
- 1 -

十和田市新型コロナウイルス感染症に係る市の対応について
令和４年4月7日

十和田市新型コロナウイルス感染症特別対策室

１．感染防止対策に係る方針

上十三保健所管内の新型コロナウイルス感染症の状況は高止まり傾向にありますが、その多くは 10歳未満の子どもとな

っております。

一方で、本市においては、高齢者をはじめ３回目のワクチン接種が順調に進んでおります。

こうした状況を踏まえ、令和４年４月１０日まで一部制限をしていた本市の公共施設等における対策等については、原則、

解除することとします。

ただし、子どもの感染が続いているため、子どもに関わる施設や活動については、一部制限を継続します。

2．行事・イベント等における対応

3．公共施設等における対応

すべての施設等において、マスク着用、検温、手指等の消毒、ソーシャルディスタンス確保などの基本的な感染予防対策は徹

底したうえで、以下のような対応とします。

◆観光・レクリエーション施設

所管課 施 設 名 現在の対応

（４月 10日まで）

今後の対応

（４月 11日以降）
備 考 問 合 せ 先

商工

観光課

現代美術館

休館 開館

入館者数の制限、客席数減などの

感染対策を実施

ナンジョウアンドアソシエイツグループ

TEL20-1127

奥入瀬渓流館
(一財)十和田湖ふるさと活性化公社

TEL74-1233

奥入瀬湧水館
(一財)十和田湖ふるさと活性化公社

TEL74-1212

観光物産交流施設（ＡＳＴ）
(一社)十和田奥入瀬観光機構

TEL24-3006

十和田湖観光交流センター

（ぷらっと）

(一社)十和田奥入瀬観光機構

TEL75-1531

石ケ戸売店
(一財)十和田湖ふるさと活性化公社

TEL74-2355

馬事公苑（駒っこランド） 子ども向けのイベントを自粛
ＮＰＯ法人十和田馬主協会

TEL26-2100

市民の家

開館 開館

人数制限を継続
(一財)十和田湖ふるさと活性化公社

TEL74-2007

道の駅とわだ

・【匠工房】裂織体験の受入制限

（１回２組まで）を実施

・【軽食コーナー】無料休憩スペー

スの席数減などの感染対策を実

施

株式会社パワフルジャパン十和田

TEL28-3790

道の駅奥入瀬
【旧麦酒館・味蕾館】

民営化により５/26 開館

(一財)十和田湖ふるさと活性化公社

TEL72-3201

宇樽部キャンプ場

冬季閉場 開場

4/26から開場
十和田湖ガイドハウス櫂

TEL080-1681-1036

子ノ口案内所

（遊覧船切符売場）

4/29から開館

（4/29遊覧船運行開始）

商工観光課 観光係（～4/28）

TEL51-6771

十和田観光電鉄株式会社（4/29～）

ＴＥＬ75-2685

所管課 行 事 名
現在の対応

（４月 10日まで）

今後の対応
（４月 11日以降）

備 考 問 合 せ 先

商工

観光課

インター＋プレイ展:第３期

（アーツ・トワダグランドオ

ープン 10周年企画展）

１月２２日

からの開催を

延期中

開催

（４月 12日

～５月２９日）
感染対策を講じた上で開催

ナンジョウアンドアソシエイツグループ

TEL20-1127

十和田市春まつり －
開催

（４月20日

～5月5日）

十和田商工会議所

TEL24-1111
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◆文化・体育施設

所管課 施 設 名 現在の対応

（４月 10日まで）

今後の対応

（４月 11日以降）
備 考 問 合 せ 先

まち

づくり

支援課

市民交流プラザ

開館

（人数制限（収容可能

人数の 1/2）及び感

染対策を講じ、開館。

親子ふれあいスペー

ス及びプレイルーム

は、利用休止。）

開館

(一部制限あり)

親子ふれあいスペース及びプレイ

ルームは、当面の間、人数・時間制

限を設け供用再開。

TEL 58-5670

南コミュニティセンター

開館

(一部制限あり)
開館

TEL 22-4416

東コミュニティセンター TEL 24-9000

西コミュニティセンター TEL 72-2311

スポーツ

・ 生涯

学習課

十和田市民文化センタ

ー・生涯学習センター

開館

(一部制限あり)
開館

東北共立・県南環境保全センター

グループ TEL22-5200

総合体育センター

(トレーニング室を含む)

開館

(一部制限あり)

開館

(トレーニング室

一部制限あり)

【トレーニング室】

・入場制限 20人/1時間

(一財)十和田市スポーツ協会

TEL25-5555

志道館

開館

(一部制限あり)
開館

ＴＥＬ23-2387

こまかいどーむ
(一財)十和田市スポーツ協会

TEL27-1270

おらんどーむ
(一財)十和田市スポーツ協会

TEL27-3277

アネックススポーツラン

ド

セライオコミュニケーションズネットワーク

クラブ TEL74-1616

野球場・陸上競技場・庭

球場・相撲場

冬季休業 開場

(一財)十和田市スポーツ協会

TEL25-5555

南運動広場

十和田湖総合運動公園

林業者等健康増進用広

場

サンスポーツランド
(一財)十和田市スポーツ協会

TEL22-1141

若葉球技場
（特非）十和田市サッカー協会

TEL26-2080

高森山総合運動公園天

然芝グラウンド・人工芝

多目的グラウンド

冬季休業 開場

(特非)十和田市サッカー協会

TEL26-2080

高森山総合運動公園パ

ークゴルフ場
4/20から開場

(特非)十和田市サッカー協会

TEL20-6100

八甲田パノラマパークゴ

ルフ場
4/25から開場

(一財)十和田湖ふるさと活性化公社

TEL74-2277

沢田悠学館

開館

(一部制限あり)
開館

TEL73-2012

十和田市郷土館 TEL72-2340

十和田湖民俗資料館 TEL74-2547

市民

図書館
市民図書館

開館

(一部制限あり)
開館 TEL23-7808
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◆保育・福祉施設

4．小・中学校における行事、部活動等の対応

所管課 施 設 名 現在の対応
（４月 10日まで）

今後の対応

（４月 11日以降）
備 考 問 合 せ 先

こども

支援課

地域子育て支援センター

（白菊かねざき保育園、小さ

な森こども園、豊ヶ岡保育所、

とわだこ中央保育園、十和田

めぐみ保育園、まるくこども

園、まきばのこども園）

開設

（休止前の1/2以下の

人数制限を設けた予約

制とし、感染対策を講

じる）

開設

（一部制限あり） 一部制限を継続するものの、

その解除については、県の抗

原検査キットを活用した積極

的検査結果により判断する。

こども支援課

こども保育係 TEL51-6717

病児・病後児保育所

（十和田東病院）

休止

（新型コロナの病児を

保育する可能性がある

ため）

休止

（継続）
十和田東病院 TEL22-5252

区分
現在の対応

（４月 10日まで）

今後の対応

（４月 11日以降）
備考 問 合 せ 先

１．登校につい

て

１．本人や同居家族に風邪の症

状等が見られる場合には登校

しない。

継続

自校の感染状況を考慮したうえでできる

限りの教育活動を行えるよう、感染対策

を講じ、方法を工夫する。

指導課 TEL58-0183

２．学校行事等

について

２．学校行事等は中止や延期を

含めて慎重に判断する。
継続

３．学習活動に

ついて

３．マスクや手洗いなどの感染

対策を講じてもなお感染リスク

が高い学習活動（グループで顔

を近づけたり、向かい合って大

きな声で話す等）を控える。

継続

４．中学校の部

活動について

・活動日数を週 3 日以内、１日

につき90分以内。

・対外試合は原則禁止。

・活動日数を「十和田市部活動の

指針」に準じた日数とする。

・合同練習や練習試合は、上北管

内の範囲とする。

4/11～当面の間

感染状況により制限解除を判断するこ

ととする。

※「十和田市部活動の指針」に準じた日数

の活動

①週当たりの休養日を 2日以上（平日 1

日、休日 1日以上）設ける。

②1日につき2時間程度。休業日は3時

間程度とする。

・各種大会への参加は、保護者と確認の

上、参加の必要性を慎重に判断した上で

参加できるものとする。

5．小学校の部

活動及びスポ

ーツ少年団に

ついて

・活動日数を週 3 日以内、１日

につき90分以内。

・対外試合は原則禁止。

※ただし、小学校 1、２年生の

児童については練習への参加

自粛を要請

・活動日数を週3日以内、1日につ

き2時間以内とする。

・各種大会へ参加する場合は大会

当日 14 日前から「十和田市部活

動の指針」に準じた日数とする。

・合同練習や練習試合は、上北管

内の範囲とする。

※ただし、小学校１、2、3年生の児

童については、練習への参加自粛

を要請

指導課 TEL58-0183

スポーツ・ 生涯学習課

ＴＥＬ58-0187


