
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスに対する大野市の対応について 

 

  

 みだしのことについて、大野市において下記のとおり対応することとしましたので

お知らせします。 

 

記 

 

１ 大野市の公共施設の利用について 

   児童・生徒を新型コロナウイルスの感染から守るため、スポーツ少年団等児童・

生徒が属する団体の公共施設の利用を許可しないこととします。 

   なお、現時点での開館状況等については、別紙のとおりです。 

 

２ 大野市が主催する行事等について 

   行事の一覧表を添付します。 

 

３ 図書館における取り組みについて 

 （１）本の「お楽しみ袋」の貸出 

小学生用・中学生用・高校生用・一般の方用のお楽しみ袋をご用意しました。 

普段、自分で手に取らない本に出合えるかもしれません。 

また、あらかじめ用意されている袋ですので、選ぶ時間などが減ります 

貸出期間は３週間ですので、ごゆっくりお楽しみください。 

（２）貸出期間の延長 

  ３月３１日（火）まで、貸出期間を２週間から３週間に延長します。 

  ただし、新着図書や、次に読みたい人が待っている本（予約）は通常どおり２

週間です。 

報 道 資 料 

【発信日】令和２年３月４日 

【問合わせ先】 

 大野市役所（2階 21番窓口） 

 政策局 秘書広報室 川端、小林 

 電話 0779-66-1111 内線 2526 



　　大野市の公共施設の開館状況 令和2年3月4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）

結とぴあ
小中高校生の団体の利
用はできません

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

中竜簡易郵便局 通常通り 8：30～17：15 土日、祝日 総務課 0779-78-2351

木材工芸品加工施設 通常通り 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月1日 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 通常通り 7：30～18：30 日曜日、祝日 福祉こども課 0779-66-5273

荒島保育園 通常通り 7：30～18：30 日曜日、祝日 福祉こども課 0779-66-4257

阪谷保育園 通常通り 7：30～18：30 日曜日、祝日 福祉こども課 0779-67-1070

和泉保育園 通常通り 7：30～18：30 日曜日、祝日 福祉こども課 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

通常通り 8:30～17:30
日・月曜日、祝
日、12/29～1/3

福祉こども課 0779-65-8535

自然こども館
小中高校生の団体の利
用はできません

8：30～17：00
月曜日、12/29
～1/3

福祉こども課 0779-67-1117

地域子育て支援センター
休館　3/2～3/31、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 通常通り 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 通常通り 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 65-7670

職業訓練センター
小中高校生の団体の利
用はできません

9：00～21：30
月曜日、日曜
日、祝日、12/29
～1/3

商工観光振興課 65-6840

越前おおの結ステーション 通常通り なし なし
商工観光振興課
観光振興室

66-1111

平成大野屋
小中高校生の団体の利
用はできません

9-18時

はいから茶屋：
火曜日
結楽座：12月29
日～1月2日

商工観光振興課
観光振興室

69-9200

まちなか交流センター
小中高校生の団体の利
用はできません

8：30-21：30
12月29日～1月3
日

商工観光振興課
観光振興室

66-1230
（4月より66-
1111）

麻那姫湖青少年旅行村
小中高校生の団体の利
用はできません

14時-翌11時 12月～3月
商工観光振興課
観光振興室

090-4325-1240

城下町東広場
小中高校生の団体の利
用はできません

なし なし
商工観光振興課
観光振興室

64-5280

うらら館
小中高校生の団体の利
用はできません

10-21時

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

67-7007

児童センター：3/2～3/24
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

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



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）

フレアール和泉
小中高校生の団体の利
用はできません

商工観光振興課
観光振興室

78-2536

道の駅九頭竜
小中高校生の団体の利
用はできません

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

78-2300

パークホテル九頭竜
小中高校生の団体の利
用はできません

商工観光振興課
観光振興室

78-2326

和泉前坂家族旅行村
小中高校生の団体の利
用はできません

12時-翌10時 11月～3月
商工観光振興課
観光振興室

78-2248

ホロッサ
小中高校生の団体の利
用はできません

平日9-16時
日曜・祝日9-17時

月曜日（祝日の
場合はその翌
日）
祝日の翌日
12月27日～1月4
日

商工観光振興課
観光振興室

78-2070

武家屋敷旧内山家
小中高校生の団体の利
用はできません

平日9-16時
日曜・祝日9-17時

12月27日～1月
４日

商工観光振興課
観光振興室

65-6122

和泉郷土資料館
小中高校生の団体の利
用はできません

平日9-16時
日曜・祝日9-17時

月曜日（祝日の
場合はその翌
日）
祝日の翌日
12月27日～1月4
日

商工観光振興課
観光振興室

78-2845

武家屋敷旧田村家
小中高校生の団体の利
用はできません

平日9-16時
日曜・祝日9-17時

12月27日～1月
４日

商工観光振興課
観光振興室

65-6212

スターランドさかだに
小中高校生の団体の利
用はできません

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 通常通り 9:00～17：00 月曜 農業林業振興課 0779-67-1166

本願清水イトヨの里
小中高校生の団体の利
用はできません

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

生涯学習センター
小中高校生の団体の利
用はできません

8:30～17:30 祝日・年末年始 生涯学習課 65-5590

大野公民館
小中高校生の団体の利
用はできません

8:30～22:00 祝日・年末年始 生涯学習課 66-2828

下庄公民館
小中高校生の団体の利
用はできません

8:30～21:30 祝日・年末年始 生涯学習課 66-2142

乾側公民館
小中高校生の団体の利
用はできません

8:30～22:00 祝日・年末年始 生涯学習課 66-3756

小山公民館
小中高校生の団体の利
用はできません

8:30～22:00 祝日・年末年始 生涯学習課 66-2468

上庄公民館
小中高校生の団体の利
用はできません

8:30～21:30 祝日・年末年始 生涯学習課 64-1200

富田公民館
小中高校生の団体の利
用はできません

8:30～22:00 祝日・年末年始 生涯学習課 66-4101

阪谷公民館
小中高校生の団体の利
用はできません

8:30～22:00 祝日・年末年始 生涯学習課 67-1111

和泉公民館
小中高校生の団体の利
用はできません

8:30～22:00 祝日・年末年始 生涯学習課 78-2110

五箇公民館（ふるさと自然の家）
小中高校生の団体の利
用はできません

8:30～17:15 祝日・年末年始 生涯学習課 65-6805

図書館 通常通り
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 65-5500

文化会館
小中高校生の団体の利
用はできません

9:00～21:30
月曜日・年末年
始

生涯学習課 66-5410

ＣＯＣＯＮＯアートプレイス
小中高校生の団体の利
用はできません

9:00～17:00
月曜日・12/27～
1/4

生涯学習課 64-4848

自然体験活動施設
小中高校生の団体の利
用はできません

8:30～17:30
土日・祝日・年末
年始

生涯学習課 65-5590

エキサイト広場総合体育施設

トレーニングルームのみ
利用休止（3/2～当面の
間）
他は、小中高校生の団体
の利用はできません

8:30～22:00
水曜・祝日の翌
日・年末年始

スポーツ振興室 66-1433

真名川憩いの島
小中高校生の団体の利
用はできません

7：00～19：00 12月～３月 スポーツ振興室 65-8766



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）

大野市明治公園テニス場
小中高校生の団体の利
用はできません

8：30～21：30
水曜・祝日の翌
日・年末年始

スポーツ振興室 66-1433

大野市ゲートボール場
小中高校生の団体の利
用はできません

7：00～19：00 12月～３月 スポーツ振興室 65-5592

奥越ふれあい公園
小中高校生の団体の利
用はできません

8:30～日没まで 12月～３月 建設整備課 65-8614

奥越ふれあい公園多目的広場照明設備
小中高校生の団体の利
用はできません

19：00～21：00 12月～３月 スポーツ振興室 65-8766

和泉グラウンド
小中高校生の団体の利
用はできません

7：00～19：00 年末年始 スポーツ振興室 65-8766

和泉体育館
小中高校生の団体の利
用はできません

8：30～21:30 年末年始 スポーツ振興室 78-2110

上大納スポーツランド
小中高校生の団体の利
用はできません

9：00～16：30 年末年始 スポーツ振興室 65-8766

Ｂ＆Ｇ海洋センター
小中高校生の団体の利
用はできません

8：30～21：00
月曜日・休日の
翌日・年末年始

スポーツ振興室 64-1311

市内小中学校体育館、グラウンド
小中高校生の団体の利
用はできません

8：30～21：30 年末年始 スポーツ振興室 65-5592

歴史博物館
小中高校生の団体の利
用はできません

平日9-16時
日曜・祝日9-17時

12月27日～1月4
日

文化財課 65-5520

民俗資料館
小中高校生の団体の利
用はできません

平日9-16時
日曜・祝日9-17時

12月27日～1月4
日

文化財課 66-0238



　　大野市が主催する行事等の実施の可否等一覧 令和2年3月4日現在

実施日 行事等名称 会場 所管課 実施の可否等

3月22日まで 越前おおのひな祭り 平成大野屋平蔵　ほか 商工観光振興課
メイン会場の平蔵は3/3を
もって終了

3月1日～31日 住宅用火災警報器の設置状況調査 市内全域 予防課防災指導G 中止

3月1日 九頭竜スキー選手権大会 九頭竜スキー場 スポーツ振興室 中止

健康ランチバイキング 結とぴあ 健康長寿課 中止

3月2日 竹田式体操教室（第２回） 上庄公民館 上庄公民館 中止

3月3日 リーダーのためのコミュニケーション研修 職業訓練センター
職業訓練セン
ター

延期

頭シャキーン＆いきいきOH！脳音読会 図書館 図書館 中止

3月4日 健康プラスディ より処 和泉公民館 中止

3月5日 人権相談・行政相談 結とぴあ 総務課 予定どおり実施

海洋センター活用促進事業「ニュースポーツ教室」 Ｂ＆Ｇ海洋センター スポーツ振興室 中止

囲碁教室（第１回） 上庄公民館 上庄公民館 中止

エクササイズday 五箇公民館 五箇公民館 中止

3月7日 食生活改善推進員連絡協議会20周年記念式典 結とぴあ 健康長寿課 延期

大野の歴史を学ぶ会講演会 図書館 図書館 中止

3月8日 「スノードームづくり」 富田公民館 富田公民館 中止

家庭教育講座「リズムであそぼ」 富田公民館 富田公民館 中止

3月9日 放課後子ども教室「お楽しみ会」 小山公民館 小山公民館 中止

竹田式体操教室（第３回） 上庄公民館 上庄公民館 中止

3月10日 リーダーのためのコミュニケーション研修 職業訓練センター
職業訓練セン
ター

延期

3月11日 無料登記相談 結とぴあ 総務課 予定どおり実施

新メニュー料理講習会 結とぴあ 商工観光振興課 中止（発表のみ実施）

産直の会役員会 結とぴあ 道の駅推進課 予定通り実施

ジビエ料理教室 五箇公民館 五箇公民館 中止

運動プラスディ より処 和泉公民館 中止

3月12日 囲碁教室（第２回） 上庄公民館 上庄公民館 中止

エクササイズday 五箇公民館 五箇公民館 中止

3月14日 道の駅名物づくりプロジェクト（テーマ別勉強会） 結とぴあ 道の駅推進課 中止

ジュニアリーダー「3年生を送る会」 結とぴあ 生涯学習課 中止

3月15日 関西大学まちづくり研究報告会 市民ホール 総合政策課 中止

横町スタジオ内覧会とけんちくワークショップ 横町スタジオ 総合政策課 中止

奥越地区鳥獣害対策講習会 結とぴあ 農業林業振興課 中止

3月16日 道の駅名物づくりプロジェクト（テーマ別勉強会） 結とぴあ 道の駅推進課 中止

竹田式体操教室（第４回） 上庄公民館 上庄公民館 中止



卒業生お別れ会 上庄公民館 上庄公民館 中止

3月17日 五箇大学・五箇長生会　「修学旅行」 坂井市　 五箇公民館 中止

3月18日 道の駅名物づくりプロジェクト（テーマ別勉強会） 結とぴあ 道の駅推進課 中止

3月19日 人権相談・行政相談 結とぴあ 総務課 予定どおり実施

認知症カフェ連絡会 結とぴあ 健康長寿課 予定通り実施

囲碁教室（第３回） 上庄公民館 上庄公民館 中止

エクササイズday 五箇公民館 五箇公民館 中止

3月20日 七間朝市開き 七間通り 商工観光振興課 3/6に対応の決定予定

はじめての野菜栽培講座 スターランドさかだに 農業林業振興課 中止

COCONOアートプレイス２周年記念イベント COCONOアートプレイス 生涯学習課 予定通り実施

地震体験 ショッピングモールVio 消防署予防課 中止

3月22日 越前おおの水のがっこう　開校式典 越前おおの水のがっこう 湧水再生対策室 規模縮小

越前おおの水のがっこう開校記念大野市水循環研
究報告会

学びの里「めいりん」 湧水再生対策室 中止

普通救命講習会（毎月第4日曜日） 消防本部 警防課 予定通り実施

3月23日 竹田式体操教室（第５回） 上庄公民館 上庄公民館 中止

おおの遺産認証書交付式 文化財課 実施予定

3月24日 後期高齢者医療制度説明会 結とぴあ 市民生活課 中止

子どもスマイル講座　「クッキング教室」 富田公民館 富田公民館 中止

子どもスマイル講座　「キッズ卓球教室」 富田公民館 富田公民館 中止

3月26日 産直の会６次産業化研修 結とぴあ 道の駅推進課 中止

エクササイズday 五箇公民館 五箇公民館 中止

3月28日 岩倉桜まつり市民バス運行 岩倉市 秘書広報室 中止

令和元年度みんスポクラブ市民合同レクリエーショ
ン

学びの里「めいりん」 スポーツ振興室 中止

3月29日 社会奉仕休日受付 ビュークリーンおくえつ 市民生活課 実施予定

子どもの読書活動講座 図書館 図書館 中止

3月30日 食生活改善推進員連絡協議会総会 結とぴあ 健康長寿課 延期

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

【参考】大野市議会の会議日程

実施日 行事等名称 会場 所管課 実施の可否等

3月3日（月） 第417回定例会本会議 議場（傍聴席含む） 議会事務局 予定通り実施

3月9日（月） 第417回定例会本会議 議場（傍聴席含む） 議会事務局 予定通り実施

3月10日（火） 第417回定例会本会議 議場（傍聴席含む） 議会事務局 予定通り実施

3月11日（水） 第417回定例会本会議 議場（傍聴席含む） 議会事務局 予定通り実施

3月12日（木） 産経建設常任委員会 第1委員会室 議会事務局 予定通り実施



3月13日（金） 産経建設・民生環境常任委員会 第1・２委員会室 議会事務局 予定通り実施

3月16日（月） 民生環境・総務文教常任委員会 第1・２委員会室 議会事務局 予定通り実施

3月17日（火） 総務文教常任委員会 第1委員会室 議会事務局 予定通り実施

3月18日（水） 人口減少対策・未来へつなぐまちづくり特別委員会 第1委員会室 議会事務局 予定通り実施

3月24日（火） 第417回定例会本会議 議場（傍聴席含む） 議会事務局 予定通り実施


