
第 43回伊方町新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

                   

日時：令和 4年 8月 23日(火)16:00～16:30 

場所：5階災害対策本部 

 

１. 本部長あいさつ 

慣れは恐ろしいもので、感染者 3,000人では驚かなくなっている。伊方町も本日

20 人の感染確認があった。対策も慣れ、落とし穴があったのではないか。県では

「ＢＡ.5 医療危機宣言」とし、引き締めを図っている。町としても、もう一度注

意喚起の徹底が必要。協議をお願いしたい。 

 

２．議事等 

「愛媛県ＢＡ.５医療危機宣言」が発令されたことに伴い、8月 23日からの対応に

ついて、下記のとおり決定しました。 

（1）今後の対応について   

  ・8月 23日からの対応について 

   イベント、会議等 

可能なものは延期 

実施する場合は、参加者の厳格な感染管理を実施 

    会食について 

    同一テーブル４人以下、テーブル間の移動なし、概ね２時間以内、認証店を

推奨 ※参考→伊方町、八幡浜市の認証店 別添参照 

  ・施設利用について 

観光施設、農林水産、滞在施設は変更ないが引き続き感染予防対策を徹底 

   教育委員会施設 9/16まで、町内外問わず不要不急の新規予約利用は中止 

  ・町民に防災行政無線等により周知 

（2）町内のイベントについて 

   ・観光商工課 9/3予定の「マルシェ」は中止 

   ・総務課   9/4防災訓練は第 1部の高台避難訓練のみ、講演会は中止 

   ・中央公民館 9/3町見人権学習会 8/29に開催判断 

   ・教育委員会 始業式は予定通り、運動会は半日開催で家族のみ参加が多い 

   ・保健福祉課 各地区の敬老会は行事の実施なし、弁当又は商品券の配布のみ 

 

 

 

 

 

 

 



町関連施設 利用対応状況（8 月 23 日から当面の間） 

 

 愛媛県から「愛媛県ＢＡ.5 医療危機宣言」が発出されたことに伴い、町関連施設の対応は、次の

とおり行います。なお、利用に際しては、引き続き、マスクの着用、体調の確認、手指の消毒、十

分な換気等、感染防止対策の徹底をお願いいたします。 

 

 詳しくは、担当課にお問い合わせください。 

 

 

◎教育関係施設                   （担当：伊方町教育委員会事務局） 

１ 体育施設 

区分 施設名 対 応 

屋内 町見体育館、水ケ浦体育館、有寿来体

育館、豊之浦地区体育館、二見地区体

育館、三机地区体育館、四ツ浜地区体

育館、瀬戸総合体育館、三崎総合体育

館、二名津地区体育館、串地区体育館 
・９月 16 日まで、町外者の利用及び町内

者の不要不急の利用の新規予約を停止。 

・予約済みの利用者は、感染対策、三 

密回避を徹底の上、利用可。 

伊方武道館、町見武道館 

学校体育館 

伊方スポーツセンター 

 屋内プール 

屋外 町民グラウンド、町民グラウンドテニ

スコート、瀬戸球場、瀬戸テニスコー

ト、三崎テニスコート 

学校グラウンド 

 

２ 社会教育施設 

施設名 対 応 

各公民館 ・９月 16 日まで、町外者の利用及び町内者の不要不急の利用の新

規予約を停止。 

・予約済みの利用者は、感染対策、三密回避を徹底の上、利用可。 

・施設内でのアルコールを伴う飲食は不可。 

※感染対策を十分に行った上での、少人数、短時間の会食は可 

・飲食を伴う公民館事業は行わない。 

町見郷土館 

生涯学習センター 

 

図書館 

・感染対策、三密回避を徹底の上、利用可。 
児遊館 

 ※利用にあたっては以下の注意事項を遵守してください。 

  ・陽性者の方が、利用日から３日以内に団体活動等に参加していた場合、当該団体及び 

その活動に参加していた個人は利用できません。 



  ・感染リスクが高い行動をした方は利用を控えてください。 

  ・施設の利用中は十分な換気を心掛けてください。 

  ・利用者の連絡先を記録させていただきます。 

  ・身体接触を伴う活動等は、注意して実施してください。 

 

◎農林水産関係施設                       （担当：農林水産課） 

施設名 対  応 

瀬戸アグリトピア 感染防止対策を徹底して通常どおり営業 

亀ヶ池公園キャンプ場 感染防止対策を徹底して通常どおり営業 

 

◎観光施設                            （担当：観光商工課） 

施設名 対  応 

伊方町観光交流拠点施設  
佐田岬はなはな 

感染防止対策を徹底して、通常どおり営業 

伊方町健康交流施設 
亀ヶ池温泉  

感染防止対策を徹底して、通常どおり営業 

伊方町健康交流施設
亀ヶ池温泉宿泊施設 

感染防止対策を徹底して、通常どおり営業 

道の駅  
伊方きらら館 

感染防止対策を徹底して、通常どおり営業 

道の駅  
瀬戸農業公園 

感染防止対策を徹底して、通常どおり営業 

 

◎キャンプ場等                          （担当：観光商工課） 

施設名 対  応 

伊方地域 

室鼻公園  

・キャンプ場 

感染防止対策を徹底して、通常どおり営

業 

 

・公園 

 特に規制はありません。 

レッドウイングパーク 

二見くるりん風の丘パーク 

瀬戸地域 

須賀公園 

せと風の丘パーク 

番匠鼻公園 

三崎地域 

佐田岬灯台公園 

ムーンビーチ井野浦 

みさき風の丘パーク 

 

◎滞在施設                           （担当：総合政策課） 

施設名 対 応 

短期宿泊施設 

亀ヶ池物語 
感染防止対策を徹底して通常どおり営業 



 

愛顔の安心飲食店認証店（伊方町、八幡浜市編） 

【伊方町】      

ジャンル 店名 所在地 

感染対策マ
ネジメント

リーダー 
在籍店 

ＶＴＰ 
制度 

登録店 
※1 

全員検

査登録

店 ※2 

和食、鍋 お食事処大岩 伊方町正野 26 ○   

 民宿浜乃屋伊方店お茶のこ菜々  伊方町湊浦 1002-19 ○   

 お料理ひろせ 伊方町湊浦 1985-2    

 しらす食堂 伊方町三崎 1700-11    

居酒屋、バー 伊方ダイニング港 伊方町湊浦 1002-18 ○   

 銀河 伊方町三崎 1522 ○   

喫茶、カフェ 南の果樹園ニュウズ 伊方町河内 1448-1 ○   

 

【八幡浜市】      

ジャンル 店名 所在地 

感染対策マ
ネジメント
リーダー 

在籍店 

ＶＴＰ 
制度 

登録店 

※1 

全員検査

登録店 

※2 

和食、鍋 武蔵 八幡浜市保内町宮内 1-160-5 ○   

 創作日本料理吉左右 八幡浜市保内町川之石 1-56-3 ○   

 たる源 八幡浜市仲之町 3910     

 
味一番うえだ 八幡浜市大黒町 1-1460     

メリー食堂 八幡浜市天神通 1526-206 ○   

 

めん処矢磨樹保内店 八幡浜市保内町喜木 1-76-1 ○   

鮨割烹点前 八幡浜市保内町宮内 1-285-1     

お酒と魚とおばんざい浮波月 八幡浜市字川通り 146-11 ○   

大介うどん八幡浜店 八幡浜市産業通 6-25 ○   

肴や海味 八幡浜市31-8-9須崎ビル1階 ○   

大島屋 八幡浜市産業通 6-25 ○   

北浜大島屋 八幡浜市港町 418     

大倉 八幡浜市大谷口 1 丁目 6-2 ○   

季節料理いの 八幡浜市矢野町 1092-2     

魚肴まかない処こけけ 八幡浜市 165-3     

奏 八幡浜市保内町宮内 1-323-1 ○   

ぢゅうぢゅう 八幡浜市須崎 2     



ジャンル 店名 所在地 

感染対策マ
ネジメント

リーダー 
在籍店 

ＶＴＰ 
制度 

登録店 
※1 

全員検査

登録店 

※2 

和食、鍋 八幡浜おでん隠れ屋 八幡浜市天神通 1 丁目八幡浜センチュリーホテルイトー1 階 ○     

 浜味館あたご船場通店 八幡浜市船場通 379-1       

 どんと北浜店 八幡浜市北浜 1 丁目 4-33 ○     

 
すし光 八幡浜市仲之町 395-6       

八幡浜センチュリーホテルイトー 八幡浜市 1460 番地 7 号 ○     

 三神屋 八幡浜市浜田町 1343-3       

中華料理 ロンドン別館 八幡浜市大谷口 2-1-32 ○   

 札幌ラーメンどさん子 八幡浜市昭和通 1458 ○   

洋食、レストラ

ン 

ロンドン 八幡浜市新町 1466 番地 ○   

レストランマリン 八幡浜市沖新田 1586 番地     

 

やまっと学舎 八幡浜市日土町 6-961     

POLPO 八幡浜市新町 281-1 三原ビル ○   

わくわく食堂 八幡浜市北浜 1 丁目 1-1 ○   

愛花亭 八幡浜市新町 5 丁目 304-2     

ハーバープラザホテルアエロスタ（9F) 八幡浜市仲之町 360-1 ○   

焼肉、鉄板料理 

 
焼き上手 八幡浜市矢野町 5-42-3 ○   

 

炭火焼肉平和伝 八幡浜市朝汐橋 435-30     

ごんげん山 八幡浜市大黒町 1 丁目 1526-82 ○   

メルツ 八幡浜市川通り 1474-1     

喫茶、カフェ カラオケ喫茶寿楽 八幡浜市喜多町 1548-14 ○   

 

喫茶スナック亜季 八幡浜市新港町 435-35 カネカビル 1F     

喫茶その 八幡浜市天神通 1 ○   

カフェ・ド・ステラ 八幡浜市産業通 2-19 魚海マンション 101 ○   

喫茶山六 八幡浜市千代田町 374-1     

好好食堂 Champa 八幡浜市保内町須川 376-1 ○   

唄今笑 八幡浜市松柏甲 122-2 ○   

カラオケふれんど 八幡浜市川通 1460-153 ○   

スナック民 八幡浜市下道 1417-7 ○   

喫茶ウィンピー 八幡浜市江戸岡 1 丁目 1-1 ○   

モンブラン 八幡浜市新町 1 丁目 1440 番地 ○   

CAFÉ CHOKOLAT 八幡浜市港町 410 番地 ○   

居酒屋、バー スナックＭ 八幡浜市保内町宮内 1-323-1 ○   

 スナック女神 八幡浜市保内町宮内 1-337 ○   

 



ジャンル 店名 所在地 

感染対策マ
ネジメント

リーダー 
在籍店 

ＶＴＰ 
制度 

登録店 
※1 

全員検査

登録店 

※2 

居酒屋、バー よりどころ 八幡浜市字新町 260-2 ○   

 海さと 八幡浜市大黒町 1 丁目 1460-154 ○   

 海里 八幡浜市北浜 1 丁目 1533-31     

 
ナイトラウンジ煌妃 八幡浜市新町 2 丁目中島ビル 2Ｆ ○   

食造り拓味 八幡浜市新町 269 番地     

 
酒処まつだ 八幡浜市仲之町 363 番地 3 ○   

味和居 Dining 敬 Kei 八幡浜市保内町宮内 2-89-1     

 

串焼き火の鳥 八幡浜市中央 158 番地     

ナイトインスペース 908（クレバー） 八幡浜市南大黒町 1526-6 和田ビル 2Ｆ奥 ○   

いごこち 八幡浜市保内町宮内 1-477-5     

 

スナック美月 八幡浜市本町 14 丸二ビル 1F ○     

洋酒喫茶ロン 八幡浜市新町 259-2 ○     

笑話酒場いちだい 八幡浜市 14 番地丸二ビル ○     

ビコーズ 八幡浜市 14 番地 1F113 ○     

スナック麦畑 八幡浜市字川通 1460-153 ○     

Syu Syu 八幡浜市矢野町 32-1 上田ビル 1F ○     

 

手しごと料理ゆるり 八幡浜市浜田町 1377-1 ○     

くいもんや 305 八幡浜市新町 1465-1 ○     

焼きもんやひなの里 八幡浜市本町 14 番地丸二ビル 110 号 ○ ○   

もつ鍋ダイニング居食屋月天 八幡浜市矢野町 6-36-9       

 

串呑家坊主 八幡浜市保内町宮内 1-307     

SnackBar リベルタ 八幡浜市大黒町 1 丁目 1460 番地 153 ○   

ビアレストアイウォール 八幡浜市船場通り 349-5 野本ビル 1F ○   

ポラリス 八幡浜市須崎 31-8YSB ビル 3F ○   

DiningbarHama 八幡浜市船場通 379-5 ○   

古風 八幡浜市千代田町 1458-25 ○   

酒宴桜 八幡浜市 1461-10 ○   

スナック来夢 八幡浜市船場通 379-10 船場ビル 2 階 ○   

ル・サロンクラージュ 八幡浜市船場通 1423-7 中島ビル 2F ○   

高松屋暁 八幡浜市 432     

モビーディック 八幡浜市天神通 2 丁目 1460-11 ○   

居食屋うり坊 八幡浜市 1460 番地 127     

 ラウンジル．リアン 八幡浜市本町 14 ○   

 



ジャンル 店名 所在地 

感染対策マ
ネジメント

リーダー 
在籍店 

ＶＴＰ 
制度 

登録店 
※1 

全員検査

登録店 

※2 

居酒屋、バー スナックバーアクア 八幡浜市 1410-10 ○     

 EXITSIZE 八幡浜市 1461-10 南予ビル 1F ○     

 スナックもも 八幡浜市 14 番地丸二ビル 210 号 ○ ○ ○ 

 
ツルミ 八幡浜市下道 1417-7 ○     

スナック COCO 八幡浜市新町 4-281 三原ビル 2F ○     

 
アンフィニ 八幡浜市天神通 1 丁目 1460-7 ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙｲﾄｰ 7F ○     

スナックエール 八幡浜市本町 14 丸二ビル 2F207 ○     

 

美味しんぼ花 八幡浜市本町 14 ○     

くらむぼん 八幡浜市矢野町 32-1 第 2 上田ビル 2F ○     

はうすばー和みもと 八幡浜市 72-2       

 
炭火焼彩鳥 八幡浜市矢野町 36-1       

Style 八幡浜市新町 281-1 三原ビル 2F ○ ○   

ファストフード もりもり 八幡浜市天神通 2 丁目 1582-3 ○     

その他 LASSEN 八幡浜市須崎 31-8-3F-A ○     

 
ラウンジ凛 八幡浜市本町 14 番地丸二ビル 101 ○     

スナック人形 八幡浜市 1526-6 和田ビル 1 階 ○     

 

ラウンジひまわり 八幡浜市 14 丸二ビル 2 階 ○     

鳥平 八幡浜市旧港 246       

駅なか浜っ子 八幡浜市江戸岡 1-11-5 八幡浜駅舎内       

ちゃんぽん亭イーグル 八幡浜市 358-2       

 お食事処みなと 八幡浜市 1449 番地 ○    

 

※1【VTP 制度】利用者の「ワクチン接種歴」又は「陰性の検査結果」のいずれかを確認 

※2【対象者全員検査】利用者の「陰性の検査結果」を確認 

※3 制度の適用は、知事が行動制限を要請した際に示すことになっており、制度適用時に登録店に

お知らせしています。 


