、ご理解賜りますようお願いいたします。各施設の最新情報につきま

しては、本市ホームページでもご確認いただくことができます。 

また、施設の利用にあたっては、各スポーツ団体の新型コロナウイルス感染拡大予

防ガイドラインをご確認下さい。 

添付資料 

・注意喚起のチラシ（公園施設利用者の皆様へ） 

・施設利用者チェックシート 

・公園施設運営状況一覧 

本市ホームページ URL【一部再開】スポーツ施設等（北部、南部都市・公園管理事務所所管） 

https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/016/004/p070557.html 

【問い合わせ先】 

都市局 都市計画部 都市公園課           

電話：０４８－８２９－１４２０           

〈西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区の公園管理〉   

北部都市・公園管理事務所 管理課          

電話：０４８－６４６－３１７９           

〈中央区・桜区・浦和区・南区・緑区の公園管理〉    

南部都市・公園管理事務所 管理課          

電話：０４８－８４０－６１７９           



代表的な各スポーツ団体のガイドラインの URL（参考例） 

野球について 

https://baseballjapan.org/jpn/system/prog/bfj_news.php?&i=588

サッカーについて 

https://www.jfa.jp/about_jfa/guideline.html

テニスについて 

https://www.jtia-tennis.com/2020_05_14_tennis_guideline.pdf

グラウンドゴルフについて 

http://www.groundgolf.or.jp/news/tabid/199/Default.aspx?itemid=159



公園施設を利用するにあたり、以下の感染防止対策の

‘徹底’をお願いします

・咳エチケット、マスクの着用、手洗い、手指の消毒等
・運動・スポーツの種類に関わらず、十分な距離（約２ｍ）の確保
・運動・スポーツ中に大きな声で会話、応援等をしない
・一同に集まるようなミーティングは行わない
・屋内施設においては、２方向の窓を開けるなど可能な限り換気を実施
・会議室といった小規模な諸室においては十分な距離（約２ｍ）を確保
・会議室等においては、運動は行わない
・更衣室・シャワー室の利用はできません

さいたま市・施設管理者



公園施設を利用するにあたり、感染防止対策にご協力下さい。

①公園施設を利用するにあたり以下の場合は、来園を自粛して下さい。
・３７．５度以上の発熱がある場合（または平熱比１度超過）
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさや軽度であっても咳・咽・頭痛などの症状がある場合
・過去２週間以内に 感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合

②感染防止のため、以下の対策にご協力下さい。
・咳エチケット、マスクの着用、手洗い・手指の消毒等
・運動・スポーツの種類に関わらず、十分な距離（約２ｍ）の確保
・運動・スポーツ中に大きな声で会話、応援等をしない
・一同に集まるようなミーティングは行わない
・屋内施設においては、２方向の窓を開けるなど可能な限り換気を実施
・会議室といった小規模な諸室では、十分な距離（約２ｍ）を確保
・会議室等においては、運動は行わない
・更衣室、シャワー室の利用はできません

③来園者の氏名及び緊急連絡先の把握のため、「チェックシート」の記入にご協力下さい。
1)氏名、2)電話番号・ＦＡＸ番号・メールアドレスのいずれか１つ、3)過去２週間以内の風邪・発熱症状の
有 無、4)過去２週間以内の海外渡航歴の有無について記入
※施設のご利用にあたっては、各スポーツ団体の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインをご確認下さい



施設利用者チェックシート

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、チェックシートの記入に御協力ください。
※施設をご利用の際は、咳エチケット、マスクの着用、手洗い・消毒を実施し、人との距離を十分に確保してください。

施設名称 施設利用日

使用施設

No.
過去２週間以内の
風邪・発熱症状

過去2週間以内の
海外渡航歴

1 有  ・  無 有  ・  無

2 有  ・  無 有  ・  無

3 有  ・  無 有  ・  無

4 有  ・  無 有  ・  無

5 有  ・  無 有  ・  無

6 有  ・  無 有  ・  無

7 有  ・  無 有  ・  無

8 有  ・  無 有  ・  無

9 有  ・  無 有  ・  無

10 有  ・  無 有  ・  無

11 有  ・  無 有  ・  無

12 有  ・  無 有  ・  無

13 有  ・  無 有  ・  無

※当チェックシートは、受理後３０日間保存後、廃棄します。

氏名

令和     年   月   日

連絡先
（電話番号、FAX番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽのいず

れか）



公園施設運営状況一覧 令和2年5月29日時点
公園名 対象箇所 運営状況 備考

野球場Ａ 6月1日より利用再開
野球場Ｂ 7月1日より利用再開 台風災害復旧後再開
サッカー場Ｃ 6月6日より利用再開 台風災害復旧後再開
サッカー場Ｄ 7月1日より利用再開 台風災害復旧後再開

6月16日より利用再開 台風災害復旧後再開
6月1日より利用再開

多目的広場 開放中 一般公園と同様
野球場Ａ・Ｂ 7月1日より利用再開 台風災害復旧後再開
サッカー場 7月1日より利用再開 台風災害復旧後再開
野球場 6月1日より利用再開

更衣室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

会議室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可
テニスコート 6月1日より利用再開
屋外プール 今夏営業中止
テニスコート 6月1日より利用再開

更衣室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

一般競技場（グラウンド） 6月1日より利用再開

更衣室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

テニスコート 6月1日より利用再開
会議室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可
グラウンド 6月1日より利用再開

更衣室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

シャワー室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

多目的室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可
会議室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可

岩槻諏訪公園 一般競技場 当面の間使用中止 貯留施設設置工事中
野球場 6月1日より利用再開
テニスコート 6月1日より利用再開
多目的広場 6月1日より利用再開
メインアリーナ 6月1日より利用再開

更衣室（体育館・テニスコート他） 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

多目的室（バレーボール等） 6月1日より利用再開
卓球場 6月1日より利用再開
柔道場 6月1日より利用再開
剣道場 6月1日より利用再開
弓道場 6月1日より利用再開
研修室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可
和室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可
茶室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可

堀崎公園

大宮公園サッカー場

宝来運動公園

大和田公園

天沼緑地
（天沼テニス公園）

岩槻文化公園

岩槻城址公園



公園施設運営状況一覧 令和2年5月29日時点
公園名 対象箇所 運営状況 備考

トレーニング室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

陸上競技場 6月1日より利用再開
テニスコート 6月1日より利用再開

シャワー室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

多目的広場 6月1日より利用再開
野球場 6月1日より利用再開

更衣室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

会議室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可

シャワー室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

屋内プール 今夏営業中止
更衣室 今夏営業中止
シャワー室 今夏営業中止
体育館 6月1日より利用再開

更衣室（体育館） 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

テニスコート 6月1日より利用再開
多目的広場 6月1日より利用再開

トレーニング室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

屋内プール 今夏営業中止
更衣室（屋内プール） 今夏営業中止
シャワー室 今夏営業中止
水景施設（噴水） 準備ができ次第利用開始

三橋プール 屋外プール 今夏営業中止
サッカー場 6月1日より利用再開

更衣室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

会議室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可
多目的広場 6月1日より利用再開
バーベキュー場 当面の間使用中止

さいたま新都心公園 集会室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可
佐知川公園 テニスコート 6月1日より利用再開
大平公園 多目的グラウンド 6月1日より利用再開
土呂公園 多目的グラウンド 6月1日より利用再開
東大宮中央公園 多目的グラウンド 6月1日より利用再開
観音寺下公園 多目的グラウンド 6月1日より利用再開
七里総合公園 多目的広場 6月1日より利用再開
春岡中央公園 多目的広場 6月1日より利用再開

多目的広場 6月1日より利用再開
テニスコート 6月1日より利用再開

北部工業団地記念公園 多目的広場 6月1日より利用再開

岩槻文化公園

岩槻温水プール

秋葉の森総合公園

砂中央公園

川通公園

三橋総合公園



公園施設運営状況一覧 令和2年5月29日時点
公園名 対象箇所 運営状況 備考

鐘塚公園 水景施設（噴水） 準備ができ次第利用開始

うねうね公園 遊水路（じゃぶじゃぶ池等） 例年のとおり利用開始
きたまちしましま公園 水景施設（噴水） 準備ができ次第利用開始

東大宮親水公園 遊水路（じゃぶじゃぶ池等） 準備ができ次第利用開始

裏小路公園 水景施設（ミスト） 例年のとおり利用開始
高沼遊歩道 水景施設（水路） 例年のとおり利用開始
鴨川みずべの里 水景施設（水路） 例年のとおり利用開始

競技場 6月1日より利用再開
補助競技場 6月1日より利用再開
相撲場 6月1日より利用再開
会議室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可

更衣室、シャワー室（スタジアム・補助） 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

三浦運動公園 サッカー場 6月1日より利用再開
テニスコート 6月1日より利用再開 一部台風災害復旧後再開
サッカー場 6月1日より利用再開 一部台風災害復旧後再開
野球場 6月1日より利用再開
ソフト・少年野球場 6月1日より利用再開
会議室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可

上落合北公園 多目的広場 6月1日より利用再開
荒川彩湖公園 ソフトボール場 6月1日より利用再開

ソフトボール場 6月1日より利用再開

駐車場 当面の間使用中止 隣接する秋ヶ瀬公園の災害復旧
工事が未完了のため

調公園 会議室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可
多目的グラウンド 6月1日より利用再開

大谷口公園 多目的広場 6月1日より利用再開
テニスコート 6月1日より利用再開
野球場 6月1日より利用再開

大原テニス公園 テニスコート 6月1日より利用再開
テニスコート 6月1日より利用再開

更衣室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

ソフトボール場 6月1日より利用再開
サッカー場 6月1日より利用再開
ゲートボール場 6月1日より利用再開
屋内プール 今夏営業中止
屋外プール 今夏営業中止
会議室 当面の間使用中止
子供動物園 6月2日より利用再開
どうぶつ広場（ふれあい） 当面の間中止
遊水路（じゃぶじゃぶ池等） 例年のとおり利用開始

駒場運動公園

荒川総合運動公園

桜草公園

八王子公園

与野中央公園

大間木公園

沼影公園

大崎公園



公園施設運営状況一覧 令和2年5月29日時点
公園名 対象箇所 運営状況 備考

キャンプ場 当面の間使用中止
記念館、展示室 当面の間使用中止 換気不良のため
遊水路（じゃぶじゃぶ池等） 例年のとおり利用開始

荒川総合運動公園通り 遊水路（じゃぶじゃぶ池等） 準備ができ次第利用開始

与野公園 遊水路（じゃぶじゃぶ池等） 準備ができ次第利用開始

天王川コミュニティ緑道 遊水路（じゃぶじゃぶ池等） 例年のとおり利用開始
北浦和東公園 遊水路（じゃぶじゃぶ池等） 例年のとおり利用開始
六辻水辺公園 遊水路（じゃぶじゃぶ池等） 準備ができ次第利用開始

中丸公園 遊水路（じゃぶじゃぶ池等） 例年のとおり利用開始
松芝公園 遊水路（じゃぶじゃぶ池等） 例年のとおり利用開始
見沼臨時グラウンド 野球場 6月1日より利用再開

屋内プール 今夏営業中止
屋外プール 今夏営業中止
野球場 6月1日より利用再開
一般競技場 6月1日より利用再開

更衣室、シャワー室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

テニスコート 6月1日より利用再開

テニスコートクラブハウス 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

トレーニング場 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

会議室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可
テニスコート 6月1日より利用再開
談話室 6月1日より利用再開 運動系利用は不可

更衣室 6月20日より利用再開 感染状況等により再開時期

屋外プール 今夏営業中止

※ 会議室等については、収容定員の半分程度以内の利用とする。
※ 運動施設については、社会的距離が２ｍ確保できる間隔での利用とする。

浦和総合運動場

浦和北公園

さぎ山記念公園

下落合プール


