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総合政策部危機管理局危機管理・防災課 

 

■市主催の事業・イベント等の中止・延期について 

新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止・延期する市主催の事業・イベント等につい

て、別紙のとおりお知らせします。 

 

■時差出勤制度の実施について 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とし、県外在住市職員を対象とした時差

出勤制度を実施します。 

 

実施時期 … ２月 28日（金）から 

対象職員 … 県外から公共交通機関を利用して出勤する職員 

時   間 … 早出勤務、遅出勤務は次のとおりとします。 

早出勤務 ①午前７時から午後３時 45分まで 

                   ②午前７時 30分から午後４時 15分まで 

            遅出勤務 ①午前９時 30分から午後６時 15分まで 

                   ②午前 10時から午後６時 45分まで 

                   ③午前 10時 30分から午後７時 15分まで 

                いずれも休憩時間は正午から午後１時まで 

 

 

 

■問い合わせ 

  （１） 市主催事業・イベント等の中止・延期について 

担当課名 ： 危機管理・防災課 

担当者名 ： 米津・長井 

（直通）0748 -71 -2311 

（FAX）0748 -72 -2000 

 

  （２） 時差出勤制度について 

   担当課名 ： 人事課 

   担当者名 ： 西田 

     （直通）0748 -71 -2312 

     （FAX）0748 -72 -1146 

※17時 15分以降は 0748-72-1290 

 〒520-3288 

滋賀県湖南市中央一丁目１番地 

湖南市役所 秘書広報課 

TEL 0748-71-2314  FAX 0748-72-1467 

 

【新型コロナウイルス感染症対策】 

湖南市主催の事業・イベント等の中止・

延期等について 



日時 事業・イベント名 場所 対応 問い合わせ先 電話番号

2月28日(金曜日)午前10時 湖南市健康推進員協議会公開講座 市民学習交流センター（サンヒルズ甲西） 中止 健康政策課 72-4008

2月28日(金曜日)午前10時 にこにこ広場（りす） 岩根子育て支援センター 中止 子育て支援センター 72-7089

2月28日(金曜日)午前11時から おはなしの森 甲西図書館 中止 甲西図書館 72-5550

2月28日(金曜日)午後1時30分 （委託事業）市民生涯学習講座「パソコン相談」 市民学習交流センター（サンヒルズ甲西） 中止 生涯学習課 77-6250

2月29日(土曜日)から3月4日(水曜日)

午前10時から午後6時
本のリサイクル 甲西図書館 延期 甲西図書館 72-5550

2月29日(土曜日)午前10時 ワクワクプロジェクト 共同福祉施設(サンライフ甲西) 延期 地域創生推進課 71-2316

2月29日(土曜日) PTA1、2年生親子のつどい(NTTドコモ講演) 甲西中学校 中止 甲西中学校 72-1138

3月1日(日曜日) 消防団分団別訓練 市内各地 中止 危機管理・防災課 71-2311

3月1日(日曜日) PTA美化作業 水戸小学校 中止 水戸小学校 75-2640

3月2日(月曜日)午前10時 ベビーマッサージ 岩根子育て支援センター 中止 子育て支援センター 72-7089

3月2日(月曜日)午前10時 親子プレイステーション 柑子袋まちづくりセンター 中止 生涯学習課 77-6250

3月2日(月曜日)午後1時30分から 百歳体操体力測定　 北山台自治会館 延期 高齢福祉課 71-4652

3月2日(月曜日) 市民農業塾視察研修 丸種種苗 中止 産業立地企画室 71-2353

3月2日(月曜日) 子育て講演会 菩提寺小学校 中止 菩提寺小学校 74-1755

3月3日(火曜日)午前8時 ボランティアによる読み聞かせ 甲西北中学校 中止 甲西北中学校 72-2680

3月3日(火曜日)午前10時 こなん市100歳大学 ここぴあ 中止 高齢福祉課 71-4652

3月4日(水曜日)午前9時30分 いきいき健康教室 岩根会館 中止 岩根会館 76-3628

3月4日(水曜日)午前10時から こなんTHEボイス自主活動

菩提寺まちづくりセンター

みくも地域人権福祉市民交流センター

岩根まちづくりセンター

中止 高齢福祉課 71-4652

3月4日(水曜日)午前10時 いきいき体操教室 針公民館 延期 夏見会館 76-3617

3月4日(水曜日)午後6時
湖南市　事業所・施設支援者等のための研修

（障がい者虐待防止研修）
共同福祉施設(サンライフ甲西) 中止 社会福祉課 71-2364

3月4日(水曜日) 3年人権学習(在日朝鮮留学生同盟講演) 甲西中学校 中止 甲西中学校 72-1138

3月4日(水曜日) CS活動報告会 岩根小学校 延期 岩根小学校 72-1500

3月4日(水曜日) 六送会 三雲小学校 延期 三雲小学校 72-0025



3月4日(水曜日) 学習参観 菩提寺北小学校 中止 菩提寺北小学校 74-3881

3月5日(木曜日)午前10時 子育てサロン 各保育園・こども園 中止 幼児施設課 71-2328

3月5日(木曜日) 自転車教室 岩根小学校 中止 岩根小学校 72-1500

3月6日(金曜日)午前10時 子育て応援広場 音楽と遊ぼう 石部子育て支援センター 中止 石部子育て支援センター 77-8570

3月6日(金曜日)午前11時から ちっちゃなかぜおはなし会 甲西図書館 中止 甲西図書館 72-5550

3月6日(金曜日)午後4時30分から午後6時 ゆめ教室 柑子袋会館 延期 柑子袋会館 76-3624

3月7日(土曜日)から3月22日(日曜日) アールブリュット展
甲西図書館

レストラン潮
中止 地域創生推進課 71-2316

3月7日(土曜日)午前10時 親子プレイステーション 甲西図書館 中止 甲西図書館 72-5550

3月7日(土曜日)午前10時 （指定管理者事業）パソコン塾 市民学習交流センター（サンヒルズ甲西） 中止 生涯学習課 77-6250

3月7日(土曜日)午後1時から 第16回「知的書評合戦ビブリオバトルin KONAN」 甲西図書館 中止 甲西図書館 72-5550

3月7日(土曜日) 土曜教室 岩根小学校 中止 岩根小学校 72-1500

3月7日(土曜日) ことばの教室親の会講演会 三雲小学校 中止 三雲小学校 72-0025

3月8日(日曜日)午前11時から きじっこおはなし会 石部図書館 中止 石部図書館 77-6252

3月8日(日曜日)午後2時から 児童講座「赤ちゃんと絵本を結ぶ」 甲西図書館 中止 甲西図書館 72-5550

3月8日(日曜日) チャレンジ農園学習会 共同福祉施設(サンライフ甲西) 延期 産業立地企画室 71-2353

3月9日(月曜日)午前10時 にこにこ広場（ひよこ） 岩根子育て支援センター 中止 子育て支援センター 72-7089

3月9日(月曜日) 子育てリフレッシュタイム 柑子袋まちづくりセンター 延期 商工観光労政課 71-2331

3月9日(月曜日) みどりのバトンタッチ植樹会 石部南小学校 延期 石部南小学校 77-2250

3月10日(火曜日)午前8時 ボランティアによる読み聞かせ 甲西北中学校 中止 甲西北中学校 72-2680

3月10日(火曜日)午前10時 こなん市100歳大学 ここぴあ 中止 高齢福祉課 71-4652

3月10日(火曜日)午前10時 ベビー＆キッズスマイル 岩根子育て支援センター 中止 子育て支援センター 72-7089

3月10日(火曜日) 心肺蘇生講習会(日赤研修) 甲西中学校 中止 甲西中学校 72-1138

3月11日(水曜日)午前10時 ともだちいっぱい 岩根保育園遊戯室 中止 子育て支援センター 72-7089

3月11日(水曜日) ２年生親子進路説明会 石部中学校 中止 石部中学校 77-3781

3月11日(水曜日) 心肺蘇生講習会(日赤研修) 甲西中学校 中止 甲西中学校 72-1138

3月12日(木曜日) 心肺蘇生講習会(日赤研修) 甲西中学校 中止 甲西中学校 72-1138


