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呉市は，新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため，今が重要な時期であることに鑑み，

26日付で，警戒本部から，呉市長を本部長とする特別警戒本部に移行し，今後の市主催イベ

ントの対応について，別紙「市主催イベントの対応方針について」のとおり取り扱うことと

します。 

また，国の要請や県の取扱いを踏まえ，呉市が主催する行事等について下記のとおり中止

します。 

１ 対応方針 

 必要な感染防止対策を講じることができないイベントは，原則として，３月３１日まで
の間，中止または延期とする。 
なお，開催する場合は，別紙「市主催イベントの対応方針について」のとおり，個別の

イベントごとに必要な感染防止対策を講じることを条件とする。

２ 中止等の決定を行った行事（令和 2年 2月 27日 10時時点） 

※今後，中止の決定を行った行事は，順次，呉市ホームページでお知らせします。
（ https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/44/sinngatakorona.html ）

日 時 行事名 場 所 区 分 問い合せ先 

2月 28日(金) 
シビックモール

潤いコンサート 

国際ソロプチ 

ミスト呉広場

(市役所１階) 

中止 
文化振興課 

(25-3462) 

2月 29日(土) 
スポーツ科学に基づく

健康運動教室 

シシンヨーオーク

アリーナ
中止 

健康増進課 

(25-3540) 

2月 29日(土) くれ創業カフェ バベル 中止 
商工振興課 

（25-3815） 

2月 29日(土) 
保護者のための 

就活セミナー 
大和ミュージアム 中止 

商工振興課 

（25-3310） 

2月 29日(土) 
音戸元気ワクわくフェス

ティバル

おんど観光文化

会館うずしお 
中止 

観光振興課 

（25-3517） 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた特別警戒本部 

への移行と市主催イベントの対応方針について 



 

 

日 時 行事名 場 所 区 分 問い合せ先 

2月 29日(土) 
空き家対策講演会 

(相談会は開催) 
新日本造機ホール 中止 

住宅政策課 

(25-3394) 

2月 29日(土) 
呉市消防局・西消防署 

新庁舎落成記念式典 
新庁舎１階車庫 中止 

消防総務課 

(26-0304) 

2月 29日(土) 
旧澤原家住宅 

特別公開イベント 
旧澤原家住宅 延期 

文化振興課 

(25-3462) 

2月 29日(土) 

～3月 1日(日) 
2020仁方センターまつり 

仁方まちづくり 

センター 
中止 

仁方まちづくり 
センター 

（79-6914） 

3月 1日(日) 神楽卒業公演 蒲刈小学校 中止 
学校安全課 

(25-3637) 

3月 1日(日) 
川尻町芸能文化祭 2020 
（実行委員会 実施） 

川尻まちづくり 
センター 

中止 
川尻まちづくり 

センター 
（87-3311） 

3月 6日(金) 

～9日(月) 

野呂山芸術村交流展 2020 

（実行委員会 実施） 

川尻まちづくり 
センター 中止 

川尻まちづくり 
センター 

（87-3311） 

3月 7日(土) 
「旧海軍関連遺構調査研究報
告会」兼「くれ文化遺産コン
シェルジュ養成講座修了式」 

新日本造機ホール 延期 
文化振興課 

(25-3462) 

3月 7日(土) 

 ～8日(日) 
吉浦地区文化祭 

吉浦まちづくり 

センター 
中止 

吉浦まちづくり 
センター 

（31-7540） 

3月 8日(日) 
音楽玉手箱コンサート 

（実行委員会 実施） 

川尻まちづくり 

センター 
中止 

川尻まちづくり 
センター 

（87-3311） 

3月 8日(日) 藤井清水民謡大会 昭和市民センター 中止 
昭和まちづくり 

センター 
（34-1200） 

3月 8日(土) だがしの日イベント in呉 呉ポートピアパーク 中止 
商工振興課 

（25-3815） 

3月 14日(土) 

～15日(日) 
防災フェスタ 2020 呉ポートピアパーク 延期 

都市計画課 

(25-3365) 

3月 14日(土) 

 ～15日（日） 
呉かきフェスタ 2020 呉ポートピアパーク 中止 

商工振興課 

（25-3167） 

3月 14日(土) 

 ～15日(日) 

呉元気ワクわくフェステ

ィバル 
呉ポートピアパーク 中止 

観光振興課 

（25-3517） 

3月 21日(土) 観光地域力セミナー ビューポートくれ 中止 
観光振興課 

（25-3517） 



                            

別 紙 

令和 2年 2月 26日 

呉市新型コロナウイルス感染症特別警戒本部 

 

市主催イベントの対応方針について 

  

呉市は，新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け，呉市長を本部長とする呉市特別

警戒本部へ移行するとともに，市主催のイベントの対応について，以下のとおり取り扱う

こととします。 

なお，市以外の主催者におかれましても，参考にしていただくよう，お願いします。 

 

１ 対応方針 

◆ 必要な感染防止対策を講じることができないイベントは，原則として，3月３１日

までの間，中止または延期とする。 

なお，開催する場合は，留意事項に留意し，個別のイベントごとに必要な感染防止    

対策を講じることを条件とする。 
 

【留意事項（延期・中止判断の事例）】 

・参集規模（不特定多数の参加があり，参加者の追跡が困難な場合） 

・開催場所（屋内で換気が十分にできない場合） 

・開催期間（同一空間での滞在時間が長い場合） 

・距  離（近距離，対面，相互接触がある場合） 

・参 加 者（高齢者や基礎疾患を有する者，障害者，子ども，妊婦などの参加 

がある場合） 

 

 【感染防止対策（具体例）】 

  〇保健衛生上の対策 

  ・マスク着用などの咳エチケット，手洗いなど 

  ・会場へのアルコール消毒液等の設置 

  ・体調不良者の参加自粛のお願い 

  ・会場の換気 

  ・終了後の消毒 

 

２ その他 

   ・美術館等については，濃厚接触低減の観点から，入場者を制限する場合もある。 

この取り扱いは，今後の感染状況や国・県の方針等により，適宜，見直しを行います。 



新型コロナウイルス感染の拡大防止に向けた 

イベントの対応について 

（市長メッセージ） 

 

 

 新型コロナウイルス感染症については，現在，呉市内をはじめ広島県内で患者

は発生しておりませんが，全国的には多数の患者が出ており，感染が拡大を続け

ております。 

国においては，２月２５日に新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の中で

イベントの自粛などの感染拡大防止策が示され，広島県においても，２６日に   

広島県主催のイベント等の取扱について対応方針が示されたところです。 

こうした状況を踏まえまして，呉市におきましても市主催のイベントの実施に

ついて，当面３月３１日までの間，別紙「市主催イベントの対応方針について」

により取り扱うことといたします。 

市以外の主催者におかれましても，参考にしていただきますようお願いします。 

なお，この取扱については，今後の感染の広がり等を見ながら，適宜，見直し

を行うものとします。 

 

市民の皆さまには，ご不便をおかけしますが，感染拡大防止のため，ご理解を

いただきますようお願いします。 

 

 

 

令和２年２月２７日 

 

呉市新型コロナウイルス感染症特別警戒本部 

本部長 呉市長 新 原 芳 明 
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