
第１４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５月１５日（金曜日）１６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） 施設の利用再開について

（２） その他
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保育所及び児童クラブの再開について

子育て支援課

○児童クラブ及び保育所の再開について

・ 5/14 に緊急事態宣言が解除されたが、小中学校の再開は 5/25 の

予定であることから、児童クラブについては小学校の再開に合わ

せ、 5/25 から通常保育とする。

公立・私立保育所については給食材の調達等、保育を再開する準備

期間が必要であるため、5/24 までの臨時休園を短縮することなく、 

5/25 から通常保育とする。

公立・私立保育所 登園自粛 4/20～ 4/30 

 臨時休園 5/1～ 5/24 

児童クラブ 通所自粛 4/16～ 4/30 

臨時休所 5/1～ 5/24 

※宇部市保育所の状況について（ 5/14 電話聞取り）

  5/14 に緊急事態宣言が解除されても、小中学校の再開が予定通り

5/25 であれば、 5/25 から通常保育に戻す予定で進めている。  

※下関市保育所の状況について（ 5/13 新聞発表）

  5/14 から通常保育を再開する。
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○施設利用時の手指消毒

4㎡程度

4㎡程度

2ｍ 2ｍ 2ｍ

2ｍ

2ｍ

１人当たりの
スペース

山陽小野田市新型コロナウイルス感染防護マニュアル

○こまめな換気を実施すること。
　屋内施設の場合、窓や扉を開け開放状態で貸出を行うこと。ただし、降雨等により雨が
屋内に入りこむ場合等については、開放できる窓のみ開放する。

○利用者や施設管理責任者の体調管理
　利用者及び施設管理者の体温計測を記録する。

○ソーシャルディスタンスを踏まえた人数制限

２ｍ程度離れて

6ｍ

2ｍ

記載している利用者に対して連絡を行い、宇部健康福祉センターの指示のもと健康状態を

○利用時間の制限
　施設利用時間を施設ごとに定めて管理する。

   施設利用開始前に、利用者に対して手指消毒の実施を依頼すること。
○市民の利用に限るための利用者名簿の提出
　施設利用者に対して、氏名、住所、連絡先を明確にするため利用者名簿の提出を依頼す
ること。なお、万が一施設を利用した者の中から感染者が確認された場合、利用者名簿に

確認する。

屋内施設の受付等の例示

屋内施設の椅子等の例示

屋内施設収容人員の例示

※屋内施設の収容人員の

参考です。

（1人当たり4㎡程度とする）

程度



別紙

原則として、山陽小野田市民のみの利用とします。

Ｎｏ 施設名 担当課 利用条件及び制限事項

1 本山福祉会館 一部制限あり

2 赤崎福祉会館 一部制限あり

3 須恵福祉会館 一部制限あり

4 中央福祉センター 一部制限あり

5 高泊福祉会館 一部制限あり

6 高千帆福祉会館 一部制限あり

7 有帆福祉会館 一部制限あり

8 市民体育館 主体育館、会議室、更衣室のみ利用可能

9 不二輸送機ホール　 研修室、和室のみ利用可能

10 市民館 体育ホール、第１・２講義室、工作室、和室、団体会議室のみ利用可能

11 野球場

12 柔剣道場

13 弓道場

14 アーチェリー場

15 サッカー場

16 小野田運動広場

17 赤崎運動広場

18 高千帆運動広場

19 岡石丸運動広場

20 下村テニスコート

21 厚狭球場

22 スマイルキッズ キッズキッチンは利用禁止

23 児童館

24 公立保育所

５月２５日（月曜日）から利用再開する施設一覧

社会福祉課

文化・スポーツ推進課

子育て支援課



Ｎｏ 施設名 担当課 利用条件及び制限事項

25 中央図書館

26 中央図書館赤崎分館

27 中央図書館高千帆分館

28 厚狭図書館

29 本山公民館 一部制限あり

30 赤崎公民館 一部制限あり

31 須恵公民館 一部制限あり

32 小野田公民館 一部制限あり

33 高泊公民館 一部制限あり

34 高千帆公民館 一部制限あり

35 有帆公民館 一部制限あり

36 厚狭公民館 一部制限あり

37 出合公民館 一部制限あり

38 厚陽公民館 一部制限あり

39 津布田会館 一部制限あり

40 埴生公民館 一部制限あり

41 青年の家 一部制限あり

42 歴史民俗資料館 一部制限あり

43 きらら交流館 一部制限あり

44 小野田陽光園フリールーム

45 青年の家グラウンド

46 青年の家テニスコート

47 （小野田・山陽）ふれあい相談室 学校教育課

中央図書館

社会教育課



Ｎｏ 施設名 担当課 利用条件及び制限事項

48 楽和園（老人福祉作業所）

49 厚狭陶好会館（老人福祉作業所）

50 親和荘（老人福祉作業所）

51 労働会館

52 商工センター

53 小野田勤労青少年ホーム

54 山陽勤労青少年ホーム

55 石丸総合館 市民活動推進課

56 江汐公園管理棟講義室

57 竜王山公園多目的施設研修室

58
竜王山公園オートキャンプ場
キャンプセンター研修室

59 須恵健康公園体育館

60 江汐公園　庭球場

61 浜河内緑地庭球場

62 須恵健康公園庭球場

63 東沖緑地庭球場

64 若山公園野外ステージ

65 竜王山公園オートキャンプ場

66 糸根公園　キャンプ場

67 縄地ヶ鼻公園　バーベキュー施設

68 江汐公園　冒険の森 （※）利用者を市民に限定することが難しい施設。

69 きららビーチ焼野バーベキュー施設 土木課

70 江汐公園　キャンプ場 都市計画課

Ｎｏ 施設名 担当課 利用条件及び制限事項

1 きららガラス未来館 文化・スポーツ推進課

利用再開に向け調整中の施設

都市計画課

商工労働課

高齢福祉課


