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「新しい生活様式」を踏まえた公共施設の利用再開について
市では、愛知県が独自に発表していた「緊急事態宣言」を 5月 26日に解除したことを受け、2月 29日

以降継続していた本市の公共施設の利用中止を段階的に解除し、利用再開することを決定しました。
　緊急事態宣言が解除されたとはいえ、依然として新型コロナウイルスの脅威は過ぎ去っておらず、今後
も感染拡大の第二波が懸念され、慎重に活動を再開する必要があります。
そして、こうした状況は数年間続くとも言われており、私たちは、コロナ禍という環境に合わせた新し
いライフスタイルを確立し、その暮らしに慣れていかなければなりません。
　こうした中で、公共施設の利用再開についても、「以前のまま元通り！」という利用の形には、残念な
がらなりません。どうかそのことをご理解いただき、ご利用ください。
　手洗い、マスク、咳エチケットなど、一人ひとりの感染防止対策をはじめ、引き続き、皆さんのご理解
とご協力をお願いします。

　【利用再開スケジュールの概要】

（1）6月  1  日㈪～（ただし、休館日などで 6月 2日㈫再開の施設あり）
（2）6月  8  日㈪～【屋内運動施設】
（3）6月 19日㈮～【多人数収容施設（温水プール含む）など】
（4）7月  1  日㈬～【高齢者施設など】

公共施設の利用再開にあたっては、次に掲げる新型コロナウイルス感染拡大防止措置を講じます。
・一部の施設では、利用人数などの制限を実施する
・手洗いの徹底、手指消毒の徹底を呼び掛ける
・運動中を除き、原則、マスクの着用をお願いする
・屋内施設では、定期的に換気を実施する
・万が一、感染者が確認された時に備え、一部の施設において、利用者に利用者名簿への記入を
　　お願いする

※当該スケジュールは、今後の本市における新型コロナウイルス感染症の感染状況により変更する場合があります。

再開日等 施設名称 備考 (一部休止内容、利用の条件など ) 問合せ先

6月1日

歴史館
入館人数の制限：30人以下

文化財課（☎ 76‐1189）
歴 史 館（☎ 72‐0712）
れきしるこまき（☎ 48‐4646）

小牧山城史跡情報館
（れきしるこまき）

図書館、
えほん図書館 利用人数の制限：定員の 1/2 以下 図 書 館（☎ 73‐9951）

コミュニティセンター
（西部、南部）

利用人数の制限：定員の 1/2 以下
エントランスの利用の際には、受付で利用申請を行う
※利用できない施設：講堂（6月 9日より再開）

支え合い協働推進課（☎76‐1149）
西部コミュニティセンター（☎42‐2030）
南部コミュニティセンター（☎77‐1375）

勤労センター
（研修棟） 利用人数の制限：定員の 1/2 以下

商工振興課（☎76‐1134）
勤労センター（☎79‐7711）

勤労センター
（宿泊棟）

当面は、浴室を有する特別室（4室）のみの利用
※利用できない施設：一般室、大浴場、小浴場

勤労センター
（テニスコート）

利用人数の制限：1コート6人以下、更衣室
は同時に利用できる人数を3人以下、観客席は充分な間

隔をとり、大会等は当面中止
勤労センター（グランド） ベンチは充分な間隔をとり、大会等は当面中止

　最新情報、詳細等
は市ホームページを
ご確認ください。
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再開日等 施設名称 備考 (一部休止内容、利用の条件など ) 問合せ先

6月1日

子育て世代
包括支援センター

利用人数の制限：5組以下
事前申込による予約制 ※詳しくはホームページをご確認ください。

子育て世代包括支援センター（☎71‐8611）
すくすくパオーンルーム子育て支援室
　　　　　　　　　　　　 　（☎41‐3223）

児童館

9：30 ～ 11：30、12：30 ～ 14：30、
15：30 ～ 17：30 の 3 部制で、利用人
数に定員を設けております。
詳しくは、ホームぺージでご確認ください。
※児童センターは、6月2日から開館です。

多世代交流プラザ準備室（☎71‐8616）、
児童センター（☎75‐3817）、小牧児童
館（☎ 77‐0906）、小牧南児童館
（☎ 77‐0454）、味岡児童館（☎ 75‐
4999）、篠岡児童館（☎ 79‐0690）、
北里児童館（☎71‐1183）、西部児童館
（☎42‐0205）、大城児童館（☎78‐0046）

青年の家 利用人数の制限：定員の 1/2 以下、宿泊不可 こども政策課（☎76‐1179）
青 年 の 家（☎76‐3718）

パークアリーナ小牧
（サッカーグラウンド）

・大会等は当面中止
・テニスコートの利用人数は、1コート 6人以下
  とする

スポーツ協会
（☎73‐3330）

南スポーツセンター
（グラウンド）
中島スポーツ広場
総合運動場（野球場）
（多目的グラウンド）
陶・野口・村中運動場
さかき運動場（野球場）
（テニスコート）
市民四季の森 わんぱく冒険広場、四季の家、ソリスベリ、パーク

ゴルフ、デイスクゴルフ、BBQ場利用再開 みどり公園課
（☎76‐1191）公園 大型遊具利用再開、グラウンド、テニスコート予約利用再開

スケートパーク川西 全面利用再開
まなび創造館

（女性センター・学習広場）
利用人数の制限：定員の1/2以下

※利用できない施設：あさひホール（6月8日より再開）
まなび創造館

（☎71‐9848）

6月２日

市公民館 利用人数の制限：定員の 1/2 以下
※利用できない施設：講堂（6月 9日より再開）

市公民館
（☎77‐8205）

中部公民館 利用人数の制限：定員の1/2以下
※利用できない施設：プラネタリウム（6月19日より再開）

中部公民館
（☎75‐1861）

東部・味岡・北里
各市民センター

利用人数の制限：定員の 1/2 以下
※利用できない施設：講堂（6月 9日より再開）

東部市民センター（☎79‐0011）
味岡市民センター（☎76‐7000）
北里市民センター（☎71‐1197）

市民活動センター
（貸会議スペース） 利用人数の制限：6人以下 支え合い協働推進課（☎76‐1629）

市民活動センター（☎74‐4011）
勤労センター
（レストラン） 当面は、営業時間を 8時 30分から 15時までに短縮 勤労センターレストラン

（☎ 79‐7777）

プラザハウス
※6月19日からキッズコーナー、オープンコーナー、常設体
験教室のうち『とんぼ玉作り』教室において、万全の対策
を講じたうえで再開

リサイクルプラザ
（☎78‐5016）

6月８日
（屋内運動施設）

勤労センター（体育館） ※利用条件など、詳しくはお問い合わせください。 商工振興課（☎76‐1134）
勤労センター（☎79‐7711）

パークアリーナ小牧
大会等は当面中止、ジム、フィットネススタジオについては
人数制限あり、会議室の利用人数の制限：定員の1/2以下

スポーツ協会
（☎73‐3330）南スポーツセンター（武道館）

大輪体育館
まなび創造館

（アリーナ・トレーニングジ
ム・フィットネススタジオ）

利用人数の制限あり まなび創造館スポーツセンター
（☎71‐9844）

6月19日
（多人数収容施設）

市民会館 利用人数の制限：定員の 1/2 以下 市 民 会 館（☎77‐8205）
温水プール 利用人数・利用設備の制限あり、市内在住者のみ利用可 温水プール（☎78‐0102）

７月１日
（高齢者施設など）

第1、第2老人福祉センター 利用に際しての検温の依頼、記帳等による利用者の把握、
利用人数等の制限をかける場合もあります。

地域包括ケア推進課
（☎76‐1193）ふれあいセンター

（会議室の利用）
南スポーツセンター
（プール） 利用人数、利用設備の制限あり スポーツ協会

（☎73‐3330）
※人数制限を実施する期間については、県の新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針に準じる予定です。
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