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第１４回大和町新型コロナウイルス感染症対策本部会議における決定事項等 

令和２年９月１日（火） 

 

（１） 国内及び県内の発生状況等について（報告） 

 

（２） 宮城県対策本部会議の決定事項等について（報告） 

 

（３）町有施設開放状況について（協議） 

施設名 利用の再開等 

吉岡コミュニティセンター 

利用可 

※ただし、調理室は当面の間、利用休止 

町民研修センター 

吉田コミュニティセンター 

宮床基幹集落センター 

鶴巣防災センター 

ふれあいの杜 

（南部コミュニティセンター） 

吉田ふるさとセンター 

落合ふるさとセンター 

吉岡児童館 

利用可 

もみじケ丘児童館、 

杜の丘児童館 

よしおか放課後児童クラブ 

宮床児童館 

吉田児童館 

鶴巣児童館 

落合児童館 

児童支援センター 利用可  ※ただし予約制。人数制限あり。 

ひだまりの丘 

（保健福祉総合センター） 

利用可 

※ただし、入浴施設、休憩室は当面の間利用不可。 

花野果ひろば七ツ森 

利用可 

四十八滝運動公園 

立輪水辺公園 

蛇石せせらぎ公園 

あさひな湖畔公園 

旗坂野営場 

蝋梅の咲く頃 

七ツ森陶芸体験館 

南川ダム資料館 

吉岡本陣案内所 

七ツ森ふれあいの里 

（バンガロー） 
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小・中学校校庭 
利用可 

※ただし、当面は町内のスポーツ少年団の利用に限る。 

小・中学校屋内運動場 
利用可 

※ただし、当面は町内のスポーツ少年団の利用に限る。 

総合運動公園 

総合体育館アリーナ 
利用可  ※人数制限等あり 

 総合体育館柔道場 利用可  ※人数制限等あり 

 総合体育館トレーニング室 利用可  ※当面は予約制、人数、時間制限等あり 

 テニスコート 利用可  ※人数制限等あり 

 陸上競技場 利用可 

 多目的広場 工事のため利用不可 ※令和２年１０月頃から利用再開予定 

ダイナヒルズ運動公園 

 野球場 
利用可  ※人数制限等あり 

 テニスコート 利用可  ※人数制限等あり 

 多目的広場 工事のため利用不可 ※令和２年１０月頃から利用再開予定 

体育センター 利用可  ※人数制限等あり 

武道館 利用可 

自転車競技場 利用可  ※人数制限あり、県外の利用不可 

レクリエーション広場 
利用可（宮床、北目、玉ケ池） 

※鶴巣山田、三ケ内は当面の間利用不可 

教育ふれあいセンター 

 校舎 
利用可  ※ただし、町内の個人・団体の利用に限る 

 グラウンド 利用可  ※ただし、町内の個人・団体の利用に限る 

 屋内運動場 利用可  ※ただし、町内の個人・団体の利用に限る 

宮床歴史の村 利用可 

まほろばホール 

（ふれあい文化創造センター） 

利用可 

※調理室は当面の間利用休止 

※人数制限等あり 

※大ホールは午前・午後のみ利用可（夜間は仕込みのみ可） 

町内各公園 通常利用（公園内にある利用上の注意看板を参照のうえ利用） 

令和２年９月１日時点 

 

 いずれの施設も、以下の感染拡大防止対策への協力をお願いします。 

・マスクの着用。（体育施設等は可能な範囲で協力を求める） 

・自宅もしくは会場での検温。 

・会議室等の利用人数制限。 

・会場の常時又は定期的換気 

・座席間隔をあけての利用 

・手指の消毒 

・小・中学校校庭及び屋内運動場、レクリエーション広場、教育ふれあいセンターグラウンド及び

屋内運動場については当面の間、各種大会、練習試合、イベントでの利用は不可とします。 

・その他各施設に応じた利用人数制限などがありますので、ご協力をお願いします。 

 総合運動公園、ダイナヒルズ運動公園、体育センター、自転車競技場の人数制限等の詳細につ

いては、総合体育館（電話 022-346-2178）にお問い合わせください。 
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（４）イベント・会議について（協議） 

 

実施予定時期 事業等名称 対応方針 主管課等 

９月６日 町民運動会 中止 生涯学習課 

９月１９日 大和町秋季テニス大会 中止 生涯学習課 

９月２０日 

大和町総合体育館グリーンヒ

ルカップ小学生バレーボール

大会 

中止 生涯学習課 

９月２１日前後 敬老会 中止 福祉課 

９月２７日 伊達いわなまつり 延期 農林振興課 

１０月１１日 第１２回まほろば音楽祭 中止 
公民館 

まほろばホール 

１０月１８日 七ツ森ハーフマラソン 令和３年度に実施 生涯学習課 

１０月２５日 
町制施行６５周年記念 

三山ひろしコンサート 2020 
中止 

公民館 

まほろばホール 

１０月２７日～３１日 

１１月５日～１３日 
総合健康診断 

当初予定 

５月２２日～６月１日 

町民生活課 

健康支援課 

１１月 ３日 
町制施行６５周年記念式典・

表彰式 

規模を縮小して実施 

当初予定４月１９日 
総務課 

１１月 ７日 

    ８日 
町民文化祭 中止 

公民館 

まほろばホール 

１１月 ８日 産業まつり 中止 農林振興課 

１１月２８日 

２９日 

町制施行６５周年記念 

町民ミュージカル 
中止 

公民館 

まほろばホール 

１１月２１日 第３４回お立ち酒全国大会 中止 商工観光課 
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町主催イベント・会議等の考え方について 

 

令和２年９月１日 

大和町新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

 国では，基本的対処方針（令和 2年 5月 25日変更）に基づき，５月２５日以降，移行期間として

は概ね３週間ごと地域の感染状況や感染拡大リスク等の評価を行いながら，イベント開催制限等の

段階的緩和を図ってきたが，９月末までは人数上限を解除しない方針が再延長となった。 

 宮城県でも，国の方針等も踏まえ９月末まで方針を再延長したところである。 

このような状況から，「町主催イベント・会議等の考え方について」（令和 2年 6月 19日）を，国

の基本的対処方針や県主催イベント・会議等の考え方（令和 2年 8月 31日）等の内容を踏まえ，以

下のとおりとする。 

 なお，この考え方については，患者発生状況や国・県の動向等を踏まえ適宜見直しを行う。 

 

 

１ 町主催のイベントについて（式典・講演会・研修会等） 

イベント開催は「新しい生活様式の定着」を前提とし，全てのイベントについて，適切な感染防

止対策が整わないイベントは原則中止または延期を含め慎重な対応をする。 

時期 場所 収容率 人数上限 

９月１日～９月３０日 
屋内 ５０％以内 原則５，０００人 

屋外 十分な間隔※できれば 2ｍ 原則５，０００人 

※収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必要） 

※全国的又は広域的な人の移動を伴う大規模イベントは原則中止又は延期とする。 

 

【開催する場合の留意事項】 

① 会場及び待合場所等における３つの密（密閉・密集・密接）を徹底して回避すること 

② 人と人との間隔をできるだけ確保すること 

③ 大声での発声，歌唱や声援，又は近接した距離での会話等がされないよう留意すること 

④ 参加者の名簿を作成し，連絡先等を把握しておくこと 

⑤ イベント等の前後や休憩時間などの交流等を極力控えるよう呼びかけること 

⑥ 次に該当する方は参加を控えてもらうよう，事前に周知すること 

・風邪のような症状がある（発熱・咳・咽頭痛・鼻水・鼻づまり） 

・２週間以内に海外（感染流行国）又は国内の感染流行地域へ旅行・出張した 

⑦ 高齢者や基礎疾患がある者，妊婦は人混みをできる限り避けること 

⑧ マスクの着用及び咳エチケットの励行を呼びかけること 

⑨ 手洗い，手指消毒を徹底すること 

⑩ 会場の入り口等にアルコール消毒液を設置すること 

⑪ こまめに換気を行うこと（１時間ごとに５～１０分を目安とする） 

⑫ 入場者の制限や誘導を必要に応じて行うこと 

⑬ 屋外で十分な距離（２メートル以上）が確保できる場合には，熱中症のリスクを考慮しマスク

を外しても構わないこと 

⑭ 参加者に接触確認アプリの活用を促すこと 

 

２ 町主催の会議（審議会，説明会等）について 

・ 実施する場合は，規模の縮小や感染予防策を徹底すること。（イベントを開催する場合の留意事

項を参照） 

・ ウェブ会議等の活用も検討すること 
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３ 職員の出張について 

・ 業務上の必要性を精査した上で，出張時期や方法等を見直すこと。 

・ 業務上出張せざるを得ない場合については，最小限の人数で，混雑時や「３つの密」を徹底的に

回避するほか，こまめな手洗い，マスクの着用，身体的距離の確保等感染予防策を徹底するこ

と。 

・ 感染拡大傾向のある地域での行動は慎重にすること。 

 


