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新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

１ 庁内対策会議 

(1) 構成メンバー 

市長、副市長、教育長、各部長、交通局、上下水道局、富士大和温泉病院、議会事務局 

(2)対策会議開催状況 
 

 開催日 会議内容 主な決定内容 備  考 

第 1回 R2.1.31 〇感染者数の現状 

〇国・県の対応 

〇今後の対応 

・庁舎等に消毒液を設置（増設） 

・窓口業務にマスクの着用を勧奨 

・職員が罹患することがないよう健

康管理に努める。 

1.27 佐賀県コロナ
ウイルス感染症対策
庁内連絡会議設置 
1.30 国新型コロナウ
イルス感染症対策本
部設置 

第 2回 R2.2.20 〇感染者数の現状 

〇国・県の対応 

〇今後の対応 

九州内発生時に

備えての対応 

・九州内発生時、県内発生時、市内発

生時、市内蔓延時等、各段階の対応

を各部署において検討。 

・市民からの相談、問い合わせに対し

て適切に対応（準備）。 

2.20 福岡市で初の感
染者確認 
2.20 厚生労働省：大
規模イベントに一律
の自粛要請はしない。 

第 3回 R2.2.21 〇感染者数の現状 

〇国・県の対応 

〇市の今後の対応 

 市主催イベント

の開催可否 

・国、県と連携して新型コロナウイル

ス予防対策を講じる。 

・市民の不安を解消するよう相談体

制の充実を図る 

・市主催の集会、イベント等は中止又

は延期を検討する。 

2.25 国対策本部 
「新型コロナウイル
ス感染症対策の基本
方針」策定 

第 4回 R2.2.26 〇感染者数の現状 

〇国・県の対応 

〇今後の対応 

 市内に感染者が

発生した場合の

対応 

＜市内での感染が確認された場合＞ 

・窓口対応の職員は全員マスク着用 

・市民からの電話相談窓口の設置 

・市主催イベントは個別で判断する。 

 （中止・延期判断の目安） 

 ・屋内での開催 

 ・参加者が不特定多数 

 ・高齢者やこどもの参加が多い 

・市後援等イベントの可否は、主催者

の意向を尊重するが、中止又は延期

を促す。 

【市長から】先を想定し、万全の準備

をしておくこと。 

2.26 国対策本部 
大規模イベントなど
について、今後２週間
程度、中止か延期、ま
たは規模を縮小する
よう要請する 
2.27 首相要請 
全国全ての小中学校、
高等学校、特別支援学
校について、来週 3月
2 日から春休みまで臨
時休業を行うよう要
請 

 R2.2.28 〇教育部、子育て

支援部等会議 

（2.27 の臨時休業

の要請を受けて） 

・臨時休業期間（3/3～3/15） 

・留守家庭等の児童生徒への対応 

・放課後児童クラブ対応（3/3～3/15） 

・特別支援学校臨時休業に伴う対応 

 

第 5 回 R2.3.3 〇市の今後の対応

議会運営委員会

一般質問中止の

決定を受けて 

・各部局の「新型コロナウイルス対策

行動計画」の作成 

【市長から】議会からの配慮を重く受

け止め、新型コロナウイルス対策に万

全を期すこと。 

3.3 大分市で新型コ
ロナウイルスの感染
患者確認 

全員協議会資料 
令和 2 年 3 月 11 日 
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第 6回 R2.3.4 ○議会への報告 

○今後の対応 

・対策会議の毎日開催 

・学校臨時休業に伴う学校開放 

3.4 下関市、宮崎市
で新型コロナウイル
スの感染患者確認 

第 7回 R2.3.5 ○議会への報告 

○今後の対応 

・職員感染の場合の措置 

・感染発生期の業務体制整理 

・マスクの考え方 

 

第 8 回 R2.3.6 ○今後の対応 ・3/11 全員協議会での議会説明 

・土日の対応（県内で感染発生確認時

の市対策本部設置） 

・マスクの考え方 

 

第 9 回 R2.3.9 ○今後の対応 ・業務継続計画の検討 

・マスクの考え方（優先順位） 

▼市窓口業務 

▼医療機関 

▼介護施設、障害者施設 

3.7 群馬県太田市で新
型コロナウイルスの
感染患者確認 

第 10 回 R2.3.10 ○今後の対応 ・業務継続計画の検討 

・市有施設の取り扱い（利用抑制、閉

鎖等） 

・市有施設の消毒 

 

 

２ 市民への周知等 

(1) 市ホームページ 

1 月２０日 

中国での発生を掲載 

以降、相談窓口、予防対策、国県機関等のＨＰリンクなど随時更新中 

２月２６日 

トップページに学校情報やイベント情報等の関連情報をまとめたスレッドを作成 

(2) 3 月 15 日号市報 

手洗いの仕方、咳エチケットなど 

 

３ イベント等の中止・延期、施設の休館・休園の状況（3 月 10 日現在） 

市ホームページ（トップページのスレッド）に掲載中 

別紙のとおり 

 

４ 国・県の動き 

(1) 国 

・新型コロナウイルス感染症対策本部 １８回開催（1/30～3/7） 

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（2/25） 

・新型コロナウイルス感染症専門部会 ５回開催（2/16～3/2） 

(2) 佐賀県 

・新型コロナウイルス庁内連絡会議      ３回開催（1/27～2/18） 

・新型コロナウイルス感染症対策本部準備会議 ８回開催（2/19～3/11） 

佐賀県で感染一例目が発生した時点で対策本部設置の予定 
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・PCR 検査実施 検査件数４５件（すべて陰性） ※3/9 現在 

 1 日最大検査数 32 検体 

・帰国者・接触者相談センター相談件数（県内） ７４１件 ※3/5 現在 

 

５ 市の対応状況（主な部署の対応） 

(1) 教育部関係 

ア 佐賀市立小中学校臨時休業（２月２８日 通知） 

期間：３月３日（火）～３月１５日（日） 

延長：期間の延長については状況を見て判断（3/10 頃） 

イ 佐賀市立小中学校卒業式 

期日：中学校…３月７日（土）、小学校…３月１９日（木） 

※時間短縮及び規模縮小により実施 

※小学校卒業式はこれからの感染拡大状況によって変更あり 

ウ 臨時休業に伴う留守家庭等の児童生徒への対応 

◆放課後児童クラブ利用者 

・開所時間延長：午前８時～午後６時３０分 ※日曜を除く 

・指導員の確保：学校勤務の生活指導員、特別支援学級支援員の応援 ２７名 

◆放課後児童クラブ利用者以外の小学生、中学生（2月 29 日 通知） 

平日、同居する方全員が仕事等の理由により、適切な保護が受けられない児童生徒

を対象に学校開放による受入れを実施（要申請） 

・期間：３月３日（火）～３月１３日（金） ※土日を除く 

・時間：午前８時３０分から午後４時まで（各学校で異なる場合あり） 

・昼食：給食なし（弁当、水筒持参） 

・内容：自習等の見守りを行う（対応は教職員等） 

エ 臨時休業中の児童生徒の生活状況等の把握 

児童生徒の感染が判明した場合又は濃厚接触者として特定された場合は、学校は

市教育委員会へ報告する（市は県教委へ報告） 

オ 小中学校臨時休業に伴う教育部所管施設の対応 

①図書館（本館、分館、分室） 

・高校生以下の利用自粛要請（15 日まで） 

・学習室利用中止（本館、大和館） 

・囲碁将棋コーナー撤去（本館） 

②自動車図書館（ブーカス号） 

・児童の利用が多いステーションの巡回を中止 

③青少年センター 

・高校生以下の利用自粛要請（15 日まで） 

カ 議会報告（3月 5日）後の対応 

①教育部対策会議 

・3月 3日以降、毎日 13 時 15 分から部内対策会議を実施 

②学校開放利用者の状況把握 

・各学校からの報告（毎朝 9時 30 分までに報告）を集約し対策会議で情報共有を図る 
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・学校巡回 

・利用者数（子育て支援部資料参照） 

③給食費 

・卒業生に対する給食費の返還手続き 

④市立小中学校に対するアンケート調査（3月 6日） 

・学校臨時休業の状況調査及び課題等の調査 

⑤教育部・子育て支援部会議（3月 6日開催） 

・各部の状況報告及び情報共有 

・学校臨時休業に伴う課題等の整理と今後の方向性を検討 

 

(2) 子育て支援部関係 

ア 放課後児童クラブ（子育て総務課） 

①小学校臨時休業期間中における市の放課後児童クラブの対応 

（対象）すべての放課後児童クラブ 

（期間）３/３（火）～３/１４（土）（日曜日を除く） 

（時間）午前８時～午後６時３０分 

・放課後児童クラブ指導員の確保 

すでに勤務している放課後児童クラブ指導員に加え、小学校に勤務する生活指導

員、特別支援学級支援員に協力をいただき、放課後児童クラブ指導員として配置す

る。（３/２現在）２７名 

・利用の状況 

 ＜放課後児童クラブ及び学校開放の利用状況＞ 

期日 児童クラブ 
学校開放 

合計 
小学校 中学校 

３月３日（火） １，１４７人 ３０１人 ８７人 １，５３５人 

３月４日（水） １，１１１人 ２５３人 ７２人 １，４３６人 

３月５日（木） １，１２９人 ２７４人 ５０人 １，４５３人 

３月６日（金） １，１３２人 ２９４人 ９０人 １，５１６人 

３月７日（土） １８２人 － － １８２人 

  ※小学校児童数：１２，４８７人、中学校生徒数：５，３９５人 

（令和元年５月１日現在）  

・今後の対応 

小学校臨時休業期間の延長の場合、再度、人員確保等の対応を継続。 

また、佐賀県内、佐賀市内で感染者が出た場合、教育委員会と協議し、対応を検

討する。 

②特別支援学校臨時休業に伴う放課後児童クラブの対応 

■金立特別支援学校における放課後児童クラブの受入 

（期間）３/３（火）～３/１４（土）（日曜日を除く） 

（時間）午前９時～午後６時 

■大和特別支援学校における放課後児童クラブの受入 
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（期間）３/３（火）～３/１４（土）（日曜日を除く） 

（時間）午後２時～午後７時  ※午後２時までは学校で受け入れ 

イ 児童館・児童センター（子育て総務課） 

  ・２/２７  ２/２８（金）～３/１５（日）すべての行事の中止又は延期 

  ・２/２８  ３/ ３（火）～３/１５（日）臨時休館 

ウ 保育施設等（保育幼稚園課） 

＜現時点での主な対応＞ 

①こどもの登園について（保育施設等の職員も同様） 

・３７．５度以上の発熱や呼吸器症状（咳など）がある場合は登園を控える。 

・発熱後の登園は、解熱後２４時間以上経過してから。 

②臨時休園する場合 

・感染した児童・職員が、発熱等がある状態で登園していた場合 

・感染拡大を抑えるため感染者がいない保育施設も臨時休園する場合がある。 

③卒園式について 

・市立園は、佐賀市の中学校の例により簡素化して対応 

・市立園以外については、市立園の対応を参考送付し対応を依頼 

エ その他施設 

①佐賀市子育て支援センター 

・【～３／７】開館。発熱等した状態での来場は禁止。イベントは自粛 

・【３／９～３／１５】イベントの自粛に加え、自由来館の休止（ファミサポ・子育

て相談は電話・メールで実施） 

②子育て支援拠点事業 

・２／２６付けで市から主催事業等の自粛を要請 

・３／６付けで市から主催事業の自粛に加え、自由来館の休止（３／９～３/１５の

期間）を要請。 

 

６ 市の対応状況（その他の部局） 

部  局 具 体 的 対 応 

総務部 

◎市ホームページに新型コロナウイルス関連情報スレッド作成 

◎ツイッターによる関連情報の周知 

◎職員への感染症予防の周知 

◎庁舎内及び市有施設各所への消毒液配置 

企画調整部 

◎職員感染時の対応として、決裁機能を有する PC を 7 台準備完

了。あと 5台分のライセンスを取得中 

◎各部各課の継続すべき業務体制等の取りまとめを完了 

経済部 

◎事業者支援情報をホームページに掲載 

◎「新型コロナウイルス感染症に関する商工業者相談窓口」の設置 

◎新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度の

認定事務を開始 

・セーフティネット保証４号の対象地域として、全都道府県を指
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定（3/2） 

・セーフティネット保証５号の対象業種として 40 業種（宿泊業・

飲食業等）を追加指定（3/6） 

農林水産部 

◎家畜防疫対策用品の再チェック 

また、国の例に従い、本市が実施する公共事業の受注者に確認を

行った。 

◎要請の内容 

３月１５日までの期間において、受注者の意向を踏まえた一

時中止や工期延期などの措置をとる。 

◎確認状況 ※R2.3.5 時点 

・工事 ５０件（全ての工事について工期どおり施工予定） 

・委託 １８件（全ての委託について工期どおり実施予定） 

建設部 

国の例に従い、本市が実施する公共事業の受注者に確認を行っ

た。 

◎要請の内容 

３月１５日までの期間において、受注者の意向を踏まえた一

時中止や工期延期などの措置をとる。 

◎確認状況 ※R2.3.5 時点 

・工事 １４２件（全ての工事について工期どおり施工予定） 

・委託 １１６件（履行期間の延長実施２件、その他は計画どお

り実施予定） 

環境部 

◎ごみ処理業務・し尿処理業務 

・ごみ処理に係る委託業者及びし尿等収集業者への感染予防対

策の注意喚起 

・ごみ搬入現場でのマスク、手袋の着用とうがい、手洗いの励行 

市民生活部 
◎火葬能力の把握 

◎市・県民税の申告期限を４月１６日（木）まで延長 

保健福祉部 

◎地区民生委員児童委員協議会開催自粛要請、訪問活動上の留意

点周知 

◎窓口・相談対応や、訪問等の基本的な指針を周知 

◎特定健診時の感染予防の対応について、集団健診の実施機関及

び佐賀市医師会に対し、注意喚起を実施。 

◎学校の臨時休業に関連する放課後等デイサービス事業所等の受

入れ状況の確認 

◎発熱、風邪症状時の対応や相談窓口等についてのお知らせを診

療所内外に掲示 

地域振興部 

◎公民館等関係 

・主催事業の中止又は延期（2/28～3/15）、共催事業については、

共催団体と協議 

・貸館については、一律中止とはしないが、高齢者や子どもが多
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く参加する催しについては、中止や延期を促す。 

◎体育施設関係（学校体育施設含む） 

・3/3～3/15 の期間、一部の利用を制限 

（社会体育施設は高校生以下、学校体育施設は中学生以下の利

用に対して自粛を要請） 

◎さが桜マラソン２０２０関係 

・2/28 にさが桜マラソンの中止を決定 

交通局 

◎佐賀空港線の乗務員にマスクの着用の義務付け、及びその他の

一般路線の運転士に対するマスクの着用の徹底（1/22～） 

◎空港リムジンバスの除菌（1/29～2/28） 

◎路線バス全車両（空港バスを含む）を毎日消毒（2/29～） 

◎運行管理者が点呼時に運転士の体調を対面で確認し、風邪や発

熱の症状がある場合は検温を実施（3/2～） 

上下水道局 

◎バックアップ体制の確保 

・浄水場施設運転の代替職員１７名をリストアップ 

・窓口業務委託事業者への注意喚起と代替人員確保の要請 

・浄化センター等運転管理委託事業者への注意喚起と代替人員

確保の要請 

・薬品と資機材の調達先の確認 

◎市民に向けた対応 

・水道水利用による手洗いやうがいの啓発をＨＰに掲載 

・市民からの問い合わせに対するＱ＆Ａの作成 

◎次亜塩素酸ナトリウム使用による消毒対応についての検討 

富士大和温泉病院 

◎院内感染予防対策委員会を適宜開催し、感染症疑い例患者の対

応や感染予防対策等について協議 

◎感染症対策用の資器材の備蓄量を確認 

◎新型コロナウイルス感染症が疑われる者からの問い合わせに対

応するため、電話対応フローの作成や来院者向け案内の掲示 

◎厚生労働省の事務連絡をふまえ、通所リハビリテーション利用

者に対して、発熱時の利用について自粛を要請 

◎全職員、出勤時の検温実施 

 



NO. 対応 イベントの名称 日程 時間 場所 担当部署 問い合わせ
1 中止 公⺠館主催講座（事業） ※⼀部延期の事業もあります。 2⽉28⽇（⾦）〜3⽉15⽇(⽇) 各公⺠館 公⺠館⽀援課 0952-40-7370
2 中止 児童センター・児童館主催⾏事 2⽉28⽇（⾦）〜3⽉15⽇（⽇） 児童センター・児童館 子育て総務課 0952-40-7285
3 中止 文化会館・東与賀文化ホールの主催事業 文化会館・東与賀文化ホール 文化振興課 0952-40-7369
4 中止 ⼭⼝亮⼀旧宅でのイベント ⼭⼝亮⼀旧宅 文化振興課 0952-40-7369
5 中止 ひなまつり街なかイベント 3⽉1⽇（⽇）以降 市内各地 商業振興課 0952-40-7104
6 中止 地域子ども教室 北川副校区 3⽉6⽇（⾦）、11⽇(⽔) 北川副⼩学校 社会教育課 0952-40-7365
7 中止 星空学習館 定例観望会 ※3⽉15⽇まで中止 毎週土曜 星空学習館 社会教育課 0952-40-7365
8 中止 サタデーワークショップ ※3⽉15⽇まで中止 毎週土曜 佐野常⺠記念館 佐野常⺠記念館 0952-34-9455
9 中止 地域子ども教室 新栄校区 ３⽉7⽇（土）、21⽇（土） 新栄⼩体育館、新栄公⺠館 社会教育課 0952-40-7365

10 中止 博愛ふれあい映画会 3⽉12⽇（木） 佐野常⺠記念館 佐野常⺠記念館 0952-34-9455
11 中止 地域子ども教室 ⽇新校区 3⽉14⽇（土） ⽇新⼩学校 社会教育課 0952-40-7365
12 中止 若楠校区キッズカフェ 3⽉14⽇（土） 若楠公⺠館 社会教育課 0952-40-7365
13 中止 第5回春の花はなマーケット 3⽉14⽇（土） 10時〜16時 街なか緑地憩いの場（佐嘉神社北） 緑化推進課 0952-40-7164
14 中止 バルーンパイロットキッズスクール 3⽉14⽇（土）、15（⽇） 10時30分〜12時、13時〜15時 佐賀バルーンミュージアム 観光振興課 0952-40-7111
15 中止 エコマーケット 3⽉15⽇（⽇）、4⽉19⽇（⽇） 10時〜14時 佐賀市エコプラザ 循環型社会推進課 0952-30-2430
16 中止 読み聞かせとものづくり 3⽉15⽇（⽇） 佐野常⺠記念館 佐野常⺠記念館 0952-34-9455
17 中止 桜マラソンクリーンアップ作戦inSAGA 3⽉21⽇（土） 9時〜 佐賀県総合運動場ほか NPO法人グリーンバード佐賀チーム 0952-33-6452
18 中止 さが桜マラソン２０２０ 3⽉22⽇（⽇） 9時〜 市内広域 スポーツ振興課 0952-40-7360
19 中止 緑の募⾦春の街頭募⾦ 3⽉24⽇（火） 12時40分〜13時40分 市役所、ゆめタウン佐賀、佐賀玉屋 緑化推進課（主催︓さが緑の基⾦） 0952-40-7164
20 中止 ２０２０徐福さくら健康ウォーキング 3⽉29⽇（⽇） 9時30分〜 諸富文化体育館ほか 徐福桜健康ウォーキング実⾏委員会 0952-47-2131
21 中止 令和元年度北川副校区桜まつり 3⽉29⽇（⽇） 10時〜 南佐賀公園 北川副まちづくり協議会 0952-23-3086

●その他
NO. 対応 名称 日程 時間 場所 担当部署 問い合わせ

1 中止 乳幼児健康相談 3⽉9⽇（⽉）、13⽇（⾦）、19（木） 13時30分〜 ほほえみ館 健康づくり課 0952-40-7282
2 中止 ⾏政相談（川副）  ※同⽇開催の人権相談は実施 3⽉11⽇（⽔） 9時30分〜12時 川副⽀所 市⺠⽣活課 0952-40-7068
3 中止 ⾏政相談（久保⽥） 3⽉11⽇（⽔） 10時〜12時 久保⽥⽼人福祉センター 市⺠⽣活課 0952-40-7068
4 中止 法律相談（本庁）  ※事前予約制。予約受付中止 3⽉12⽇（木） 13時30分〜15時30分 本庁 １階相談室 市⺠⽣活課 0952-40-7068
5 中止 法律相談（川副）  ※事前予約制。予約受付中止 3⽉12⽇（木） 13時30分〜15時30分 川副⽀所 市⺠⽣活課 0952-40-7068
6 中止 ⾏政相談（本庁） 3⽉13⽇（⾦） 13時30分〜16時 本庁１階相談室 市⺠⽣活課 0952-40-7068
7 中止 妊婦健康相談 3⽉18⽇（⽔） 13時30分〜 ほほえみ館 健康づくり課 0952-40-7282
8 中止 ⾏政相談（東与賀） ※同⽇開催の人権相談は実施 3⽉18⽇（⽔） 13時30分〜16時 東与賀保健福祉センター 市⺠⽣活課 0952-40-7068
9 中止 ⾏政相談（⼤和）  ※同⽇開催の人権相談は実施 3⽉19⽇（木） 10時〜12時 ⼤和⽀所 市⺠⽣活課 0952-40-7068

10 中止 法律相談（本庁）  ※事前予約制。予約受付中止 3⽉19⽇（木） 10時〜12時 本庁 １階相談室 市⺠⽣活課 0952-40-7068
11 中止 法律相談（本庁）  ※事前予約制。予約受付中止 3⽉19⽇（木） 13時30分〜15時30分 本庁 １階相談室 市⺠⽣活課 0952-40-7068
12 中止 乳幼児健康相談 3⽉23⽇（⽉） 10時〜 久保⽥保健センター 健康づくり課 0952-40-7282
13 中止 ⾏政相談（富⼠） 3⽉25⽇（⽔） 10時〜12時 富⼠⽀所 市⺠⽣活課 0952-40-7068
14 中止 法律相談（本庁）  ※事前予約制。予約受付中止 3⽉26⽇（木） 13時30分〜15時30分 本庁 １階相談室 市⺠⽣活課 0952-40-7068

開催の中⽌・延期を決定している佐賀市主催のイベント等⼀覧（令和2年3⽉10日現在）
※共催・実⾏委員会に関与するものを含む。

Administrator
タイプライターテキスト
別紙



●休館・休園                              （令和2年3⽉10⽇現在）

NO. 対応 施設の名称 期間 備考 担当部署 問い合わせ
1 休館 さが水ものがたり館 ２⽉２８⽇（⾦）〜３⽉１５⽇（⽇） 河川砂防課 0952‐40‐7180
2 休園 佐賀市交通公園 ３⽉１５⽇（⽇）まで 生活安全課 0952‐40‐7012
3 休館 中央児童センター ３⽉３⽇（⽕）〜１５⽇（⽇） 子育て総務課 0952‐40‐7293
4 休館 北部児童センター ３⽉３⽇（⽕）〜１５⽇（⽇） 子育て総務課 0952‐40‐7293
5 休館 川副児童館 ３⽉３⽇（⽕）〜１５⽇（⽇） 子育て総務課 0952‐40‐7293
6 休館 東与賀児童館 ３⽉３⽇（⽕）〜１５⽇（⽇） 子育て総務課 0952‐40‐7293
7 休館 久保田児童センター ３⽉３⽇（⽕）〜１５⽇（⽇） 子育て総務課 0952‐40‐7293

8 休園 神野公園 こども遊園地 ３⽉４⽇（水）〜３⽉１２⽇（⽊）
緑化推進課
観光振興課

0952‐40‐7162
0952‐40‐7110

9 休園 佐賀市富士保健運動センター ３⽉４⽇（水）〜３⽉１５⽇（⽇） 期間は、今後の状況を踏まえ変更する場合あり。 健康づくり課 0952‐40‐7280
10 休園 神野公園  神野のお茶屋・隔林亭  ３⽉５⽇（⽊）〜３⽉１５⽇（⽇） 緑化推進課 0952‐40‐7162
11 休園 ⾦⽴公園  ⾦⽴⼭いこいの広場 センターハウス ３⽉５⽇（⽊）〜３⽉１５⽇（⽇） 緑化推進課 0952‐40‐7162
12 休館 子育て支援センター「ゆめ・ぽけっと」 ３⽉９⽇（⽉）〜３⽉１５⽇（⽇） 育児相談等は電話で対応。子育てサポートセンター業務は℡40‐7288へ問い合わせ。 保育幼稚園課 0952‐40‐7287
13 休館 川原保育所子育て支援センター ３⽉９⽇（⽉）〜３⽉１５⽇（⽇） 育児相談等は電話で対応。 保育幼稚園課 0952‐41‐8320
14 休館 城東保育所子育て支援センター ３⽉９⽇（⽉）〜３⽉１５⽇（⽇） 育児相談等は電話で対応。 保育幼稚園課 0952‐40‐0415

●運⽤の変更

1 運⽤の変更 市⽴図書館 ３⽉３⽇（⽕）〜
⾼校生以下の利⽤をお控えください。
学習室（本館・⼤和館）、囲碁・将棋コーナー（本館）は使⽤不可。
⾃動⾞図書館（ブーカス号）は、児童の利⽤が多いステーションの巡回を中⽌。

市⽴図書館 0952‐40‐0001

2 運⽤の変更 市⽴の各スポーツ施設 ３⽉３⽇（⽕）〜３⽉１５⽇（⽇） ⾼校生以下の利⽤は原則ご遠慮ください。 スポーツ振興課 0952‐40‐7361
3 運⽤の変更 ⻘少年センター ３⽉３⽇（⽕）〜３⽉１５⽇（⽇） ⾼校生以下の利⽤をお控えください。 社会教育課 0952‐40‐7365
4 運⽤の変更 市⽴公⺠館・農村環境改善センター・コミュニティセンター ３⽉３⽇（⽕）〜３⽉１５⽇（⽇） ⾼校生以下の利⽤をお控えください。 公⺠館支援課 0952‐40‐7370
5 運⽤の変更 病児病後児保育室（ぞうさん保育室、かるがものへや） 病状により受け入れをお断りする場合あり。 子育て総務課 0952‐40‐7293
6 運⽤の変更 ⽼⼈福祉センター（巨勢・平松・開成） ３⽉１５⽇（⽇）まで お風呂の運⽤を休⽌。 ⾼齢福祉課 0952‐40‐7253
7 運⽤の変更 洞鳴の滝ふれあい館（三瀬村） ３⽉３⽇（⽕）〜３⽉１５⽇（⽇） 使⽤目的等により施設利⽤ができない場合あり。 環境政策課 0952‐40‐7201
8 運⽤の変更 市⺠活動プラザ ３⽉３⽇（⽕）〜３⽉１５⽇（⽇） ⾼校生以下の利⽤をお控えください。 協働推進課 0952‐40‐7078

9 運⽤の変更 市内各公園 ３⽉１１⽇（水）〜 公園での花⾒期間中における、飲⾷を伴う宴会等については、注意して⾏ってください。
緑化推進課（旧市）
北部建設事務所
南部建設事務所

0952‐40‐7162
0952‐58‐2863
0952‐45‐1804

●その他
1 運休 富士町コミュニティバス ３⽉４⽇（水）〜１３⽇（⾦） 企画政策課 0952‐40‐7025


