
第１９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８月２４日（月曜日）９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 

（１） 現状の報告について（健康増進課） 

（２） 教育機関の対応について（教育委員会） 

（３） 学童保育の対応について（福祉部） 

（４） 今後の市の対応について（総務課） 

（５） 感染予防の啓発の強化（健康増進課） 

２ その他 

 



山口県内での新型コロナウイルス発生状況等について 

（８月２３日 １８時現在） 

 

（１）山口県での感染者数 １１１人（入院等３５人 退院７６人） 

 

（市町別） 

●下関市     ２０件      ●宇部市     ２２件 

●山口市     １５件      ●防府市      ９件 

●下松市      ９件      ●岩国市      ４件 

●光市       ４件      ●美祢市      １件 

●周南市      ６件      ●山陽小野田市  ２１件 

 

 

（２）山陽小野田市内発生状況 ２１人 

  別紙参照 

 

 

（３）PCR検査の状況について 累計５，７２６件 

 

月日 曜日 実施件数 陽性件数 

８月 １６日 日 ２０ １ 

８月 １７日 月 ５２ ０ 

８月 １８日 火 ６９ １ 

８月 １９日 水 １４８ ５ 

８月 ２０日 木 １４３ １１ 

８月 ２１日 金 １２８ ０ 

８月 ２２日 土 １２２ ７ 

８月 ２３日 日 ６７ ４ 

 

 

（４）相談件数 ３８，９０８件 



市内 県内 年代 性別 職業

1 32 4月27日 50歳代 男性 会社員
県内23,24例目（山口市在住夫婦）の濃
厚接触者

2 45 7月22日 30歳代 男性 会社員 愛知県名古屋市に出張

3 56 8月1日 50歳代 男性 会社員 知人と高知県高知市に旅行

4 57 8月1日 50歳代 男性 会社員 知人と高知県高知市に旅行

5 73 8月8日 40歳代 男性 会社員
県内66例目（宇部市）の濃厚接触者（県
内出張）

6 76 8月8日 40歳代 女性 会社員 知人と面接

7 89 8月19日 ４０歳代 男性 会社員
県内86例目（宇部市）の濃厚接触者（同
じ職場で他２名陽性）

8 90 8月19日 60歳代 男性 無職
ゴルフ（県外からの参加者との接触）　親
族での会食

9 91 8月20日 ６0歳代 女性 無職 市内８例目の濃厚接触者（会食）

10 93 8月20日 30歳代 女性 会社員 市内８例目の濃厚接触者（会食）

11 94 8月20日 10歳代 女性 会社員 市内８例目の濃厚接触者（会食）

12 95 8月20日 10歳未満 女性 小学生 市内８例目の濃厚接触者（会食）

13 97 8月20日 40歳代 女性 確認中 市内８例目の濃厚接触者（会食）

14 98 8月20日 10歳代 男性 学生 市内７例目の濃厚接触者（会食）

15 102 8月21日 40歳代 女性 飲食店勤務

市内７例目、県内99例目（宇部市）濃厚
接触者。　市内７例目、県内99例目との
直接の接触はないが、同じ飲食店勤務者が
陽性（県内101例目、市内16例目）

16 103 8月21日 20歳代 女性 飲食店勤務
店内で市内７例目、県内９９例目（宇部
市）濃厚接触者　店内で接触

17 104 8月21日 70歳代 男性 無職
市内８例目の濃厚接触者　ゴルフ（市内
18例目も参加）

18 105 8月21日 60歳代 女性 飲食店勤務
市内８例目の濃厚接触者　市内17例目と
も接触

19 108 8月22日 ４０歳代 男性 飲食店勤務 市内７例目、県内９９例目の濃厚接触者

20 109 8月22日 ４０歳代 男性 会社員 市内１５例目の濃厚接触者

21 111 8月23日 ２０歳代 男性 フリーター
県内１０１例目、市内１５・１６例目との
濃厚接触者

新型コロナウイルス感染症患者状況【山陽小野田市】
2020/8/23

例目
陽性確定日

患者の概要
エピソード等



今後の市の方針について 

 

新型コロナウイルス感染症への対策として、 

８月２４日（月曜日）から９月６日（日曜日）までの１４日間 

 

１ 公共施設の利用の中止 

２ 市主催の不要不急の会議・イベントの延期又は中止 

３ 感染予防の啓発の強化 

 

を実施します。 



Ｎｏ 施設名 担当課

1 本山福祉会館

2 赤崎福祉会館

3 須恵福祉会館

4 中央福祉センター

5 高泊福祉会館

6 高千帆福祉会館

7 有帆福祉会館

8 きららガラス未来館

9 市民体育館

10 不二輸送機ホール　

11 市民館

12 野球場

13 柔剣道場

14 弓道場

15 アーチェリー場

16 サッカー場

17 小野田運動広場

18 赤崎運動広場

19 高千帆運動広場

20 岡石丸運動広場

21 下村テニスコート

22 厚狭球場

23 スマイルキッズ 子育て支援課

利用を中止する施設一覧

社会福祉課

文化・スポーツ推進課



Ｎｏ 施設名 担当課

24 中央図書館

25 中央図書館赤崎分館

26 中央図書館高千帆分館

27 厚狭図書館

28 本山公民館

29 赤崎公民館

30 須恵公民館

31 小野田公民館

32 高泊公民館

33 高千帆公民館

34 有帆公民館

35 厚狭公民館

36 出合公民館

37 厚陽公民館

38 津布田会館

39 埴生公民館

40 青年の家

41 歴史民俗資料館

42 きらら交流館

43 青年の家グラウンド

44 青年の家テニスコート

中央図書館

社会教育課



Ｎｏ 施設名 担当課

45 楽和園（老人福祉作業所）

46 厚狭陶好会館（老人福祉作業所）

47 親和荘（老人福祉作業所）

48 労働会館

49 商工センター

50 小野田勤労青少年ホーム

51 山陽勤労青少年ホーム

52 石丸総合館 市民活動推進課

53 江汐公園管理棟講義室

54 竜王山公園多目的施設研修室

55
竜王山公園オートキャンプ場
キャンプセンター研修室

56 須恵健康公園体育館

57 江汐公園　庭球場

58 江汐公園　キャンプ場

59 浜河内緑地庭球場

60 須恵健康公園庭球場

61 東沖緑地庭球場

62 若山公園野外ステージ

63 竜王山公園オートキャンプ場

64 糸根公園　キャンプ場

65 縄地ヶ鼻公園　バーベキュー施設

66 きららビーチ焼野バーベキュー施設 土木課

都市計画課

商工労働課

高齢福祉課



「新しい生活様式」の実践例

（１）一人ひとりの基本的感染対策

移動に関する感染対策

□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。接触確認アプリの活用も。
□地域の感染状況に注意する。

感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分とれない場合は、症状がなくてもマスクを
着用する。ただし、夏場は、熱中症に十分注意する。

□家に帰ったらまず手や顔を洗う。
人混みの多い場所に行った後は、できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。

□手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。

※ 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式

□まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底
□こまめに換気（エアコン併用で室温を28℃以下に） □身体的距離の確保
□「３密」の回避（密集、密接、密閉）
□一人ひとりの健康状態に応じた運動や食事、禁煙等、適切な生活習慣の理解・実行
□毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

娯楽、スポーツ等

□公園はすいた時間、場所を選ぶ
□筋トレやヨガは、十分に人との間隔を
もしくは自宅で動画を活用

□ジョギングは少人数で
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での長居は無用
□歌や応援は、十分な距離かオンライン

食事

□持ち帰りや出前、デリバリーも
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、おしゃべりは控えめに
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

買い物

□通販も利用
□１人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用
□計画をたてて素早く済ます
□サンプルなど展示品への接触は控えめに
□レジに並ぶときは、前後にスペース

公共交通機関の利用

□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する

（３）日常生活の各場面別の生活様式

イベント等への参加

□接触確認アプリの活用を
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

□テレワークやローテーション勤務 □時差通勤でゆったりと □オフィスはひろびろと

□会議はオンライン □対面での打合せは換気とマスク

（４）働き方の新しいスタイル

※ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成



山口県新型コロナウイルス感染症

専用相談ダイヤル開設のご案内

山口県では、この度、新型コロナウイルス感染症に関する症状や感

染予防、検査方法などの様々な相談に対し、直通で毎日２４時間、

専従スタッフによる適切な助言や情報提供が受けられる専用相談ダ

イヤルを令和２年８月２４日（月）午前９時から開設します。

山口県新型コロナウイルス感染症
専用相談ダイヤル

📞０８３－９０２－２５１０

（毎日２４時間対応）

※専用相談ダイヤルの開設に伴い、県健康増進課相談電話（083-933-3502）は、８月末をもって終了します。

※これまでの各健康福祉センター（下関市を含む）の帰国者・接触者相談センターの電話番号は、この専用相

談ダイヤルに一元化されます。

県民

専用相談
ダイヤル

083-902-2510

①感染の疑いがある方
からの相談

②感染予防などの相談

岩国健康福祉センター

柳井健康福祉センター

周南健康福祉センター

山口健康福祉センター

〃 防府支所

宇部健康福祉センター

長門健康福祉センター

萩健康福祉センター

下関保健所

③症状等により医療機関での

検査が必要と思われる場合

は保健所へ連絡

《帰国者・接触者相談センター》

【相談の流れ】

山口県健康福祉部健康増進課

④検査等の対応が必要な
場合は各保健所から相談
者に連絡


