
令和2年10月9日現在
決定月日 事業または管理施設等の名称 対応の内容 開催予定日・期限等 担当課 グループ名 備考

10月7日 令和２年度三春町民パソコン講座 中止 なし 生涯学習課 生涯学習G

9月2日 三春ウオーク 中止 10月31日 産業課 商工観光G

8月21日 うつくしま・みずウオーク　三春大会 中止 9月12日 生涯学習課 社会体育Ｇ

6月10日 第４３回三春町民ソフトボール・家庭バレーボール大会 中止 9月6日 生涯学習課 社会体育Ｇ

8月19日 三春町地域外来 開始 ８／２４～ 保健福祉課 地域ケア推進Ｇ

7月31日 第7回国民健康保険健康づくりグラウンドゴルフ大会 中止 なし 保健福祉課 国保医療G

7月10日 三春町敬老会 式典中止 なし 保健福祉課 福祉G 祝品祝金は贈呈

6月4日 9-10ケ月児健康診査 再開 6月24日 子育て支援課 子育て支援G 受付時間を分けて対応

5月26日 にこにこ元気塾 縮小再開 6/1～ 保健福祉課 介護保険Ｇ 人数制限１/２、隔週実施、対象者通知

5月26日 子宮がん集団検診 変更実施 6月25日 保健福祉課 地域ケア推進G 全世帯へ通知、防災無線、ホームページ

5月26日 乳がん・子宮がん施設検診 受付開始 6/1～ 保健福祉課 地域ケア推進G 全世帯へ通知、防災無線、ホームページ

5月26日 乳がん集団検診 開始 6/21～7/11 保健福祉課 地域ケア推進G 全世帯へ通知、防災無線、ホームページ

5月15日 まほらっこ教室（三春・岩江・御木沢・中妻・中郷・沢石） 通常教室再開 5/20～ 生涯学習課 児童生活センター 保護者へ通知

5月15日 児童クラブ（わんぱく・岩江・御木沢） 通常開所 5/20～ 生涯学習課 児童生活センター

5月15日 小中学校 再開 5/20～ 教育課 学校教育G 保護者へ通知、町ホームページ掲載

5月14日 9-10ケ月児健康診査 中止 5月27日 子育て支援課 子育て支援G

5月14日 3-4か月、1.6歳、3.6歳児健康診査 対策を講じて実施 5/19、5/20、5/21 子育て支援課 子育て支援G

5月14日 県下一斉河川クリーンアップ作戦 中止 7／5(7月第一日曜日) 建設課 建設Ｇ 関係まちづくり協会、区長、消防、建設業組合通知

5月7日 三春町民図書館 予約貸出サービス開始 5/9～5/31 生涯学習課 町民図書館 防災無線、図書館ＨＰ、図書館入り口で周知

4月30日 まほらっこ教室（三春・岩江・御木沢） 休所延長 5/７～当面の間 生涯学習課 児童生活センター 保護者へ通知

4月30日 まほらっこ教室（中妻・中郷・沢石） 午前8時30分～受入延長 5/７～当面の間 生涯学習課 児童生活センター 保護者へ通知

4月30日 児童クラブ（わんぱく・岩江・御木沢） 午前8時30分～受入延長 5/７～当面の間 生涯学習課 児童生活センター 保護者へ通知

4月30日 小中学校 臨時休業延長 5/6～当面の間 教育課 学校教育G 保護者へ通知、町ホームページ掲載

4月27日 清掃センター 臨時開放 5/4、5/5、5/6 住民課 生活環境グループ

4月21日 三春町虐待等対策協議会 中止 なし 保健福祉課 地域ケア推進G

4月21日 介護認定審査会 中止（書面決議） 未定 保健福祉課 介護保険Ｇ

4月21日 町長杯ゲートボール場 中止 なし 保健福祉課 福祉G

4月21日 三春町戦没者追悼式・慰霊祭 延期 未定 保健福祉課 福祉G
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4月21日 手話奉仕員養成講座 延期 未定 保健福祉課 福祉G

4月20日 乳がん集団検診 延期 未定 保健福祉課 地域ケア推進G 防災無線で周知、予約者に個別通知

4月20日 公認心理士による保育所等巡回訪問指導事業 中止 5月末まで 子育て支援課 子育て支援G 対象施設へ口頭連絡

4月17日 岩江幼稚園、中郷幼稚園 臨時休園 4/21～5/6 教育課 学校教育G 保護者へ通知、町ホームページ掲載

4月17日 令和2年度第1回国保運営協議会 中止（書面決議） 5月中旬 保健福祉課 国保医療G

4月14日 第３５回国民健康保険健康づくりゲートボール大会 中止 6月5日 保健福祉課 国保医療G 町ホームページ掲載

4月13日 城山公園アジサイ管理 中止 6月13日 建設課 都市Ｇ 中止について、各まちづくり協会他関係団体へ連絡済み

4月17日 令和2年度三春町交通対策協議会 中止（書面決議） 5月13日 総務課 自治防災G

4月17日 まほらっこ教室（三春・岩江・御木沢） 休所 4/21～5/6 生涯学習課 児童生活センター 保護者へ通知

4月17日 まほらっこ教室（中妻・中郷・沢石） 午前8時30分～受入 4/21～5/6 生涯学習課 児童生活センター 保護者へ通知

4月17日 児童クラブ（わんぱく・岩江・御木沢） 午前8時30分～受入 4/21～5/6 生涯学習課 児童生活センター 保護者へ通知

4月17日 小中学校 臨時休業 4/21～5/6 教育課 学校教育G 保護者へ通知、町ホームページ掲載

4月17日 狂犬病予防接種集合注射（5/23,5/24,5/30,5/31） 延期 未定 住民課 生活環境グループ 広報みはる5月号、町ホームページ、防災無線で周知

4月2日 地域子育て支援センター 休館。電話相談のみ。 5月８日まで 子育て支援課 子育て支援G

4月15日 9-10ケ月児健康診査 中止 4月22日 子育て支援課 子育て支援G 対象者、委託先へ個別通知

4月14日 3-4か月、1.6歳、3.6歳児健康診査 対策を講じて実施 4/14.15.16 子育て支援課 子育て支援G

4月14日 各種スタンプラリー 中止 未定 産業課 商工観光G コードF10、フラワースタンプラリー、愛姫スタンプラ
リー

4月8日 施設　特定健診、胃・肺・大腸がん検診 延期 6月実施開始 保健福祉課 地域ケア推進G

4月8日 集団　子宮がん・骨粗しょう症検診 延期 5月、6月実施分 保健福祉課 地域ケア推進G
3月26日時点では、対策を講じて実施する予定であっ
たが延期とする。

4月8日 総合集団健診 延期 5月、6月実施分 保健福祉課 地域ケア推進G
3月26日時点では、対策を講じて実施する予定であっ
たが延期とする。

4月8日 三春町区長会総会 中止 4月16日 総務課 自治防災G

4月8日
三春町体育協会、三春町スポーツ少年団、学校体育施設開放
事業登録団体へ制限延長通知及び活動注意事項通知

制限延長
注意事項通知

5月6日まで 生涯学習課 社会体育Ｇ

4月5日 三春町消防団春季検閲式 中止 5月24日 総務課 自治防災G
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4月2日 地域子育て支援センター
自由来館、相談のみ。

行事等中止
5月末まで 子育て支援課 子育て支援G

3月31日 ままカフェみはる 中止 4月10日 子育て支援課 子育て支援G

3月31日 三春町防犯協会総会 中止（書面決議） 4月16日 総務課 自治防災G

3月25日 三春ダムクレストゲート点検放流見学会 中止 4月29日 建設課 都市Ｇ

3月24日
三春町体育協会、三春町スポーツ少年団、学校体育施設開放
事業登録団体へ制限延長通知及び活動注意事項通知

制限延長
注意事項通知

4月13日まで 生涯学習課 社会体育Ｇ

3月23日 第２３回さくら湖マラソン大会 中止 6月14日 生涯学習課 社会体育Ｇ

3月17日 三春の里クリーンアップ作戦(さくら湖流域協働ネットワーク主催) 中止 4月11日 建設課 都市Ｇ

3月26日 総合集団健診 対策を講じて実施 5月11日 保健福祉課 健康づくりG 感染原因不明者が県内発生した場合には中止

3月19日 街頭啓発活動（テント村） 中止 4月6日 総務課 自治防災G

3月19日 交通安全出動式（まほら） 中止 4月3日 総務課 自治防災G

3月4日 Ｌカフェ（健院エルキューブ） 中止 3月10日 保健福祉課 高齢者福祉Ｇ

3月4日 オレンジカフェさくら（町立三春病院） 中止 3月5日 保健福祉課 高齢者福祉Ｇ

2月28日 まほらっこ教室（三春・岩江・御木沢） 休所 3月23日まで 生涯学習課 児童生活センター 保護者へ通知

2月28日 まほらっこ教室（中妻・中郷・沢石） 午前8時30分～受入 3/4～3/23 生涯学習課 児童生活センター 保護者へ通知

2月28日 児童クラブ（わんぱく・岩江・御木沢） 午前8時30分～受入 3/4～3/23 生涯学習課 児童生活センター 保護者へ通知

3月2日 三春町シルバーフェア2020 延期 3月18日、19日 保健福祉課 高齢者福祉Ｇ

2月29日 令和元年度三春町スポーツ少年団卒団式 中止 3月22日 生涯学習課 社会体育Ｇ

2月28日 生涯学習団体登録申請に係る説明会 書類及び資料送付 3月10日 生涯学習課 生涯学習G

3月2日 三春町防災会議 中止 3月17日 総務課 自治防災G

3月4日 キラキラ☆健康広場（三春町敬老園） 中止 3月18日 保健福祉課 高齢者福祉Ｇ
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2月28日
三春・沢石・御木沢・中郷高齢者学級
明徳大学1,2年生

中止 ３月実施分 生涯学習課 生涯学習G

3月3日 ぞうり作り見学会 延期 3月17日 生涯学習課 歴史民俗資料館

3月3日 三春町民生児童委員協議会お元気コール反省会 中止 3月19日 保健福祉課 社会福祉

3月3日 三春町民生児童委員協議会３月全員協議会 中止 3月19日 保健福祉課 社会福祉

3月2日 三春町空家等対策協議会 中止 3月17日 企画政策課 企画政策G

3月2日 民生児童委員による心配ごと相談 中止 ３月末まで 保健福祉課 社会福祉

3月2日 健康づくり推進員会議・研修会 中止 3月25日 保健福祉課 健康づくりG

2月29日 三春町体育協会、三春町スポーツ少年団活動 自粛要請 ３月末まで 生涯学習課 社会体育Ｇ

3月27日 乳幼児健診 マスク着用、手指消毒等にて実施 4月14,15,16,22日 子育て支援課 子育て支援

2月28日 ままカフェみはる 中止 3月12日 子育て支援課 子育て支援

2月28日 中学校修学旅行 延期 教育課 学校教育

2月28日 小中学校卒業式 縮小 中3/13、小3/23 教育課 学校教育

2月28日 地区の栄養教室出前講座、活動支援 休止 ３月実施分 保健福祉課 健康づくり

2月28日 保健センター貸館事業（利用登録団体あて） 自粛検討要請 ３月実施分 保健福祉課 健康づくり

2月28日 にこにこ元気塾 休止 3/2から当面 保健福祉課 高齢者福祉

2月26日 高齢受給者証説明会 休止 2/28から当面 保健福祉課 国保医療

2月26日 男の料理教室 休止 2/28から当面 保健福祉課 国保医療

2月26日 カローリング教室 休止 2/28から当面 保健福祉課 国保医療

2月21日 確定申告相談会（談話室） マスク着用、手指消毒 3月16日 税務課 課税・収納G 4/16まで延長、延長中は役場税務課で受付
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