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 本日午前，標記会議を開催しましたので，会議資料を提供します。 

なお，広島県の集中対策期間が令和４年２月２０日まで延長されたことを受け，資料５の

とおり本市においても現行の対応方針を２月２０日まで延長することとします。 

 

 ○資料 

   ・呉市新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）国，県の動向 

（２）呉市の現状 

ア 感染者の状況 

イ ワクチン接種の状況と接種の体制 

ウ 支援等の状況 

     （３）呉市の方針 

呉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料の提供について 



第９５回呉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第 

令和４年１月２７日(木)幹部会議終了後 

Ｗｅｂ会議方式 

１ 開  会 

 

２ 呉市新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）国，県の動向（福祉保健部）               ・・・資料１ 

 

（２）呉市の現状 

 

ア 感染者の状況（福祉保健部）              ・・・資料２ 

  

イ ワクチン接種の状況と接種の体制（福祉保健部）     ・・・資料３ 

 

ウ 支援等の状況（福祉保健部，産業部）          ・・・資料４ 

 

（３）呉市の方針（事務局）                  ・・・資料５ 

 

 

３ そ の 他 

 

４ 市長・副市長発言 

５ 閉  会 



（１）　国・県の動向

呉市新型コロナウイルス感染症対策について
（令和４年１月２７日時点）

資料１

●国の対応状況

R3 ４月 １日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」発出

４月 １日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

４月 ９日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

４月 ９日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

４月１６日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

４月１６日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

４月２３日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」発出

※期間：４月２５日～５月１１日

４月２３日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

４月２３日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

５月 ７日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

５月 ７日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

５月 ７日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

５月１４日 「緊急事態宣言」の区域変更

※ 北海道，岡山県，広島県を追加（期間：５月１６日～３１日）

５月１４日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

５月１４日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

５月２１日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

５月２１日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

５月２１日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

５月２８日 「緊急事態宣言」の期間延長

５月２８日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

５月２８日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

６月１０日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

６月１０日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

６月１７日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

６月１７日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

６月１７日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定
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R3 ７月 ８日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

７月 ８日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

７月 ８日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

７月３０日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

７月３０日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

７月３０日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

８月 ５日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

８月 ５日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

８月１７日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

８月１７日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

８月１７日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

８月２５日 「緊急事態宣言」の区域変更

８月２５日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

８月２５日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

９月 ９日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

９月 ９日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

９月 ９日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

９月２８日 「緊急事態の終了」発出

９月２８日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示」発出

９月２８日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

１１月１９日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

R4  １月 ７日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」発出

１月 ７日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

１月２５日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

１月２５日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定
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●県の対応状況

R3 １月１６日 「第２次新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策」改正

２月 ４日 「第３次新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策」改正

３月３１日 「ひろしま徹底検査宣言」発出

４月１９日 ステージⅡに引き上げ

５月 ７日 ステージⅢに引き上げ

「新型コロナ感染拡大防止集中対策」発出

５月１４日 ステージⅣに引き上げ

５月１５日 「新型コロナ感染拡大防止集中対策」（「緊急事態宣言」の発出に伴う）変更

５月２８日 「新型コロナ感染拡大防止集中対策」（「緊急事態宣言」の発出に伴う）変更

ステージⅢに変更

６月１７日 「『緊急事態宣言』解除後の新型コロナ感染拡大防止集中対策」発出

７月 ８日 「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」改正

ステージⅡに変更

７月３０日 「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」発出

８月 ６日 「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」変更

ステージⅢに変更

８月１７日 「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」変更

８月２５日 「「緊急事態措置」の実施に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中的な

対策の強化について」発出

ステージⅣに変更

９月 ７日 「「緊急事態措置」の実施に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中的な

対策の強化について」変更

９月２８日 「「緊急事態措置」終了後の新型コロナ感染拡大防止集中対策について」発出

ステージⅡに変更

１０月１１日 「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」改正

ステージⅠに変更

１２月 １日 「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」改正

広島県：レベル１

１２月１４日 広島県：レベル０

R4 １月 ７日 「「まん延防止等重点措置」の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための

集中対策」発出

広島県：レベル２

１月２５日 「「まん延防止等重点措置」の実施期間延長に伴う新型コロナ感染拡大防止の

ための集中対策」改正

→ １月２３日現在 県内で３８，０８２件(山口県３４例，東京都２２例，

大阪府１３例，岡山県１１例，神奈川県１０例，福岡県，鹿児島県 各６例，

兵庫県５例，香川県 ４例，愛知県，島根県 各３例，千葉県，愛媛県，高知県

各２例，帰省中，大分県，京都府，滋賀県，福井県，茨城県，熊本県，

新潟県，佐賀県，和歌山県 各１例，県外６例，再度感染２６例除く）の

感染を確認
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（２）　呉市の現状

　ア　感染者の状況（国内　1/23 0:00 時点，県内　1/23 20:45 時点，市内　1/23 13:00 時点）

※国内感染者には，クルーズ船事例は含んでいません。

市内感染者
( 2,548 例 )

国内感染者

県内感染者
( 38,082 例）

　2,121,242例（うち入院治療等を要する重症者430例，退院又は療養解除となった者1,796,900例）※死亡者18,490名

 ○呉市(2,416) ○広島市(22,615[再度感染者21名を除く]) ○尾道市(859) ○世羅町(109)

 ○福山市(4,283[再度感染者4名を除く]) ○府中町(746)○江田島市(235)○庄原市(161)

 ○東広島市(1,933)○三次市(457)○廿日市市(1,481)○大崎上島町(12)○熊野町(154)

 ○大竹市(442)○三原市(819)○海田町(404)○安芸郡(1)○府中市(199)○坂町(149)

 ○安芸高田市(188)○北広島町(200)○竹原市(141)○安芸太田町(52)○神石高原町(12)

 ○西部保健所管内(4)○広島県(5)○非公表(5)

 [東京都(広島市帰省)(1),大阪府(13),岡山県(11),東京都(22),愛媛県(2),県外(三次市滞

在)(1),山口県(34),高知県(2),兵庫県(5),神奈川県(10),福岡県(6),千葉県(2),島根県(3),大

分県(1),香川県(4),京都府(1),滋賀県(1),福井県(1),茨城県(2),愛知県(3),熊本県(1),鹿児

島県(6),新潟県(1),埼玉県(1),長崎県(1),佐賀県(1),和歌山県(1),県外(5),非公表(再感染者

(1))を除く]

新型コロナウイルス感染者の県内発生状況等

38,256 23,738 214

【 2,548 】 【 1,228 】 【 16 】
【　】･･･呉市内の状況 　※調整中：795名

 退院等には療養期間経過により，宿泊療養施設から退所した者等を含む
 検査件数:県は1月17日,呉市は1月20日まで　陽性件数等:県は1月22日,呉市は23日現在

検査件数
（累計）

陽性件数
（累計）

入院・療養中ほか
（内　入院(重症)数）

退院等累計 死亡

1,121,068 14,304（317（7））

【 17,585 】 【509（33（0)) 】

呉市の新型コロナウイルス感染者等の状況等

547（21.5％)

1,646（64.6％)

354（13.9％)

  1（ 0.0％)非公表

感染者の年代

20歳未満

20～60歳代

70歳代以上

（1月22日分まで）

資料２

※ 内，7月1日以降の感染者

493（24.2％)

365（17.9％)

253（12.4％)

670（32.9％)

257（12.6％)

  0（ 0.0％)

40～60歳代

30歳代

感染者の年代

20歳未満

20歳代

70歳代以上

非公表

※1月16日～1月22日

直近1週間のPCR等検査数※ 1,004

内 陽性数（陽性率） 78.7(％)
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　○  県内相談窓口の相談状況（1/20現在）

 

※ 12月20日以降の市の数値は未公表

※ 1月18日以降の県の数値は未公表

(火) 146 (102)

1月17日 (月) 151 (91) 12,277 (900)

1月16日 (日)

検査判明日

(1,630)

1月15日 (土) 266 (100) 9,389 (1,280)

R4.1/7-13 1,099

1月14日 (金) 242 (101) 10,926

検査実施数（　）内は陽性者数

呉市 広島県

(424)

 1月18日(火) 2,098

呉市分 0

合  計 341,438

18 5,905

一週間 計 1,207 (763) 39,425 (4,783)

1月20日 (木) 163 (84)

1月19日 (水) 163 (179)

76 (106) 6,833 (973)

　○  ＰＣＲ等検査の実施状況（ 1/20 現在）

8,451 250 411

1月18日

呉市分 15,062

呉市分 0

呉市分 0

27

59,038 (4,880)

 1月20日(木) 1,413

 1月17日(月) 1,681

呉市分 0

 1月19日(水) 1,470

呉市分 0

 1月16日(日) 1,230

呉市分 0

 1月15日(土) 1,818

相談内容

症状等の
健康相談

医療体制
等

予防・治療
等

渡  航
流行地域から
の帰国者から

の相談

2/1～1/13 329,739

呉市分 15,062 8,451 250 411

その他
相談日 相談件数

27 18 5,905

 1月14日(金) 1,989

呉市分 0
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イ　ワクチン接種の状況（1/23現在）

回次 接種済人数 接種率 前回から増

１回目 170,171人 78.7% 241人

２回目 168,918人 78.1% 129人

３回目 3,361人 1.6% 1,093人

計 342,450人 － 1,463人

(注１)接種済人数は，呉市のＶＲＳ入力値（全接種回数）

(注２)ＶＲＳ未入力の職域接種は含まれていない。

○集団接種の実施状況

　○個別接種の実施状況

※個別接種には，高齢者施設等従事者及びＶＲＳに入力した医療従事者分も含む。

　○年代別ワクチン接種状況（県集計値）

区分

全体
（R3.3末人口216,273人）

資料３
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ウ　支援等の状況

　(1) 自立支援室等への相談状況等 （ 現在）

　　①　新型コロナウイルス感染症に関する相談件数（生活・住まい等）
(件数)

・収入減などの生活相談

・②の生活福祉資金特例貸付金と③の住居確保給付金の相談件数を含む。

　　②　生活福祉資金特例貸付金の相談・申請件数（呉市社会福祉協議会）

(件数)

・緊急小口資金：主に休業された方，　総合支援資金：主に失業された方

・貸付金は，申請後，審査を含めて５日前後で口座に振り込まれている。

　　③  住居確保給付金の相談・申請件数（生活支援課自立支援室）

(件数)

※ ②と③の申請件数に，延長・再貸付の申請件数は含まない。

1 165

0 3 701

申請件数 164 0 1 0 0 0

相談件数 698 0 1 0 2

1/14
（月） （火） （水） （木） （金）

1,567

3/16～ 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 週間計 累計

申
請
件
数

緊急小
口

資金

0 1 1 474

計 1,564 0 0 1 1 1 3

1 0 2 427

20万円 666 0 0 0 0 0 0 666

10万円 425 0 0 1

相談件数 5,930 8 3 5

総合支援資金 473 0 0 0

（火） （水） （木） （金）

8 32 7,860

7 26 5,9563

累計

1/14
（月） （火） （水） （木） （金）

3/25～ 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21

相談件数 7,828 9 4 5 6

週間計 累計

1/14
（月）

1/21

3/16～ 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 週間計

R4

R4

R2

R2

資料４

R4

R2
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　　④  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請件数

（生活支援課自立支援室）

(件数)

※ 再支給は，初回支給の終わった方が対象。12/22より申請受付を開始。

　(2) 商工振興課　補助金ほか認定件数等 （ 現在）

　　①　新型コロナウイルス感染症に関する持続化補助金証明書発行件数

　　②　セーフティネット保証４，５号及び危機関連保証の認定件数

(件数)

※上記の数値は呉市での認定件数であり，実際の融資件数とは異なります。

　　③　呉市事業者向け補助金等申請サポート事業補助金交付決定件数

(件数)

計 1,516 0 0 0 0 31 31 1,547

14 404

行政書士 1,126 0 0 0 0 17 17 1,143

（火） （水） （木） （金）

社会保険労務士 390 0 0 0 0 14

0 2 2,522

決定日
5/11～ 1/17 1/18 1/19

計 2,520 0 0 0 2

1/20 1/21 週間計 累計

区分 1/14
（月）

区分 1/14
（月）

認定日
3/2～ 1/17 1/18

セーフティネット保証
５号（R2 3/6～）

378 0 0 0 0 0 0

セーフティネット保証
４号（R2 3/2～）

2,142 0 0 0 2

（火） （水） （木） （金）

1/21

0

1/21

378

2 2,144

累計1/19 1/20 週間計

70

申請件数（再支給） 17 1 0 0 0 0

申請件数（初回） 69 0 1 0 0

1 18

0 1

累計
1/14

（月） （火） （水） （木） （金）
 7/1～ 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 週間計

【終了】R2.12.10（申請期間 R2.3.20-12.10）発行件数 62件

持続化補助金に係るコロナ特別枠については，12/10をもって国が申請の受付を終了

【終了】R2.12.10（申請期間 R2.3.20-12.10）発行件数 62件

持続化補助金に係るコロナ特別枠については，12/10をもって国が申請の受付を終了

R4

R3

R4

R2

R4

R2

【終了】危機関連保証（指定期間 R2.3.13-R3.12.31）

認定件数 526件
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　　④　行政書士による無料相談窓口の相談件数（市役所２階）

(件数)

　　⑤　呉市消費喚起事業（呉市のお店応援！！キャッシュレスでお得キャンペーン）

(円)

※この金額は速報値です。

　　⑥　小規模企業応援給付金申請件数及び振込件数

　　⑦　宣言店給付金申請件数及び振込件数

　　⑧　呉市頑張る中小事業者応援給付金申請件数及び振込件数

相談件数 2,169 0 2 5 0 0 7 2,176

累計

区分 1/14
（月） （火） （水） （木） （金）

相談日
5/11～ 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 週間計

計 127,651,175 127,651,175

還
元
額

au PAY 8,926,322 8,926,322

d払い 11,167,362

107,557,491PayPay 107,557,491

期間
12/1～

累計

区分 　　1/16

11,167,362

0 03,201 0 0 0
プッシュ型通知件数

（R3 9/17）
0 3,201

【終了】R2.12.18（申請期間 R2.6.4-9.11）

申請4,938件（振込4,814件，対象外124件）

【終了】R2.2.19（申請期間 R2.8.1-12.28）

申請 2,790件（振込 2,722件（3,199店舗），対象外 68件）

R4

R2

【終了】R3.8.4（申請期間 R3.4.19-6.25）

申請 163件（振込 156件，対象外 7件）

R3

R4
キャンペーン期間は

12/1～1/16まで

今後は，還元額の精算を

行った上で事業額を確定
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（３）呉市の方針 

 

  令和４年１月２５日，政府は広島県を含む３県に適用されているまん延防止等重点措

置の期限を同年２月２０日まで延長することを決定し，広島県は集中対策期間を同日ま

で延長することを決定しました。 

  これを受けて，本市においても，現行の対応方針を２月２０日まで延長することとし

ます。 

 

【現行の対応方針】 

 (1) 市立小・中・高等学校について 

   ・ 授業は，原則対面 

   ・ 感染リスクの高い活動は実施しない 

   ・ 分散登校や臨時休業等となった場合，オンライン授業及び動画配信等を実施 

   ・ 給食は，通常どおり実施（昼食時には黙食の徹底） 

   ・ 部活動は，感染リスクを低減させた上で平日のみ実施 

   ・ 学校行事は，修学旅行等，校外における活動は，行先の感染状況等を踏まえ慎

重に実施の可否を検討 

 

 (2) 市公共施設について 

   施設ごとの詳細については，別添「まん延防止等重点措置の期限延長に伴う市公共

施設の対応方針について」のとおりです。 

 

 (3) 市主催イベントについて 

   広島県主催のイベント等の取扱いに準じて，次のものを除き，中止又は対策期間後

に延期することを基本方針とします。 

   ・ オンライン開催とするもの 

   ・ 参加者が少数に限定され，かつ特定されており，３密を回避できる十分なスペ

ース又は時間を有しているもの 

   ・ 法令等により，この期間に実施することが止むを得ないもの 

 

  ※ イベント等を実施する場合も，「広島県におけるイベントの開催条件について」

や県対処方針を遵守し，感染防止対策を徹底します。 

 

 

 

 

 令和４年１月２７日 

呉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料 

呉市新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 

 市の方針は，今後の感染状況や国・県の方針等の変更により，適宜，見直しを行

います。 



まん延防止等重点措置の期限延長に伴う市公共施設の対応方針について

【１　社会教育施設】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

野呂山セントラルロッジ 開館
・既に予約を受けている場合は，
延期などを要請し，困難な場合
は，感染対策を徹底した上での利
用可
・期間中の新規利用受付を中止

同左 野呂高原ロッジ
87-2390

かまがり天体観測館 開館
・既に予約を受けている場合は，
延期などを要請し，困難な場合
は，感染対策を徹底した上での利
用可
・期間中の新規利用受付を中止

同左 県民の浜蒲刈
66-1177

川尻筆づくり資料館 休館 同左 野呂高原ロッジ
87-2390

かまがり古代製塩遺跡復元展示館
かまがり古代土器製塩体験施設

開館
・既に予約を受けている場合は，
延期などを要請し，困難な場合
は，感染対策を徹底した上での利
用可
・期間中の新規利用受付を中止

同左 藻塩の会
080-6304-0197

かまがり海と島の工作館 開館 同左 県民の浜蒲刈
66-1177

下蒲刈農村環境改善センター 休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 農林水産課
25-3317

市内の全まちづくりセンター 休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 リンク先でご確認ください

生涯学習センター 休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 生涯学習センター
25-3593

野外活動センター 休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 野外活動センター
33-8047

松寿苑 休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 松寿苑　65-2335
下蒲刈まちづくりセンター
65-2027

大空山青年の家 休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 大空山青年の家
72-7721

中央図書館　ほか６施設 一部休止
・館内利用は返却，延長，予約受
付と予約貸出のみ可能

同左 中央図書館
21-3014

梶ヶ浜地区施設
（貝と海藻の家）

休館 同左 ビルックス(株)
70-8151

安浦歴史民俗資料館
（南薫造記念館）

休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 文化振興課
25-3462

倉橋歴史民俗資料館
長門の造船歴史館

休館 同左 倉橋歴史民俗資料館
53-2010
長門の造船歴史館
53-0016

令和４年１月２５日，政府は広島県を含む３県に適用されているまん延防止等重点措置の期限を同年２月

２０日まで延長することを決定し，広島県は集中対策期間を同日まで延長することを決定しました。

これを受けて，本市においても，現行の対応方針を２月２０日まで延長することとします。
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【２　芸術文化施設】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

新日本造機ホール
（呉市民ホール〈くれ絆ホール〉）

休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 新日本造機ホール
25-0306

呉信用金庫ホール
（呉市文化ホール)

休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 呉市文化振興財団
25-7878

蘭島閣美術館
（別館を含む。）

休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 蘭島文化振興財団
65-2029

呉市立美術館 休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 呉市立美術館
25-2007

蘭島文化振興施設
（三之瀬本陣芸術文化館，松濤園，
昆虫の家「頑愚庵」）

休館 同左 蘭島文化振興財団
65-2029

御手洗地区文化施設
（若胡子屋跡，七卿落遺跡，船宿，
旧柴屋住宅，旧金子家住宅，乙女
座，江戸みなとまち展示館）

休館 同左 文化振興課
25-3462

【３　スポーツ施設】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

川尻温水プール
（かわせみプール）

呉市体育振興財団
87-5555

日本製鉄アクアパーク
（呉市営プール）

シンコースポーツ中国株式
会社
32-2227

市営温水プール
（広温水プール）

呉市体育振興財団
73-6325

くらはし温水プール
（ウイングくらはし）

倉橋まちづくり公社
50-2018

豊浜グラウンド 豊浜まちづくりセンター
68-2683

入船山公園多目的広場 呉市体育振興財団
25-3475

虹村公園多目的広場 広まちづくりセンター
71-2151

二河公園多目的グラウンド 呉市体育振興財団
22-1264

渡子多目的グラウンド 音戸まちづくりセンター
51-3322

倉橋テニス場 倉橋まちづくり公社
53-0082

倉橋グラウンド 倉橋まちづくり公社
53-0082

川尻グラウンド 川尻まちづくりセンター
87-3311

焼山公園多目的広場 昭和地区まちづくり協議会
34-1200

昭和テニス場 昭和地区まちづくり協議会
34-1200

広公園多目的広場 呉市体育振興財団
74-0909

呉市弓道場（近的） 呉市体育振興財団
22-1264

呉市弓道場（遠的） 呉市体育振興財団
22-1264

呉市バレーボール場 呉市体育振興財団
22-1264

呉市テニス場 呉市体育振興財団
22-1264

警固屋公園多目的広場 警固屋まちづくりセンター
28-0200

警固屋テニス場 警固屋まちづくりセンター
28-0200

同左【屋内施設】
休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

【屋外施設】
開館
・入場整理等を徹底
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施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

吉浦運動場 吉浦まちづくりセンター
31-7540

蒲刈グラウンド 蒲刈市民センター
66-1111

ミツトヨ スポーツパーク郷原
（呉市総合スポーツセンター）

呉市体育振興財団
33-0608

安浦武道館 安浦まちづくりセンター
84-3636

蒲刈B&G海洋センター 県民の浜蒲刈
66-1166

豊スポーツセンター ふれ愛!!瀬戸内スポーツク
ラブ
66-2061

鶴岡一人記念スポーツ会館
（呉市スポーツ会館）

呉市体育振興財団
22-1264

呉市二河屋内練習場 呉市体育振興財団
22-1264

虹村公園野球場 広まちづくりセンター
71-2151

鶴岡一人記念球場
（呉市二河野球場）

呉市体育振興財団
22-1264

安浦体育館
（アリーナかもめ）

安浦まちづくりセンター
84-3636

昭和体育館 昭和地区まちづくり協議会
34-1200

シシンヨーオークアリーナ
（総合体育館）

呉市体育振興財団
74-0909

警固屋体育館 警固屋まちづくりセンター
28-0200

倉橋体育館 倉橋まちづくり公社
53-0082

大空山体育館 大空山青年の家
72-7721

ＩＨＩアリーナ呉
（呉市体育館）

呉市体育振興財団
25-3475

大浦崎スポーツセンター 清盛スポーツクラブ
50-0150
※土日祝　51-2325

【４　集会所等】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

老人集会所等 時間短縮
・20時まで
・期間中の新規利用受付を中止

同左 高齢者支援課
25-3139

市内の全会館
（山の手，皆実，広，かわじり中
央，音戸，蒲刈，安浦，豊浜）

休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 リンク先でご確認ください

コミュニティセンター
（山の手，広，早瀬，向，豊）

休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 人権・男女共同参画課
25-3179

地域社会教育施設
（西宇土，鹿老渡，鹿島，須川，宇
和木，研修センター大向）

休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

同左 倉橋まちづくりセンター
53-0577

呉市きんろうプラザ 時間短縮
・20時まで
・既に使用許可を受けている場合
は，延期などを要請し，困難な場
合は，感染対策を徹底した上での
利用可
・飲食を伴う会合の禁止
・期間中の新規利用受付を中止

同左 ビューポートくれ
20-0660

同左【屋内施設】
休館
・既に使用許可を受けているもの
を除く。

【屋外施設】
開館
・入場整理等を徹底
・キャンプ場については，期間中
の新規利用受付を中止
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【５　学校教育施設】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

全小学校
（35校）

開校
・目的外使用について，使用許可
を受けている場合，延期などを要
請し，延期困難な場合は，感染対
策を徹底した上で実施
・期間中の新規予約を中止

同左 学校施設課
25-3446

全中学校
（25校）

開校
・目的外使用について，使用許可
を受けている場合，延期などを要
請し，延期困難な場合は，感染対
策を徹底した上で実施
・期間中の新規予約を中止

同左 学校施設課
25-3446

呉高等学校 開校
・目的外使用について，使用許可
を受けている場合，延期などを要
請し，延期困難な場合は，感染対
策を徹底した上で実施
・期間中の新規予約を中止

同左 学校施設課
25-3446
呉高等学校
72-5577

【６　医療施設】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

公立下蒲刈病院 開業 同左 病院事業課
65-3100

【７　児童福祉施設】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

くれくれ・ば
ひろひろ・ば

開設
・制限人数を「制限なし」から
「１０組」に変更

同左 くれくれ・ば　25-3482
ひろひろ・ば　76-1616

児童館
（二川，大坪谷，宮原）

開館 同左 子育て支援課
25-3254

保育所等
（幼保連携型認定こども園を含む67
か所）

開所 同左 子育て施設課
25-3174

放課後児童会
（35か所）

開館 同左 子育て支援課
25-3254

【８　高齢者福祉施設】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

老人福祉センターみはらし荘 一部休止
・入浴施設の利用及び教室の開催
については，飲食を伴わない２時
間以内の活動に限って可能
・対策期間中の団体利用を中止

同左 高齢者支援課
25-3139

総合ケアセンターさざなみ 開館
・期間中の新規貸館受付を中止

同左 呉市社会福祉協議会音戸支
所
51-2166

川尻福祉センターふれあい 開館
・期間中の新規貸館受付を中止

同左 呉市社会福祉協議会川尻支
所
87-6555

【９　障害者福祉施設】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

身体障害者福祉センター 時間短縮
・20時まで
・芸術文化講座（中止）
・既に使用許可を受けている場合
は，延期などを要請し，困難な場
合は，感染対策を徹底した上での
利用可
・期間中の新規貸館受付を中止

同左 身体障害者福祉センター
25-3415
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【１０　環境衛生施設】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

クリーンセンターくれ
ほか9施設

開業
・昨年度から当面の間，施設見学
の受付は中止

同左 環境施設課
74-9107

斎場，火葬場
（市斎場，蒲刈，東部，極楽苑，
豊）

開業 同左 環境政策課
25-3298

【１１　観光施設】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

野呂山ビジターセンター 休館 同左 野呂高原ロッジ
87-2390

大和ミュージアム 休館 同左 学芸課　25-3047
大和ミュージアム
25-3017

入船山記念館 休館 同左 学芸課　25-3047
入船山記念館　21-1037

みかんメッセージ館 休館 同左 観光振興課
25-3182

あび資料展示室 休館 同左 観光振興課
25-3182

野呂山レストハウス 休館 同左 野呂高原ロッジ
87-2390

県民の浜輝きの館 一部休止
・期間中の新規予約を中止
・レストラン及び売店を休止
・酒類の提供を終日休止
（広島県の指示による）

同左 県民の浜蒲刈
66-1177

くらはし桂浜温泉館 時間短縮
・20時まで
・酒類の提供を終日休止

同左 倉橋まちづくり公社
53-2575

かまがり温泉やすらぎの館 開館 同左 県民の浜蒲刈
66-1177

おんど観光文化会館うずしお 時間短縮
・20時まで
・酒類の提供を終日休止

同左 おんど観光文化会館うずし
お
50-0321

くらはし産業館万葉の里
（café SLOW）

時間短縮
・20時まで
・酒類の提供を終日休止

同左 倉橋まちづくり公社
53-2575

コテージかまがり 開館
・期間中の新規予約を中止

同左 県民の浜蒲刈
66-1177

梶ヶ浜観松園
（コテージ梶ヶ浜）

開館
・期間中の新規予約を中止

同左 ビルックス(株)
70-8151

野呂高原ロッジ 一部休止
・期間中の新規予約を中止
・レストラン及び売店を休止
・酒類の提供を終日休止

同左 野呂高原ロッジ
87-2390

グリーンピアせとうち 一部休止
・期間中の新規予約を中止
・日帰り入浴休止，レストラン利
用テイクアウトのみ
・酒類の提供を終日休止

同左 グリーンピアせとうち
84-0262

御手洗休憩所 開館 同左 豊町観光協会
67-2278

観光情報プラザ 開館 同左 観光情報プラザ
23-7845
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【１２　農業施設】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

梶ヶ浜観松園
（キャンプ場）

一部休止
・利用区画の制限あり

同左 土木総務課
25-3668

グリーンヒル郷原 開園
・香りの館（宿泊，研修，レスト
ラン，売店）は工事中につき休館
中

同左 グリーンヒル郷原
77-1025

恵みの丘蒲刈 開館 同左 恵みの丘蒲刈
70-7111

【１３　水産施設】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

姫ひじき塩の家
（製塩体験施設）

開館
・期間中の新規予約を中止

同左 農林水産課
25-3317

【１４　公園等】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

狩留賀海浜公園 一部休止
・バーベキューの利用を禁止

同左 土木総務課
25-3668

呉ポートピアパーク 時間短縮・一部休止
・20時まで
・期間中の新規貸館受付を中止
・貸出（自転車・バスケットボー
ルコート）の利用を中止

同左 土木総務課
25-3668

であいの館蒲刈 開館 同左 ＮＰＯベンチャーかまがり
68-0120

【１５　その他】

施設名
１／３１までの対応

（まん延防止等重点措置）
２／１～２／２０の対応

（まん延防止等重点措置）
問い合わせ先

呉市防災センター 開館
・既に予約を受けている場合は，
延期などを要請し，困難な場合
は，感染対策を徹底した上での利
用可
・期間中の新規受付を中止

同左 消防局予防課
26-0324

くれ協働センター
ひろ協働センター

開所
・既に使用許可を受けている場合
は，延期などを要請し，困難な場
合は，感染対策を徹底した上での
利用可
・期間中の新規貸室受付を中止

同左 くれ協働センター
25-5602
ひろ協働センター
71-0321

海駅梶ヶ浜ふるさと産品加工セン
ター

開館
・研修室（コワーキングスペー
ス）について，既に使用許可を受
けている場合は，延期などを要請
し，困難な場合は，感染対策を徹
底した上での利用可
・研修室（コワーキングスペー
ス）について，期間中の新規受付
を中止

同左 ビルックス(株)
70-8151

施設の利用に当たっては，屋内，屋外を問わず，感染防止対策を徹底することを条件とします。

このため，人と人との接触を避けるための十分な距離を確保することができない場合には，入場制限や利

用時間制限などを実施することがあります。
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