
〇市施設の施設利用制限等の情報                            更新日 令和３年９月３０日 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、次のとおり市施設の利用を制限します。 

ご不便をおかけいたしますが、御理解・御協力をお願いいたします。 

 

施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

うずしお会館会議室 一部制限 
９月２７日（月） 

から当面の間 

商工政策課 

電話 ０８８－６８４－１２７６ 

感染防止に向けた対策を講じた上で、新規受付

を再開。 

第１～３会議室は定員の半数程度での利用とす

る。 

第４会議室の貸出しは行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

新 ウズホール 
一部利用者 

利用制限 

１０月９日（土）か

ら当面の間 

ボートレース企画課 

電話 ０８８－６８５－８１１１ 

開館日：ボートレース鳴門の非開催日にあ

たる休日 

開館時間：１０時～１８時 

※具体的な開館日程等はウズパークウェブ

サイトをご確認ください。 

【ウェブサイトＵＲＬ】 

https://uzupark.com 

【ご利用の皆さまへのお願い】 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため

に 

・競技外におけるマスクの着用をお願いし

ます。 

・発熱や咳など風邪の症状がある方の利用

はお控えください。 

・手指の消毒をお願いします。 

・他者との距離を十分保つ等、三密をさけ

てください。 

・入場時の検温実施、および氏名、お住ま

い、連絡先の記入をお願いします。 

・混雑状況により、入場者数を制限させて

いただく場合があります。 

・ボルダリングシューズの貸出は行ってお

りませんので、ボルダリングをする予定の

方は、室内履きをご持参ください。 



  

施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

新 芝生広場 
一部利用者 

利用制限 

１０月９日（土） 

から当面の間 

ボートレース企画課 

電話 ０８８－６８５－８１１１ 
ウズホールに準ずる。 



  

施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

ウズパーク 
一部利用者 

利用制限 
 

ボートレース企画課 

電話 ０８８－６８５－８１１１ 

【ご利用の皆さまへのお願い】 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために 

・競技外におけるマスクの着用をお願いします。 

・発熱や咳など風邪の症状がある方の利用はお控えくだ

さい。 

・手指の消毒をお願いします。 

・他者との距離を十分保つ等、三密をさけてください。 

なるちゃんホール 
一部利用者 

利用制限 
 

ボートレース企画課 

電話 ０８８－６８５－８１１１ 

※利用にあたっては、申請書と誓約書の提出が必要です。 

【ご利用の皆さまへのお願い】 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために 

・利用は原則２０名以上５０名以下とします。 

・マスクの着用をお願いします。 

・３７．５℃以上の発熱や咳など風邪の症状がある方のご

利用はできません。 

・手指の消毒をお願いします。 

・他者との距離を十分保つ等、三密をさけてください。 

・大声での会話はご遠慮ください。 

・１時間毎に１分間程度換気を行っていただきます。 

・食べ物の持ち込みは不可とします。 



施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

ボートレース鳴門本場 
一部利用者 

利用制限 
 

ボートレース企画課 

電話 ０８８－６８５－８１１１ 

【ご来場の皆様へのお願い】 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために 

・マスク着用、手指の消毒をお願いします。マスク非着用

の方は入場できません。 

・３７.５℃以上の熱や咳など風邪のような症状がある方

は入場できません。 

・密集を避けるため、お客さま同士の適度な間隔を保つよ

うお願いします。 

・消毒、換気を適宜行いますのでご協力をお願いします。 

・混雑状況により、入場者数を制限させていただく場合が

あります。 

※ボートレース鳴門本場は、当面の間、入場は先着１５０

０名様（7/1～）までとします。 

※エディウィン鳴門は滞留人数を４５０名様までとしま

す。 

※オラレ美馬は滞留人数を１３９名様までとします。 

※ボートレースチケットショップ土佐は滞留人数を２５

０名様までとします。 

外向発売所 

エディウィン鳴門 
 

 

 

ボートレースチケットショップ 

オラレ美馬 
 

 

 

ボートレースチケットショップ 

土佐 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

ＲＯＫＵ 
一部利用者 

利用制限 
 

ボートレース企画課 

電話 ０８８－６８５－８１１１ 

※利用にあたっては、申請書と誓約書の提出が必要です。 

【ご利用の皆さまへのお願い】 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために 

・利用は原則１０名以上３０名以下とします（机は２０名

分まで）。 

・マスクの着用をお願いします。 

・３７．５℃以上の発熱や咳など風邪の症状がある方のご

利用はできません。 

・手指の消毒をお願いします。 

・他者との距離を十分保つ等、三密をさけてください。 

・大声での会話はご遠慮ください。 

・調理器等の使用及び食べ物の持ち込みは不可とします。 



〇市施設開館情報                                  更新日 令和３年１１月１日 

各施設は開館しております。                                                      

なお、今後の感染拡大の状況次第で、施設が休館となる場合もあります。 

※利用にあたっては、各施設の指示に従ってください。 

 

  

施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

鳴門市桑島テニス場 開館  
スポーツ課 

電話 ０８８－６８４－１３０３ 
 

鳴門勤労者体育センター 開館 
１０月１日（金）

から 

スポーツ課 

電話 ０８８－６８４－１３０４ 
 

鳴門市総合運動場 開館 
１０月１日（金）

から 

スポーツ課 

電話 ０８８－６８４－１３０４ 
 

鳴門市体操場 開館 
１０月１日（金）

から 

スポーツ課 

電話 ０８８－６８４－１３０４ 
 

鳴門市剣道場 開館 
１０月１日（金） 

から 

スポーツ課 

電話 ０８８－６８４－１３０４ 
 

鳴門市賀川豊彦記念館 開館  
鳴門市賀川豊彦記念館 

電話 ０８８－６８９－５０５０ 
 



 

 

 

 

 

施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

鳴門市ドイツ館 開館  
鳴門市ドイツ館 

電話 ０８８－６８９－００９９ 
 

新 鳴門市道の駅 

「第九の里」物産館 
開館  

公園緑地課 

電話 ０８８－６８３－６５５６ 
令和３年１１月１日(月)より通常営業 

トリーデなると 開館  
戦略企画課 

電話 ０８８－６８４－１６２２ 
 

鳴門市環境学習館 開館 
９月２７日（月）

から 

環境政策課 

電話０８８－６８３－７５７１ 

感染症対策を十分に行った上で開館しま

す。 

駅前足湯ふろいで～ 開館 
９月２８日（火） 

から 

観光振興課 

電話 ０８８－６８４－１１５７ 
 

人権福祉センター 開館 
１０月１日（金）

から 

人権福祉センター 

電話 ０８８－６８９－２０９０ 

感染防止に向けた対策を講じた上で、貸館事

業等を再開。 

川崎会館 開館 
１０月１日（金）

から 

川崎会館 

電話 ０８８－６８９－００５０ 

感染防止に向けた対策を講じた上で、貸館事

業等を再開。 



施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

北浜老人憩いの家 開館 
１０月１日（金）

から 

長寿介護課 

電話 ０８８－６８４－１１７５ 

【ご利用の皆様へのお願い】 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため

に 

・手洗い・咳エチケット・消毒・換気の徹

底に努めてください。 

・マスクの着用をお願いします。 

・熱中症対策のため、こまめな水分補給を

行ってください。 

・マスク着用が徹底できない活動（食事、

合唱、カラオケ、詩吟、ハーモニカなど）

は利用を自粛してください。 

・発熱・関の症状、体調不良者について

は、活動を自粛してください。 

桑島老人憩いの家 開館 
１０月１日（金）

から 

長寿介護課 

電話 ０８８－６８４－１１７５ 

【ご利用の皆様へのお願い】 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため

に 

・手洗い・咳エチケット・消毒・換気の徹底

に努めてください。 

・マスクの着用をお願いします。 

・熱中症対策のため、こまめな水分補給を行

ってください。 

・マスク着用が徹底できない活動（食事、合

唱、カラオケ、詩吟、ハーモニカなど）は利

用を自粛してください。 

・発熱・関の症状、体調不良者については、

活動を自粛してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

老人趣味の作業室 開館 
１０月１日（金）

から 

長寿介護課 

電話 ０８８－６８４－１１７５ 

【ご利用の皆様へのお願い】 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため

に 

・手洗い・咳エチケット・消毒・換気の徹底

に努めてください。 

・マスクの着用をお願いします。 

・熱中症対策のため、こまめな水分補給を行

ってください。 

・マスク着用が徹底できない活動（食事、合

唱、カラオケ、詩吟、ハーモニカなど）は利

用を自粛してください。 

・発熱・関の症状、体調不良者については、

活動を自粛してください。 

鳴門健康ふれあい館 

(鳴門市健康福祉 

交流センター) 

開館 
１０月１日（金）

から 

健康増進課 

電話 ０８８－６８４－１１５９ 

感染防止に向けた対策を講じた上で、新規受

付を再開。 



 

 

 

 

 

 

施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

公民館 開館 
１０月１４日(木)

から 

斎田公民館 

電話 ０８８－６８５－４２８６ 

川東公民館 

電話 ０８８－６８５－０９２３ 

里浦公民館 

電話 ０８８－６８５－２２７５ 

鳴門公民館 

電話 ０８８－６８７－１５２８ 

瀬戸公民館 

電話 ０８８－６８８－０４８５ 

北灘公民館 

電話 ０８８－６８２－０４４２ 

大津中央公民館 

電話 ０８８－６８６－５５６９ 

堀江公民館 

電話 ０８８－６８９－００４０ 

板東公民館 

電話 ０８８－６８９－３３６０ 

生涯学習人権課 

電話 ０８８－６８６－３２９８ 

【ご利用の皆さまへのお願い】 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために 

・手洗い・咳エチケット・消毒・換気の徹底に

努めてください。 

・マスクの着用をお願いします。 

・熱中症対策のため、こまめな水分補給を行っ

てください。 

・マスク着用が徹底できない活動（食事、合唱、

カラオケ、詩吟、ハーモニカなど）は、利用を

自粛してください。 

・発熱・咳の症状等、体調不良者については、

活動を自粛してください。 



 

 

 

施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

青少年会館・立岩分館 開館 
１０月１４日(水)

から 

青少年会館 

電話 ０８８－６８９－３４１０ 

立岩分館 

電話 ０８８－６８６－９４９７ 

生涯学習人権課 

電話 ０８８－６８６－３２９８ 

 

婦人会館 開館 
１０月１４日(木)

から 

婦人会館 

電話 ０８８－６８５－５５９３ 

生涯学習人権課 

電話 ０８８－６８６－３２９８ 

【ご利用の皆さまへのお願い】 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために 

・手洗い・咳エチケット・消毒・換気の徹底に

努めてください。 

・マスクの着用をお願いします。 

・マスク着用が徹底できない活動（合唱・カラ

オケ・詩吟・ハーモニカ）は、対面しない、道

具を共有しない、パーテーションを設置する、

人と人との十分な距離を確保する、などの飛沫

感染防止の工夫を講じた上で行ってください。 

・人との接触があるダンスは、マスク着用の

上、活動前後に、手洗いまたは手指の消毒を行

ってください。 

・飲食をともなう活動は、向かい合わせになら

ないよう、会話を控えるようにしてください。 

・発熱・咳の症状等、体調不良者については、

活動を自粛してください。 



施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

図書館 開館 
１０月１４日(木)

から 

鳴門市立図書館 

電話 ０８８－６８５－０２５５ 

【ご利用の皆さまへのお願い】 

・マスクの着用をお願いします。 

・発熱など体調不良の方は、利用をご遠慮くださ

い。 

・手指の消毒をお願いします。 

・他者との距離を十分に保ってください。 

・連絡先記入用紙への氏名等の記入にご協力くだ

さい。 

学校施設開放 再開 
１０月１４日(木)

から 

教育総務課 

電話 ０８８-６８６－８８０１ 

【利用条件】 

①手洗いやこまめな手指消毒、咳エチケットな

どの基本的な感染症対策の徹底 

②マスクの着用（※）及びアルコール消毒液の

設置 

③発熱等の症状があるなど体調がすぐれない場

合は利用しない（利用前の検温を徹底する） 

④多くの人が密集したり、近距離での会話や大

声での発声は避け、間隔を空けて（おおむね２

メートル）活動する 

⑤活動中は２方向の窓や入口を開け、常時換気

を徹底する 

⑥使用する用具等（共用する物：ネット支柱、

清掃用具の柄、ドアノブ、照明スイッチ部な

ど）については、使用前後の消毒を行う 

⑦全ての利用者の氏名、連絡先を把握する 

⑧施設内で食事はしない 

※準備片付け中や休憩中は必ずマスクを着用す

る。 



 

施設名 対応 期間 問い合わせ先 備考 

板東南ふれあいセンター 開館 
１０月１４日(木) 

から 

板東南ふれあいセンター 

電話 ０８８－６８９－２７６７ 

【利用条件】 

・手洗い、手指消毒、咳エチケット、換気、共用

部分の使用前後の消毒の徹底に努めること 

・マスクを着用すること（熱中症などの健康被害

が発生する可能性が高い場合は、一時的にマスク

を外し、換気や人との間隔を十分にとって活動す

る） 

・活動中は２方向の窓を開け、人との間隔をでき

る限り確保して、大声を出さずに活動する 

・マスク着用が徹底できない可能性のある活動

（歌・ハーモニカ・吹き矢など）は、対面しない

など飛沫感染防止の工夫を講じたうえで行うこ

と 

・飲食を伴う活動は向かい合わせにならないよ

う、会話を控えるようにすること 

・人との接触があるダンスは、マスク着用のうえ、

活動前後に手洗いまたは手指の消毒を行うこと

（防音対策上、密閉空間となりやすい阿波踊りは

引き続き自粛する） 

・全ての利用者が特定できるようにすること 

・体調不良者については、利用を自粛すること 


