
令和２年６月１日 

町民の皆さまへ 

遊佐町新型コロナウイルス感染症対策本部  

 

新型コロナウイルス感染症への遊佐町対応方針について（第４版） 
 

 町では、新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止のため、今後、下記のとおり対

応します。町民の皆さまのご理解、ご協力をお願いします。詳細は、遊佐町ＨＰトップ画面

「新型コロナウイルス感染症に対する町の取り組みについて」からご覧ください。 

 

１ 対応方針 

（１）イベント等（集会・会合を含む）について 

①町主催のイベント等について 

   ６月１日以降、政府の基本的対処方針(令和２年５月２５日変更)を踏まえ、県が５月

２６日に決定した「イベント等の開催に関する基本方針」が示す規模別・態様および種

別の要件を満たし、かつ感染拡大防止に係る留意事項に対応できる場合に開催します。 
 

●山形県「イベント等の開催に関する基本方針(令和 2年 5月 26日決定)」より一部抜粋 

【規模要件】次表の要件を満たす場合、開催可能。 

時期 要件 

5月26日～ 

6 月 18 日 

屋 内 100 人以下、かつ収容定員の半分程度以内の参加人数 

屋 外  200 人以下、かつ人と人との距離を十分に確保(できるだけ 2ｍ) 

6月19日～ 

7 月 9 日 

屋 内 1,000 人以下、かつ収容定員の半分程度以内の参加人数 

屋 外 1,000 人以下、かつ人と人との距離を十分に確保(できるだけ 2ｍ) 

7月10日～ 

7 月 31 日 

屋 内 5,000 人以下、かつ収容定員の半分程度以内の参加人数 

屋 外 5,000 人以下、かつ人と人との距離を十分に確保(できるだけ 2ｍ) 
 

8 月 1 日～ 
屋 内 収容定員の半分程度以内の参加人数 

屋 外 人と人との距離を十分に確保(できるだけ 2ｍ) 
 

【感染拡大防止に係る留意事項】以下の事項に対応できる場合、開催可能。 

（１）適切な感染拡大防止策の実施 

  ①適切な感染防止策（入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、

手指の消毒、マスクの着用、室内の換気、出演者の発声等を伴う催物にあって

は客席と十分な距離の確保、声援に係る感染防止策等）を実施すること。 

  ②イベントそのものがリスクの低い場で行われたとしても、イベントの前後や休

憩時間などの交流の場で感染拡大のリスクを高める可能性があることを踏ま

え、こうした交流等を極力控えるよう呼びかけること。 

（２）イベント等の選手、出演者等の行動管理 

イベント等の選手・出演者、観客等の移動中や移動先における感染防止のため

の適切な行動管理（例えば、夜の街への外出等の感染リスクのある行動の回避）

を行うこと。 

（３）イベント等参加者の氏名と連絡先（電話番号等）を可能な限り把握すること。 

 

～県基本方針の詳細は、県・町ＨＰをご覧ください～ 

 

 



②団体・企業等が主催するイベント等について(お願い) 

感染拡大防止の観点から、開催の必要性、参加者の健康について検討した上で、開催・

中止・延期・規模縮小の判断をお願いします。開催する場合であっても、町が主催する

イベント等の取扱いの考え方を参考に、感染予防対策には十分ご配慮ください。 
 
（２）町立小・中学校について 

   感染予防対策を講じながら、通常どおり授業を行います。部活動・スポーツ少年団活

動も同様に通常どおり行います。 
 
（３）町立保育園、遊佐町子どもセンター、放課後児童クラブ、放課後子ども教室について 

 ①町立保育園 

   これまで同様、通常どおり開園します。行事については、６月中は自粛し、７月から

は感染拡大状況等をみて再開します。 

 ②遊佐町子どもセンター 

   当面の間、検温・体調確認、利用時間・利用人数の制限を継続して開館します。行事

については、６月中は自粛し、７月からは感染拡大状況等をみて再開します。 

○利用可能時間  午前９時～午後３時３０分 

○利用可能人数 一度に５～７組計１５人までとし、４０分毎に入れ替えます。 

 ③放課後児童クラブ、放課後子ども教室 

   放課後児童クラブは、これまで同様、通常どおり活動を行います。放課後子ども教室

は、蕨岡小学校区の放課後子ども教室が開設開始に向け調整中、他の小学校区の放課後

子ども教室は、これまで同様、通常の活動を行います。 
 
（４）町有施設について 

町有施設については、入口への消毒液設置、３密の回避、定期的な換気実施、利用者

名簿の作成等感染予防・拡大防止対策を講じた上で、別表のとおり運用します。ただし、

各施設の利用者の傾向や近隣自治体の対策状況等により利用制限が必要と判断される

場合は、施設所管課の判断により利用時間の短縮、休館等の対策を実施します。 

※別表「遊佐町 新型コロナウイルス感染拡大防止のための町内施設対応一覧」は、

次ページをご覧ください。 
 
（５）緊急経済対策について 

国・県・町等の経済対策については、広報、ＨＰ、全戸配布チラシ、通知等により、

内容と相談窓口を町民の皆さま、事業者の皆さまにお知らせし、支援策の効果が十分に

図られるよう取り組みます。 

   ※広報ゆざ 6 月 1 日号と一緒に、「新型コロナウイルス感染症 主な生活基盤支援・

事業者支援緊急対策」チラシを全戸配布しています。詳細はそちらをご覧ください。 
 
（６）本方針に取り組む期間 

上記（1）～（５）に取り組む期間は、６月１日（月）から国・県が示した移行

期間である７月３１日（金）までとします。ただし、この期間内でも、感染状況

や国・県等の方針により対応が変わる場合は、対策本部会議にて協議し町の対応方

針を決定します。 

 

 

 

 

 

○お問い合わせ窓口 

 ・感染症、感染予防について   遊佐町健康福祉課健康支援係 TEL:72-4111 

・町の対応、本チラシについて  遊佐町総務課危機管理係   TEL:72-5895 

・緊急経済対策について     遊佐町産業課産業創造係   TEL:72-4522 

・特別定額給付金について    遊佐町企画課        TEL:72-5922 

tel:72-5895
tel:72-4522
tel:72-5922


【別表】 遊佐町 新型コロナウイルス感染拡大防止のための町内施設対応一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イベント情報  

6 月１日時点で開催（実施）・中止・延期が決定しているイベント等につきまして、ご案内いたし

ます。開催（実施）するイベント等につきましては、後日広報等で詳細をご案内します。 
 

◎開催・実施するイベント等 

日程 イベント・行事名 所管 

6 月以降 酒田ドック健診・特定健診・各種がん検診・個別健診(検診)・

乳幼児健診・歯科健診 ※詳細日程は健康カレンダー参照 
健康福祉課健康支援係 

7／5(日) 全町美化運動 地域生活課環境係 

7／17(金)～ 出羽二見・十六羅漢ライトアップ ※8／16(日)まで 
企画課観光物産係 

7／25(土) 十六羅漢まつり ※関係者による慰霊祭のみ実施 
 
◎中止・延期するイベント等 

日程 イベント・行事名 所管 

7／18(土) 第 32 回ゆざ町夕日まつり 夕日コンサート(中止) 
企画課観光物産係 

7／25(土) 第 32 回ゆざ町夕日まつり 遊佐町民花火大会(中止) 

8／23(日) 遊佐町音楽祭(中止) 

教育課社会教育係 9／5(土)・6(日) 奥の細道鳥海ツーデーマーチ(中止) ※規模を縮小し 10

月 10 日(土)開催予定。詳細は後日広報等で周知します。 

9／12(土)・13(日) 鳥海山 SEA TO SUMMIT2020(中止) 企画課観光物産係 

〇社会教育施設・図書館・文化施設・ 

社会体育施設・まちづくりセンター 

施設名 
開館（開場） 

時期 

遊佐町町立図書館 
開館 

※一部制限あり 

遊佐町生涯学習センター 

通常どおり 

開館（開場） 

旧青山本邸 

勤労者研修センター 

語りべの館 

杉沢比山伝承館 

歴史民俗学習館 

町民体育館 

遊佐町農業者トレーニングセンター 

菅里体育館 

サン・スポーツランド遊佐 

町民スポーツ広場 

各小学校・中学校体育館 

遊佐町総合運動公園 

「鳥海パノラマパーク」 

各地区まちづくりセンター 

 

〇観光施設 

 

施設名 
営業開始 

時期 

鳥海温泉保養センター 

あぽん西浜 

通常営業 

マルチドームふれんどりぃ 

鳥海温泉遊楽里 

サンセット十六羅漢 

とりみ亭 

西浜コテージ村・ 

キャンプ場 

農林漁業体験実習館 

さんゆう 

道の駅鳥海「ふらっと」  

しらい自然館 

大平山荘 

6 月 23 日（火） 

まで休業 

6 月 24 日（水） 

以降は通常営業 

 ※社会教育施設・図書館・文化施設・社会体育施設・まちづくりセンターにつきましては、利用形

態によっては人数を制限させていただく場合があります。（例 利用者数が会場の収容定員の半分

程度を上回る など） 



みんなで取り組む「新しい生活様式」 

国では、新型コロナウイルス感染拡大を予防する「新しい生活様式」定着の取り組みを、

実践例を示して進めています。下記の対策を参考に、引き続き感染予防につとめましょう。 

 

一人ひとりの基本的感染対策 

●感染防止の3つの基本 

①人と人との距離の確保：「3 つの密」を避ける（密集・密接・密閉）。 

・人との間隔はできるだけ 2ｍ（最低 1ｍ）空ける。 

・こまめに換気を行う。 

・会話をする際は、可能な限り真正面を避け、横並びで座る。 

・遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ。 

②マスクの着用：外出時、屋内にいる時、会話をする時は症状がなくてもマスクを着用し、 

        咳エチケットを徹底する。 

③手洗い・手指消毒：家に帰ったらまず手や顔を洗う。 

       ・手洗いは 30 秒以上かけて水と石けんで丁寧に洗う。 

       ・手指消毒薬の使用も可。 

 

●移動に関する感染対策 

①感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控えましょう。 

②帰省や旅行は控えめに。出張はやむを得ない場合に。 

③発症した時のために、誰とどこで会ったかをメモしておきましょう。 

④地域の感染状況に注意しましょう。 

 

日常生活の各場面別の生活様式 

○食 事 

・食事前は必ず手洗い。 

・持ち帰りや出前、デリバリーも利用 

・大皿は避けて、料理は個々に分ける。 

・食事中のおしゃべりは控えめに。 

○買 物 

・すいた時間に一人または少人数で行く。 

・電子決済の利用 

・買物は計画を立てて素早く。 

・サンプルなど品物への接触は控えめに。 

・レジに並ぶときは、前後にスペースをとる。 

 

○娯楽・スポーツ等 

・百歳体操や筋トレは、距離を保ち、 

マナーを守りながら行う。 

・歌や応援は、十分な距離かオンライン

で。 

○冠婚葬祭など 

・多人数での会食は避ける。 

・発熱や風邪症状がある場合は、参加を 

控える。 


