
一宮市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１３回）
日時：令和2年5月29日（金）午後2時
場所：本庁舎4階スマート防災会議室

１ 愛知県独自の「緊急事態宣言」解除を受けての、
一宮市の対応について

２ 市長方針・指示

３ その他



施設の状況
【市民活動支援センター】
・シビックテラス側の移動扉を開け、換気しながら運営
・会議室は窓を開け、椅子の数を半減
・作業室への入室は２名まで
・フリースペースのテーブルは対面で利用しない
よう注意書き
【広報】
・「広報5･6月合併特別号」を、5/25（月）に
町内会を経由する従来どおりの方法で配布

総合政策部
開放時の反応や課題
【市民活動支援センター】
・席数の半減による利用自体の見直し（利用人数）
・上記の措置をいつまで続けるか
・設備の定期的な消毒作業の負担と人員確保
・消毒液等の安定的な確保

新たな対策の必要性
【市民活動支援センター】
・来館者へのマスク着用、消毒徹底の啓発
・入館人数の制限
・冬季など、年間を通しての換気の難しさ
【広報】
業者による各戸配布（ポスティング）や
新聞折り込みによる配布方法の確立

第二波に向けた準備
【市民活動支援センター】
・再度利用制限がかかる場合の速やかな利用停止措置
の連絡
・運営受託者との事前連絡、調整
【広報】
・速やかな実施に備え、あらかじめ詳細な業務内容を
提示したうえで委託料を確定

その他 ー



施設の状況
本庁舎14階市民ギャラリー
・緊急事態宣言の解除に伴い、利用可能
・現在の利用希望状況により、6/8（月）から
利用再開

財務部
開放時の反応や課題
－

新たな対策の必要性
－

第二波に向けた準備
・今後、緊急事態宣言が発令された場合に利用を
中止させていただく旨、利用申請時に説明

その他
ー



施設の状況
①中央看護専門学校
5/25（月）から再開

②尾西庁舎１Ｆ市民広場
6/1（月）から再開

市民健康部
開放時の反応や課題
①5/21（木）、5/22（金）に登校日を設けた。
学生たちは授業再開を喜んでいる。
マスク着用、登校時のアルコール消毒と検温、
机の清拭、人との距離、換気を徹底している。
教員はフェイスシールド着用。
課題：実習先（病院等）の受入れ確保が困難
②入口横に手指消毒液を設置、遊具の消毒、
室内換気の励行、絵本撤去、入口に広場利用の
お願い項目を表示
（長時間滞在しない！、消毒して！など）

新たな対策の必要性
－

第二波に向けた準備
①学生の体調管理と連絡体制の徹底

その他
県のＰＣＲ検査所設置に向けての情報収集



施設の状況
①いきいきセンター、いこいの広場、つどいの里
6/1（月）から再開

②思いやり会館、チャイブ
6/1（月）から会議室の貸出再開

③母子通園
5/25（月）～5/31（日）午前のみ
6/1（月）から通常通り

福祉部
開放時の反応や課題
③母子通園
利用者は開園を望んでいて、とても喜んでいる
マスク着用、来園時の検温、利用者同士距離を
おいての利用についても了承していただいている

課題：これからの暑さの中の換気

新たな対策の必要性
①いきいきセンター、いこいの広場、つどいの里
・利用制限（従来利用者の半減）
・囲碁、将棋での対局者間に飛沫防止パネルの
設置

第二波に向けた準備
・アルコール消毒液等の備蓄
・利用者への連絡体制の確立

その他 コグニバイクの稼動（浅野いこいの広場２台、木曽川いこいの広場３台）
マスクを着けたままだと心肺機能の負荷が強くなるため、当面の間コグニバイクの利用を中止
マスクなしで利用することと、広場内はマスク着用のルールがある中、どう稼動させるか検討中



施設の状況
保育園：6/1（月）から通常保育（限定保育の解除）
放課後児童クラブ：6/1（月）から通常利用

（自粛要請の解除）
放課後子ども教室：6/9（火）から（小学2･3年生）

6/23（火）から（小学1年生）
小学校ごとの日程で開始

子育て支援センター：6/1（月）から再開
（中央子育て支援センターは6/2（火）から再開）
移動子育て支援センター：6/15（月）から
移動先施設の状況に応じて再開

児童館：6/1（月）から一般利用再開

こども部
開放時の反応や課題
各施設は感染再拡大をできる限り防止しつつ運営
する。
すべての施設において、発熱・体調不良の方の
利用自粛依頼等の対策を継続
保育園：通常保育となっても、6月中は保育料の

日割減免を継続し、家庭保育を促進する。
「七夕まつり」などの園行事は
園児のみで実施し、保護者等の参観は
取りやめる。

子育て支援センター：親子で弁当を食べることが
できる「ランチルーム」は
6月中は利用停止

新たな対策の必要性
－

第二波に向けた準備
保育園・放課後児童クラブでは、保育士等職員又は
園児や児童に感染者が生じた場合には、施設を一時
閉鎖し感染拡大を防止する対応方針を継続する。

その他 ー



施設の状況
①リサイクル展示室〈土・日休〉
5/18（月）から開館

②資源拠点回収〈市内4カ所、土・日開催〉
5/23（土）から開場

環境部
開放時の反応や課題
①リサイクル展示室
1日あたり10数名の来場(通常どおり)のため、
課題等は特に無し
②資源拠点回収
5/23（土）、24（日）の再開時は、来場者が
約1.4倍（約1,700人)、回収量が約1.8倍（約20ｔ)
であり、ビン・布類は2倍以上であった。
滞在時間は短いが、マスクをしていない方がいたり
一時的に密集する事態が発生した。
次回（5/30（土）、31（日）以降は減少する見込み

新たな対策の必要性
②資源拠点回収
マスク着用の周知、人との距離を取ることの
周知が必要

第二波に向けた準備
②資源拠点回収
マスク着用の周知、人との距離を取ることの周知

その他 ②資源拠点回収
布類の多くは海外輸出されリサイクルされますが、新型コロナウイルスの影響により
稼働停止となっている工場が多く、流通が滞っているため、回収を一時停止している
自治体が一部発生しています。本市においても一時停止となる事態を懸念しています。



施設の状況
シビックテラスは状況を見て判断。上記以外の
施設にも用途制限あり

経済部（駅ビル）
開放時の反応や課題
－

新たな対策の必要性
・配布文書の作成
特にシビックテラスやホールは様々な用途の利用が
想定されるため、用途ごとに要注意喚起。
駅ビルはweb周知
・スタッフ、参加者全員マスク着用、消毒液利用、
こまめな手洗い励行
・席数の変更、使用人数の制限、ソーシャル
ディスタンス確保など、３密回避への協力要請
・主催者は参加者全員の氏名と連絡先を把握、名簿作成
⇒不特定多数の観客があると思われる大規模
イベントは当面の間自粛

・発熱等風邪症状ありの自粛要請。
・飲食を伴う催事、接触のあるスポーツ等の使用は
要事前相談

第二波に向けた準備
受付時＆webで説明
⇒第二波が起きた場合は予約状況に関わらず、
施設利用を停止する場合があるので了承…準備中

その他 シビックテラスは”にぎわい創出”を目的にしており〝祭”に近い。当面は以下の理由で貸出停止
・屋外であっても、距離が十分にとれない状況で、長時間過ごす場合が想定される
・不特定多数の参加者があり参加者追跡が困難
・同上＝高齢者や基礎疾患を有する方、障害者、子ども、または医療・福祉 関係者なども参加される



施設の状況
①オリナス一宮、ＦＤＣ
用途制限あり

②観光案内所
開放

③働く婦人の家
主催教室は前半期中止。施設貸出は適宜判断

経済部（その他）
開放時の反応や課題
①オリナス一宮、ＦＤＣ

新たな対策の必要性
①オリナス一宮、ＦＤＣ
駅ビルと同じ（web実施済み）

②観光案内所
パネル設置等

③働く婦人の家
貸出は駅ビルと同じ
非接触型体温計購入予定（教室用含む）

第二波に向けた準備
①オリナス一宮、ＦＤＣ
駅ビルと同じ（web実施済み）

③働く婦人の家
貸出は駅ビルと同じ

その他
①オリナス一宮、ＦＤＣ：駅ビルのシビックテラスに近い用途は制限する
②観光案内所：受託者（FM)と相談しつつ３密防止対策を進める必要
③働く婦人の家：貸出し＝高齢者層サークルがほとんどで、卓球（要更衣室対応）や料理教室は困難。その他も要相談



施設の状況
市が管理する公園・緑地の駐車場：5/16（土）から利用再開
光明寺公園 ：5/16（土）から利用再開
大野極楽寺公園 ：5/16（土）から一部施設を除き利用再開
⇒ 6/1（月）から『研修室』『視聴覚室』『休憩室』『グランド・ゴルフコース』
『バーベキュー広場』『レンタサイクル』利用再開予定

大型遊具（複合遊具） ：5/27（水）から順次利用再開
（稲荷公園はじめ15の公園）
休憩所（梅ケ枝公園、三条緑地、萬葉公園（戸苅、高松））

：6/1（月）から利用再開予定
138タワーパーク ：5/16（土）から利用再開（一部施設を除く）
⇒ 閉鎖施設は6/1（月）から順次利用再開予定（時期について調整中）
ツインアーチ138展望塔（展望室レストランを含む）：6月中旬利用再開に向け調整中

まちづくり部
開放時の反応や課題
大型遊具（複合遊具）について
利用再開の要望が多数あった。
（駐車場の利用を再開したが、遊具が
使えない）

新たな対策の必要性
ツインアーチ１３８展望塔
イベントの延期、混雑時は展望室・エレベーターの人数制限、
イス設置箇所数減、新規年パス受付一時中止
大野極楽寺公園
ＢＢＱ ：野外炉を半数。持込み不可
グランド・ゴルフ ：１コース１グループに限定
レンタサイクル ：人数制限（平日のみ）
休憩室・研修室・視聴覚室：人数制限
休憩所：換気の徹底、人数制限

第二波に向けた準備
・人数が多く集まる施設や、
屋内施設について再度制限を行う。

・イベントについては、中止を
踏まえた進捗管理を行う。

その他
国営木曽三川公園主催のイベントは、感染症防止対策が行えるものについて7月下旬から実施予定



施設の状況
・市営住宅入居者用集会場の利用再開は
6/1（月）からの予定

・再開にあたり、事前に管理人又は町会長へ
「利用にあたっての留意事項」を文書により通知
(留意事項：少人数での利用、こまめな換気、
密集・密接の回避、マスクの着用)

・集会場内に感染拡大防止のためのPR張り紙を
貼付し啓発

まちづくり（建築担当）部
開放時の反応や課題
－

新たな対策の必要性
上記の「利用にあたっての留意事項」の
履行の徹底

第二波に向けた準備
・再び感染が拡大した際、再度の利用休止を
管理人または町会長に周知し、施設入口に
「利用休止」の張り紙を掲示
・その際の周知文等の作成と市内各所にある
住宅での作業手順を想定しておく必要有

その他
国・県の動向や市の他の施設の状況を注視し、「利用休止」への切替えのタイミングを
逸しないよう注意が必要



施設の状況
－

建設部
開放時の反応や課題
－

新たな対策の必要性
－

第二波に向けた準備
生活関連工事要望等の立会
・全818町内の内、約400町内より要望受付済。
・6/2（火）より一部町内で現地立会開始。
（現在43町内を予定。昨年は約150町内で立会実施）
※ 立会人数、調査個所を最小限にし、 例年より
簡素化して実施。（維持課、道路課、治水課）

その他（職員の勤務体制）
・一般職員においては、現場対応業務、窓口対応業務が主体となるため
時差勤務対応としてきたが、6月からは通常勤務とする。
但し、第二波に備え、感染リスクを回避するため、通常勤務の範囲の中においても、
職員のライフスタイルとの調和を図りながら、ｉスタイル制度の活用を促していく。
・管理職員においては、今後も可能な範囲でテレワーク（週1回程度）や
時差勤務対応を行っていく。



施設の状況
小中学校：5/26(火）より学級半分に分け分散登校（給食なし）

小学校は1日おき午前中のみ、中学校は午前午後で毎日登校
図 書 館：5/20（水）～24（日）まで予約資料の受取窓口を開設
5/26（火）より中央図書館、尾西図書館、尾西児童図書館、
玉堂記念木曽川図書館、子ども文化広場図書館が開館
（制限するサービス：新聞及び貸出禁止資料の閲覧、学習室、閲覧席、

ＡＶブース等の利用）
・地域文化広場図書室及び移動図書館（ほたる号）は6/2(火）から開館
博物館、美術館、資料館：5/21（木）より開館
公民館及び生涯学習センター：5/25（月）より、公的行事限定で開館。
（実績・予定も含む）４公民館で６の公的行事に使用。
屋外スポーツ施設：5/23（土）より開放
（スポーツ協会加盟団体等が年間計画で会場確保している部分のみ）
・光明寺公園球技場 5/23（土）・24（日）サッカー連盟が既に使用
・市テニス場 5/28（金）ソフトテニス協会が使用予定
その他の施設：6/1（月）から再開
（ただし月曜が休館（場）の施設は6/2（火）から再開）
※トレーニングルーム：6/15（月）又は16（火）から再開
※地域文化広場の銀河の家：集団での飲食利用、宿泊を伴う施設のため

6/30（火）まで休止
※スポーツ文化センターのサウナ・浴室：当分の間休止
※屋内運動場・武道場：9/1（火）より再開

教育文化部
開放時の反応や課題
図書館
初日は、開館前から利用者の行列ができ、
開館直後に混雑がみられたが、すぐに解消された。

博物館、美術館、資料館
日により差はあるが、休館前より利用者は多い
マスク非着用者には手作りマスクを渡している

学校体育施設（屋内）のみ
9/1（火）再開と遅いことを利用団体から
指摘されている。
児童生徒の安全確保を優先した上で、8月再開を
目標に準備を進めたい

新たな対策の必要性
－

第二波に向けた準備
小中学校
貸出用タブレットを使ったオンライン対応が
できるよう、休校期間にオンラインによる
ミーティングを行い、教職員も児童生徒にも
体験させている。

スポーツ施設（特に屋内施設）
クラスターとなる可能性が考えられるため、
感染者の行動が把握できるよう、利用団体に
活動記録（利用者名簿等）の作成を依頼

その他 ー



施設の状況
多加木ふれあいプラザ 5/16（土）から開放

上下水道部
開放時の反応や課題
グランドゴルフで60名ほど使用
（5/18（月）予約分）

課題：マスク着用の徹底
（着用は利用者の9割ほどであった）

新たな対策の必要性
－

第二波に向けた準備
閉鎖時と同様に対応

その他 ー


