


一宮市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第 30回） 
日時 : 令和 3年 8月 26 日(木）午後 2時 30分から
場所 : オンライン会議（ZOOM）

1 緊急事態宣言への対応及びワクチン接種について 

2 市長方針・指示 

3 その他 



①



8月24日 現在







貸館業務のある公共施設　 (緊急事態宣言） （別紙１）

施設名称 担当課 連絡先（直通） 対応

市民活動支援センター 市民協働課 0586-23-8883 休館

一宮市役所　本庁舎 資産経営課 0586-28-8961 14階市民ギャラリーの貸出中止

社会福祉センター　思いやり会館  （貸し館事業） 福祉総務課 0586-28-9015 中止

療育サポートプラザ「チャイブ」（貸し館事業） 福祉総合相談室 0586-28-9145 中止

つどいの里<、いきいきセンター、いこいの広場、
高齢者生きがいセンター貸館

高年福祉課 0586-28-9021 休館

青少年課研修室の貸し出し 青少年課 0586-84-0017 中止

エコハウス138 施設管理課 0586-48-5383
開館時間を20時までとします。
コロナを理由に使用をキャンセルした場合は、使用料を全額返還します。
利用日が8月27日から9月12日までの新規の予約を中止します。

FDC FDC事務局 0586-46-1361
全日の新規予約を停止し、20時に施設を休止します。利用時間にかかわらずコロナを理由にキャンセルの申出があった場合は全額
還付します。

オリナス一宮 商工観光課 0586-28-9130
全日の新規予約を停止し、20時に施設を休止します。利用時間にかかわらずコロナを理由にキャンセルの申出があった場合は全額
還付します。

ききょう会館 商工観光課 0586-73-9100 貸館を停止します（予約済みを含む）。

宮前三八市広場 商工観光課 0586-28-9130 中止

尾張一宮駅前ビル 指定管理課 0586-85-7080

夜間区分（17時以降）の貸出を中止し、20時に施設を休止します。利用時間にかかわらずコロナを理由にキャンセルの申出があった
場合は全額還付します。
シビックホールの一部の椅子等を撤去します。
利用日が8月27日から9月12日までの新規の予約を中止します。

スポーツ文化センター 指定管理課 0586-85-7080

夜間区分（17時以降）の貸出を中止し、20時に施設を休止します。利用時間にかかわらずコロナを理由にキャンセルの申出があった
場合は全額還付します。
浴室・サウナは閉鎖し、トレーニング室の入場制限を実施します。
利用日が8月27日から9月12日までの新規の予約を中止します。。

総合体育館・尾西スポーツセンター・木曽川体育館 指定管理課 0586-85-7080
夜間区分（19時以降）の貸出を中止し、20時に施設を休止します。利用時間にかかわらずコロナを理由にキャンセルの申出があった
場合は全額還付します。
トレーニング室の入場制限を実施します。利用日が8月27日から9月12日までの新規の予約を中止します。

テニス場 指定管理課 0586-85-7080
夜間区分（19時以降）の貸出を中止し、20時に施設を休止します。利用時間にかかわらずコロナを理由にキャンセルの申出があった
場合は全額還付します。
利用日が8月27日から9月12日までの新規の予約を中止します。

アイプラザ一宮 指定管理課 0586-85-7080

夜間区分（17時30分以降、運動施設にあっては19時以降）の貸出を中止し、20時に施設を休止します。利用時間にかかわらずコロナ
を理由にキャンセルの申出があった場合は全額還付します。
学習室を閉鎖、ロビー及び「ひだまりサロンＷＡ」の椅子を撤去します。
利用日が8月27日から9月12日までの新規の予約を中止します。。

一宮市民会館・尾西市民会館・木曽川文化会館 指定管理課 0586-85-7080
夜間区分（17時30分以降、一宮市民会館にあっては17時以降）の貸出を中止し、20時に施設を休止します。利用時間にかかわらずコ
ロナを理由にキャンセルの申出があった場合は全額還付します。
利用日が8月27日から9月12日までの新規の予約を中止します。

一宮地域文化広場・尾西文化広場 指定管理課 0586-85-7080
通常どおり開場しますが、利用時間にかかわらずコロナを理由にキャンセルの申出があった場合は全額還付します。
フィールドアスレチックを閉鎖、銀河の家の利用を停止します。
利用日が8月27日から9月12日までの新規の予約を中止します。

いちのみや中央プラザ体育館、大宮公園弓道場
多目的広場（九品地公園競技場　以下６件）
テニス場（九品地公園テニスコート　以下８件）
野球場（平島公園野球場　以下８件）
尾西グリーンプラザ

スポーツ課 0586-85-7079
夜間20時以後を含む時間帯の貸館を停止します（予約済を含む）。
終日、コロナを理由にキャンセルした場合、使用料を全額返還します。
利用日が8月27日から9月12日までの新規の予約を中止します。

学校体育施設（屋外） スポーツ課 0586-85-7079

夜間20時以後を含む時間帯の貸館を停止します（予約済を含む）。
終日、コロナを理由にキャンセルした場合、使用料を全額返還します。
休校になった学校については、休校期間は、運動場の貸し出しは中止します。措置解除後、再開できる準備が整い次第再開します
利用日が8月27日から9月12日までの新規の予約を中止します。

学校体育施設（屋内） スポーツ課 0586-85-7079 中止

冨田山公園　バーベキュー場 スポーツ課 0586-85-7079 中止

大野極楽寺公園　バーベキュー場 公園緑地課 0586-28-8634 中止

大野極楽寺公園の視聴覚室・研修室・休憩室
休憩所（梅ヶ枝公園・三条緑地・萬葉公園[戸苅・高松]）

公園緑地課 0586-28-8634 中止

各小中学校の目的外使用 総務課 0586-85-7071
屋内運動場、武道場及び教室等の貸し出しは引き続き中止します。運動場は貸し出しますが、休校になった学校については、休校期
間は、運動場の貸し出しは中止します。措置解除後、再開できる準備が整い次第再開します。

各市立公民館　20館 生涯学習課 0586-85-7077 休館

尾西生涯学習センター（尾西公民館）
尾西生涯学習センター墨会館

生涯学習課 0586-62-8333 休館

尾西南部生涯学習センター（尾西南部公民館） 生涯学習課 0586-69-7850 休館

多加木ふれあいプラザ 施設保全課 0586-73-5486 休館

それ以外の公共施設　 (緊急事態宣言）

施設名称 担当課 連絡先（直通） 対応

市民広場
尾西事務所
総務管理課

0586-85-8390 閉鎖

児童館 子育て支援課 0586-28-9022 休館（児童館で行う放課後児童クラブは継続運営）

保育園、認定こども園等の保育料減免 保育課 0586-85-7026 利用しなかった日については、日割りで保育料・給食費を減免します。

子育て支援センター 保育課 0586-85-7026 休館

学習室の開放 青少年課 0586-84-0017
通常運営
図書館が学習室の開放を中止した場合は中止します。なお、本庁舎の会議室を学習室として開放するため、本庁舎の会議室の貸し
出しが中止された場合は、学習室の開放を中止します。

ゆうゆうのやかた 施設管理課 0586-48-5383
開館時間は20時までとします。
カラオケの使用は終日中止します（継続中）。

中央図書館 図書館管理課 0586-72-2343 開館時間を20時までとします。

温水プール 指定管理課 0586-85-7080 開館時間を20時までとします。入場者数を70名を限度とします。

三岸節子記念美術館 博物館管理課 0586-46-3215 喫茶室は閉館します。

ツインアーチ１３８展望階 公園緑地課 0586-28-8634
収容率を５０％以内に制限しています（継続中）。
ライトアップについては「緊急事態宣言」周知のため、ピンク（レッドの代用）とし、20時に消灯します。（継続中）

市営住宅集会施設
住宅政策課

(市営住宅管理事務所)
0586-28-8649 閉鎖

③



イベント等の対応予定一覧　 (緊急事態宣言） （別紙２）

イベント名 担当課 連絡先（直通） 対応

市制施行100周年記念式典　(9月1日） 秘書課 0586-28-8950
延期（開催は12月1日を予定。ただし、直前の新型コロナウイルス
の感染状況により変更する場合あり。）

行政相談 広報課 0586-28-8951 中止

人権相談 市民課 0586-28-8975 中止

・各種健康づくり教室・講座（8月31日：北保健センター　こどもクッキング、9月10日：中
保健センター　いきいき健康づくり講座）
・健康相談(地区公民館・いきいきセンター他)

健康支援課 0586-52-3858 中止

貯筋教室、認知症関係教室・交流会、頭と体の健康教室 高年福祉課 0586-28-9021 中止

福祉マルシェ　i・愛・逢マーケット 福祉総合相談室 0586-28-9145 中止

児童館イベント 子育て支援課 0586-28-9022 中止

子育て支援センターイベント 保育課 0586-85-7026 中止

放課後子ども教室 青少年課 0586-84-0017 小学校が臨時休校となった場合は、中止します。

子ども向け教室、青年文化教室 青少年課 0586-84-0017 青少年課研修室の貸し出しを中止するため、開催を中止します。

エコハウス138　各種教室 施設管理課 0586-48-5383
参加予定者が欠席を申し出た場合、受講料を全額還付します。
開催時間が20時を超える事業は、事業を中止します。

ゆうゆうのやかた　各種教室 施設管理課 0586-48-5383 参加予定者が欠席を申し出た場合、受講料を全額還付します。

・秋季市民軟式野球大会（一般：8月29日、9月5日、9月12日）
・秋季市民ソフトボール大会（A級・B級：8月29日、C級・実年・シニア：9月5日、ハイシニ
ア：9月12日）
・秋季市民ソフトテニス大会（中学生：9月4日）
・市民テニス秋季大会（ダブルス：8月29日）
・後期市民バレーボール大会（中学生：8月28日）
・市民サッカー前期・後期大会（小学生：9月4日・5日、9月11日・12日、フットサル：9月
12日）
・市民剣道大会（9月5日）
・138市民ふれあい大会（ドッジボール）（9月12日）
・秋季市民ハンドボール大会（中学生・一般：9月4日）
・県スポーツ少年大会西尾張支部大会(ミニバス競技)（9月5日）
・市民サッカー前期・後期大会（小学生：9月4日・5日、9月11日・12日、フットサル：9月
12日）

スポーツ課 0586-85-7078 中止

・尾張一宮駅前ビル　自主事業
・テニス場・温水プール・光明寺公園球技場　各種教室
・総合体育館・尾西スポーツセンター・木曽川体育館　各種教室
・スポーツ文化センター　各種教室
・一宮地域文化広場・尾西文化広場　自主事業
・尾西市民会館　自主事業
・アイプラザ一宮　自主事業

指定管理課 0586-85-7080 参加予定者が欠席を申し出た場合、受講料を全額還付する。

・夕涼みおたのしみ会（8月27日・28日）
・おはなし会（9月5日・9月12日）

図書館管理課
（中央図書館）

0586-72-2343 中止

・16ミリフィルム映画上映会（9月5日)
・英文多読レベルアップ講座（9月26日)
・大人のためのブックコート教室（9月19日)

図書館管理課
（中央図書館）

0586-72-2343 中止又は延期

・プログラミング教室（9月4日・5日）、（9月12日・9月19日)
図書館管理課

（子ども文化広場図書
館）

0586-25-1350 延期

・初めての囲碁教室（8月25日～29日）
・国際理解教室（9月11日・9月18日・9月25日）、（10月2日）
・ふしぎな工作教室（9月4日・9月11日）

図書館管理課
（子ども文化広場図書

館）
0586-25-1350 中止

博物館
・博物館キッズクラブ（8月29日）
・たいけんの森「わくわく体験　土器のうちわ作成」  （8月27日・28日・29日、8月31日、9
月4日・5日、9月11日・12日）
・たいけんの森「はたおり・糸つむぎ体験」 （8月28日・29日、9月4日・5日、9月11日・12
日）

博物館管理課 0586-46-3215 中止

三岸節子記念美術館
・企画展「さっぽろからやってきた！『ぼく おばけのマール』絵本原画展」　　学芸員に
よるギャラリートーク 
・こどもミュージアム2021「せっちゃんのおばけツアーズ」
・ライブパフォーマンス「おばけのぼんおどり」　（以上８月28日）

博物館管理課 0586-46-3215 中止

講座等（生涯学習課、公民館、尾西生涯学習センター、尾西南部生涯学習センター） 生涯学習課
0586-85-7074
(生涯学習G)

中止または延期

上下水道施設の見学 施設保全課 0586-73-5486 中止

救急車適正利用啓発・予防救急啓発 消防署管理課 0886-72-1103 会場から貸し出しの許可が出ない場合は中止します。

消防のあゆみ写真展（9月1日から15日） 消防本部総務課 0586－72－1192 延期（11月19日から12月3日）

第１回・第２回甲種防火管理新規講習会（９月７日～１０日） 予防課 0586‐72‐1243 中止

消防署施設見学 消防署管理課 0586-72-1190 中止
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