
八 潮 市 

<報道発表資料> 

令和２年２月 27日 

八潮市新型コロナウイルス対策本部長 

第２回新型コロナウイルス対策本部会議 

１ 公共施設利用者に対する取扱いについて 

 各公共施設利用者から、「新型コロナウイルス」の感染拡大防止等の観点により、施設利用

前日までに利用キャンセルの申し出があった場合には、各公共施設の条例等により使用料の

還付を行うこととしました。 

 対象施設 

八潮市民文化会館（八潮メセナ）、やしお生涯楽習館、勤労青少年ホーム（ゆまにて） 

文化スポーツセンター、鶴ケ曽根体育館（エイトアリーナ）、八幡公民館、八條公民館、 

資料館 など 

問い合わせ先 

  市民活力推進部 

市民協働推進課 （八潮市民文化会館（八潮メセナ）、やしお生涯楽習館）など 

担当 課長 峯  直通 048-996-2016 

スポーツ振興課 文化スポーツセンター、鶴ケ曽根体育館（エイトアリーナ）など 

担当 課長 馬場  直通 048-996-5126 

商工観光課 （勤労青少年ホーム（ゆまにて） 

担当 課長 山内 電話 048-996-2111（内線832） 

２月２７日に第２回新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、公共

施設利用者に対する取扱いを決定するとともに、職員の時差出勤の実

施、イベント等の中止・延期状況について本部員間で確認しました。 

※今後、対策本部を開催し、重要な決定事項等があった場合には、随

時、情報提供させていただきます 



  教育総務部  

社会教育課（八幡公民館、八條公民館） 

    担当 課長 井上  直通 048-996-4285 

  

    文化財保護課（資料館） 

    担当 課長 岸本  直通 048-997-6666   

 

２ 職員の時差出勤について 

 政府の新型コロナウイルス対策の基本方針が２月２５日に決定され、その中で時差出勤の

推進を強力に呼びかける旨の発表があったことから、本市としても、通勤混雑時における新型

ウイルスの感染拡大を防ぐ観点から、公共交通機関を利用している職員に対して、時差出勤の

特例措置を実施することとしました。 

 

対象職員：公共交通機関（電車・バス）を利用しており、通勤時間帯を変更することで、

通勤ラッシュを回避できる職員 

実施範囲 実施人数等について業務に支障が出ない範囲 

形  態：   ①７：３０～１６：１５ 

        ②９：３０～１８：１５  のいずれか 

 

特例期間：   令和２年２月２７日（木）から令和２年３月３１日（火）まで 

（状況により期間の変更もあります） 

 

問い合わせ先 

  総務部 総務人事課 

  担当 課長 佐藤  直通 048-996-2364 

 

３ イベント等の中止・延期状況について 

 本市の「新型コロナウイルス感染拡大防止に係る市主催イベント等の対応方針」に基づき、

中止・延期としたイベント等は、別紙のとおりです。なお、今後におきましても、中止・延期

が決定次第、ホームページ等でお知らせいたします。 

 なお、問い合わせにつきましては、別紙の各担当課へお願いいたします。 

 

４ 小中学校の卒業式・入学式について 

 現時点では挙行を予定しておりますが、詳細については現在検討中です。（決定次第、情報

提供させていただきます。） 

問い合わせ先 

  学校教育部 指導課 

  担当 課長 五味  直通 048-996-4374 

 



日付 時間 イベント名 会場 担当課
電話番号・内線
（代表番号は
996-2111）

2月26日、3月4
日、3月11日

10:00-11:30、
13:30-15:00

シニア体操教室（アネックス） アネックス 長寿介護課 407

2月27日、3月12
日、3月19日

10:00-11:30 シニア体操教室（八條公民館） 八條公民館 長寿介護課 407

2月27日、3月12
日、3月19日

13:30-15:00、
15:15-16:45

シニア体操教室（資料館） 資料館 長寿介護課 407

2月27日 11：00-11：30 幼児向けおはなし会 八條図書館 社会教育課 994-5500

2月27日 9：45-11：45
障がい福祉サービス事業所連
絡会

八潮メセナ 障がい福祉課 453

2月28日、3月27
日

9:30-11:30 オレンジカフェ やしお寿苑 長寿介護課 448

2月28日、3月6日
13:30-15:00、
15:15-16:45

シニア体操教室（メセナ） 八潮メセナ 長寿介護課 407

2月28日 14：00－16：00 スポーツ推進審議会 メセナ会議 スポーツ振興課 390

2月29日 9：00-11：00
ミズノスポーツ（跳び箱＆鉄棒教
室）

エイトアリー
ナ

スポーツ振興課 390

2月29日 13:30-15:30 第8回八潮市社会福祉大会
八潮メセナ集
会室

社会福祉課 316

2月29日 13：30-15：30
体験講座
「絞り染めティッシュボックスカ
バーづくり」（全２回中２回目）

資料館 文化財保護課 997-6666

2月29日 13：00-15：00 終活講座 八條公民館 社会教育課 994-3200

2月29日 15:30～16:00 小学生向けおはなし会 八幡図書館 社会教育課 995-6215

2月29日 15:30～16:00 小学生向けおはなし会 八條図書館 社会教育課 994-5500

3月1日 13：30-15：30
第2回資料館講座
（古文書講座 全３回中１回目）

資料館 文化財保護課 997-6666

3月1日 13：00-15：00 オレンジカフェ(ヤシオンカフェ)
ケアセンター
八潮

長寿介護課 448

3月2日、3月9
日、3月16日、3

10:00-12:00 健康スリムアップ教室 保健センター 長寿介護課 407

3月3日、3月10
日、3月17日

10:00-11:30 シニア体操教室（コミセン）
コミュニティセ
ンター

長寿介護課 407

3月4日、3月11
日、3月17日

9:30-11:00、
12:30-14:00、
14:30-16:00

介護予防健康体操教室 保健センター 長寿介護課 407

3月4日、3月11
日、3月18日

13:30-15:00 シニア体操教室（ゆまにて） ゆまにて 長寿介護課 407

3月5日 13：30-15：30
講演会「おだやかな人生の終わ
りかた」

八潮メセナ 長寿介護課 448

3月5日～3月8日 - 第22回八潮洋らん展 楽習館 八幡公民館 995-6215

3月6日、3月12
日、3月18日、3

10:00-11:30 シニア体操（文スポ）
文化スポー
ツセンター

長寿介護課 407

3月7日 13：30-16：00 障がい者講習会
身体障害者セ
ンターやすらぎ

障がい福祉課 453

3月7日 14:00－16:00 伝統文化おこと教室 資料館 文化財保護課 997-6666

3月8日 13：30-15：30
第２回資料館講座
（古文書講座 全３回中２回目）

資料館 文化財保護課 997-6666

3月10日 9:30-10:30 骨骨運動教室 保健センター 長寿介護課 407

3月14日 10：00-12：00 さいかつボール＆新体力テスト
文化スポー
ツセンター

スポーツ推進委員協議
会

390

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る市主催イベント等の中止について（2月27日午後4時現在）



3月15日 13：30-15：30
第2回資料館講座
（古文書講座 全3回中3回目）

資料館 文化財保護課 997-6666

3月19日 10:00～13:00 健康づくりの料理教室 保健センター 健康増進課 995-3381

3月19日 10:00-11:30 身体測定
やしお子育てほっ
とステーション 子育て支援課 839

3月21日、3月22
日

9:30～15:30
第15回川の駅・中川やしお花桃
まつり及び水辺の楽校特別イベ

中川やしおフラワー
パーク、水辺の楽校 商工観光課 202

3月21日 10：00-12：00 オレンジカフェ(はなももカフェ) やしお苑 長寿介護課 448

3月22日 10：00-12：00 オレンジカフェ(思い出喫茶)
埼玉回生病
院

長寿介護課 448

3月24日 10:00-12：30 おいしく食べよう栄養教室 保健センター 長寿介護課 407

毎週木曜日：
3/12まで

10：00-12：00 点字講習会
身体障害者セ
ンターやすらぎ

障がい福祉課 453

毎週水曜日：
3/25まで

13：00-15：00 障害者交流サロン
身体障害者セ
ンターやすらぎ

障がい福祉課 453

毎週金曜日：
3/27まで

13：00-15：00 障害者交流サロン
身体障害者セ
ンターやすらぎ

障がい福祉課 453




