
第７回新型コロナウイルス対策本部会議  次第 

 

日時：令和２年４月７日（火）  

午後８時～ 

場所：戸田市役所 ５０１会議室 

 

 

１．開 会 

 

 

２．議 題 

（１）政府の「緊急事態宣言発令」及び埼玉県知事の方針を受けての 

本市の対応等について 

  ① 公共施設等の対応 

  ② 市ホームページによる市民への広報 

③ 市ホームページ以外の広報 

 （２）電話対応班の応援について 

 

 （３）その他 

    ・新型コロナウイルス感染防止のための職員の在宅勤務実施について 

 

 

 

３．市長訓示 

 

 

 

４．閉 会 



第７回新型コロナウイルス対策本部会議 
 

 

令和２年４月７日（火）午後８時より開催した標記会議において、本市における対応を

下記のとおり決定した。 

 

 

記 

 

2020年5月6日（水曜）までは以下のとおりとする。 

 

1.公共施設の対応 

 公共施設等については、閉鎖することで市民生活に著しい影響を与えない施設は、閉鎖又

は休館する。なお、一部の公共施設では、市民や利用者に与える影響を考慮し、一部休止

の措置で対応することとする。 

 

2.イベント等の開催 

 市主催（共催）の市民が参加するイベント等（指定管理者含む）については、原則、中止

又は延期することとする。 



 

 

【公共施設等の対応及びイベント等の開催に対する戸田市の方針】 

令和２年４月８日適用 

 

 

政府対策本部の改正新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言の

発令及び埼玉県における緊急事態措置を受け、戸田市では、公共施設等の対応

及びイベント等の開催は、令和２年５月６日（水）までは以下のとおりとす

る。 

 

 

【公共施設等の対応】 

公共施設等については、閉鎖することで市民生活に著しい影響を与えない施設

は、閉鎖又は休館する。 

なお、一部の公共施設では、市民や利用者に与える影響を考慮し、一部休止の 

措置で対応することとする。 

 

 

 

【イベント等の開催】 

市主催（共催）の市民が参加するイベント等（指定管理者含む）については、 

原則、中止又は延期することとする。 
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更新日：令和2年4月7日

新型コロナウイルス感染症に係る公共施設等の対応について

■市立小・中学校の対応について

■学童保育室の対応について

■保育園の対応について

■私立幼稚園への要請について

■利用できない公共施設

施設名称 状況 内容 利用できない期間 所管課 更新日

東部連絡所 休館 5月6日まで 市民課 4月7日

笹目コミュニティセンター 休館 受付業務は通常通り 5月6日まで 協働推進課 4月7日

新曽南多世代交流館 休館 受付業務は通常通り 5月6日まで 協働推進課 4月7日

ボランティア・市民活動支
援センター

休館 5月6日まで 協働推進課 4月7日

保養所 休館
5月6日（宿泊分）ま
で

防犯くらし交通課 4月7日

文化会館 一部休止
・開館時間短縮　9：00～18：00
・受付業務は通常通り

5月6日まで 文化スポーツ課 4月7日

スポーツセンター 一部休止 受付業務は通常通り 5月6日まで 文化スポーツ課 4月7日

観光情報館トビック 休館 5月6日まで 経済政策課 4月7日

惣右衛門公園 閉鎖 5月6日まで みどり公園課 4月7日

新田公園 閉鎖 5月6日まで みどり公園課 4月7日

笹目公園 閉鎖 5月6日まで みどり公園課 4月7日

北部公園 閉鎖 5月6日まで みどり公園課 4月7日

後谷公園 閉鎖 茶室のみ閉鎖 5月6日まで みどり公園課 4月7日

荒川水循環センター上部
公園

閉鎖 5月6日まで みどり公園課 4月7日

彩湖・道満グリーンパーク 閉鎖
4月10日までは開園
4月11日以降は閉鎖

5月6日まで みどり公園課 4月7日

市立小・中学校の対応については、5月6日まで臨時休業します。

※始業式は中止、入学式は延期（時期は未定）

公立及び民間学童保育室については、4月11日まで一日保育を実施します。

4月13日以降については、4月10日までに決定しお知らせします。

公立学童保育室の一時保育事業については、5月6日まで中止します。

登園の自粛をお願いします。

ただし、必要なご家庭につきましては、通常通りの保育を提供します。

臨時休園の検討を要請します。

所管課：教育総務課

所管課：保育幼稚園室

所管課：保育幼稚園室

所管課：保育幼稚園室
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ボール公園 閉鎖 5月6日まで みどり公園課 4月7日

稲荷広場 閉鎖 5月6日まで みどり公園課 4月7日

上戸田地域交流センター 休館
4月10日までは窓口業務は継続
4月11日以降は休館

5月6日まで 福祉総務課 4月7日

東部福祉センター 休館
4月10日までは窓口業務は継続
4月11日以降は休館

5月6日まで 福祉総務課 4月7日

新曽福祉センター 休館
4月10日までは窓口業務は継続
4月11日以降は休館

5月6日まで 福祉総務課 4月7日

西部福祉センター 休館
4月10日までは窓口業務は継続
4月11日以降は休館

5月6日まで 福祉総務課 4月7日

心身障害者福祉センター 休館
「もくせい園」「手話通訳者派遣事務
所」のみ継続

5月6日まで 障害福祉課 4月7日

親子ふれあい広場 休室 5月6日まで こども家庭課 4月7日

戸田公園駅前子育て広
場

一部休止

・子育て広場は休止
・利用者支援事業（相談事業）は実
施
・一時預かりは縮小

5月6日まで こども家庭課 4月7日

ファミリー・サポート・セン
ター

縮小 5月6日まで こども家庭課 4月7日

産前産後ヘルプサービス 縮小 5月6日まで こども家庭課 4月7日

児童センター　こどもの国 休館 5月6日まで 児童青少年課 4月7日

児童センター　プリムロー
ズ

休館 5月6日まで 児童青少年課 4月7日

青少年の広場 閉鎖 5月6日まで 児童青少年課 4月7日

教育センター 一部休止
・貸室の利用は休止
・相談業務は継続

5月6日まで 教育政策室 4月7日

福祉保健センター 一部休止
・貸室の利用は休止
・カフェこるぽは営業中止
・受付業務は通常通り

5月6日まで 福祉保健センター 4月7日

図書館 休館
4月10日までは窓口業務は継続
4月11日以降は休館

5月6日まで 生涯学習課 4月7日

郷土博物館 休館 5月6日まで 生涯学習課 4月7日

彩湖自然学習センター 休館 5月6日まで 生涯学習課 4月7日

芦原小学校生涯学習施
設

休館 5月6日まで 生涯学習課 4月7日

少年自然の家 休館 5月6日まで 生涯学習課 4月7日

■利用できる公共施設

施設名称 内容 期間 所管課 更新日

市役所
※日曜窓口（5/3）中止
※水曜延長窓口（4/15、4/22）中止

4月7日

新曽南庁舎 ※新曽南多世代交流館は休館 上下水道経営課 4月7日

美笹支所 ※水曜延長窓口（4/15、4/22）中止 市民課 4月7日

戸田公園駅前出張所 市民課 4月7日

健康福祉の杜 長寿介護課 4月7日

市民医療センター
※状況に応じて、停止する診療が
ありえます。

市民医療センター 4月7日
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