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公共施設の開館状況及び利⽤制限・条件等

公共施設の利⽤制限等の期限を延⻑
（学校施設の制限付き再開）

 福岡県の緊急事態宣⾔の期間が延⻑されたことから、本市の公共施設の時間短縮
等の利⽤制限期間の延⻑及び学校施設の制限付き利⽤再開を⾏うこととしましたの
でお知らせします。

●利⽤制限等の期間 （変更前）令和3年9⽉12⽇（⽇曜⽇）まで
          （変更後）令和3年9⽉30⽇（⽊曜⽇）まで

●利⽤制限等の内容 （変更前）学校施設の利⽤中⽌
          （変更後）学校施設の利⽤制限付き再開
                                期間︓9⽉13⽇（⽉）〜9⽉30⽇（⽊）まで
          制限内容︓①市外居住者の利⽤⾃粛の協⼒要請
               ②利⽤時間は午後8時まで
     ※学校施設以外の公共施設の利⽤制限は、これまでどおり「県外
      居住者の利⽤⾃粛の協⼒要請」と「利⽤時間午後8時まで」に
      変更はありません

●対象施設  別紙「公共施設の開館状況及び利⽤制限・条件等」

事業内容



◎公共施設の開館状況及び利用制限・条件等

【屋内施設】 令和3年9月10日現在
施設数 施  設  名 施設の状況 利用制限等の内容 担当課

市⺠体育館（改修工事のため利用不可）

市⺠体育館諸室（旧多目的ホール）

2 市⺠体育センター

3 図書館 開館
（利用制限）

8月3日
（火）

〜
9月30日
（木）

【利用制限・条件等】
来館：①県外居住者の利用自粛の協力要請 ②制限なし
貸館：①県外居住者の利用自粛の協力要請 ②利用人数の制限
あり
※３密対策として、利用時間（30分以内）、一部サービスの制
限あり

図書館
（85-3630）

4 同和教育集会所 開館
（利用制限）

8月3日
（火）

〜
9月30日
（木）

【利用制限・条件等】
①県外居住者の利用自粛の協力要請
②利用人数の制限あり
③開館時間は午後8時まで

5 勤労⻘少年ホーム 開館
（利用制限）

8月3日
（火）

〜
9月30日
（木）

【利用制限・条件等】
①県外居住者の利用自粛の協力要請
②利用人数の制限あり
③開館時間は午後8時まで
【使用料の取り扱い】
①利用制限期間中に新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に
キャンセルする場合は全額還付

6 市⺠⽂化会館 開館
（利用制限）

8月3日
（火）

〜
9月30日
（木）

【利用制限・条件等】
①県外居住者の利用自粛の協力要請
②利用時間は午後8時まで
【使用料の取り扱い】
①利用制限期間中に新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に
キャンセルする場合は全額還付

⽂化芸術振興課
（85-3645）

サンメッセ鳥栖

【利用制限・条件等】
①県外居住者の利用自粛の協力要請
②利用時間は午後8時まで
【使用料の取り扱い】
①利用制限期間中に新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に
キャンセルする場合は全額還付
※全額還付対象は、期間内の予約を8月2日以前にされたものに
限ります。

サンメッセ鳥栖２階
 図書コーナー

【利用制限・条件等】
①県外居住者の利用自粛の協力要請
※３密対策として、学習スペース、パソコンコーナー、AVコー
ナーの利用中止、主催イベントの一部中止
※３密とならないよう、滞在時間は30分程度、閲覧席を減ら
し、入場を制限する場合があります。

8 鳥栖まちづくり推進センター
9 鳥栖まちづくり推進センター分館

10
鳥栖北まちづくり推進センター
（改修工事のため利用不可）

11 田代まちづくり推進センター
12 弥生が丘まちづくり推進センター
13 若葉まちづくり推進センター
14 基里まちづくり推進センター
15 基里まちづくり推進センター分館
16 麓まちづくり推進センター
17 旭まちづくり推進センター

18
中央老人福祉センター
（鳥栖北まちづくり推進センター分館）

開館
（利用制限）

8月3日
（火）

〜
9月30日
（木）

【利用制限・条件等】
①県外居住者の利用自粛の協力要請
②開館時間は変更なし（従来どおり午後５時まで）
【使用料の取り扱い】
①利用制限期間中に新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に
キャンセルする場合は全額還付
※３密対策は上記と同様

高齢障害福祉課
（85-3554）

市⺠協働推進課
（85-3576）

開館
（利用制限）

8月3日
（火）

〜
9月30日
（木）

【利用制限・条件等】
①県外居住者の利用自粛の協力要請
②開館時間は午後8時まで
【使用料の取り扱い】
①利用制限期間中に新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に
キャンセルする場合は全額還付
※３密とならないよう、次の制限を行う場合があります
・ロビーなどの共有スペースの使用時間の制限
・会議室などの利用人数の制限
・会食、試食の禁止
・身体的接触のある活動の制限
＊詳しくは各まちづくり推進センターへ

【利用制限・条件等】
①県外居住者の利用自粛の協力要請
②開館時間は午後8時まで
【使用料の取り扱い】
①利用制限期間中に新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に
キャンセルする場合は全額還付

スポーツ振興課
（85-7332）

生涯学習課
（85-3694）

7
開館

（利用制限）
8月3日
（火）

〜
9月30日
（木）

サンメッセ鳥栖
（84-2121）

利用制限等の期間

1
開館

（利用制限）
8月3日
（火）

〜
9月30日
（木）



【屋内施設】 令和3年9月10日現在
施設数 施  設  名 施設の状況 利用制限等の内容 担当課
19 鳥栖小学校体育館
20 鳥栖北小学校体育館
21 田代小学校体育館
22 弥生が丘小学校体育館
23 若葉小学校体育館
24 基里小学校体育館
25 麓小学校体育館
26 旭小学校体育館
27 鳥栖中学校体育館
28 田代中学校体育館
29 基里中学校体育館
30 鳥栖⻄中学校体育館
31 新鳥栖駅観光案内所（新鳥栖駅構内） 開館 なし 商工振興課

（85-3605）

【屋外施設】 令和3年9月10日現在
施設数 施  設  名 施設の状況 利用制限等の内容 担当課

32 駅前不動産スタジアム 開場
（利用制限）

8月3日
（火）

〜
9月30日
（木）

【利用制限・条件等】
①県外居住者の利用自粛の協力要請
②開場時間は午後8時まで（※Ｊリーグ開催時は除く）
【使用料の取り扱い】
①利用制限期間中に新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に
キャンセルする場合は全額還付

33 北部グラウンド 開場
（利用制限）

8月3日
（火）

〜
9月30日
（木）

【利用制限・条件等】
①県外居住者の利用自粛の協力要請
【使用料の取り扱い】
①利用制限期間中に新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に
キャンセルする場合は全額還付

34 市⺠球場（改修工事のため利用不可）
35 市⺠庭球場
36 市⺠⼸道場
37 陸上競技場
38 市⺠公園庭球場
39 市⺠相撲場
40 市⺠運動広場
41 高田町運動広場
42 飯田町運動広場
43 下野町運動広場
44 市⺠アーチェリー場
45 元町運動広場
46 儀徳町運動広場
47 基里運動広場

48 田代小学校運動広場（夜間）

49 麓小学校運動広場（夜間）

50 鳥栖小学校運動場
51 鳥栖北小学校運動場
52 田代小学校運動場
53 弥生が丘小学校運動場
54 若葉小学校運動場
55 基里小学校運動場
56 麓小学校運動場
57 旭小学校運動場
58 鳥栖中学校運動場
59 田代中学校運動場
60 基里中学校運動場
61 鳥栖⻄中学校運動場

開場
（利用制限）

9月13日
（月）

〜
9月30日
（木）

【利用制限・条件等】
①市外居住者の利用自粛の協力要請
②開場時間は午後8時まで

※感染者確認により学級閉鎖等を行った場合、施設開放が中止
となることもあります。

教育総務課
（85-3691）

開場
（利用制限）

9月13日
（月）

〜
9月30日
（木）

【利用制限・条件等】
①市外居住者の利用自粛の協力要請
②開場時間は午後8時まで
※感染者確認により学級閉鎖等を行った場合、施設開放が中止
となることもあります。

スポーツ振興課
（85-7332）

教育総務課
（85-3691）

−

利用制限等の期間

スポーツ振興課
（85-7332）

スポーツ振興課
（85-7332）

【利用制限・条件等】
①市外居住者の利用自粛の協力要請
②開場時間は午後8時まで

※感染者確認により学級閉鎖等を行った場合、施設開放が中止
となることもあります。

開場
（利用制限）

8月3日
（火）

〜
9月30日
（木）

【利用制限・条件等】
①県外居住者の利用自粛の協力要請
②開場時間は午後8時まで
【使用料の取り扱い】
①利用制限期間中に新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に
キャンセルする場合は全額還付

利用制限等の期間

開館
（利用制限）

9月13日
（月）

〜
9月30日
（木）


