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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・施設利用等の対応方針を決定 
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ観点から、不特定多数が来場・参

加し、密着する状況が見込まれるもの、感染した場合に重症化リスクが高

い市民等の参加が多く見込まれる市が主催するイベント等について、令和

２年４月３０日までは、引き続き、原則、中止又は延期します。 

また、屋内の公共施設についても、一部業務を除き、引き続き４月３０

日まで休館とします。 

なお、屋外施設については、４月１日から利用を再開します。 

１ 原則、中止又は延期するイベント等  

・不特定多数が来場・参加し、密着する状況が見込まれるもの 

・感染した場合に重症化リスクが高い市民等（高齢者、基礎疾患がする方、

妊婦等）の参加が多く見込まれるもの 

やむを得ず、開催する場合には感染防止対策を講じます。    

２ 公共施設の利用 

（1）屋外施設 （４月１日から利用再開） 

  一定の感染防止対策を講じた場合は、４月１日から屋外のスポーツ施設等

の利用を再開します。 

（老人福祉センターすえひろ荘のゲートボール場は４月３０日まで休止） 

（2）屋内施設 （４月３０日まで休館） 

屋内施設については、一部業務を除き、引き続き４月３０日まで休館とし

ます。 

「だいばら児童館わんぱる」は、４月１日から利用を再開します。 

３ 添付資料 

・新型コロナウイルス感染拡大防止に係る４月以降の市主催イベント・施設

利用等の対応方針…資料１ 

・中止が決定したイベント一覧…資料２ 

・八潮市内公共施設の利用について…資料３ 
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資料１ 

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る 

４月以降の市主催イベント・施設利用等の対応方針 

 

令和２年３月２５日 

八潮市新型コロナウイルス対策本部 

  

令和２年４月１日から４月３０日までに市が主催するイベント、市の公共施設

の利用等については、次のとおり対応します。 

※ただし、今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、変更する場合

があります。 

 

１ 市主催のイベント等について 

  わが国においては、感染者が急増する状況には至っていないものの、感染源の

分からない患者は増加しています。 

本市において現時点では、新型コロナウイルス感染者は確認されていません

が、このような状況を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ観点から、

４月３０日まで、引き続き、市主催のイベント等は、原則、中止又は延期としま

す。 

やむを得ず開催する場合には、感染防止対策を講じます。 

（1）原則、中止又は延期するイベント等 

  ・不特定多数が来場・参加し、密着する状況が見込まれるもの 

  ・感染した場合に重症化リスクが高い市民等（高齢者、基礎疾患がある方、妊

婦等）の参加が多く見込まれるもの     

（2）開催する場合の感染防止対策 

  ・風邪症状や発熱、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合の参

加自粛の呼びかけ 

・アルコール消毒液の設置 

・マスク着用、頻繁な手洗いの奨励 

・会場のこまめな換気 

２ 市の公共施設の利用について 

（1）屋外施設 

屋外施設については、これまで国内でクラスター（集団）感染が確認されて

いないため、次の感染防止対策を講じた場合には、４月１日から屋外の公共施

設（老人福祉センターすえひろ荘のゲートボール場を除く。）の利用を認めま

す。 



  ・スポーツ施設については、利用時に体温の測定並びに症状の有無を確認し、

体調がすぐれない人は利用しないこと。 

  ・近距離での会話や発声を行わないこと。 

  ・人を密集させないように配慮すること。 

  ・施設を利用する全ての人の氏名・住所・連絡先等を把握すること。 

  ・急な施設の利用停止に備え、緊急連絡網等を作成していること。 

  ・その他感染防止対策（咳エチケット、手洗いなど）を行うこと。 

（2）屋内施設 

  ①休館する施設 

屋内施設での新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ観点から、次の施設は

一部業務を除き、４月３０日まで引き続き休館とします。 

なお、施設の受付窓口は利用できます（通常の休館日を除く）。 

・八潮メセナ 

・八潮メセナ・アネックス 

・やしお生涯楽習館 ※１階の窓口のみ利用可 

・ゆまにて ※八潮市ふるさとハローワーク、若年者就職相談は利用可 

・老人福祉センター寿楽荘・すえひろ荘 ※通所サービスは利用可 

・八幡公民館・八條公民館 

・八幡図書館・八條図書館 

  ※予約している資料の貸出し、借りている資料の返却、 

資料の予約（電話・インターネット受付）は利用可 

   ・資料館 

・文化スポーツセンター 

   ・エイトアリーナ 

   ・コミュニティセンター 

   ・リサイクルプラザ 

   ・小中学校屋内開放施設（体育館、武道場等） 

  ②利用を再開する施設 

小学校の再開等を考慮し、次の施設は４月１日から再開します。 

   利用に当たっては、施設の感染防止対策にご協力ください。 

・だいばら児童館 わんぱる 

   ※長時間の利用は控えていただき、利用者が多数になる場合は入場制限 

を行うことがあります。 



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）

3月25日 11:00-11:30 幼児向けおはなし会 八幡図書館 社会教育課 995-6215

3月28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

3月28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28日、3月29
日

- 第20回八潮市華道展
八潮メセナ・ア
ネックス

社会教育課 995-6216

3月29日 11:00-12:00 八條図書館上映会（児童向け） 八條図書館 社会教育課 994-5500

4月1日 11:00-11:30 幼児向けおはなし会 八幡図書館 社会教育課 995-6215

4月1日 11:00-12:00 いちご狩りごっこ
ゆまにて子育て
ひろば

子育て支援課 839

4月2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

4月3日 11:30-12:00 ボランティアお話会
はちじょう子育て
ひろば

子育て支援課 839

4月4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

4月4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

4月4日 14:30-15:00 なかよしひろば だいばら児童館 子育て支援課 839

4月5日 11:00-11:15 八條図書館上映会 八條図書館 社会教育課 994-5500

4月5日 9:00-20:10
春期バスケットボール大会「ゆま
にて杯」

ゆまにて体育館
商工観光課
（ゆまにて）

996-0123

4月5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

4月6日 10:00-11:30 身体測定
楽習館子育てひ
ろば

子育て支援課 839

4月7日 10:00-11:30 身体測定
はちじょう子育て
ひろば

子育て支援課 839

4月8日 11:00-11:30 幼児向けおはなし会 八幡図書館 社会教育課 995-6215

4月8日 10:00～12:00 初心者のためのパソコン相談室 楽習館 市民協働推進課 994-1000

4月9日 10:15-10:45 ファーストブック 保健センター 社会教育課 995-6215

4月9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

4月9日 10:00-11:30 身体測定
だいばら子育て
ひろば

子育て支援課 839

4月11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

4月11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

4月11日 10:00～11:30 フリーラーニング 楽習館 市民協働推進課 994-1000

4月11日 13:30～15:30 楽習館利用者講習会 楽習館 市民協働推進課 994-1000

4月11日 14:30-15:00 なかよしひろば だいばら児童館 子育て支援課 839

4月12日 14:00-14:30 八幡図書館上映会（児童向け） 八幡公民館 社会教育課 995-6215

4月12日 15:30-16:00 八條図書館上映会 八條図書館 社会教育課 994-5500

4月12日 9:00-20:10
春期バスケットボール大会「ゆま
にて杯」

ゆまにて体育館
商工観光課
（ゆまにて）

996-0123

    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（3月26日午後1時現在） 資料２



4月15日 11:00-11:30 幼児向けおはなし会 八幡図書館 社会教育課 995-6215

4月15日 11:30-12:00 ボランティアお話会
やわた子育てひ
ろば

子育て支援課 839

4月15日 10:00-11:30 身体測定
ゆまにて子育て
ひろば

子育て支援課 839

4月15日 11:00-12:00 お話し会
おおぜのもり子
育てひろば

子育て支援課 839

4月15日 9:00～12:00 健康づくりの料理教室 保健センター 健康増進課 995-3381

4月16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

4月16日 10:00-11:30 身体測定
駅前子育てひろ
ば

子育て支援課 839

4月17日 10:15-11:15 タッチケア
駅前子育てひろ
ば

子育て支援課 839

4月17日 13:30-15:30
日本赤十字社　会員増強運動
※延期

メセナ集会室・研
修室B

社会福祉課 822

4月18日 11:00-11:30 外国語絵本おはなし会 八幡図書館 社会教育課 995-6215

4月18日 11:00-11:30 折り紙教室 八條図書館 社会教育課 994-5500

4月18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

4月18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

4月18日 10:00-13:00 八潮朝市 やしお駅前公園 商工観光課 202

4月18日 14:30-15:00 なかよしひろば だいばら児童館 子育て支援課 839

4月18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

4月19日 14:00-15:30 日曜朗読会 八幡図書館 社会教育課 995-6215

4月19日 14:00-14:50 八條図書館上映会 八條図書館 社会教育課 994-5500

4月19日 9:00-18:55
春期バスケットボール大会「ゆま
にて杯」

ゆまにて体育館
商工観光課
（ゆまにて）

996-0123

4月20日 10:00-11:30
駅前子どもの相談窓口（子ども
の発達相談）

駅前子育てひろ
ば

子育て支援課 839

4月21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

4月22日 11:00-11:30 幼児向けおはなし会 八幡図書館 社会教育課 995-6215

4月22日 14:00-15:30 水曜朗読会 八幡図書館 社会教育課 995-6215

4月22日 11:00-12:00 こいのぼりづくり
はちじょう子育て
ひろば

子育て支援課 839

4月22日 11:00-12:00 こいのぼり作品づくり
ゆまにて子育て
ひろば

子育て支援課 839

4月23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

4月23日 11:00-12:00 こいのぼりづくり
やわた子育てひ
ろば

子育て支援課 839

4月23日 11:00-11:30 かぶとをつくろう！
だいばら子育て
ひろば

子育て支援課 839

4月24日 9:30-10:30 スポーツ教室（骨盤リメイクヨガ） エイトアリーナ スポーツ振興課 390

4月24日 11:00-12:00 端午の節句かざりづくり
楽習館子育てひ
ろば

子育て支援課 839

4月24日 11:00-12:00 図書館さんによる読み聞かせ
駅前子育てひろ
ば

子育て支援課 839

4月24日 11:00-12:00 こいのぼりづくり
おおぜのもり子
育てひろば

子育て支援課 839

4月24日 9:30-11:30 オレンジカフェ やしお寿苑 長寿介護課 448



4月25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

4月25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

4月25日 10:00～11:30 フリーラーニング 楽習館 市民協働推進課 994-1000

4月25日 14:30-15:00 なかよしひろば だいばら児童館 子育て支援課 839

4月26日 14:00-14:30 八幡図書館上映会（児童向け） 八幡公民館 社会教育課 995-6215

4月26日 13:30～15:30 パソコン教室 楽習館 市民協働推進課 994-1000

4月26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

4月27日 10:00-11:30 身体測定
やわた子育てひ
ろば

子育て支援課 839

4月27日 11:15-11:45 ボランティアお話会
楽習館子育てひ
ろば

子育て支援課 839

4月28日 9:30-11:45
スポーツ教室（ピラティス・健康
ダンベル）

エイトアリーナ スポーツ振興課 390

4月28日 11:00-12:00 身体測定
おおぜのもり子
育てひろば

子育て支援課 839

4月29日 11:00-11:30 幼児向けおはなし会 八幡図書館 社会教育課 995-6215

4月29日 14:00-14:30 八條図書館上映会 八條図書館 社会教育課 994-5500

4月30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

4月30日 10:00-11:00 タッチケア
やわた子育てひ
ろば

子育て支援課 839

毎週月・火・金 11:30-12:00 ちゅうりっぷリズム だいばら児童館 子育て支援課 839

毎週月曜日 11:00-11:30 お話し会
だいばら子育て
ひろば

子育て支援課 839

毎週木曜日 10:00-12:00 ボールプール だいばら児童館 子育て支援課 839

毎週土・日・祝 9:00-12:00 電車で遊ぼう だいばら児童館 子育て支援課 839

毎日 16:00-16:15 チャレンジランキング だいばら児童館 子育て支援課 839



資料３ 
八潮市内公共施設の利用について 

 

〇屋内施設 

屋内施設については、利用休止期間を４月３０日まで延長します（一部設備を除く）。 

利用者の皆様にはご不便をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。 

 

 

〇屋外施設 

屋外施設（テニスコート・野球場・ソフトボール場・サッカー場・多目的広場、小中学校校庭）

については、次の感染防止対策を講じた場合には４月１日より利用を認めます。 

 

【利用できる条件】 

① 利用時に体温の測定や症状（発熱や倦怠感など）の有無を確認し、体調がすぐれない人

は利用しないこと 

② 近距離での会話や発声を行わないこと 

③ 人を密集させないように配慮すること 

④ 施設を利用する全ての人の氏名・住所・連絡先等を把握すること 

⑤ 急な施設の利用停止に備え、緊急連絡網等を作成していること 

⑥ 感染防止対策（咳エチケット、手洗いなど）を行うこと 

今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、再度利用を休止する場合があります。 

 

 

【利用休止を延長する施設】 

 ※施設の受付窓口は開所しています。（通常の休館日を除く） 

施設名 継続・再開する業務等 問い合わせ先・時間等 

八潮メセナ 

（八潮市民文化会館・八潮市

勤労福祉センター） 

※印刷設備の利用について

は、施設までお問い合わせく

ださい。 

八潮メセナ 

048-998-2500 

9：00～19：30 

八潮メセナ・アネックス 

（八潮市民文化会館駅前分

館） 

 八潮メセナ・アネックス 

048-997-3777 

9：00～17：00 

やしお生涯楽習館 ・１階の窓口のみ開所 

※印刷設備の利用について

は、施設までお問い合わせく

ださい。 

やしお生涯楽習館 

048-994-1000 

9：00～17：00 

ゆまにて 

（八潮市勤労青少年ホーム・

八潮勤労者体育センター） 

・八潮市ふるさとハローワー

ク業務 

・若年者就職相談業務 

ゆまにて 

048-996-0123 

9：00～17：00 



八幡公民館 

八條公民館 

 八幡公民館 

048-995-6216 

八條公民館 

048-994-3200 

両施設とも 9：00～17：00 

八幡図書館 

八條図書館 

 

・予約した資料の貸出業務 

・借りている資料の返却業務 

・資料の予約業務（電話・イン

ターネット受付） 

八幡図書館（駅前図書窓口含

む） 

048-995-6215 

八條図書館 

048-994-5500 

両施設とも 9：00～19：00 

※詳細は図書館ホームページ

をご覧ください。 

資料館 埋蔵文化財包蔵地の照会業務 資料館 

048-997-6666 

8：30～17：15 

文化スポーツセンター 

エイトアリーナ 

 

 

・屋外施設（テニスコート・野

球場・ソフトボール場・サッカ

ー場・多目的広場、小中学校校

庭）の貸出業務 

 

※屋内施設（小中学校体育館・

武道場等を含む）は利用でき

ません 

文化スポーツセンター 

048-996-5126 

エイトアリーナ 

048-999-7011 

両施設とも 9：00～17：00 

リサイクルプラザ 粗大ゴミの収集等 リサイクルプラザ 

048-997-6696 

8：30～17：15 

コミュニティセンター 

 

 コミュニティセンター 

048-936-0507 

土日を除く 9：00～17：00 

老人福祉センター 

（寿楽荘・すえひろ荘） 

 

通所型サービスＡ寿楽 

通所型サービスＡすえひろ 

 

※すえひろ荘のゲートボール

場は利用できません 

寿楽荘 

048-995-2847 

すえひろ荘 

048-936-9181 

土日を除く 9：00～17：00 

 

 

 



【使用料について】 

 有料施設を利用予定で、すでに使用料をお支払いいただいている利用者につきましては、

使用料を還付いたします。手続き方法については、各施設へお問い合わせください。 

 口座振替で使用料をお支払いいただいている利用者につきましては、引き落としを停止い

たします。 

 

 


