
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止等に対する大野市の対応について 

 

大野市新型コロナウイルス対策本部では、下記の事項について決定、確認しましたのでお知

らせします。 

なお、本日、福井県より大野市在住の方３名から新型コロナウイルス陽性反応が確認された

と発表がありました。市民の皆様には冷静な対応をしていただき、さらなる感染の拡大防止に

ご協力をいただけますよう、報道につきましてお願いいたします。 

記 

１ 大野市長から市民の皆様へ 

   市民の皆様に冷静な対応と、いわゆる３つの「密」を避けるなど、感染拡大防止にご協

力いただきたく、大野市長から市民の皆様へ別紙のとおりお願いします。 

２ 大野市公共施設の臨時休館について 

   ４月７日（火）までとしていた体育館等の屋内施設や観光施設などの臨時休館等を４月

１９日（日）まで延長します。また、グラウンド等の屋外施設についても団体利用を休止

します。（一覧表を添付します。） 

   不明な点については、各担当課へお問い合わせください。 

３ 大野市が主催するイベント、行事の中止について 

   不特定多数の方の参加が見込まれるイベント等については、５月３１日（日）まで原則

として中止します。（一覧表を添付します。） 

   不明な点については、各担当課へお問い合わせください。 

４ 小中学校の臨時休業及び入学式の延期について 

   市内小中学校の４月８日（水）から５月６日（水・祝）までの臨時休業を決定しました。 

   詳細については、教育総務課（電話 0779-66-1111 内線 2800）へお問い合わせくださ

い。 

 

５ 乗合タクシーの運行について 

   市内小中学校の臨時休業に伴い、乗合タクシー小山・木本堀兼線の定時便運休期間を５

月６日（水・祝）まで延長します。 

   詳細は、建築営繕課（電話 0779-66-1111 内線 1707）へお問い合わせください。 

 

大野市の対応について、今回お知らせしたもののほか追加がある場合は、随時お知らせします。 

今回お知らせした内容については、ホームページに掲載しています。 

報 道 資 料 

【発信日】令和２年４月６日 

【問合わせ先】 

 結とぴあ（1階 ２番窓口） 

 民生環境部健康長寿課 松本、森永 

 電話 0779-66-1111 内線 4101 



 

市民の皆さまへ 

 

本日、大野市内在住の方が新型コロナウイルス感染症に感染されていること

が確認されました。 

市民の皆様には不安な毎日を過ごされていることと思いますが、感染された

方の一日も早い回復を願いつつ、今後も感染拡大を防止するため、国、県をは

じめ関係機関と連携を図りながら迅速な対応と情報の発信に全力で取り組ん

でいきます。 

 

市民の皆さまには、厚生労働省や福井県、大野市が発信する公式な情報を

もとに冷静に対応していただき、不要不急の外出を控える、手洗いやうがい、

咳エチケットの徹底、３つの密を避けるなどの感染予防対策に引き続き努め

ていただきますようお願いします。 

 

なお、本市における感染拡大防止対策につきましては、決定次第、市公式

ホームページなどで発表いたします。 

 

皆さまとともに、力を合わせて乗り越えていきたいと思いますので、市民

の皆さまにはご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

令和２年４月６日 

 

大野市長 石山志保 

 



　　大野市が主催する行事等の実施の可否等一覧 令和2年4月6日現在　　

実施日 行事等名称 会場 主催者 所管課 実施の可否等

3月17日～4月16日 申告受付 税務課窓口 大野市 税務課 予定通り実施

4月8日 春の交通安全県民運動街頭啓発 市内主要交差点 大野市交通対策協議会 市民生活課 中止

4月8日 九頭竜まつり実行委員会 結とぴあ201号室 九頭竜まつり実行委員会 商工観光振興課 中止

4月8日
分解処理施設視察
（愛知県豊橋市役所）

分解処理施設 大野市 農業林業振興課 中止

4月8日 令和２年大野市消防総合訓練
城下町南広場
有終会館多目的ホール

消防本部・団 警防課 中止

4月8日 大火記念日広報活動（防火パレード、広報巡回） 市内一円 消防本部・団 警防課 検討中

4月9日 大野地区保育会役員会 結とぴあ 大野市地区保育会 福祉こども課 中止

4月9日 苗木寄贈式・都市緑化功労者表彰式 － 大野市 建設整備課 中止

4月9日 福井県消防学校入校式 福井県消防学校 福井県消防学校 消防総務課 中止

4月9日 福井県消防長会定例会議、福井県防災ヘリ運航連絡会 福井市消防局 福井県、福井県消防長会 消防総務課 中止

4月9日 主要施策ヒアリング 大会議室 大野市 総合政策課 予定通り実施

4月10日 第49回消防救助東近畿地区指導会に伴う会議 京都市消防局 全国消防長会東近畿支部 警防課 中止

4月10日 主要施策ヒアリング 大会議室 大野市 総合政策課 予定通り実施

4月10日～5月31日 山火事予防運動 市内一円 消防本部 予防課防災指導G 予定通り実施

4月11日 大野市スポーツ協会代議員総会 有終会館 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

4月11日 大野市スポーツ協会　懇談会 扇屋 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

4月12日 大野市民大会　ペタンク大会
ふれあい公園多目的グラウ
ンド

大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

4月12日 大野市民大会　テニス大会 ふれあい公園　テニス場 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

4月12日、１9日 大野市民大会　軟式野球 真名川憩いの島 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

4月13日 大野市消費者グループ連絡協議会定期総会 結とぴあ201・202 大野市消費者グループ連絡協議会 市民生活課 中止

4月15日 大野市行政不服審査会 未定 大野市
総務課
地域振興室

予定通り実施

4月15日 ケアマネ会議(事務連絡・研修会)　年間10回程度 結とぴあ 健康長寿課 健康長寿課 中止

4月15日 交通安全啓発活動 保健センター 健康長寿課 市民生活課 中止

4月15日
大野市壮年団体連絡協議会総会 学びの里「めいりん」

大野市壮年団体連絡協議会 生涯学習課 中止

4月15日 九頭竜川水系ダム連絡会総会、ダム管理演習祖説明会 結とぴあ302号室 九頭竜川統合管理事務所 通信指令室 延期

4月16日 人権相談・行政相談 結とぴあ　相談室2 大野市 総務課地域振興室中止

4月16日 狂犬病予防注射 各公民館、文化会館 市民生活課 市民生活課 予定通り実施

4月16日 大野市地区保育会総会 めいりん 大野市地区保育会 福祉こども課 中止

4月16日 国道157号整備促進期成同盟会幹事会 大野市役所 大野市 幹線道路課 中止

4月16日
大野男女共同参画ネットワーク役員会 学びの里「めいりん」

大野男女共同参画ネットワーク 生涯学習課 検討中

4月16日 第６３回市民総合体育大会夏季大会　実行委員会 エキサイト広場 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

延期

4月17日 大野市身体障害者連合会総会 結とぴあ 大野市身体障害者連合会 福祉こども課 中止

4月17日
青少年育成大野市民会議役員会 学びの里「めいりん」

青少年育成大野市民会議 生涯学習課 中止

4月17日 危険物取扱所検査 長野発電所 予防課 予防課予防調査Ｇ 予定通り実施

4月17日 救急講習 Ｂ＆Ｇ Ｂ＆Ｇ 警防課 中止

4月17日 大野市スポーツ協会常任理事会 エキサイト広場 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

延期

4月18日 和泉地区クリーンアップ大作戦 和泉支所３階大会議室 和泉地区区長会
和泉支所
住民振興課

延期

4月18日～6月28日
COCONOアートプレイス伊東知之彫刻展 COCONOアートプレイス

結の故郷まちなか文化芸術事業実行委員会 生涯学習課 検討中

4月19日 シンポジウム「まるっと大野　かんがえよう」 結とぴあ 社会福祉協議会 健康長寿課 延期

4月19日 大野市民大会　エスキーテニス大会 青少年教育センター 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

4月19日 大野市民大会　ゲートボール大会 市営コート 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

4月19日 第６３回市民総合体育大会ゴルフ競技 フクイカントリークラブ 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

4月19日 大野市民大会　ゴルフ大会 フクイカントリー 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止



実施日 行事等名称 会場 主催者 所管課 実施の可否等

4月20日 令和元年度総会 未定 福井人権擁護委員協議会大野市部会
総務課
地域振興室

中止

4月20日
人材活用登録指導者登録証交付式 学びの里「めいりん」

大野市教育委員会・ますみ会 生涯学習課 中止

4月20日 どんぐりの里親事業 各市内小学校 大野市 農業林業振興課 中止

4月21日 後期高齢者医療制度説明会 結とぴあ201・202 市民生活課 市民生活課 中止

4月21日
大野市子ども会育成連合会役員会 学びの里「めいりん」

大野市子ども会育成連合会 生涯学習課 中止

4月23日
大野男女共同参画ネットワーク理事会 学びの里「めいりん」

大野男女共同参画ネットワーク 生涯学習課 検討中

4月23日
大野市新しいまちづくり運動推進協議会連絡会総会 学びの里「めいりん」 大野市新しいまちづくり

運動推進協議会
生涯学習課 中止

4月23日、24日 第111回全国消防長会東近畿支部総会 京都市 全国消防長会東近畿支部 消防総務課 中止

4月24日 大谷トンネル安全祈願祭 大谷トンネル 青木あすなろ建設株式会社 幹線道路課 未定

4月24日 中部縦貫自動車道大野油坂道路事業調整会議 福井河川国道事務所 福井河川国道事務所 幹線道路課 未定

4月24日 天文教室「春の星座めぐり」 自然保護センター　 自然保護センター 商工観光振興課 中止

4月24日 福井県危険物安全協会理事会 福井県自治会館 福井県危険物安全協会 予防課予防調査Ｇ 中止

4月25日 親子で自然とふれあいさんぽっぽ 奥越前まんまるサイト 奥越前まんまるサイト 商工観光振興課 中止

4月25日 特別観望会　最大光度の金星を見よう 自然保護センター　 自然保護センター 商工観光振興課 中止

4月26日 狂犬病予防注射 市役所、支所、五箇公民館市民生活課 市民生活課 予定通り実施

4月26日
「越美北線で行く　九頭竜花桃回廊の旅」(福井市民
対象）

フレアール和泉、大野市
街地

主催：越美北線と乗合バスに乗る
運動を進める会

建築営繕課 中止

4月26日 七間楽市 七間通り 七間大盛会 商工観光振興課 中止

4月26日 普通救命講習 消防本部 消防本部 警防課 中止

4月26日 第４回大野市総合計画審議会 大会議室 大野市 総合政策課 中止

4月26日、29日、5月2日～4日 花桃まつり ホテルフレアール和泉 花桃まつり実行委員会 商工観光振興課 中止

4月27日 大野市交通指導員会　役員会 結とぴあ302 大野市交通指導員会 市民生活課 中止

4月27日 国道158号改修促進期成同盟会幹事会 福井市役所 福井市 幹線道路課 未定

4月27日 農業委員会総会 結とぴあ 農業委員会 農業林業振興課 予定通り実施

4月27日
青少年育成大野市民会議理事会 学びの里「めいりん」

青少年育成大野市民会議 生涯学習課 中止

4月27日
大野男女共同参画ネットワーク監査 学びの里「めいりん」

大野男女共同参画ネットワーク 生涯学習課 検討中

4月27日 議会運営委員会、議員全員協議会 第２委員会室、全協室 大野市議会 議会事務局 協議し決定

4月28日 環境監視員委嘱式・研修会 結とぴあ201・202 市民生活課 市民生活課 中止

4月30日 ５月定例連絡会議 大会議室 大野市 総務課 予定通り実施

4月30日 定例教育委員会 大会議室 大野市教育委員会 教育総務課 検討中

4月下旬 大野市安全で安心なまちづくり推進会議幹事会 談話室 大野市・大野警察署 防災防犯課 中止

4月下旬 奥越地区戸籍住民基本台帳事務協議会　総会 大会議室 市民生活課 市民生活課 中止

4月下旬
ますみ会総会・人材活用登録指導者研修会 学びの里「めいりん」

大野市教育委員会・ますみ会 生涯学習課 中止

4月下旬
大野市スポーツ少年団総会・指導者協議会総会・事
務担当者説明会

エキサイト広場 大野市スポーツ少年団
生涯学習課
スポーツ振興室

延期

4月下旬 第５６回越前大野名水マラソン第3回実行委員会 エキサイト広場 大野市教育委員会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

4月下旬
大野市スポーツ推進委員会委嘱式・第１回スポーツ
推進委員会

エキサイト広場 大野市教育委員会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

4月下旬 自衛消防クラブ委員会 消防本部３階会議室 自衛消防クラブ委員会 予防課防災指導G 中止

4月下旬 女性防火クラブ委員会 消防本部３階会議室 女性防火クラブ委員会 予防課防災指導G 中止

4月下旬 少年消防クラブ委員会 消防本部３階会議室 少年消防クラブ委員会 予防課防災指導G 中止

4月下旬 幼年消防クラブ委員会 消防本部３階会議室 幼年消防クラブ委員会 予防課防災指導G 中止

4月下旬 危険物安全協会役員会 消防本部３階会議室 危険物安全協会 予防課予防調査Ｇ 中止

4月中下旬 農業経営改善計画認定審査会 市役所か結とぴあ 大野市 農業林業振興課 予定通り実施

4月中下旬 越前おおのそばまつり実行委員会 市役所か結とぴあ 越前おおのそばまつり実行委員会 農業林業振興課 延期

4月下旬 産直の会名物づくりプロジェクト（テーマ別勉強会） 大野市、産直の会事務局 道の駅推進課 中止

4月下旬～6月中に１回 中山間地域等直接支払交付金説明会（開催予定） 結とぴあ 大野市 農業林業振興課 中止



実施日 行事等名称 会場 主催者 所管課 実施の可否等

4月未定 大野市統計協会役員会 未定 大野市
総務課
情報統計室

中止

4月未定 令和２年度主要事業説明会（職員研修） 未定 大野市 総務課 中止

4月未定 大野市職員採用候補者試験委員会 本庁会議室 大野市 総務課 予定通り実施

5月1日 大野市交通指導員会　定例会 結とぴあ302 大野市交通指導員会 市民生活課 中止

5月2日～5日 星空ハンモック ミルク工房奥越前 ＭＯＦネットワーク 商工観光振興課 中止

5月3日～6日 ハックルベリーの森遊びカフェ 奥越前まんまるサイト 奥越前まんまるサイト 商工観光振興課 中止

5月4日
「越美北線で行く　九頭竜花桃回廊の旅」(大野市民
対象)

フレアール和泉
主催：越美北線と乗合バスに乗る
運動を進める会

建築営繕課 中止

5月5日 CarveAPaloozain九頭竜2020 前坂キャンプ場 前坂キャンプ場 商工観光振興課 中止

5月6日 春の六呂師高原観察ウォーク 自然保護センター　 自然保護センター 商工観光振興課 中止

5月7日 人権相談・行政相談 結とぴあ　相談室2 大野市
総務課
地域振興室

中止

5月7日 福井県危険物安全協会事務担当者会議 福井県自治会館 福井県危険物安全協会 予防課予防調査Ｇ 中止

5月7日 救急講習 奥越明成高校 奥越明成高校 警防課 中止

5月8日 保育所、認定こども園　合同連絡会・園長会 結とぴあ302.309 大野市 福祉こども課 予定通り実施

5月8日
大野男女共同参画ネットワーク総会 学びの里「めいりん」

大野男女共同参画ネットワーク 生涯学習課 中止

5月9日～10日 七間朝市・山菜フードピア 七間通り 越前大野七間朝市振興協議会 商工観光振興課 中止

5月10日 令和２年市街地火災防ぎょ訓練 中野・水落町周辺 消防本部・団 警防課 検討中

5月11日
青少年育成大野市民会議校区運営委員会 学びの里「めいりん」

青少年育成大野市民会議 生涯学習課 中止

5月12日 大野市人口減少対策会議 結とぴあ３０２ 大野市 総合政策課 中止

5月13日 無料登記相談 結とぴあ　相談室2 大野市
総務課
地域振興室

中止

5月13日 大野市交通対策協議会委員会 結とぴあ201・202 大野市交通対策協議会 市民生活課 中止

5月13日
大野市美術展無鑑査全員協議会・評議会 学びの里「めいりん」

大野市美術展運営委員会 生涯学習課 検討中

5月15日 大野市防犯隊総会 大会議室 大野市防犯隊 防災防犯課 中止

5月15日 大野市防犯隊意見交換会 市内 大野市防犯隊 防災防犯課 中止

5月15日 第１回大野市消防団幹部会議 消防本部３階会議室 消防本部・団 警防課 中止

5月16日～17日 九頭竜新緑まつり 九頭竜国民休養地 九頭竜まつり実行委員会 商工観光振興課 中止

5月16日～17日 越美北線「ふれあい市民号」九頭竜新緑まつり 越前大野～九頭竜湖間
主催：越美北線と乗合バスに乗る
運動を進める会

建築営繕課 中止

5月18日 ラッパ隊練習 消防本部 消防団 警防課 中止

5月20日～21日 中部縦貫道　要望活動（大野市、大野市議会） 国土交通省（近畿地方整備局・本省）、福井河川国道事務所大野市、大野市議会 幹線道路課 未定

5月21日 人権相談・行政相談 結とぴあ　相談室2 大野市
総務課
地域振興室

中止

5月22日 愛知県阿久比町からの視察受け入れ 結とぴあ 大野市民生委員児童委員協議会 福祉こども課 中止

5月22日 国道157号整備促進期成同盟会総会 大野市役所（予定） 大野市 幹線道路課 検討中

5月24日 名水マラソン（消防団ボランティア） 市内一円 大野市 警防課 中止

5月24日 普通救命講習 消防本部 消防本部 警防課 中止

5月24日 第５６回越前大野名水マラソン 大野市役所
大野市、大野市教育委員会、大野市ス
ポーツ協会、中日新聞社、日刊県民福井

生涯学習課
スポーツ振興室

中止

5月25日 農業委員会総会 結とぴあ 農業委員会 農業林業振興課 予定通り実施

5月25日 救急講習 乾側小学校 乾側小学校 警防課 中止

5月25日 議会運営委員会等、議員全員協議会 第２委員会室、全協室 大野市議会 議会事務局 協議し決定

5月26日 大野市交通指導員会　役員会 第１会議室 大野市交通指導員会 市民生活課 検討中

5月26日 後期高齢者医療制度説明会 結とぴあ201・202 市民生活課 市民生活課 中止

5月26日 越美北線と乗合バスに乗る運動を進める会総会 結とぴあ201,202号室
主催：越美北線と乗合バスに乗る
運動を進める会

建築営繕課 検討中

5月27日 交通安全啓発活動 保健センター 健康長寿課 市民生活課 検討中

5月27日 大野市民生委員児童委員協議会総会 結とぴあ 大野市民生委員児童委員協議会 福祉こども課 中止

5月27日～28日 中部縦貫自動車道大野油坂道路整備促進連絡協議会　要望活動（大野商工会）国土交通省（近畿地方整備局・本省）、福井河川国道事務所
中部縦貫自動車道大野油坂道路
整備促進連絡協議会

幹線道路課 未定

5月28日 第2回大野市地域福祉計画策定委員会 結とぴあ 福祉こども課 予定通り実施



実施日 行事等名称 会場 主催者 所管課 実施の可否等

5月28日 第１回働き方改革セミナー
まちなか交流センター　小
会議室

商工観光振興課 検討中

5月28日 第６３回市民総合体育大会夏季大会　代表者会議 エキサイト広場 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

5月29日 ６月定例連絡会議 大会議室 大野市 総務課 予定通り実施

5月29日 消費者月間・環境月間キャンペーン 市内スーパー 市民生活課 市民生活課 中止

5月31日 聖火リレー（消防団ボランティア） 市内一円 大野市 警防課 延期

5月31日 東京2020オリンピック聖火リレー エキサイト広場～市役所
東京オリンピック･パラリンピック競
技大会組織委員会

生涯学習課
スポーツ振興室

中止

5月中 人権の花運動 市内小中学校
福井人権擁護委員協議会
大野市部会・大野市

総務課
地域振興室

中止

5月中 中部縦貫自動車道大野油坂道路事業調整会議 福井河川国道事務所 福井河川国道事務所 幹線道路課 未定

5月中 公立保育園保護者連合会総会 結とぴあ 公立保育園保護者連合会 福祉こども課 中止

5月上旬 人事評価調整員会 未定 大野市 総務課 予定通り実施

5月上旬
大野市子ども会育成連合会総会 学びの里「めいりん」

大野市子ども会育成連合会 生涯学習課 中止

5月上旬 大野市防火推進委員会役員会 消防本部３階会議室 大野市防火推進委員会 予防課防災指導G 中止

5月上旬 福井県危険物安全協会連合会（表彰式、講演会） 県国際交流会館 県危険物安全協会連合会 予防課予防調査Ｇ 中止

5月中旬 会計年度任用職員研修（服務規律） 未定 大野市 総務課 中止

5月中旬 国土強靭化地域計画策定委員会 結とぴあ302号室 大野市 防災防犯課 延期

5月中旬 エコフィールド管理運営協議会 結とぴあ エコフィールド協議会 農業林業振興課 中止

5月中旬 大野市緑化推進委員会総会 結とぴあ 大野市緑化推進委員会 農業林業振興課 検討中

5月中旬 大野市小中学校再編計画検討委員会 未定 大野市教育委員会 教育総務課 検討中

5月中旬
三ケ日中学校研修受け入れ 学びの里「めいりん」

静岡県　三ケ日中学校 生涯学習課 中止

5月中旬
大野市連合ふわわ女性の会理事会・役員会 学びの里「めいりん」

大野市連合ふわわ女性の会 生涯学習課 中止

5月中旬
大野市連合ふわわ女性の会福祉委員会 学びの里「めいりん」

大野市連合ふわわ女性の会 生涯学習課 中止

5月中旬
ますみ会運営委員会・生涯学習人材活用促進会議 学びの里「めいりん」

大野市教育委員会・ますみ会 生涯学習課 中止

5月中旬
大野市スポーツ少年団総会、指導者協議会総会、
事務担当者会議

エキサイト広場 大野市スポーツ少年団
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

5月中旬 第６３回市民総合体育大会夏季大会　実行委員会 エキサイト広場 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

5月中旬 大野市スポーツ協会第1回役員会 エキサイト広場 大野市スポーツ協会
生涯学習課
スポーツ振興室

延期

5月中旬 文化財保護審議会 未定 教育委員会文化財課 文化財課 検討中

5月中旬 ＮＥＴ１１９説明会 未定 警防課通信指令室 通信指令室 延期

5月中旬 福井県消防操法大会出場に伴う訓練開始式
城下町南広場
エキサイト広場大屋根広
場

消防本部・団 警防課 中止

5月中旬 固定資産評価審査委員会 大野市役所大会議室 固定資産評価審査委員会
行政委員会
事務局

予定通り実施

5月中旬から下旬
多面的機能支払交付金
　阪谷広域検討委員会

未定 大野市 農業林業振興課 延期

5月下旬 大野市安全で安心なまちづくり推進会議 結とぴあ302号室 大野市・大野警察署 防災防犯課 中止

5月下旬
九頭竜川水系砂防事業促進期成同盟会　幹事会・
定例総会

未定
九頭竜川水系砂防事業促進期成
同盟会（事務局：大野市）

建設整備課 中止

5月下旬
主要地方道松ケ谷宝慶寺大野線整備促進期成同盟
会　　幹事会・定例総会

未定
主要地方道松ケ谷宝慶寺大野線整備促
進期成同盟会（事務局：大野市）

建設整備課 中止

5月下旬 赤根川改修促進期成同盟会　幹事会・定例総会 未定
赤根川改修促進期成同盟会（事務
局：大野市）

建設整備課 中止

5月下旬 福井県雪対策協議会　担当者課長会議・通常総会 未定
福井県雪対策協議会（事務局：大
野市）

建設整備課 中止

5月下旬 第１回　イトヨ観察会 本願清水イトヨの里 大野市
本願清水イトヨの
里

中止

5月下旬 大野市鳥獣害対策協議会総会 結とぴあ 大野市鳥獣害対策協議会 農業林業振興課 検討中

5月下旬 越前おおの食守フェスタ実行委員会 市役所か結とぴあ 越前おおの食守フェスタ実行委員会 農業林業振興課 延期

5月下旬
大野市生涯学習推進会議 学びの里「めいりん」

大野市教育委員会 生涯学習課 中止

5月下旬
青少年育成大野市民会議総務部会 学びの里「めいりん」

青少年育成大野市民会議 生涯学習課 中止

5月下旬
大野市社会教育委員の会議 学びの里「めいりん」

大野市教育委員会 生涯学習課 中止

5月下旬 奥越地区指導者協議会総会 エキサイト広場 奥越地区指導者協議会
生涯学習課
スポーツ振興室

中止

5月下旬 大野市文化財保存活用地域計画策定協議会 未定 教育委員会文化財課 文化財課 検討中

5月下旬 博物館運営協議会 未定 教育委員会文化財課 文化財課 検討中



実施日 行事等名称 会場 主催者 所管課 実施の可否等

5月下旬 危険物施設訓練 市内（未定） 危険物安全協会 予防課予防調査Ｇ 検討中

5月下旬 危険物安全週間街頭啓発 市内（未定） 危険物安全協会 予防課予防調査Ｇ 検討中

5月下旬 県女性防火クラブ連絡協議会総会 県庁 県女性防火クラブ連絡協議会 予防課防災指導G 検討中

5月未定 大野市区長連合会　第１回理事会及び会長会 結とぴあ 大野市区長連合会
総務課
地域振興室

中止

5月未定 大野市自衛隊協力会総会及び大野市区長連合会総会 結とぴあ305.306 大野市自衛隊協力会、大野市区長連合会
総務課
地域振興室

中止

5月未定 大野市職員共済会　理事会 未定 大野市 総務課 中止

5月未定 大野市職員共済会　代議員会 未定 大野市 総務課 中止

5月未定 大野市国民の祝日に国旗を掲げる運動推進協議会総会 未定 大野市
総務課
地域振興室

中止

5月未定 工業統計調査説明会 未定 大野市
総務課
地域振興室

中止

5月未定 大野市統計協会総会 未定 大野市
総務課
情報統計室

中止

5月未定 大野市遺族連合会総会 結とぴあ 大野市遺族連合会 福祉こども課 検討中

　※　会議や講座については、各担当課などから参加者や対象者へ実施の可否を連絡します。



　　大野市の公共施設の開館状況(４月７日～１９日) 令和2年4月6日現在

結とぴあ

休館
※必要かつ緊急性が認めら
れる会議等は、協議のうえ
使用可

8:30～21:30 12/29～1/3 総務課契約管理室 0779-65-8766

木材工芸品加工施設 休館 9：00～17：00 予約を受けて開館 住民振興課 0779-78-2377

市営葬斎場 通常通り 9：00～16：00 毎年1/1 市民生活課 080-8693-8794

浄化センター 通常通り 8：30～17：15
土曜日、日曜日、
祝日、12/29～1/3

市民生活課 0779-69-9082

あかね保育園 0779-66-5273

荒島保育園 0779-66-4257

阪谷保育園 0779-67-1070

和泉保育園 0779-78-2662

西部児童センター 0779-66-0912

南部児童センター 0779-66-2133

東部児童センター 0779-66-5233

北部児童センター 0779-65-3665

和泉児童センター 0779-78-2655

大野市児童デイサービスセンター　くれよん教室 休業 8:30～17:30
日・月曜日、祝日、
12/29～1/3

福祉こども課 0779-65-8535

地域子育て支援センター
5/6まで休館
※電話相談・個別相談は対
応

9：00～16：00
土・日曜日、祝日、
12/29～1/3

福祉こども課 0779-65-7188

保健センター 休館 8：30～17：15
土・日曜日、祝日、
12/29～1/3

健康長寿課 0779-65-7333

休日急患診療所 通常通り 9：00～21：00 月～金 健康長寿課 0779-65-8999

和泉診療所 通常通り 9：00～17：00
土・日曜日、祝日、
12/29～1/3

健康長寿課 0779-78-2650

あっ宝んど 休館 10：00～23：00 第２火曜日 健康長寿課 0779-66-7900

下水処理センター 通常通り 8：30～17：15
土・日曜日、祝日、
12/29～1/3

上下水道課 0779-65-7670

職業訓練センター 休館 9：00～21：30
月曜日、日曜日、
祝日、12/29～1/3

商工観光振興課 0779-65-6840

サン・スポーツランド
冬期休業中
（5月初旬頃まで）

冬季休業中 商工観光振興課 0779-67-1060

越前おおの結ステーション
藩主隠居所のみ休館
その他は開館

なし なし
商工観光振興課
観光振興室

0779-66-1111

平成大野屋

平蔵（貸館）、二階蔵（体験
事業）は休館
その他は開館（閉館時間の
繰り上げ有り）
※その他の開館施設への小
中高生の団体利用は不可

9:00～18：00

はいから茶屋：火
曜日
結楽座：12/29～
1/2

商工観光振興課
観光振興室

0779-69-9200

まちなか交流センター 休館 8：30～21：30 12/29～1/3
商工観光振興課
観光振興室

0779-64-4813

麻那姫湖青少年旅行村 休業 14：00～翌11：00 12月～3月
商工観光振興課
観光振興室

090-4325-1240

石灯籠会館 休館 9：00～17：00 月曜日
商工観光振興課
観光振興室

0779-65-3014

御清水会館 休館 9：00～17：00

月曜日
祝日の翌日
年末年始
12月～3月は日
曜、祝日

商工観光振興課
観光振興室

0779-66-1111

城下町東広場
通常通り
※小中高生の団体利用は不
可

なし なし
商工観光振興課
観光振興室

0779-64-5280

うらら館 休館 10：00～21：00
月曜日（祝日の場
合はその翌日）

商工観光振興課
観光振興室

0779-67-7007

フレアール和泉
通常営業
※平成の湯は休館
※コテージは利用中止

商工観光振興課
観光振興室

0779-78-2536

道の駅九頭竜 通常通り

8：30～17：00 ふれあい会館：年
末年始
生産物直売所：12
月～3月

商工観光振興課
観光振興室

0779-78-2300

パークホテル九頭竜
通常通り
※野外レクリエーション施設
は利用中止

商工観光振興課
観光振興室

0779-78-2326

和泉前坂家族旅行村 休業 12：00～翌10：00 11月～3月
商工観光振興課
観光振興室

0779-78-2248

ホロッサ 休業

平日9：00～16：00
日曜・祝日
9：00～17：00

月曜日（祝日の場
合はその翌日）
祝日の翌日
12/27～1/4

商工観光振興課
観光振興室

0779-78-2070

越前大野城 休館

4～9月9：00～17：
00
10～11月9：00～
16：00

12月～3月
商工観光振興課
観光振興室

0779-66-1111

武家屋敷旧内山家 休館
平日9：00～16：00
日曜・祝日9：00～
17：00

12/27～1/４
商工観光振興課
観光振興室

0779-65-6122

和泉郷土資料館 休館

平日9：00～16：00
日曜・祝日9：00～
17：00

月曜日（祝日の場
合はその翌日）
祝日の翌日
12/27～1/4

商工観光振興課
観光振興室

0779-78-2845

福祉こども課通常通り 7：30～18：30 日曜日、祝日

施設名称 通常の開館時間 通常の休館日 所管課
電話番号

（問い合わせ先）
開館や利用制限の状況

12：00～18：00
土曜日、学校の長
期休業中は8：00～
18：00

日曜日、祝日 福祉こども課

・児童センター
　4/8～5/6　休館

・児童クラブ
　やむを得ない児童のみ
　15：00～18：00、
　土曜日は8：00～18：00
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　　大野市の公共施設の開館状況(４月７日～１９日) 令和2年4月6日現在

施設名称 通常の開館時間 通常の休館日 所管課
電話番号

（問い合わせ先）
開館や利用制限の状況

笛資料館 休館

平日9：00～16：00
日曜・祝日9：00～
17：00

月曜日（祝日の場
合はその翌日）
祝日の翌日
12月～3月

商工観光振興課
観光振興室

0779-78-2041

武家屋敷旧田村家 休館
平日9：00～16：00
日曜・祝日9：00～
17：00

12/27～1/４
商工観光振興課
観光振興室

0779-65-6212

宝慶寺いこいの森 休館

時間指定なし
※12月1日から翌
年の3月31日まで
は閉鎖期間

12月～3月 農業林業振興課 0779-65-0005

スターランドさかだに
休館
※肥料販売のみ実施

9:00～17：00 水曜、年末年始 農業林業振興課 0779-67-7250

ミルク工房奥越前 休館 9:00～17：00 月曜 農業林業振興課 0779-67-1166

奥越ふれあい公園（屋外） 休園 8：30～日没 12/28～1/4 建設整備課 0779-65-8614

奥越ふれあい公園（陸上競技場、テニスコート） 休園 8：30～日没 毎週水曜日、冬期間 建設整備課 0779-65-8614

奥越ふれあい公園（トレーニングルーム） 休園 8：30～日没 毎週水曜日、冬期間 建設整備課 0779-65-8614

奥越ふれあい公園（会議室） 休園 8：30～日没 毎週水曜日、冬期間 建設整備課 0779-65-8614

奥越ふれあい公園（多目的グラウンド） 休園

4月、9～11月8：30
～21：00
5～8月8：30～21：
00

12月～3月 建設整備課 0779-65-8614

奥越ふれあい公園（多目的グラウンド照明設備） 休園

4月、9月、10月19：
00～21：00
5～8月19：30～21：
30

11月～3月
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-65-8766

本願清水イトヨの里 休館 9:00～17：00 月曜、12/27～1/4
建設整備課
湧水再生対策室

0779-65-5104

越前おおの水のがっこう 休館
平日9:00～16:00
日曜・祝日9:00～
17:00

12/27～1/４
12～3月の土、日、
祝日

建設整備課
湧水再生対策室

0779-64-4813

青少年教育センター
休館
※フレッシュハウスの業務は
通常通り行います

9:00～21:30 無 教育総務課 0779-64-4827

生涯学習センター 0779-65-5590

大野公民館 0779-66-2828

下庄公民館 0779-66-2142

乾側公民館 0779-66-3756

小山公民館 0779-66-2468

上庄公民館 0779-64-1200

富田公民館 0779-66-4101

阪谷公民館 0779-67-1111

和泉公民館 0779-78-2110

五箇公民館（ふるさと自然の家） 0779-65-6805

図書館
開館
※貸出、返却のみ可
※長時間の滞在不可

火～土（10:00～
18:00）、日（9:00～
17:00）

月曜日・第３日曜
日・祝日（ハッピー
マンデーを除く）年
末年始

生涯学習課 0779-65-5500

文化会館

休館
※必要かつ緊急性が認めら
れる会議等は、協議のうえ
使用可

9:00～21:30 月曜日・年末年始 生涯学習課 0779-66-5410

ＣＯＣＯＮＯアートプレイス 休館 9:00～17:00
月曜日・12/27～
1/4

生涯学習課 0779-64-4848

自然体験活動施設 通常通り 8:30～17:30
土日・祝日・年末年
始

生涯学習課 0779-65-5590

エキサイト広場総合体育施設 休館 8:30～22:00
水曜・祝日の翌日・
年末年始

生涯学習課
スポーツ振興室

0779-66-1433

真名川憩いの島 利用中止 7：00～19：00 12月～３月
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-65-8766

大野市明治公園テニス場 利用中止 8：30～21：30
水曜・祝日の翌日・
年末年始

生涯学習課
スポーツ振興室

0779-66-1433

大野市ゲートボール場 利用中止 7：00～19：00 12月～３月
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-65-5592

和泉グラウンド 利用中止 7：00～19：00 年末年始
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-65-8766

和泉体育館 休館 8：30～21:30 年末年始
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-78-2110

上大納スポーツランド 利用中止 9：00～16：30 年末年始
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-65-8766

Ｂ＆Ｇ海洋センター 休館 8：30～21：00
月曜日・休日の翌
日・年末年始

生涯学習課
スポーツ振興室

0779-64-1311

市内小中学校体育館 休館 8：30～21：30 年末年始
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-65-5592

市内小中学校グラウンド 利用中止 8：30～21：30 年末年始
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-65-5592

歴史博物館 休館
平日9：00～16：00
日曜・祝日9：00～
17：00

12/27～1/4 文化財課 0779-65-5520

民俗資料館 休館
平日9：00～16：00
日曜・祝日9：00～
17：00

12/27～1/4 文化財課 0779-66-0238

旧橋本家住宅 休館
水・土・日・祝日の
9：00～16：00 11/4～翌年4/28 文化財課

0779-65-5520
(歴史博物館)

8:30～22:00 祝日・年末年始

休館
※必要かつ緊急性が認めら
れる会議等は、協議のうえ
使用可
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