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十和田市新型コロナウイルス感染症緊急対策に伴う施設・イベント等の見直しについて 

 

１．行事・イベント等の見直し（９月に実施予定の事業） 

 

２．施設等使用の見直し 

◆観光・レクリエーション施設 

所管課 施 設 名 開館／休館等 期 間 備 考・問い合わせ先 

商工観光課 

現代美術館 

休 館 

9月 1日～９月３０日 

商工観光課 観光係 TEL51-6771 

観光物産交流施設（ＡＳＴ） 一般社団法人十和田奥入瀬観光機構 TEL24-3006 

渓流館、湧水館 一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社 TEL74-1233 

ぷらっと 一般社団法人十和田奥入瀬観光機構 TEL75-1531 

馬事公苑（駒っこランド） (特非)十和田馬主協会 ＴＥＬ26-2100 

市民の家 
一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社  

TEL74-2007 

道の駅とわだ 
センターハウスは営業継続 

株式会社パワフルジャパン十和田 TEL28-3790 

道の駅奥入瀬 
四季彩館は営業継続 

一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社 TEL72-3201 

石ケ戸売店 
一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社 TEL74-1212

（湧水館） 

子ノ口案内所 9月 1日～９月 12日 

９月 1日から９月１２日までは、 

十和田湖遊覧船：子ノ口～休屋航路休止 

商工観光課 観光係 TEL51-6771 

宇樽部キャンプ場 開 場  
開場継続 

十和田湖ガイドハウス櫂
かい

 TEL75-2477 

 

 

 

所管課 行 事 名 開催時期 中止／延期  備 考・問い合わせ先 

商工観光課 

十和田市秋まつり ９月１１、１２日 
延期 

（１０月９・１０日） 

延期後も感染状況が改善されない場合は中止 

十和田商工会議所 TEL24-1111 

ワ―ケーション宿泊推進 

補助金事業 
～令和４年３月１日 

休止 

（９月１日から当面） 

既に予約済のものについては補助対象 

商工観光課 観光係 TEL51-6771 

スポーツ・ 

生涯学習課 

いきいき健康づくり事業 
9月 3、10、17日

(金) 
中 止 

会場：屋内グラウンド 

スポーツ・生涯学習課 スポーツ振興係 TEL58-0187 

一本木沢ビオトープ・親自然体験 

トンボ博士になろう 
9月 4日（土） 中 止 

会場：東コミュニティセンター、一本木沢ビオトープ 

スポーツ・生涯学習課 生涯学習係 TEL58-0186 

発明くふう展 
9/10(金)～ 

9/12(日) 
延期 (11月頃) 

会場：市民交流プラザ トワーレ 

児童生徒発明工夫展事務局(南コミュニティセンター内) 

TEL22-4416 

シニア大学 9月 14日（火） 中 止 
会場：生涯学習ホール 

スポーツ・生涯学習課 生涯学習係 TEL58-0186 

スポ少新人軟式野球大会 9月 18日（土） 延期 （10月頃） 
会場：十和田市営球場 

スポーツ・生涯学習課 スポーツ振興係 TEL58-0187 

市民カレッジ 第１講座 

 『今日から実践！ヘルシーレシピのコツ』 
9月 22日（水） 中 止 

会場：市民文化センター 

健康増進課 健康づくり推進係 TEL51-6791 

寺子屋稲生塾 

旧笠石家住宅 開拓の達人 
9月 25日(土) 延期 (10月頃) 

会場：旧笠石家住宅 

スポーツ・生涯学習課 生涯学習係 TEL58-0186 

令和３年８月３０日 

対策本部調整会議 
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◆文化・体育施設 

所管課 施 設 名 開館／休館等 期 間 備 考・問い合わせ先 

まちづくり 

支援課 

市民交流プラザ 

休館 

9月 1日～ 

９月３０日 

まちづくり支援課 市民活動支援係 TEL 51-6725 

南コミュニティセンター まちづくり支援課 市民活動支援係 TEL 51-6725 

東コミュニティセンター まちづくり支援課 市民活動支援係 TEL 51-6725 

西コミュニティセンター まちづくり支援課 市民活動支援係 TEL 51-6725 

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 

原則休館 

東北共立・県南環境保全センターグループ 

TEL22-5200 既予約分で、利用者

側において中止・延

期の見直しが困難な

場合は使用可 

総合体育センター (一財)十和田市スポーツ協会 TEL25-5555 

志道館 (一財)十和田市スポーツ協会 TEL25-5555 

屋内グラウンド（こまかいどーむ） (一財)十和田市スポーツ協会 TEL27-1270 

スポーツ・ 

生涯学習課 

十和田市郷土館 

休 館 

十和田市郷土館 TEL72-2340 

 

十和田湖民俗資料館 十和田湖民俗資料館 TEL74-2547 

沢田悠学館 沢田悠学館 TEL73-2012 

農村集落多目的利用施設（おらんどーむ） (一財)十和田市スポーツ協会 TEL25-5555 

アネックススポーツランド (一財)十和田市スポーツ協会 TEL74-1616 

スポーツ・ 

生涯学習課 

中央公園 野球場 

原則 

使用中止 

(一財)十和田市スポーツ協会 TEL25-5555 

既予約分で、利用者

側において中止・延

期の見直しが困難な

場合は使用可 

サン・スポーツランド (一財)十和田市スポーツ協会 TEL22-1141 

十和田湖総合運動公園 野球場 (一財)十和田市スポーツ協会 TEL25-5555 

高森山総合運動公園 球技場 (特非)十和田市サッカー協会 TEL26-2080 

若葉球技場 (特非)十和田市サッカー協会 TEL26-2080 

スポーツ・ 

生涯学習課 

中央公園 陸上競技場 

使用中止 

(一財)十和田市スポーツ協会 TEL25-5555  

中央公園 庭球場 

中央公園 相撲場 

南運動広場 

十和田湖総合運動公園 陸上競技場 

十和田湖総合運動公園 テニスコート 

林業者等健康増進用広場 

高森山総合運動公園パークゴルフ場 (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（管理棟） 
(一財)十和田湖ふるさと活性化公社 

 TEL74-2277 
 

市民図書館 市民図書館 休 館 市民図書館 TEL23-7808 返却のみ対応可 

 

◆保育・福祉施設 

所管課 施 設 名 開館／休館等 期 間 問い合わせ先 

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） 

休 館 9月 1日～９月３０日 こども支援課 こども保育係 ＴＥＬ51-6717 
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３．小・中学校における行事、部活動等の見直し 

 

※ ８月３０日時点においては、これらの施設、イベント以外については、感染症対策を施したうえで、実施予定としています。 

 

所管課 対   応 期   間 問い合わせ先 備     考 

指導課 

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。 

9月 4日～ 

９月３０日 

指導課 指導係 

TEL58-0183 

９月３日までは、「登校しないように」 

２．学校行事等は原則中止・延期する。部活動は全ての活動を禁止する。 ９月３日までは、「部活動は週３日」 

３．各種大会参加について原則自粛する。  

４．外部人材の来校による直接の指導は原則禁止する。 映像配信やオンラインは可能 


