
第４３回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 議事概要 
 

１ 日 時 令和３年８⽉２６日（⽊） １４時２０分 １４時４０分 

２ 場 所 本庁３階 第三会議室 

３ 出席者 資料席次表参照 

４ 議事概要 

（１）新型コロナウイルス感染状況等について 【保健福祉局】 

    [感染症対策担当局⻑] 
昨日開催された国の新型コロナウイルス感染症対策本部会議における直近の感染状況等

についても、過去最⼤の⽔準を更新し続けており、全国的にほぼすべての地域でこれまでに

経験したことのない感染拡⼤が続いている。 

変異株に関する分析でも、デルタ株、直近では各地で 9 割を超える状況と推計されており、

ほぼ置き換わったと考えられている。それに伴い、感染者数もこれまでにはない規模で全国

的に増加する中、社会活動の増加の影響もあり、更に感染者数が増加する可能性がある

とされている。全国的にも 20 才未満の感染者が増加していることもあり、今後夏休み明け

で学校が再開するに伴い、感染が拡⼤しないよう対策が必要と述べられている。 

その中、緊急事態宣⾔が発令されることになり、昨日に引き続き、再度の市⺠の皆様への

お願いとして、まずは基本的な感染対策の徹底、それと共に事業者の皆様には、業種別ガ

イドラインの再徹底、職場での感染防止策の強化、症状のある方は出社させず休ませるこ

との徹底をお願いしたい。 

また、ワクチンを接種した方を含めて、外出はなるべく避け、家庭で過ごすことと、外出せざる

を得ない場合も、混雑した場所や時間など感染リスクが高い場面を避けていただきたい。 

また、ワクチン接種を積極的に受けていただくとともに、少しでも体調が悪ければ PCR 検査を

念頭に置いた受診を⾏っていただきたい。 

また、学校園における感染対策の徹底についても、児童生徒本人や家族の中での発熱等

の症状が⾒られる場合には、登校せず、医療機関の受診をお願いするとともに、教職員の

方についてはワクチン接種をお願いしたい。 

ワクチンについては、本日から妊婦の方とそのパートナーの方を対象に集団接種会場での予

約を開始したところ。既に本日１３０人を超える申し込みをいただいた。来週からは３０歳

以下の方の予約を開始するので、ぜひワクチン接種を進めていただきたい。 

（２）感染拡大防止を目的とした取り組みについて 【危機管理室】 

    [危機管理監] 

        まずは市有施設の臨時休館について。 

市有施設のうち、観光施設及びスポーツ施設 計７７施設は 8 ⽉ 20 日から臨時休館

しているが、より⼀層、人の流れを抑制することを目的として、明日２７日より、⽂化施



設・社会教育施設など２５３施設を臨時休館に加えることとする。具体の施設は、別添

資料に記載している。期間は９⽉１２日までとする。 

なお、すでに使用許可済のもので、中止・延期が困難な場合には、感染予防策を徹底し

たうえで、使用を認めることとする。 

続いて岡⼭市主催⾏事等の開催制限の強化について。 

明日から 9 ⽉ 12 日までの間に実施される市が主催するイベント等について、人数上限を、

収容定員の５０％又は 5000 人の、いずれが小さい方とする。また、開催時間は原則

20 時までとする。イベント等の実施に当たっては、留意事項に記載している感染防止策を
徹底することとする。 

開催制限が強化された具体の内容として、従来は、収容率の上限が⼤声での歓声・声

援が無い場合には、100%まで可能であったものを、５０％に強化するものである。 

（３）保育園等の対応について 【岡⼭っ子育成局】 

    [岡⼭っ子育成局⻑] 

昨日、保育園、認定こども園、市⽴幼稚園について、緊急事態宣⾔が発令された場合の

予定として報告していたが、緊急事態宣⾔が発令されることになったので、８⽉２７日から

９⽉１２日までの間、同じ内容で実施する。 

原則、開園とし、可能な保護者に家庭保育をお願いする。また、表のとおり、保育料、副

食費を還付する。 

        児童クラブ等の対応も同様で、昨日予定として報告していたように、８⽉２７日から９⽉

１２日の間、児童クラブは原則開所とし、小学校の扱いに準じ、小学校が出席停止扱い

とした児童には登所を控えていただく。可能な方には利用を控えるよう協⼒をお願いする。

児童館、児童センター、地域子育て支援拠点事業については、休館、休業とするが、対面

しなくても実施できる電話相談は実施する。 

児童クラブの利用料、おやつ代は日割りで還付する。 

    [市⻑] 

教育委員会は昨日⽰されたものと変更はないということでよいか。 

    [教育⻑] 

変更ない。 

（４）救急搬送困難事案の推移等について 【消防局】 
    [地域安全担当部⻑] 

        ８⽉１６日から２２日までは、救急搬送困難事案は横ばい。今後も横ばい傾向を⽰す

と推測する。コロナ移送件数については、右肩上がりで推移して、今後も増加する傾向と

考えられる。 

           ８⽉１８日から救急隊の増強をして、これに対応しているところである。 

 



５ 本部⻑指⽰事項等 

本日の新規感染者数は 100 人。感染の勢いは収まっていない。市⺠の皆様には、⾃分や家族

を守るためにも、外出はなるべく避け、外出が必要な場合も、混雑した場所や時間を避けるようお

願いする。 

人流抑制の観点から、市有施設の利用についてもさらなる制限が必要と判断した。市有施設に

ついては、すでに休館している観光施設・スポーツ施設に加え、さらに⽂化施設・社会教育施設など

合わせて３３０施設を休館する。 

また、市の主催イベントの開催の目安についても、国が定める緊急事態措置の基準に合わせて
変更する。 

消防局からは、新型コロナウイルス感染者の搬送は増加しているが、救急搬送困難事案は横ば

いの状態で、十分な対応が取れているとの報告があった。安堵しているところである。 

政府のコロナ対策本部会議でも分析が⾏われているが、今回の感染拡⼤において、感染者の

中で若い世代の占める割合が急拡⼤している。われわれはこれまで、コロナウイルス感染による重症

化リスクが高い高齢者を守る施策を重視して進めてきた。この施策に⼀定の成果が出た今、若い世

代の方々、そして子供たちを守る施策が重要であるとの認識に⾄っている。 

学校における感染防止についてさらなる対策を⾏うこととした。子どもたちの感染の⼤半は、同居

家族からの 2 次感染であり、保護者の皆様には、家庭にウイルスを持ち込まない努⼒を、重ねてお

願いする。学校での感染拡⼤防止措置の⼀層の徹底、新しい措置については、昨日話したとおり

である。 

今日、保育園等の措置を決めた。緊急事態宣⾔後も引き続き開園するが、可能な範囲で家

庭での保育をお願いする。家庭で保育をお願いする場合は、保育料等は還付する。 

また、本日 8 ⽉ 26 日から、妊婦の方とその配偶者のワクチン接種予約が開始された。担当局

⻑からは非常に順調に動いていると報告があった。 

また、8 ⽉ 30 日からは、30 代以下の方のワクチン接種予約が始まる。若い世代の方々には是

非ワクチン接種をお願いしたい。ワクチンは新型コロナウイルスに対する切り札である。ぜひお願いした

い。 
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 １ 開 会 

     

 

２ 議 題 

 

（１）現時点における対応状況等について各局区室から報告 

 

① 保健福祉局 

② 危機管理室 

③ 岡山っ子育成局 

④ 消防局 

 

 （２）その他 

 

 

 ３ 閉 会 

 



〇危機管理監

消防局〇

〇

 

（報    道）

新型コロナウイルス対策本部会議配席図
（Ｒ3.8.26 第43回 ）

〇

                         〇                ○         



 
 
 

 

市有施設の臨時休館等について 
 
 令和 3 年 8 月 25 日付けで、岡山市が緊急事態措置を実施すべき区域とされたことを受
け、人流を抑制することで感染拡大を防止する目的で、市有施設において下記のとおり臨
時休館等を実施する。 
 
 

記 
 
 
１．すでに休館している施設 

・ 観光施設、スポーツ施設（７７施設） 

 

２．新たに休館を実施する施設 

  ・ 文化施設、社会教育施設など（２５３施設） 

 
３．実施期間 

  ・ 令和３年８月２７日(金)から令和３年９月１２日(日)までとする。 

※ なお、感染の状況等により、期間を変更することがある。 
 

４．その他 

・ なお、すでに使用許可済のもので、中止・延期が困難な場合には、業種別ガイド

ラインを遵守し、感染予防対策を徹底したうえで使用を認める。 

令 和 3 年 ８ 月 ２ ６ 日 
第 43 回新型コロナウイルス 
感 染 症 対 策 本 部 会 議 資 料 
危 機 管 理 室 



臨時休館 休止  市有施設

足守プラザ 北区 観光振興課 全施設休止
備中足守まちなみ館 北区 観光振興課 全施設休止
藤⽥千年治邸 北区 観光振興課 全施設休止
たけべ八幡温泉 北区 観光振興課 全施設休止
建部町産業観光物産案内所 北区 観光振興課 全施設休止
かながわＳＡＫＡＧＵＲＡ 北区 観光振興課 全施設休止
岡⼭市造⼭古墳ビジターセンター 北区 観光振興課 全施設休止
岡⼭市ももたろう観光センター 北区 観光振興課 全施設休止
半⽥⼭植物園 北区 庭園都市推進課 全施設休止
河原邸 北区 御津支所 総務⺠生課 全施設休止
近⽔園 北区 ⽂化財課 全施設休止
旧足守藩侍屋敷遺構 北区 ⽂化財課 全施設休止
たけべの森公園 北区 庭園都市推進課 全施設休止
岡⼭市⽴⽝島⾃然 家 東区 生涯学習課 全施設休止
⽝島公園 東区 庭園都市推進課 キャンプ場を休止
⻁⼝池野営場 南区 観光振興課 全施設休止
岡⼭シティミュージアム 北区 岡⼭シティミュージアム 全施設休止
岡⼭空襲展⽰室 北区 福祉援護課 全施設休止
岡⼭市環境学習センター「めだかの学校」 北区 生涯学習課 全施設休止
高松城址公園資料館 北区 庭園都市推進課 全施設休止
岡⼭市⽴歴史資料館足守⽂庫 北区 ⽂化財課 全施設休止
岡⼭市埋蔵⽂化財センター（展⽰室） 中区 ⽂化財課 全施設休止
岡⼭市御津郷⼟歴史資料館 北区 ⽂化財課 全施設休止
岡⼭市瀬⼾町郷⼟館 東区 ⽂化財課 全施設休止
岡⼭市灘崎歴史⽂化資料館 南区 ⽂化財課 全施設休止
旧旭東幼稚園園舎 北区 ⽂化財課 全施設休止
岡⼭市渋染⼀揆資料館 中区 人権推進課 全施設休止
足守テニスコート 北区 スポーツ振興課 全施設休止
野⼭テニスコート 北区 スポーツ振興課 全施設休止
野⼭武道館 北区 スポーツ振興課 全施設休止
吉備津弓道場 北区 スポーツ振興課 全施設休止
二日市公園テニスコート 北区 スポーツ振興課 全施設休止
二日市スポーツ広場 北区 スポーツ振興課 全施設休止
福谷スポーツ広場 北区 スポーツ振興課 全施設休止
津島スポーツ広場 北区 スポーツ振興課 全施設休止
吉備の中⼭スポーツ広場 北区 スポーツ振興課 全施設休止
御津グラウンドゴルフ場 北区 スポーツ振興課 全施設休止
建部町総合スポーツセンター 北区 スポーツ振興課 全施設休止
建部町Ｂ＆Ｇ海洋センター 北区 スポーツ振興課 全施設休止
建部町農村教養⽂化体育施設 北区 スポーツ振興課 全施設休止
御津スポーツパーク 北区 スポーツ振興課 全施設休止
承芳ふれあい広場 北区 スポーツ振興課 全施設休止
⼀宮浄化センタースポーツ広場 北区 ⼀宮浄化センター 全施設休止
旭⻄排⽔        広場 北区 下⽔道経営企画課 全施設休止
岡⼭⻄部総合公園（仮称） 北区 庭園都市推進課 岡山ドーム、多目的広場を休止
健康みつ２１公園 北区 庭園都市推進課 多目的広場を休止
国際児童年記念公園    森 北区 庭園都市推進課 全施設休止
岡⼭市日応寺⾃然の森
（日応寺⾃然の森公園） 北区 地域子育て支援課 多目的広場、テニス広場、パターゴルフ広場

を休止
牟佐スポーツ広場 北区 スポーツ振興課 全施設休止
桑野スポーツ広場 中区 スポーツ振興課 全施設休止
⻯之⼝    広場 中区 スポーツ振興課 全施設休止
財⽥スポーツ広場 中区 スポーツ振興課 全施設休止
岡⼭市東⼭プール 中区 スポーツ振興課 全施設休止
東⼭テニスコート・バレーボールコート 中区 スポーツ振興課 全施設休止
平井排⽔センタースポーツ広場 中区 下⽔道経営企画課 全施設休止
奥市公園 中区 スポーツ振興課 全施設休止
操⼭公園 中区 庭園都市推進課 ⾥⼭     休止
百間川緑地 中区 庭園都市推進課 全スポーツ施設を休止
おまちアクアガーデン 中区 庭園都市推進課 全施設休止
⻄⼤寺武道館 東区 スポーツ振興課 全施設休止
瀬⼾町   艇庫 東区 スポーツ振興課 全施設休止
上道公園野球場 東区 スポーツ振興課 全施設休止
瀬⼾町総合運動公園 東区 スポーツ振興課 全施設休止
瀬⼾町江尻      東区 スポーツ振興課 全施設休止
東岡⼭スポーツ広場 東区 スポーツ振興課 全施設休止

観光施設

区分 施設名 所在区 担当課 休止内容、継続業務など

博物館・美術
館 資料館

体育施設・野球
場・テニスコート・
サッカー場・総合
運動公園　等



区分 施設名 所在区 担当課 休止内容、継続業務など

上南剣道練習場 東区 スポーツ振興課 全施設休止
政⽥サッカー場 東区 スポーツ振興課 全施設休止
東部健康増進施設 東区 環境施設課 全施設休止
浅越スポーツパーク 東区 環境施設課 全施設休止
⻄⼤寺緑花公園 東区 庭園都市推進課 百花プラザを休止
六番川⽔ 公園 東区 庭園都市推進課 体育館、多目的広場、テニスコートを休止
吉井川第１緑地 東区 庭園都市推進課 多目的広場、野球場、テニスコートを休止
瀬⼾吉井川緑地 東区 庭園都市推進課 全施設休止
向州公園 東区 スポーツ振興課 全施設休止
興除テニスコート 南区 スポーツ振興課 全施設休止
藤⽥錦スポーツ広場 南区 スポーツ振興課 全施設休止
藤⽥都スポーツ広場 南区 スポーツ振興課 全施設休止
藤⽥都六区    広場 南区 スポーツ振興課 全施設休止
灘崎野球場 南区 スポーツ振興課 全施設休止
灘崎体育センター 南区 スポーツ振興課 全施設休止
当新⽥公園サッカー場 南区 スポーツ振興課 全施設休止
岡⼭市⽴市⺠屋内温⽔   南区 スポーツ振興課 全施設休止
当新⽥健康増進施設 南区 環境施設課 全施設休止

浦安総合公園 南区 庭園都市推進課 体育館 野球場        ⻄地区研
修室、⼤型遊具を休止

⼭⽥グリーンパーク 南区 スポーツ振興課 全施設休止
灘崎町総合公園 南区 庭園都市推進課 全スポーツ施設、⼤型遊具を休止
なださきレークサイドパーク 南区 庭園都市推進課 多目的広場を休止
小串    広場 南区 スポーツ振興課 全施設休止
岡⼭コンベンションセンター 北区 プロモーション・MICE推進課 全施設休止
岡⼭シンフォニーホール 北区 ⽂化振興課 全施設休止
岡⼭市⺠会館 北区 ⽂化振興課 全施設休止
⻄川     北区 生涯学習課 全施設休止
⻄部       北区 環境施設課 全施設休止
岡⼭市⼭上  交流館 北区 環境施設課 全施設休止
御津ふれあいプラザ 北区 区政推進課 全施設休止
建部町⽂化センター 北区 区政推進課 全施設休止
岡⼭市勤労者福祉センター 北区 産業振興・雇用推進課 貸室部分のみ閉鎖
岡⼭市⻄消防署 消防防災    北区 ⻄消防署 防災展⽰ホールなど休止
岡⼭市⽴市⺠⽂化   中区 区政推進課 全施設休止

岡⼭市福祉⽂化会館 中区 区政推進課
地域子育て支援課 全施設休止

岡⼭市人権啓発センター 中区 人権推進課 相談業務は継続
岡⼭市中消防署・⽔防センター 中区 中消防署 防災展⽰ホールなど休止
東部リユースぷらざ 東区 東部リサイクルプラザ 全施設休止
岡⼭市灘崎⽂化センター 南区 区政推進課 全施設休止
岡⼭市⽴中央図書館 北区 中央図書館 予約図書の受渡・返却は継続
岡⼭市⽴幸町図書館 北区 幸町図書館 予約図書の受渡・返却は継続
岡⼭市⽴伊島図書館 北区 伊島図書館 予約図書の受渡・返却は継続
岡⼭市⽴足守図書館 北区 足守図書館 予約図書の受渡・返却は継続
岡⼭市⽴御津図書館 北区 御津図書館 予約図書の受渡・返却は継続
岡⼭市⽴建部町図書館 北区 建部町図書館 予約図書の受渡・返却は継続
岡⼭市⽴視聴覚      北区 視聴覚ライブラリー 予約図書の受渡・返却は継続
⻄⼤寺緑花公園緑 図書室 東区 ⻄⼤寺緑花公園緑 図書室 予約図書の受渡・返却は継続
岡⼭市⽴瀬⼾町図書館 東区 瀬⼾町図書館 予約図書の受渡・返却は継続
岡⼭市⽴浦安総合公園図書館 南区 浦安総合公園図書館 予約図書の受渡・返却は継続
岡⼭市⽴灘崎図書館 南区 灘崎図書館 予約図書の受渡・返却は継続
岡⼭市⼤井児童館 北区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市清輝児童センター 北区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市富原児童館 北区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市三門児童センター 北区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市馬屋下児童館 北区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市平津児童館 北区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市北    児童館 北区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市ふれあい児童館 中区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市浜川原児童館 中区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市財⽥児童センター 中区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市旭東児童センター 中区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市宿毛児童館 東区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市久保東児童館 東区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市児童館ゆう遊プラザ 東区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市⻄⼤寺    児童館 東区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市植松児童館 南区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市片岡児童館 南区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市七区児童館 南区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市興除児童館 南区 地域子育て支援課 全施設休止

⽂化センター・
ホール・展⽰施
設

図書館

児童館・児童セ
ンター



区分 施設名 所在区 担当課 休止内容、継続業務など

岡⼭市⼤曲児童館 南区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市錦児童館 南区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市⻄    児童館 南区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市南ふれあい児童館 南区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市障害者体育センター 北区 障害福祉課 全施設休止
岡⼭市瀬⼾町健康福祉 館 東区 保健福祉企画総務課 体育館、会議室を休止
北        北区 福祉援護課 窓⼝業務は継続
岡⼭ふれあいセンター 中区 福祉援護課 窓⼝業務は継続
⻄⼤寺        東区 福祉援護課 窓⼝業務は継続
⻄        南区 福祉援護課 窓⼝業務は継続
南ふれあいセンター 南区 福祉援護課 窓⼝業務は継続
岡⼭市ウェルポートなださき 南区 福祉援護課 窓⼝業務は継続
岡⼭市御津⽼人福祉    北区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市建部町⽼人福祉    北区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市建部町在宅福祉        北区 高齢者福祉課 旧福寿園部分を休止
岡⼭市⽴岩井⽼人憩 家 北区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴⼤井⽼人憩 家 北区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴清輝⽼人憩 家 北区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴富原⽼人憩 家 北区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴松尾園 北区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴財⽥⽼人憩 家 中区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴宿毛⽼人憩 家 東区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴雄神⽼人憩 家 東区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴興除園 南区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴川張⽼人憩 家 南区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴彦崎⽼人憩 家 南区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴都⽼人憩 家 南区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴都六区⽼人憩 家 南区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⽴錦六区⽼人憩 家 南区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市浮⽥ふれあいプラザ 東区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市古都ふれあいプラザ 東区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市吉井川ふれあいプラザ 東区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市植松⽼人       南区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市⻄高崎       南区 高齢者福祉課 全施設休止
岡⼭市福祉交流   三友 北区 人権推進課 相談業務は継続
岡⼭市福祉交流   ⼤井 北区 人権推進課 相談業務は継続
岡⼭市福祉交流   岡輝 北区 人権推進課 相談業務は継続
岡⼭市福祉交流   建部 北区 人権推進課 相談業務は継続
岡⼭市福祉交流   富原 北区 人権推進課 相談業務は継続
岡⼭市福祉交流   旭東 中区 人権推進課 相談業務は継続
岡⼭市福祉交流       中区 人権推進課 相談業務は継続
岡⼭市福祉交流     中区 人権推進課 相談業務は継続
岡⼭市福祉交流   ⼭南 東区 人権推進課 相談業務は継続
岡⼭市福祉交流   雄神 東区 人権推進課 相談業務は継続
福祉 店 元気 輪 北区 障害福祉課 全施設休止

社会教育施設 全公⺠館（公⺠館３７館・分館２１館） 全区 ⽣涯学習課
予約図書の受渡・返却、市⺠サービス
窓口は継続

岡⼭市御津下畑活性化センター 北区 農林⽔産課 全施設休止
岡⼭市御津星原資源利活用施設 北区 農林⽔産課 全施設休止
岡⼭市御津農産物加工施設 北区 農林⽔産課 全施設休止
岡⼭市建部町⻑尾農村活性化    北区 農林⽔産課 全施設休止
岡⼭市御津五城活性化センター 北区 農林⽔産課 全施設休止
岡⼭市御津⽊工芸センターログハウス匠 北区 農林⽔産課 全施設休止
岡⼭市サウスヴィレッジ 南区 農林⽔産課 ロードサイドマーケット（直売所）のみ営業

合宿所・研修所 岡⼭市⽴少年⾃然 家 北区 地域子育て支援課 全施設休止
岡⼭市城下地下広場 北区 交通政策課 ⼀般通⾏以外 催物等 休止
岡⼭市宇垣コミュニティセンター 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡⼭市⼤⽥活性化センター 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡⼭市男⼥共同参画社会推進    北区 ⼥性 輝      推進課 全施設休止
岡山市馬屋下コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市御南コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市平津コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市福谷コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市弘⻄コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市深柢コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市出石コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市大野コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市鯉山コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市伊島コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止

農業振興・農村
活性化施設

その他施設

社会福祉施設



区分 施設名 所在区 担当課 休止内容、継続業務など

岡山市南方コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市内山下コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市岡南コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市⿅⽥コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市高⽥コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市津島コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市横井コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市庄内コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市牧石コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市陵南コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市三軒屋ふれあい会館 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市足守コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市馬屋上コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市桃丘コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市⻄コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市清輝コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市牧山コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市宇⽢⻄地区コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市五城地区コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市宇⽢東地区コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市御津南地区コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市⾦川地区コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市葛城地区コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市竹枝コミュニティハウス 北区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市平井コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市旭⻯コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市高島コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市⻯之口コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市旭操コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市東山公園集会所 中区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市旭東コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市富山コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市財⽥コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市操南コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市宇野コミュニティハウス 中区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市浮⽥コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市犬島コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市古都コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市朝日コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市御休コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市豊コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市⻄大寺南コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市平島コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市可知コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市太伯コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市開成コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市大宮コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市⻄大寺コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市雄神コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市幸島コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市角山コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市政⽥コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市城東台コミュニティハウス 東区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市甲浦コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市⼩串コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市東畦コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市浦安コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市箕島コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市曽根コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市芳⽥コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市南輝コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市第一藤⽥コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止



区分 施設名 所在区 担当課 休止内容、継続業務など

岡山市福⽥コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市興除コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市芳泉コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市第二藤⽥コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市第三藤⽥コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市福島コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市灘崎コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市迫川コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止
岡山市七区コミュニティハウス 南区 市⺠協働企画総務課 全施設休止

※すでに使用許可済のもので、中止・延期が困難な場合には、業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を徹底したうえで使用を認める。



 
 
 

 
 

岡山市主催行事等の開催に関する方針について 

 

 岡山市主催行事等について、8 月 27 日から 9 月 12 日の間における、開催
の目安を以下のとおりとする。 
 

記 
 
１．催物開催の目安 

時 期 イベントの類型及び収容率 人数上限 
開催時間 

短縮 

８月２７日～ 

 ９月１２日 
５０％以内 ５，０００人 原則２０時 

 

２．催物の開催にあたっての留意事項 

・ 基本的な感染防止対策を徹底すること。（マスク着用、手指消毒、換
気の徹底、大声禁止、身体的距離の確保、会場での飲食制限など） 

・ 入退場時及び待合場所等の密集回避に努めること。 
・ 開催時間を原則２０時までとすること。 
・ イベント参加前後に路上・公園等における飲食などの感染リスクの高

い行動を控えるなど、直行・直帰を強く呼びかけること。 
・ 県内全域からの集客が予想されるイベント等は自粛すること。 
・ イベント、催物等の開催方法の変更（規模縮小、無観客化、分散開催）

や延期、中止を検討すること。 
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＊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) 



 

 

 

 

緊急事態宣言発令中の保育園等の対応について 

 

 

１ 対象施設 保育園、認定こども園、市立幼稚園 

 

２ 各施設の対応 

 緊急事態宣言発令後、その期間に応じ、次のとおり対応する。 

(1) 原則、開園する。 

(2) 家庭での保育等が可能な保護者に対し家庭での保育をお願いする。 

この場合の保育料等の取扱いは、次のとおりとする。 

種別 保育料（３歳未満児） 副食費(３歳以上児) 

保育園 日割り還付(１日以上) 各月６日以上欠席の場合、

半額減免 認定こども園 

市立幼稚園   

(3) 感染防止に関する取組の更なる周知徹底 

 

３ 対応を行う理由 感染拡大防止のため 

 （園児、保護者、職員を含めた市中感染拡大防止） 

 

４ 期間 ８月２７日（金）から９月１２日（日）まで 

（緊急事態宣言発令期間中） 
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１　各施設の対応

種別 利用料 おやつ代 期間

放課後児童クラブ 開所

・緊急事態宣言発令後も原則、開所とする。
・小学校の扱いに準じ、小学校が「出席停止」
扱いとした児童は登所を控えていただく。
・可能な方には利用を控えるよう協力をお願
いする。

日割還付
（１日以上）

日割還付
（１日以上）

市立児童館・児童センター 臨時休館

地域子育て支援拠点事業 臨時休業

２　理由

・最大限の感染拡大防止を図りつつ、社会生活を維持するためのセーフティネットとしての役割を果たしていく必要があるため。

緊急事態宣言発令中の放課後児童クラブ等の対応

対応

8/27(金)～9/12(日)

・感染拡大防止のため休館・休業とするが、
直接対面しなくても実施できる電話相談につ
いては実施する。



（１週間単位）

38

32

17

10
12

10

25

19

24

24

39
39

20

11

17

25

29

28

23
23

14 10

7

3

7

5

10

6
7

8

14

26

36

1 0

1

4

11 17

28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

R3.1/11 1/17 5/10 5/16 5/17 5/23 7/5 7/11 7/12 7/18 7/19 7/25 7/26 8/1 8/2 8/8 8/9 8/15 8/16 8/22

第４波
ピーク時 7月5 8月22日

増隊 (5/19 6/4)

■ 病院交渉４回以上（Ａ） ■ 現場滞在時間３０分以上（Ｂ）
■ ＡかつＢ（救急搬送困難事案） 新型コロナ患者移送

（件）

第３波
ピーク時

救急搬送困難事案の推移

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ６ 日
第４３回新型コロナウィルス
感 染 症 対 策 本 部 会 議 資 料
消 防 局

増隊 (8/18 )


