
第 13 回亀山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議の概要 

 

1. 開催日時 

令和 2 年 5 月 26 日（火）午前 8 時 30 分～午前 9 時 05 分 

2. 開催場所 

亀山市役所 3 階 大会議室 

3. 報告事項 

【教育委員会】 

5 月 20 日から分散登校を行い、6 月 1 日からは、給食も開始し、通常

登校とする。 

【健康福祉部】 

保育園は、5 月 31 日まで登園の自粛を保護者にお願いし、6 月 1 日か

らは自粛要請は解除とする。 

放課後児童クラブは、5 月 20 日から 5 月 29 日の分散登校の際は、放

課後児童クラブの開所時間まで学校での預かりを継続し、6 月 1 日か

らは、平常通り運営を行う。 

  【総合政策部】 

    職場の 3 割減については、5 月末までとする。それ以降については、有

給休暇取得促進やフレックス勤務を活用して、可能な限り 3 密を避け

る。 

  【上下水道部】 

新たに市内の企業より、水道料金の支払い猶予の相談があった。 

  【地域医療部】 

    6 月より、亀山医師会の協力により、医療センターに PCR 外来検査セ

ンターを設置する。 

  【プロジェクトチーム】 

    給付金の通知を 5 月 18 日に発送し、5 月 20 日から受付を開始した。 

    受付件数 12,800 件（対象世帯の約 6 割） 

    第 1回目の支払 5月 27日 件数 1,600件 支払金額 3 億 8,200万円 

    各部からの応援協力を得て、1 日も早い支払いを行うようにしている。 

 

4．決定事項 

 （１）公共施設の再開について 

現在閉鎖している施設で、今回再開する施設は、別紙のとおりとする。 

    今回、再開しない施設は、今後の対策本部会議で協議することとする。 

 



（2）市主催のイベントの開催基準について 

現在の開催基準の「一度に 50 人以上」を「一度に 100 人以上」に変更す

る。これについては、6 月 18 日までの取扱いとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

再開する公共施設 

【生活文化部所管施設】 

（文化スポーツ課）                        令和 2 年 5 月 26 日 

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等 

文化会館 

6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

（大規模なイベントや県外の方の使用はお断

りします。） 

中央コミュニティセンター 

6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

（大規模なイベントや県外の方の使用はお断

りします。） 

関宿旅籠玉屋歴史資料館 
6/２（火）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

関まちなみ資料館 
6/２（火）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

関の山車会館 6/２ (火)～ 

(市民への貸

館は 5/20

～) 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

歴史博物館 

6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

（入館者の人数制限を行います。） 

西野公園体育館（トレーニング室

を除く。） 

6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

（大会の開催や県外の方の使用はお断りしま

す。なお、開館後も当面はトレーニング室の

利用は休止します。） 

東野公園体育館（トレーニング室

を除く。） 

6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

（大会の開催や県外の方の使用はお断りしま

す。なお、開館後も当面はトレーニング室の

利用は休止します。） 

別 紙 



 

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等 

関 B&G 海洋センター 

6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

（プールのロッカーの使用については、人数

制限を行います。大会の開催や県外の方の使

用はお断りします。） 

亀山城（多門櫓） 
6/６（土）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

旧舘家住宅・加藤家屋敷 
6/６（土）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

旧佐野家住宅 
6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

 

（地域観光課）                         

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等 

石水渓キャンプ場（バンガロー施

設、テント村、屋内研修施設） 6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

（県外の方の使用はお断りします。） 

関宿足湯交流施設（散策案内施

設・関宿足湯施設） 
6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

 

【健康福祉部所管施設】 

（地域福祉課）総合保健福祉センター                

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等 

白鳥の湯、足湯、温泉スタンド 

6/1（月）～ 

白鳥の湯：入口での手指消毒をお願いしま

す。脱衣所での長時間の滞在はご遠慮くださ

い。（利用者の人数制限を行います。） 

足湯：マスク着用をお願いします。着座位置

の間隔を広くとってください。 

教養娯楽室 

6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの密」

の防止をお願いします。 

（消毒液を設置し、こまめに換気します。） 

ふれあいリビング 

6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

・着座位置の間隔を広くとってください。 



 

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等 

ぽっカフェ 

6/3（水）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

・着座位置の間隔を広くとってください。 

 

（子ども未来課）                          

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等 

あいあいっこ・あすれっこ 

6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

（消毒液を設置し、こまめに換気します。） 

児童センター 

6/1（月）～ 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止をお願いします。 

（消毒液を設置し、こまめに換気します。） 

 

【教育委員会所管施設】 

（生涯学習課）                           

施設 再開予定 施設再開に向けた感染予防対策等 

鈴鹿峠自然の家 6/1（月）～

（ただし、宿

泊を除く） 

・マスク着用、手洗い、手指消毒、「３つの

密」の防止、こまめな換気をお願いします。 

（県外の方の使用はお断りします。） 

 

 



第 13回 亀山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 事項書 

 

（日時） 令和 2年 5月 26日（火） 

                                     午前 8時 30分から 

（場所） 市役所 ３階 大会議室 

１ あいさつ 

 

 

２ 報告事項 

（１） 各部から 

 

 

３ 協議事項 

（１）公共施設の再開について 

 

 

 

（２）市主催のイベントの開催基準について 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

【資料】 

・「事務連絡」緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う都道府県の対応について 


