
第９回 山陽小野田市新型コロナウイルス対策本部会議 

日時：令和２年４月１４日（火曜日）１５時から 

場所：山陽小野田市役所 ３階 大会議室

＜次第＞ 

１ 報告事項 

２ 協議事項 

（１） 屋外施設貸出の中止について

（２） その他
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山 総 第 ３ ３ ５ 号  

令和２年（2020年）４月１３日 

職 員 各 位 

新型コロナウイルス対策本部長  藤 田 剛 二 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための職員の行動自粛について（お願い） 

新型コロナウイルス感染拡大防止の御協力に対しお礼申し上げます。 

さて、４月７日に国から、改正インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態

宣言」が発令され、５月６日までの間、不要不急の外出の自粛要請が出されました。本

市においても県内や近隣市に感染者が確認されるなど、予断を許さない状況となって

います。 

感染拡大防止に向けては、今が正念場であり、職員一人一人の感染を拡大させな

いという強い意思を持った行動が必要です。現在、全国各地において公務員の感染

が報じられていますが、本市においても職員が感染した場合、行政機能の停止等によ

り市民生活に影響を与えることが懸念されます。 

つきましては、職員の皆様におかれましては、当分の間、下記のとおり行動

の自粛をお願いします。 

記 

１ 不要不急の外出、特に緊急事態宣言が発令された地域や感染多発地域への往来

は、プライベートも含め、控えること。 

２ 県外で暮らす親族等の来訪や帰省については、極力控えること。また、既に帰省さ

れている親族等については、できるだけ在宅で過ごし、不要不急の外出は極力控え

るなど、感染拡大防止への最大限の配慮をすること。 

３ 公務での県外への出張については、必要性等を十分検討すること。所属長におい

て出張が必要と判断した場合においても、甲決裁とし、市長の判断を仰ぐこと。 
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屋外貸出施設
No 施設名 対策部 対策期間

1 野球場 市民部

2 サッカー場 市民部

3 小野田運動広場 市民部

4 赤崎運動広場 市民部

5 高千帆運動広場 市民部

6 岡石丸運動広場 市民部

7 下村テニスコート 市民部

8 厚狭球場 市民部

9 江汐公園　冒険の森 建設部

10 江汐公園　キャンプ場 建設部

11 江汐公園　庭球場 建設部

12 浜河内緑地庭球場 建設部

13 須恵健康公園庭球場 建設部

14 東沖緑地庭球場 建設部

15 若山公園野外ステージ 建設部

16 糸根公園　キャンプ場 建設部

17 縄地ヶ鼻公園　バーベキュー施設 建設部

18 青年の家グラウンド 教育委員会

19 青年の家テニスコート 教育委員会

自由利用施設
No 施設名 対策部 対策期間

20 きららビーチ焼野バーベキュー施設 建設部 ４月１４日～５月１０日

対策済み施設
No 施設名 対策部 対策期間

21 竜王山公園オートキャンプ場 建設部 ４月８日～５月１０日

屋外施設一覧

４月１４日～５月１０日
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利用を中止している施設一覧

Ｎｏ 施設名 担当課 問い合わせ先 制限内容

1 不二輸送機ホール　 （※１）

2 きららガラス未来館 休館

3 市民体育館 （※１）

4 柔剣道場 （※１）

5 弓道場 （※１）

6 アーチェリー場 （※１）

7 市民館 83-5700 （※１）

8 石丸総合館 市民活動推進課 82-1137 児童福祉館を休館、貸館中止

9 楽和園（老人福祉作業所）

10 厚狭陶好会館（老人福祉作業所）

11 親和荘（老人福祉作業所）

12 本山福祉会館

13 赤崎福祉会館

14 須恵福祉会館

15 中央福祉センター

16 高泊福祉会館

17 高千帆福祉会館

18 有帆福祉会館

19 児童館 休館

20 スマイルキッズ プレイスペース、キッズキッチンの利用を中止

21 公立保育所 園庭解放等による利用を中止

22 労働会館

23 商工センター

24 小野田勤労青少年ホーム

25 山陽勤労青少年ホーム

82-1116

高齢福祉課 82-1171

社会福祉課 82-1174

82-1115

商工労働課

82-1150

83-3146

子育て支援課 82-1175

休館

文化スポーツ推進課

（※１）

（※１）
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Ｎｏ 施設名 担当課 問い合わせ先 制限内容

26 江汐公園管理棟講義室

27 須恵健康公園体育館

28
竜王山公園オートキャンプ場
キャンプセンター研修室

29 竜王山公園多目的施設研修室

30 （小野田・山陽）ふれあい相談室 学校教育課 82-1201 休止、個別対応を行っております。

31 小野田陽光園フリールーム 休止、個別対応を行っております。

32 本山公民館

33 赤崎公民館

34 須恵公民館

35 小野田公民館

36 高泊公民館

37 高千帆公民館

38 有帆公民館

39 厚狭公民館

40 出合公民館

41 厚陽公民館

42 埴生公民館

43 津布田会館

44 青年の家

45 きらら交流館 休館（※１）

46 歴史民俗資料館 休館

47 中央図書館 休館（※１）

48 中央図書館赤崎分館

49 中央図書館高千帆分館

50 厚狭図書館

51 山陽オートレース場 公営競技事務所 76-1115
レース場内の販売＆払戻中止
対策期間：当面の間【ネット投票のみ】

（※１）５月１０日以降の申請受付業務は行います。利用は状況によってお断りする場合があります。

83-2870

都市計画課 82-1162

（※１）

休館

（※１）

社会教育課 82-1203

中央図書館
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