
第６回 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第 

 

                          日時：令和 2年 5月 15日（金） 

                             午後 6時 30分から 

                          会場：木田庁舎 401会議室 

 

 

 

１ 緊急事態宣言の解除の条件と県・市の状況について 

 

 

 

 

 

２ 健康相談窓口（コールセンター）の状況について 

 

 

 

 

 

３ 緊急事態宣言の解除を受けての今後の対応について                     

 

⑴  幼稚園、小中学校、放課後児童クラブ … 資料１ 

 

 

⑵  屋内体育施設及びイベント等の開催  … 資料２ 

 

 

４ その他                   

 

 

 

５ 本部長指示 



 

 

市立幼稚園、小中学校の再開について 

 

５月 14日、新潟県を対象とした国の緊急事態宣言が解除となったこと、また、市内

での感染状況が抑制されていることを鑑み、現在の分散登校による小中学校等の学校

再開措置を変更し、周知、準備期間を設けた上で、感染症予防対策の徹底の下、通常登

校とする。 

 

１ 対象となる学校等 

  上越市立幼稚園、小学校、中学校 

 

２ 通常登校の開始時期 

  5月 20日（水）から 

  ※市内での感染状況により変更もある 

 

３ 学校生活について 

（1） 登校前、登校中、登校後の健康観察を徹底する。 

（2） 教室の換気をはじめ、特別教室や空き教室を活用するなどして、学校におけ

る 3密（密閉・密集・密接）を回避する措置を講じるとともに、手洗いやマス

クの着用、活動後の消毒を徹底するなど新しい生活様式を実践する。 

（3） マスクの着用による熱中症予防のため、こまめに水分補給を行う。 

（4） 体育や音楽、技術・家庭科等の授業手法についての留意点は、別途通知する。 

 

４ 部活動等の対応について 

通常登校は授業実施を最優先するものであり、引き続き感染リスクを最小限とす

る必要があることから、市立小中学校における課外活動や部活動の中止と学校施

設の開放の休止は、5月 31日まで継続する。 

 

５ 放課後児童クラブの開設について 

通常登校に伴い、5月 20日（水）から以下のとおり開設する。 

 ※日曜、祝日は開設しない。 

・開設時間 

平日：午後 2時 30分～午後 6時 00分 

土曜：午前 8時 00分～午後 6時 00分  

※土曜日の早朝の利用希望がある児童クラブは午前 7時 30分から開設 

    ※延長の利用希望がある児童クラブは午後 7時 00分まで開設 

 

資料１  



屋内体育施設等の臨時休館の解除及びイベント等の開催の取扱いについて 

 

5月 14日に国の緊急事態宣言が 39県で解除（基本的対処方針の改定）及び 15日

の県の対応方針の変更を受けて、市では、引き続き市民の皆さんから感染拡大を予

防する「新しい生活様式」を実践していただくとともに、市としても感染症拡大防

止の徹底を図った上で、以下のとおり対応する。 

 

１ 屋内体育施設等の臨時休館の解除について 

屋内体育施設等の臨時休館を 5月 20日（水）に解除する。 

（当初の予定を 1日前倒し） 

 

○ 主な施設 

施設区分 主な施設名 

体 育 館 リージョンプラザ上越(インドアスタジアム)、上越体操場ジムリーナ等 

プ ー ル Ｂ＆Ｇ海洋センター、オールシーズンプール（設備修繕中）等 

柔剣道場 高田スポーツセンター 

※ 上越市総合体育館の 2階アリーナは、特別定額給付金の作業の目途がつき次 

第、一般の利用が可能。 

※ この他、体育施設機能を有する複合的施設（生涯学習センター、ユートピア 

くびき、カルチャーセンター、ラーバンセンター等）における体育の用に供す 

る使用の制限も併せて解除する。 

 

２ イベント等の開催の取扱いについて   

  市が主催または共催するイベント等について、当面、次の 2点を目安に、適切な

感染防止策を講じた上で、開催を可とする。 

 

・屋内：100人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数にすること 

  ・屋外：200人以下、かつ人と人との距離を十分に確保できること 

（できるだけ 2メートル） 

 

  なお、全国的かつ大規模なイベント等の開催については、感染拡大のリスクを考 

慮し、中止又は延期とする取扱いを継続する。 

 

 

 

資料２ 



令和2年5月15日現在

1 体育館 高田スポーツセンター スポーツ推進課 上越市本城町9-50 5月20日 （水） 屋内体育施設等

2 体育館
上越勤労身体障害者体育
館

スポーツ推進課 上越市木田1-17-33 5月20日 （水） 屋内体育施設等

3 体育館 総合体育館 スポーツ推進課 上越市木田1-17-33 5月20日 （水）

屋内体育施設等
2階競技場は、定額給
付金の作業が終了次
第一般利用可。

4 体育館 安塚Ｂ＆Ｇ海洋センター スポーツ推進課 上越市安塚区和田559番地 5月20日 （水） 屋内体育施設等

5 体育館 浦川原体育館 スポーツ推進課
上越市浦川原区六日町150
番地

5月20日 （水） 屋内体育施設等

6 体育館 大島多目的ホール スポーツ推進課 上越市大島区大平3860番地 5月20日 （水） 屋内体育施設等

7 体育館 牧体育館 スポーツ推進課 上越市牧区田島703番地4 5月20日 （水） 屋内体育施設等

8 体育館 柿崎総合体育館 スポーツ推進課 上越市柿崎区法音寺685-1 5月20日 （水） 屋内体育施設等

9 体育館 柿崎体育館 スポーツ推進課
上越市柿崎区直海浜1155番
地

5月20日 （水） 屋内体育施設等

10 体育館 大潟体育センター スポーツ推進課
上越市大潟区岩野古新田
657-1

5月20日 （水） 屋内体育施設等

11 体育館 吉川体育館 スポーツ推進課
上越市吉川区原之町1819番
地1

5月20日 （水） 屋内体育施設等

12 体育館 中郷総合体育館 スポーツ推進課 上越市中郷区藤沢964-1 5月20日 （水） 屋内体育施設等

13 体育館
板倉農業者トレーニングセ
ンター

スポーツ推進課 上越市板倉区針986 5月20日 （水） 屋内体育施設等

14 体育館 板倉北部スポーツセンター スポーツ推進課 上越市板倉区稲増434-1 5月20日 （水） 屋内体育施設等

15 体育館 清里スポーツセンター スポーツ推進課 上越市清里区平成1788番地 5月20日 （水） 屋内体育施設等

16 体育館 三和体育館 スポーツ推進課 上越市三和区島倉2382-3 5月20日 （水） 屋内体育施設等

17 体育館 三和スポーツセンター スポーツ推進課 上越市三和区島倉2382-3 5月20日 （水） 屋内体育施設等

18 体育館 三和西部スポーツハウス スポーツ推進課 上越市三和区下中3335-8 5月20日 （水） 屋内体育施設等

19 体育館 保倉体育館 スポーツ推進課 上越市上吉野1640-1 5月20日 （水） 屋内体育施設等

20 体育館 教育プラザ(体育館) スポーツ推進課 上越市下門前1770 5月20日 （水） 屋内体育施設等

21 プール オールシーズンプール スポーツ推進課 上越市新光町1-9-1 故障修繕中
屋内体育施設等
修繕が終わり次第開
館

22 プール 柿崎屋内水泳プール スポーツ推進課 上越市柿崎区法音寺392-26 5月20日 （水） 屋内体育施設等

23 スポーツ施設（その他） 高田城址公園（弓道場） スポーツ推進課 上越市本城町9-50 5月20日 （水） 屋内体育施設等

24 スポーツ施設（その他）
浦川原運動広場（トレーニン
グ棟）

スポーツ推進課
上越市浦川原区長走579番
地

5月20日 （水） 屋内体育施設等

25 スポーツ施設（その他） 大潟体操アリーナ スポーツ推進課 上越市大潟区潟町703-2 5月20日 （水） 屋内体育施設等

26 スポーツ施設（その他） 上越体操場 スポーツ推進課
上越市大潟区九戸浜338番
地

5月20日 （水） 屋内体育施設等

27 屋内ゲートボール場 中部ゲートボールハウス 高齢者支援課 上越市富岡3100番地 5月20日 （水） 屋内体育施設等

28 屋内ゲートボール場 高田西ゲートボールハウス 高齢者支援課 上越市大貫2丁目3番22号 5月20日 （水） 屋内体育施設等

29 屋内ゲートボール場 高田東ゲートボールハウス 高齢者支援課 上越市本新保564番地 5月20日 （水） 屋内体育施設等

30 屋内ゲートボール場 直江津ゲートボールハウス 高齢者支援課 上越市佐内町1-1 5月20日 （水） 屋内体育施設等

31 屋内ゲートボール場
大潟コミュニティスポーツハ
ウス

高齢者支援課 上越市大潟区雁子浜305-41 5月20日 （水） 屋内体育施設等

32 屋内ゲートボール場
板倉ふれあいゲートボール
場

スポーツ推進課 上越市板倉区針1270-2 5月20日 （水） 屋内体育施設等

33 屋内ゲートボール場 三和ふれあいホール 高齢者支援課
上越市三和区島倉2447番地
3

5月20日 （水） 屋内体育施設等

備　考

臨時休館を解除する施設一覧

№ カテゴリー 施　設　名 施設所管課 所　在　地
解除日

（開館する日）


