
 

 

             

（令和２年５月 29日発表） 

                   

緊急事態宣言解除に伴い再開する市公共施設等について 

 

 

◆ 内 容 な ど 

 

令和２年 5 月 25 日に国の緊急事態宣言が解除されたことに伴

い、市が所有する公共施設（公の施設）の休館状況等については、

別添のとおりとなりましたので報告します（５月 2７日時点）。 

 

 

 

最新の施設情報は、市公式ホームページからご覧いただけます。 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000851694.pdf 

 

 

別紙資料  有  【問合せ】総務局危機管理総室危機管理課 

     担当者 片山・高山 

電話 ０５４－２２１－１０１２ 

報道資料 

取材をお願いします 



※前回からの加除修正は赤字

※再開を決定した施設は、黄色で示しています。

No 施設名 対応状況 市所管課 市所管課連絡先 備考

1 東静岡アート＆スポーツ／ヒロバ 休場：4/18（土）～5/31（日） 企画課 054-221-1020 芝生ヒロバは閉鎖しない

2 静岡市番町市民活動センター
４/18（土）～５/31（日）一部休館

（会議室及びオープンスペース）
市民自治推進課 054-221-1372

番町市民活動センター（273-1212）

休館日：第１・第３水曜日

3 静岡市清水市民活動センター
４/18（土）～５/31（日）一部休館

（会議室及びオープンスペース）
市民自治推進課 054-221-1372

清水市民活動センター（340-1010）

休館日：第１・第３水曜日

4 女性会館

集会室等の利用休止(4/17～６/8)

6/9から一部の集会室を除き利用制限を

設けて利用を再開

図書コーナーの利用制限(4/17～６/30)

喫茶コーナーの営業休止（4/7～5/31）

男女共同参画課 054-221-1349 休館日：第２・第４月曜日

5 生涯学習施設　全39施設

集会室等の利用中止期間を6/8まで延長

（6/9より利用制限付きで再開）

図書室、図書コーナーを6/8まで利用中

止（6/9より貸出再開。閲覧スペースに

ついては当面の間利用制限）

生涯学習推進課 054-221-1150

6 公衆喫煙所　全３か所 ５月25日（月）　再開 生活安心安全課 054-221-1058
静岡駅北口広場、静岡駅南口広場、

清水駅東口広場の3カ所

7 静岡市東海道広重美術館 開館：6/2（火）～ 観光・ＭＩＣＥ推進課 054-221-1421

・5/29（金）静岡市東海道広重美術館公

式ホームページにて発表

http://tokaido-hiroshige.jp/

8 東海道由比宿交流館・御幸亭 開館：5/26（火）～ 観光・ＭＩＣＥ推進課 054-221-1421
・5/26（火）市HP該当ページにて発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00714

8.html

時点2020/5/27新型コロナウイルス感染拡大防止に係る所管施設の状況一覧
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9 清水港船宿記念館「末廣」 開館：5/26（火）～ 観光・ＭＩＣＥ推進課 054-221-1421
・5/26（火）市HP該当ページにて発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00714

6.html

10 興津坐漁荘 開館：5/26（火）～ 観光・ＭＩＣＥ推進課 054-221-1421
・5/26（火）市HP該当ページにて発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00714

7.html

11
静岡市総合観光案内所・静岡駅南口観光案内所・

清水駅前観光案内所
開館：５月26日（火）～ 観光・ＭＩＣＥ推進課 054-221-1454

・開館：5/25（月）するが観光企画局に

て発表。https://www.visit-

shizuoka.com/

12 志田邸・東海道町民生活歴史館

休館：4/18（土）~5/31（日）

開館：６月６日（土）～

　※平日は定休

観光・ＭＩＣＥ推進課 054-221-1310

・開館：5/21（木）しずおか東海道まち

あるきホームページにて発表

https://shizuoka.tokaido-

guide.jp/news/27

13 三保真崎グラウンドゴルフ場 開館：5/30（土）～ 観光・ＭＩＣＥ推進課 054-221-1421

・5/28（木）市HP該当ページにて発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/526_00

044.html

14
東御門・巽櫓、坤櫓、紅葉山庭園及び茶室

（駿府城公園内施設）

開館：5/26（火）～
歴史文化課 054-221-1569

・坤櫓の今昔スコープ（歴史疑似体　

験）は、当面の間休止

・状況によっては入場制限あり。詳　細

は公式ホームページに掲載

・御城印の販売・１００名城スタンプの

押印は5/26（火）から再開する。

・5/23（土）駿府城公園公式ホーム　

ページにて発表

https://sumpu-castlepark.com/

2/17
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15
駿府城跡天守台発掘調査現場見学ゾーン・発掘情

報館 きゃっしる

「駿府城跡天守台発掘調査現場見学ゾー

ン」は、4/16（木）~5/25（月）のうち

土日祝　終日休場　※平日は開場9:00～

16:30（最終入場16:00)

開場：5/26（火）～土日祝含め開場

「発掘情報館きゃしる」は、4/16（木）

~5/25（月）終日休館　開館：5/26

（火）～

歴史文化課 054-221-1085

・「発掘情報館きゃっしる」は状況によって

入場制限あり。

・5/22（金）に歴史文化課ホームページ「さ

きがけミュージアム」で発表　

http://www.shizuoka-bunkazai.jp/

16 静岡市三保松原文化創造センター「みほしるべ」
休館：4/18（土）~5/31（日）

羽衣公園駐車場閉鎖（4/25～5/31）
文化財課 054-340-2100

・4/15（水）三保松原公式ホームページ

にて発表

https://miho-no-matsubara.jp/

・駐車場閉鎖については、4/23（木）に

三保松原公式ホームページにて発表

https://miho-no-matsubara.jp/

17 登呂博物館 休館：4/18（土）~5/31（日） 文化財課 054-285-0476

・4/16（木）登呂博物館公式ホームペー

ジにて発表 ・https://www.shizuoka-

toromuseum.jp

18 文化財資料館 休館：4/18（土）~5/31（日） 文化財課 054-221-1066

・4/15（水）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00242

0.html

19 埋蔵文化財センター 休館：4/18（土）~5/31（日） 文化財課 054-367-9436

・4/15（水）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00243

1.html

20 旧エンバーソン住宅 休館：4/18（土）~5/31（日） 文化財課 054-221-1066

・4/15（水）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00241

6.html

21 旧マッケンジー住宅 休館：4/18（土）~5/31（日） 文化財課 054-221-1066

・4/15（水）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00241

7.html
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22 旧五十嵐歯科医院（旧五十嵐邸） 休館：4/18（土）~5/31（日） 文化財課 054-221-1066

・4/15（水）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00245

6.html

【管理団体のHP】

http://igarashitei.com/

23 旧和泉屋（お休み処） 休館：4/18（土）~5/31（日） 文化財課 054-221-1066

・4/15（水）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00245

7.html

24 東海道名主の館（小池邸） 休館：4/18（土）~5/31（日） 文化財課 054-221-1066

・4/15（水）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00245

8.html

25 次郎長生家（旧高木家住宅） 休館：4/18（土）~5/31（日） 文化財課 054-221-1066

・4/15（水）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/701_00000

1_00061.html

26 賤機山古墳
団体見学受入休止：4/18（土）~5/31

（日）
文化財課 054-221-1069

・4/15（水）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00243

9.html

27 静岡科学館る・く・る 休館：3/４（水）～当面の間 文化振興課 054-221-1044

休館期間中の主催イベントも中止

【施設HP】

https://www.rukuru.jp/

28 芹沢銈介美術館 休館：4/18（土）~6/1（月）
文化振興課

(芹沢銈介美術館)
054-282-5522

・4/17（金）HPで発表→5/1(金)更新

https://www.seribi.jp/

・4/18(土)~5/31(日)が臨時休館。

・6/1(月)は通常の休館日

29 静岡市美術館 しずび 休館：4/20（月）~6/1（月） 文化振興課 054-221-1044

・4/17（金）HPで発表→5/1(金)更新

【施設HP】

http://www.shizubi.jp/

・4/20(月)~5/31(日)が臨時休館。

・6/1(月)は通常の休館日

4/17
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30 中勘助文学記念館 休館：4/18（土）~6/1（月） 文化振興課 054-221-1044

・4/17（金）HPで発表→5/1(金)更新

【施設HP】

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00224

1.html

・4/18(土)~5/31(水)が臨時休館。

・6/1(月)は通常の休館日

31 静岡市民文化会館

・4/25(土)~6/1(月)の期間における施設

の利用停止

※上記期間中の窓口業務は9時~17時まで

（休館日を除く）

文化振興課 054-221-1044

休館日：月曜日（休日の時はその翌平日）

【施設HP】

https://www.scch.shizuoka-city.or.jp/

・6/1(月)は通常の休館日

32 静岡市清水文化会館　マリナート

・4/25(土)~6/1(月)の期間における施設

の利用停止

※上記期間中の窓口業務は9時~17時まで

（休館日を除く）

文化振興課 054-221-1044

休館日：月曜日（休日の時はその翌平日）

【施設HP】

https://www.marinart.jp/

・6/1(月)は通常の休館日

33 静岡音楽館 AOI

・4/25(土)~6/1(月)の期間における施設

の利用停止

※上記期間中の窓口業務は9時~17時まで

（休館日を除く）

文化振興課 054-221-1044

休館日：月曜日（休日の時はその翌平日）

【施設HP】

https://www.aoi.shizuoka-city.or.jp/

・6/1(月)は通常の休館日

34 中央体育館 開館：6月２日（火）~ スポーツ振興課 054-221-1283

・5/20（水）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://shizuoka-sports.or.jp/

・6/1は通常の休館日

35 南部体育館 開館：6月２日（火）~ スポーツ振興課 054-221-1283

・5/20（水）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://shizuoka-sports.or.jp/

・6/1は通常の休館日

36 長田体育館 開館：6月２日（火）~ スポーツ振興課 054-221-1283

・5/20（水）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://shizuoka-sports.or.jp/

・6/1は通常の休館日

5/17
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37 東部体育館 開館：6月２日（火）~ スポーツ振興課 054-221-1283

・5/20（水）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://shizuoka-sports.or.jp/

・6/1は通常の休館日

38 北部体育館 開館：6月２日（火）~ スポーツ振興課 054-221-1283

・5/20（水）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://shizuoka-sports.or.jp/

・6/1は通常の休館日

39 蒲原体育館 開館：6月２日（火）~ スポーツ振興課 054-221-1283

・5/20（水）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://shizuoka-sports.or.jp/

・6/1は通常の休館日

40 西ヶ谷総合運動場

開館

屋内プール：６月２日（火）～

陸上競技場：５月25日（月）～

テニスコート：５月25日（月）～

野球場：５月25日（月）～

ＧＧ・ＴＢＧ：５月26日（火）～

スポーツ振興課 054-221-1283

・5/20（水）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://shizuoka-sports.or.jp/

・6/1は通常の休館日

・5/25はＧＧ・ＴＢＧの通常の休場日

41 清水総合運動場

開館

体育館：６月２日（火）～

陸上競技場：５月25日（月）～

多目的グラウンド：５月25日（月）～

武道場：６月２日（火）～

弓道場：６月２日（火）～

アーチェリー場：５月25日（月）～

スポーツ振興課 054-221-1283

・5/20（水）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://shizuoka-sports.or.jp/

・6/1は通常の休館日

42 有度山総合公園運動施設

開館

テニスコート：５月25日（月）～

グラウンドゴルフ・ターゲットバードゴ

ルフ場：５月26日（火）～

多目的室：６月１日～

スポーツ振興課 054-221-1283

・5/19（火）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://www.sanko-shizuoka.jp/

・5/25はＧＧ・ＴＢＧの通常の休場日

6/17
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43 城北運動場

開館

テニスコート：５月25日（月）～

相撲場：５月25日（月）～

運動広場：５月25日（月）～

多目的室：６月１日（月）～

スポーツ振興課 054-221-1283

・5/19（火）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://www.sanko-shizuoka.jp/

44 長崎新田スポーツ広場

開館

テニスコート：５月25日（月）～

グラウンド：５月25日（月）～

交流センター：６月１日（月）～

スポーツ振興課 054-221-1283

・5/19（火）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://www.sanko-shizuoka.jp/

45 ふれあい健康増進館「ゆらら」 開館：６月１日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1283

・5/20（水）施設の該当HPページで発

表

http://www.yurarashizuoka.com/

46 清見潟公園スポーツセンター 開館：6月２日（火）~ スポーツ振興課 054-221-1283

・5/20（水）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://shizuoka-sports.or.jp/

・6/1は通常の休館日

47 清水ナショナルトレーニングセンター

休館

天然芝グラウンド：当面の間（養生期間

のため）

開館

フットサルコート５月25日（月）～

アリーナ：６月１日（月）～

宿泊室：６月１日（月）～

会議室：６月１日（月）～

ウエイトリフティング場：６月１日

（月）～

トレーニング室：６月１日（月）～

屋内プール：６月１日（月）～

スポーツ振興課 054-221-1283

レストランについても営業再開

６/１（月）～

・5/19（火）施設の該当HPページで発

表

https://j-step.or.jp/wp/

7/17
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48 清水庵原球場

休館

野球場：当面の間（施設整備のため）

開館

第２球場：５月25日（月）～

室内練習場：６月１日（月）～

会議室：６月１日（月）～

スポーツ振興課 054-221-1283

・5/19（火）施設の該当HPページで発

表

http://ihara-stadium.com/

49 日本平運動公園

開館

球技場：5月25日（月）～

テニスコート：5月25日（月）～

会議室：６月１日（月）～

スポーツ振興課 054-221-1283

・5/21（木）施設の該当HPページで発

表

https://nihondaira-stadium.com/cms/

50 清水蛇塚グラウンド 休館：当面の間（養生期間のため） スポーツ振興課 054-221-1283

51 中島人工芝多目的グラウンド 開館：５月25日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

52 中島テニス広場 開館：５月25日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

53 横砂テニス広場 開館：５月25日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

54 清水三保体育館 開館：6月２日（火）~ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

・6/1は通常の休館日

55 由比体育館 開館：6月１日（月）~ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

8/17



※前回からの加除修正は赤字

※再開を決定した施設は、黄色で示しています。

No 施設名 対応状況 市所管課 市所管課連絡先 備考

時点2020/5/27新型コロナウイルス感染拡大防止に係る所管施設の状況一覧

56 安倍川河川敷スポーツ広場 開館：５月25日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

57 富士川河川敷スポーツ広場 開館：５月25日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

58 由比川河川敷スポーツ広場 開館：５月25日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

59

清水桜が丘公園

・テニスコート

・グランド

開館：５月25日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

60 宍原スポーツ広場 開館：５月25日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

61 草薙スポーツ広場 開館：５月25日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

62 清水三保貝島スポーツ広場 開館：５月25日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

63 蒲原東部コミュニティセンター 開館：６月１日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

9/17



※前回からの加除修正は赤字

※再開を決定した施設は、黄色で示しています。

No 施設名 対応状況 市所管課 市所管課連絡先 備考

時点2020/5/27新型コロナウイルス感染拡大防止に係る所管施設の状況一覧

64 蒲原西部コミュニティセンター 開館：６月１日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

65 梅ケ島キャンプ場

開館：５月25日（月）～

（バンガローは６月１日（月）～利用

可）

スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0272.html

66 玉川キャンプセンター 開館：6月１日（月）~ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0272.html

67 駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーション 開館：６月１日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1283

・5/20（水）指定管理者の該当HPペー

ジで発表

https://shizuoka-sports.or.jp/

68 清水駅東口クライミング場 開館：５月25日（月）～ スポーツ振興課 054-221-1071

・5/19（火）市HPの該当ページで発表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/972̲00

0267.html

69 日本平動物園 休園：4/18（土）~5/31（日） 日本平動物園 054-262-3251

・5/1（金）日本平動物園公式ホーム

ページにて発表

https://www.nhdzoo.jp

70 静岡市沼上資源循環学習プラザ 開館：６／１（月）～ ごみ減量推進課 054-221-1361

５月26日（火）静岡市ホームページで公

表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00

2951.html

5月27日（水）静岡市沼上資源循環学習

プラザホームページで公表

https://www.shizuoka4r.jp/numagami/

静岡市沼上資源循環学習プラザ

（外線）054-207-8971

　休館日：日曜日
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※前回からの加除修正は赤字

※再開を決定した施設は、黄色で示しています。

No 施設名 対応状況 市所管課 市所管課連絡先 備考

時点2020/5/27新型コロナウイルス感染拡大防止に係る所管施設の状況一覧

71 静岡市西ケ谷資源循環体験プラザ 開館：６／３（水）～ ごみ減量推進課 054-221-1361

５月26日（火）静岡市ホームページで公

表

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_00

2951.html

5月27日（水）静岡市西ケ谷資源循環体

験プラザホームページで公表

https://www.shizuoka4r.jp/nishigaya/

※６月１日（月）・２日（火）は通常の

休館日になります。

静岡市西ケ谷資源循環体験プラザ

（外線）054-294-7451

　休館日：月曜日・火曜日

72 静岡市地域福祉共生センター「みなくる」
一部休館（地域交流スペース、貸会議

室・ホール）
福祉総務課 054-221-1335

休館日：第２月曜日

４月18日～

【開館時間短縮】

月～土午前９時～午後５時まで

【臨時休館】

日・祝

73 中央福祉センター 一部休館（貸会議室） 福祉総務課 054-221-1366

74 地域福祉交流プラザ

一部休館（第１会議室、第２会議室、第

３会議室、ボランティア交流室の貸館の

休止）

福祉総務課 054-221-1366

75 清水社会福祉会館

一部休館（大会議室、中会議室、調理実

習室、機能訓練室、多目的ホール、音楽

室１、２の貸館の休止）、フリースペー

ス（ボランティアビューロー、福祉活動

室・団体室、ボランティアワークスペー

ス）についても使用できません。

福祉総務課 054-221-1366

４月１８日～

【開館時間短縮】

午前９時～午後７時３０分まで

11/17



※前回からの加除修正は赤字

※再開を決定した施設は、黄色で示しています。

No 施設名 対応状況 市所管課 市所管課連絡先 備考

時点2020/5/27新型コロナウイルス感染拡大防止に係る所管施設の状況一覧

76 静岡市清水みなとふれあいセンター 臨時休館 障害福祉企画課 054-221-1197

77 老人福祉センター　全８館 休館：4/17（金）～5/31（日） 高齢者福祉課 054-221-1086

78 老人憩の家　全２館 休館：4/17（金）～5/31（日） 高齢者福祉課 054-221-1086

79 世代間交流センター　全３館 休館：4/17（金）～5/31（日） 高齢者福祉課 054-221-1086

80 静岡市動物愛護館 ４月22日（水）～５月31日（日） 休館 動物指導センター 054-278-6409
休館日：月曜日

電話受付・電話相談等は行っています

81 静岡市支援センターなごやか 開館　５月25日から　 精神保健福祉課 054-249-3179 電話相談は引き続き行っています。

82 静岡市支援センターみらい 開館　５月25日から　 精神保健福祉課 054-249-3179 電話相談は引き続き行っています。

83 清水区地域活動支援センター（はーとぱる） 開館　５月25日から　 精神保健福祉課 054-249-3179 電話相談は引き続き行っています。

84 児童館　12か所
6/2（火）から再開

※月曜日が閉館日のため6/1は休館
子ども未来課 054-354-2604

12/17



※前回からの加除修正は赤字

※再開を決定した施設は、黄色で示しています。

No 施設名 対応状況 市所管課 市所管課連絡先 備考

時点2020/5/27新型コロナウイルス感染拡大防止に係る所管施設の状況一覧

85 子育て支援センター　21か所 6/1（月）から再開 子ども未来課 054-354-2606

静岡中央・清水中央の一時預かりは通常

どおり運営、各施設にて電話相談通常ど

おり実施

86 浜石野外センター
6/1（月）から

感染防止対策を講じ開所
青少年育成課 054-354-2614

87 青少年研修センター
6/2（火）から

感染防止対策を講じ開所
青少年育成課 054-354-2614

88 こどもクリエイティブタウン ４/13（月）～6/30（火）休館 産業政策課 054-354-2313 ７月1日（水）は通常の休館日

89 静岡ホビースクエア
５/８（金）から　一部開館

イベントコーナー及び工作室（利用制限）
産業振興課 054-354-2058

90 静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」 ４／１（水）～５／31（日）　休館 産業振興課 054-281-2100

91 北部勤労者福祉センター 4/21（火）～5/31（日）利用中止 商業労政課 054-354-2430
現在、新規の利用予約は受け付けており

ません。

92 東部勤労者福祉センター 4/21（火）～5/31（日）利用中止 商業労政課 054-354-2430
現在、新規の利用予約は受け付けており

ません。

93 南部勤労者福祉センター 4/17（金）～5/31（日）利用中止 商業労政課 054-354-2430
現在、新規の利用予約は受け付けており

ません。

13/17



※前回からの加除修正は赤字

※再開を決定した施設は、黄色で示しています。

No 施設名 対応状況 市所管課 市所管課連絡先 備考

時点2020/5/27新型コロナウイルス感染拡大防止に係る所管施設の状況一覧

94 広野海岸公園 5月18日（月）から開園 水産漁港課
（外線）054-354-2184

（内線）82-2184

95 用宗フィッシャリーナ
4月25日（土）～5月31日（日）までビジター岸

壁及びシャワールームの一時利用休止
水産漁港課

（外線）054-354-2184

（内線）82-2184

96 賤機都市山村交流センター「安倍ごころ」 4/25（土）～　5/31（日）　休館 中山間地振興課 054-294-8806

97 藁科都市山村交流センター「わらびこ」 4/29（水）～　5/31（日）　休館 中山間地振興課 054-294-8806

98 梅ヶ島新田温泉浴場（黄金の湯）
4/11（土）～　5/31（日）　休館

※6/1（月）は定休日
中山間地振興課 054-294-8806

99 湯ノ島温泉浴場 4/11（土）～　5/31（日）　休館 中山間地振興課 054-294-8806

100 清水西里温泉浴場（やませみの湯）
4/11（土）～　5/31（日）　休館

※6/1（月）は定休日
中山間地振興課 054-294-8806

101 口坂本温泉浴場 4/11（土）～　5/31（日）　休館 中山間地振興課 054-294-8806

102 南アルプス赤石温泉白樺荘 4/11（土）～　5/31（日）　休館 中山間地振興課 054-294-8806
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※前回からの加除修正は赤字

※再開を決定した施設は、黄色で示しています。

No 施設名 対応状況 市所管課 市所管課連絡先 備考

時点2020/5/27新型コロナウイルス感染拡大防止に係る所管施設の状況一覧

103
梅ヶ島コンヤの里レクリエーション施設

テニスコート
4/18（土）～　5/31（日）　休業 中山間地振興課 054-294-8806

104 日影沢親水園「魚魚の里」 4/18（土）～　5/31（日）　休業 中山間地振興課 054-294-8806

105 清水森林公園　黒川キャンプ場 4/18（土）～　5/31（日）　休業 中山間地振興課 054-294-8806

106 南アルプス井川オートキャンプ場 4/18（土）～　5/31（日）　休業 中山間地振興課 054-294-8806

107 リバウェル井川スキー場 4/25（土）～　5/31（日）　休業 中山間地振興課 054-294-8806

108 高山市民の森　学習展示施設「森の恵」 4/18（土）～　5/31（日）　休業 中山間地振興課 054-294-8806

109 あさはた緑地駐車場 閉鎖：４月２５日（土）～５月３１日（日） 公園整備課 054-221-1121

110 大浜公園駐車場 閉鎖：４月２５日（土）～５月３１日（日） 公園整備課 054-221-1121

111 安倍川緑地内駐車場 閉鎖：４月２５日（土）～５月３１日（日） 公園整備課 054-221-1121
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※前回からの加除修正は赤字

※再開を決定した施設は、黄色で示しています。

No 施設名 対応状況 市所管課 市所管課連絡先 備考

時点2020/5/27新型コロナウイルス感染拡大防止に係る所管施設の状況一覧

112 清水船越堤公園　茶室及び多目的集会室 休館：4/18（土）~5/31（日） 都市計画事務所 054-354-2273 休館日：水曜日

113 清水月見公園テニスコート 利用再開：5/25（月）～ 都市計画事務所 054-354-2273

114 清水清見潟公園テニスコート 利用再開：5/25（月）～ 都市計画事務所 054-354-2273

115 清水船越堤公園駐車場 閉鎖：４月２５日（土）～５月３１日（日） 都市計画事務所 054-354-2272

116 清水日本平運動公園駐車場 閉鎖：４月２５日（土）～５月３１日（日） 都市計画事務所 054-354-2272

117 清水桜が丘公園駐車場 閉鎖：４月２５日（土）～５月３１日（日） 都市計画事務所 054-354-2272

118 清水月見公園駐車場 閉鎖：４月２５日（土）～５月３１日（日） 都市計画事務所 054-354-2272

119 清水三保海浜公園駐車場 閉鎖：４月２５日（土）～５月３１日（日） 都市計画事務所 054-354-2272

120 秋葉山公園駐車場 閉鎖：４月２５日（土）～５月３１日（日） 都市計画事務所 054-354-2272
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※前回からの加除修正は赤字

※再開を決定した施設は、黄色で示しています。

No 施設名 対応状況 市所管課 市所管課連絡先 備考

時点2020/5/27新型コロナウイルス感染拡大防止に係る所管施設の状況一覧

121 羽衣公園駐車場 閉鎖：４月２５日（土）～５月３１日（日） 都市計画事務所 054-354-2272

122 富士川緑地駐車場 閉鎖：４月２５日（土）～５月３１日（日） 都市計画事務所 054-354-2272

123 有東坂池多目的公園内駐車場 閉鎖：４月２５日（土）～５月３１日（日） 都市計画事務所 054-354-2272

124 静岡市治水交流資料館「かわなび」 休館：4/18（土）～5/31（日） 河川課 054-221-1131 休館日：月曜日

125 麻機小学校地域・学校連携施設（スマイルあさはた） ５月７日（木）～５月31日（日）休館 教育施設課 054-354-2511 休館日：月曜日・祝日

126 南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家 ４月18日（土）～５月31日（日） 休所 教育総務課 054-260-2761 休所日：月曜日

127 中央図書館ほか１１館（移動図書館を含む）

５/19(火）～開館（利用制限あり）

当面の間、利用時間制限（30分程度）、

椅子の撤去、パソコン端末・閲覧室等の

利用停止、入館記録の収集（図書館カー

ド番号又は氏名）

中央図書館 054-247-6711

再開を決定していない施設  77/219
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