
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活へ向けて徐々にシフト  

～トレーニングルームや学校体育館など再開へ～ 

 

市が管理する公共施設については、県民行動指針に即し、段階的に再開していますが、6月

1日以降 18日までの間、下記のとおり対応することに決定しましたのでお知らせします。 

公共施設の利用に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、引き

続き利用者数の制限や、室内の換気、マスクの着用、手指消毒など、利用者の安全を確保する

ための感染予防対策を行いますので、市民への周知にご協力をお願いいたします。 

 

記 

１ 新たに再開する施設（一覧表を添付します） 

№68奥越ふれあい公園トレーニングルーム（1日から） 

№88エキサイト広場トレーニングルーム（5日から） 

№26～30児童センター（8日から） 

 

２ しばらくの間、子どもたちと一般の方の施設利用を分けます 

  ・小中学校の運動施設（№96 市内小中学校体育館、№97 市内小中学校グラウンド）は 6

月 8日からスポーツ少年団の利用を開始します。一般の方は使えません 

  ・小中学校以外の施設（№1、№39、№42、№66～71、№74～86、№88～92、№94～95）

は、6月 14日まで部活動やスポーツ少年団は使えません。一般の方は使えます 

  ・6月 15日からは、すべての利用再開施設が子どもも一般の方も使えます 

 

３ 施設の利用条件 

  ・利用は福井県内の方に限ります 

 ・屋内施設は施設の規模に応じて人数を制限（１００人または収容定員の半数のどちらか

小さい人数を上限とし各施設の規模で判断）する場合があります 

  ・屋外施設は２００人までの利用とします 

  ・今後の感染状況により変更する場合があります 

 

４ その他 

   ・市内博物館や資料館は１１月３０日（月）まで、市民の皆さまは無料で入館できます。 

報 道 資 料 

【発信日】令和２年５月２８日 

【問合わせ先】 

 大野市役所（２階 ２１番窓口） 

 企画総務部政策局秘書広報室 安井、金森 

 電話 0779-66-1111 内線 2521 

 



                     

Ⓐ 児童、生徒 

Ⓑ スポーツ少年団、部活動 

Ⓒ 一般（県内者） 

 

 

学校の体育館、グラウンド 

  6/1     Ⓐ     6/7 
  ――――――――――――― 
               6/8    Ⓐ＋Ⓑ   6/14 
                ―――――――――――― 
                            6/15  Ⓐ＋Ⓑ＋Ⓒ  6/18 

―――――――――――― 

 

学校以外の施設 

  6/1          Ⓒ           6/14 
  ―――――――――――――――――――――――――― 
                            6/15  Ⓐ＋Ⓑ＋Ⓒ  6/18 
                             ―――――――――――― 
 



1 結とぴあ

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

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

2 大野市元町会館

3 大野市春日集会所

4 大野市義景集会所

5 大野市中荒井集会所

6 大野市毘沙門集会所

7 大野市駅東集会所

8 大野市亀山集会所

9 大野市秋葉集会所

10 大野市城町集会所

11 大野市春日野集会所

12 大野市幸町集会所

13 大野市中挾集会所

14 大野市上中野集会所

15 大野市開成集会所

16 大野市春日南部集会所

17 大野市日吉集会所

18 大野市東部集会所

19 木材工芸品加工施設

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

9：00～17：00 予約を受けて開館 住民振興課 0779-78-2377

20 市営葬斎場 通常どおり 9：00～16：00 毎年1/1 市民生活課 080-8693-8794

21 浄化センター 通常どおり 8：30～17：15
土曜日、日曜日、
祝日、12/29～1/3

市民生活課 0779-69-9082

22 あかね保育園 0779-66-5273

23 荒島保育園 0779-66-4257

24 阪谷保育園 0779-67-1070

25 和泉保育園 0779-78-2662

26 西部児童センター 0779-66-0912

27 南部児童センター 0779-66-2133

28 東部児童センター 0779-66-5233

29 北部児童センター 0779-65-3665

30 和泉児童センター 0779-78-2655

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

福祉こども課 0779-65-8535

32 地域子育て支援センター

開館
※①～③の各時間予約制で
各時間６組まで利用可能
①9:00～10:30
②11:00～12:30
③14:00～15:30

9：00～16：00
土・日曜日、祝日、
12/29～1/3

福祉こども課 0779-65-7188

33 保健センター 通常どおり 8：30～17：15
土・日曜日、祝日、
12/29～1/3

健康長寿課 0779-65-7333

34 休日急患診療所 通常どおり 9：00～21：00 月～金 健康長寿課 0779-65-8999

35 和泉診療所 通常どおり 9：00～17：00
土・日曜日、祝日、
12/29～1/3

健康長寿課 0779-78-2650

　　大野市の公共施設の開館状況（６月１日～６月１８日） 令和２年５月２８日現在

№ 施設名称 開館や利用制限の状況 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）

0779-64-4821

通常どおり 7：30～18：30 日曜日、祝日 福祉こども課

福祉こども課

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

8：00～22：00 無 総務課契約管理室

・児童センター
６月８日から曜日ごとに学年
を指定して再開。
・児童クラブ
６月７日までは、やむを得な
い児童のみとします。
　下校後～18：00、
　土曜日は8：00～18：00
６月８日からは、
下校後～18：00、
土曜日は8：00～18：00

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
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　　大野市の公共施設の開館状況（６月１日～６月１８日） 令和２年５月２８日現在

№ 施設名称 開館や利用制限の状況 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）

36 あっ宝んど
開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。

10：00～23：00 第２火曜日 健康長寿課 0779-66-7900

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

上下水道課 0779-65-7670

38 職業訓練センター

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

39 サン・スポーツランド

開場
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

8：30～19：00 冬季休業 商工観光振興課 0779-67-1060

40 越前おおの結ステーション

開場
※藩主隠居所の利用は、福
井県民に限ります。
※県外客も集まるイベントや
大会などでの使用もできませ
ん。

藩主隠居所
9：00～17：00

なし
商工観光振興課
観光振興室

0779-64-4817

41 平成大野屋

開館
※二階蔵、平蔵の利用は福
井県民に限ります。
※県外客も集まるイベントや
大会などでの使用はできませ
ん。

9:00～18：00

結楽座
：12/29～1/2
はいから茶屋
：火曜日

商工観光振興課
観光振興室

0779-69-9200

42 まちなか交流センター

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※県外客も集まるイベントや
大会などでの使用もできませ
ん。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

8：30～21：30 12/29～1/3
商工観光振興課
観光振興室

0779-64-4813

43 麻那姫湖青少年旅行村
開村
※利用できる方は、福井県民
に限ります。

14：00～翌11：00 12月～3月
商工観光振興課
観光振興室

090-4325-1240

44 石灯籠会館

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

9：00～17：00 月曜日
商工観光振興課
観光振興室

0779-65-3014

45 御清水会館

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

0779-64-4817

46 城下町東広場 通常どおり なし なし
商工観光振興課
観光振興室

0779-64-5280

47 うらら館
開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。

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

48 フレアール和泉 当面の間、休館
商工観光振興課
観光振興室

0779-78-2536

49 道の駅九頭竜 通常どおり 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

50 パークホテル九頭竜
開館
※テントサイトの利用は福井
県民に限ります。

商工観光振興課
観光振興室

0779-78-2326

51 円山公園
開園
※利用できる方は、福井県民
に限ります。

商工観光振興課
観光振興室

0779-78-2326

52 和泉前坂家族旅行村
開業
※利用できる方は、福井県民
に限ります。

12：00～翌10：00 11月～3月
商工観光振興課
観光振興室

0779-78-2248

53 小池公園 休業
11月中旬～5月上
旬

商工観光振興課
観光振興室

0779-64-4817

54 ホロッサ

開場
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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
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　　大野市の公共施設の開館状況（６月１日～６月１８日） 令和２年５月２８日現在

№ 施設名称 開館や利用制限の状況 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）

55 越前大野城

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

0779-64-4817

56 武家屋敷旧内山家

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

57 和泉郷土資料館

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

58 笛資料館

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

59 武家屋敷旧田村家

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

60 木本集落センター

61 下山地区集会施設

62 大納地区集会施設

63 宝慶寺いこいの森

開場
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

64 スターランドさかだに

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

65 ミルク工房奥越前

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月２日からレストランを通
常営業します。

9:00～17：00 月曜 農業林業振興課 0779-67-1166

66 奥越ふれあい公園（屋外）

開園
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

8：30～日没 12/28～1/4 建設整備課 0779-64-4812

67 奥越ふれあい公園（陸上競技場、テニスコート）

開園
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

8：30～日没 毎週水曜日、冬期間 建設整備課 0779-64-4812

68 奥越ふれあい公園（トレーニングルーム）

６月１日から、利用人数を制
限して再開。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

8：30～日没 毎週水曜日、冬期間 建設整備課 0779-64-4812

69 奥越ふれあい公園（会議室）

開園
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

8：30～日没 毎週水曜日、冬期間 建設整備課 0779-64-4812

70 奥越ふれあい公園（多目的グラウンド）

開園
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

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 0779-64-4812

開館
※ただし、利用人数に制限が
あります。

8：00～22：00 無 農業林業振興課 各区長
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№ 施設名称 開館や利用制限の状況 通常の開館時間 通常の休館日 所管課
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71 奥越ふれあい公園（多目的グラウンド照明設備）

開園
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

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
建設整備課

0779-64-4812
(建設整備課)

72 本願清水イトヨの里

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

73 越前おおの水のがっこう

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

74 青少年教育センター

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

9:00～21:30
※フレッシュハウス
は9:00～16:00

祝日、12月29日～
1月3日
※フレッシュハウス
は、土、日も休館

教育総務課 0779-64-4827

75 生涯学習センター 0779-65-5590

76 大野公民館 0779-66-2828

77 下庄公民館 0779-66-2142

78 乾側公民館 0779-66-3756

79 小山公民館 0779-66-2468

80 上庄公民館 0779-64-1200

81 富田公民館 0779-66-4101

82 阪谷公民館 0779-67-1111

83 和泉公民館 0779-78-2110

84 五箇公民館（ふるさと自然の家） 0779-65-6805

85 図書館

開館
※長期滞在は不可
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※資料室、学習室、視聴覚
室、和室の使用は利用人数
を制限して再開。団体利用も
できます。
※ただし、小中校生の団体利
用は６月１５日からとします。

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

86 文化会館

開館
６月２日から、利用人数を制
限して全館利用可。
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

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

87 ＣＯＣＯＮＯアートプレイス

開館（9:00～16：30）
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

9:00～17:00
月曜日・12/27～
1/4

生涯学習課 0779-64-4848

88 エキサイト広場総合体育施設

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。
※６月５日から事前予約制で
利用人数を制限してトレーニ
ングルームを再開。

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
（エキサイト広場）

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

8:30～22:00 祝日・年末年始 生涯学習課
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№ 施設名称 開館や利用制限の状況 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）

89 真名川憩いの島

開場
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

7：00～19：00 12月～３月
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-65-8766
（公共施設管理公社）

90 大野市明治公園テニス場

開場
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

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
（エキサイト広場）

91 大野市ゲートボール場

開場
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

7：00～19：00 12月～３月
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-65-8766
（公共施設管理公社）

92 和泉グラウンド

開場
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

7：00～19：00 年末年始
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-78-2110
（和泉公民館）

93 和泉体育館 当面の間、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
（和泉公民館）

94 上大納スポーツランド

開場
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

9：00～16：30 年末年始
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-65-8766
（公共施設管理公社）

95 Ｂ＆Ｇ海洋センター

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※６月１５日から小中高生の
団体利用もできます。

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

96 市内小中学校体育館

６月１５日から、小中高生の
団体利用も含め、再開。
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※スポーツ少年団は６月８日
から利用可能です。

8：30～21：30 年末年始
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-65-5592

97 市内小中学校グラウンド

６月１５日から、小中高生の
団体利用も含め、再開。
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。
※スポーツ少年団は６月８日
から利用可能です。

8：30～21：30 年末年始
生涯学習課
スポーツ振興室

0779-65-5592

98 歴史博物館

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

99 民俗資料館

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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

100 旧橋本家住宅

開館
※利用できる方は、福井県民
に限ります。
※ただし、利用人数に制限が
あります。

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)
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