
 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた市施設の休止期間の延長について 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市施設の休止期間について、

次のとおり延長いたしますので、お知らせします。 

 

１ 休止を延長する施設 

  別紙のとおり 

 

２ 休止期間の終了予定日 

  当 初：令和２年３月１５日（日） 

  延長後：令和２年３月３１日（火） 

 

３ その他 

（１）休止する施設及び休止期間は、今後の状況により、変更が生じる場合が

あります。変更が生じた場合には、改めてお知らせいたします。 

詳しい情報は、別紙記載の問い合わせ先に直接お問い合わせください。 

（２）市施設の休止延長についての考え方は参考資料のとおりです。 

 

 

 

（問い合わせ先） 

・市施設の休止に関すること 

担当 緊急対策課 

電話 042-707-7044 

・新型コロナウイルス感染症に関すること 

担当 疾病対策課 

電話 042-769-8260 

令和２年３月１０日 

１３：００ 

相模原市発表資料 



番号 施設名 区 所在地 特記事項 問い合わせ先 電話番号

1 相原公民館 緑区 相原4-14-12 相原連絡所は開所 相原公民館 042-773-7800

2 麻溝公民館 南区 下溝594-6 麻溝公民館 042-778-2277

3 新磯公民館 南区 磯部916-3 新磯公民館 046-256-1900

4 大沢公民館 緑区 大島1776-5 大沢公民館 042-762-0811

5 大野北公民館 中央区 鹿沼台1-10-20 大野北公民館 042-755-6601

6 大野中公民館 南区 古淵3-21-1 大野中公民館 042-746-6600

7 大野南公民館 南区 相模大野5-31-1 大野南公民館 042-749-2121

8 大沼公民館 南区 東大沼3-17-15 大沼連絡所は開所 大沼公民館 042-744-7722

9 大野台公民館 南区 大野台5-16-38 大野台連絡所は開所 大野台公民館 042-755-6000

10 小山公民館 中央区 向陽町8-1 小山公民館 042-755-7500

11 上鶴間公民館 南区 上鶴間本町7-7-1 上鶴間連絡所は開所 上鶴間公民館 042-749-6611

12 上溝公民館 中央区 上溝7-7-17 上溝公民館 042-761-2288

13 相模台公民館 南区 相模台1-13-5 相模台公民館 042-743-7871

14 清新公民館 中央区 清新3-16-1 清新公民館 042-755-8000

15 相武台公民館 南区 新磯野4-1-3 相武台公民館 046-256-3700

16 田名公民館 中央区 田名4834 田名公民館 042-761-1251

17 中央公民館 中央区 富士見2-13-1 中央公民館 042-758-9000

18 東林公民館 南区 相南1-10-10 東林公民館 042-744-0087

19 橋本公民館 緑区 橋本6-2-1シティプラザはしもと 橋本公民館 042-771-1051

20 光が丘公民館 中央区 並木4-7-9 光が丘連絡所は開所 光が丘公民館 042-756-1117

21 星が丘公民館 中央区 星が丘3-1-38 星が丘公民館 042-755-0600

22 横山公民館 中央区 横山台1-20-10 横山公民館 042-756-1555

23 陽光台公民館 中央区 陽光台5-6-1 陽光台公民館 042-755-3451

24 城山公民館 緑区 久保沢2-26-1 城山公民館 042-783-8194

25 津久井中央公民館 緑区 中野633-1 津久井中央公民館 042-784-3211

26 青根公民館 緑区 青根1372-1 青根出張所は開所 津久井中央公民館 042-784-3211

27 相模湖公民館 緑区 与瀬1134-3 相模湖公民館 042-684-2377

28 千木良公民館 緑区 千木良991-1 相模湖公民館 042-684-2377

29 藤野中央公民館 緑区 小渕1992 藤野中央公民館 042-686-6151

30 沢井公民館 緑区 沢井936 藤野中央公民館 042-686-6151

31 牧野公民館 緑区 牧野4232 藤野農村環境改善センター 042-689-2121

32 佐野川公民館 緑区 佐野川2903 佐野川連絡所は開所 藤野中央公民館 042-686-6151

33 鳥屋地域センター 緑区 鳥屋1064 鳥屋出張所は開所 津久井まちづくりセンター 042-780-1402

34 三井地域センター 緑区 三井394-1 津久井まちづくりセンター 042-780-1402

35 青根地域センター 緑区 青根1926 津久井まちづくりセンター 042-780-1402

36 小網地域センター 緑区 太井252-1 津久井まちづくりセンター 042-780-1402

37 串川地域センター 緑区 青山1012 串川出張所は開所 津久井まちづくりセンター 042-780-1402

38 串川ひがし地域センター 緑区 根小屋1619-1 津久井まちづくりセンター 042-780-1402

39 津久井中央地域センター 緑区 三ケ木４１４ 津久井中央連絡所は開所 津久井まちづくりセンター 042-780-1402

40 西青山地域センター 緑区 青山3184-1 津久井まちづくりセンター 042-780-1402

41 おださがプラザ 南区  南台3-20-1ラクアル・オダサガ４階
文化振興課

（おださがプラザ）
042-741-7497

42 相模女子大学グリーンホール 南区 相模大野4-4-1
文化振興課

（相模女子大学グリーンホール）
042-749-2200

43 相模原市民会館 中央区 中央3-13-15
文化振興課

（相模原市民会館）
042-752-4710

44 相模原南市民ホール 南区 相模大野5-31-1
文化振興課

（相模原南市民ホール）
042-749-2110

45 もみじホール城山 緑区 久保沢2-26-2
文化振興課

（もみじホール城山）
042-783-5295

46 杜のホールはしもと 緑区 橋本3-28-1 ミウィ橋本7・8階
文化振興課

（杜のホールはしもと）
042-775-3811

47 ユニコムプラザさがみはら 南区 相模大野3丁目3番2-301号
市民協働推進課

（ユニコムプラザさがみはら）
042-701-4370

48 あじさい会館 中央区 富士見6-1-20 利用料還付及び問い合わせ対応窓口業務は継続 地域福祉課 042-769-9222

49 サン・エールさがみはら 緑区 西橋本5-4-20

相模原市勤労者福祉サービスセンター(あじ
さいメイツ）事務室は開所
利用料還付及び問い合わせ対応窓口業務
は継続

雇用政策課 042-769-8238

50 産業会館 中央区 中央3-12-1

神奈川県信用保証協会及び相模原労働者
福祉協議会は開所
利用料還付及び問い合わせ対応窓口業務
は継続

産業政策課 042-769-8293

51 津久井合唱館（やまびこホール） 緑区 青根851 津久井まちづくりセンター 042-780-1402

52 総合学習センター 中央区 中央３－ １２―１０ 生涯学習センター 042-756-3443

53 津久井生涯学習センター 緑区 三ケ木４１４ 津久井中央連絡所は開所 津久井生涯学習センター 042-784-2400

休止する施設（小・中学校を除く） 【休止期間】３月２日（月）～３月３１日（火）※予定



番号 施設名 区 所在地 特記事項 問い合わせ先 電話番号

休止する施設（小・中学校を除く） 【休止期間】３月２日（月）～３月３１日（火）※予定

54 市立公文書館 緑区 久保沢1-3-1 歴史的公文書の利用請求に係る電話等対応業務は継続 市立公文書館 042-783-8053

55 相模原市民ギャラリー 中央区 相模原1-1-3
文化振興課

（相模原市民ギャラリー）
042-776-1262

56 アートラボはしもと 緑区 大山町1-43
文化振興課

（アートラボはしもと）
042-703-4654

57 相模川ふれあい科学館 中央区 水郷田名1-5-1 水みどり環境課 042-769-8242

58
相模の大凧センター（れん
げの里あらいそ内）

南区 新戸2268-1 3月1日（日）から休止 商業観光課 042-769-8236

59 相模湖記念館 緑区 与瀬259-1 津久井地域経済課 042-780-1405

60 市立図書館 中央区 鹿沼台2-13-1 図書館 042-754-3604

61 相模大野図書館 南区 相模大野4-4-1 相模大野図書館 042-749-2244

62 橋本図書館 緑区 橋本3-28-1 ミウイ橋本6階 橋本図書館 042-770-6600

63 図書館相武台分館 南区 新磯野4-8-7 図書館 042-754-3604

64 視聴覚ライブラリー 中央区 鹿沼台2-13-1 視聴覚ライブラリー 042-753-2401

65 博物館 中央区 高根3-1-15 プラネタリウムは2月28日（金）から休止 博物館 042-750-8030

66
史跡田名向原遺跡旧石器
時代学習館（旧石器ハテナ
館）

中央区 田名塩田3-23-11
文化財保護課

（旧石器ハテナ館）
042-777-6371

67 古民家園 緑区 大島3853-8 文化財保護課 042-769-8371

68 小原宿本陣 緑区 小原698-1 文化財保護課 042-769-8371

69 旧中村家住宅 南区 磯部1734 文化財保護課 042-769-8371

70 尾崎咢堂記念館 緑区 又野691 博物館 042-750-8030

71 吉野宿ふじや 緑区 吉野214 博物館 042-750-8030

72 相模原ギオンスタジアム 南区 下溝4169 スポーツ課 042-769-8288

73 城山湖野球場 緑区 川尻5841 スポーツ課 042-769-8288

74 相模湖林間公園野球場 緑区 若柳1432-2 スポーツ課 042-769-8288

75 鹿沼公園野球場 中央区 鹿沼台2-15-1 スポーツ課 042-769-8288

76 横山公園野球場 中央区 横山5-11-50 スポーツ課 042-769-8288

77 サーティーフォー相模原球場 中央区 弥栄3-1-6 スポーツ課 042-769-8288

78 ウイッツひばり球場 中央区 弥栄3-1-6 スポーツ課 042-769-8288

79 相模台公園野球場 南区 桜台21-1 スポーツ課 042-769-8288

80 こだま（小倉）プール 緑区 小倉1 スポーツ課 042-769-8288

81 さがみはらグリーンプール 中央区 横山5-11-1 トレーニング室は2月28日（金）から休止 スポーツ課 042-769-8288

82 古淵鵜野森公園屋外水泳プール 南区 鵜野森1-25-1 スポーツ課 042-769-8288

83 銀河アリーナ 中央区 弥栄3-1-6 2月29日（土）から休止 スポーツ課 042-769-8288

84 城山湖テニスコート 緑区 川尻4452-8 スポーツ課 042-769-8288

85 やまびこ（小倉）テニスコート 緑区 小倉1 スポーツ課 042-769-8288

86 中沢グラウンド　テニスコート 緑区 中沢239 スポーツ課 042-769-8288

87 津久井又野公園テニス場 緑区 又野829 スポーツ課 042-769-8288

88 青野原グラウンドテニスコート 緑区 青野原2118 スポーツ課 042-769-8288

89 相模湖林間公園テニス場 緑区 若柳1432-2 スポーツ課 042-769-8288

90 名倉グラウンドテニスコート 緑区 名倉1000 スポーツ課 042-769-8288

91 鹿沼公園テニス場 中央区 鹿沼台2-15-1 スポーツ課 042-769-8288

92 横山公園テニス場 中央区 横山5-11-50 スポーツ課 042-769-8288

93 淵野辺公園テニス場 中央区 弥栄3-1-6 スポーツ課 042-769-8288

94 相模台公園テニス場 南区 桜台21-1 スポーツ課 042-769-8288

95 大野台南テニスコート 南区 大野台3-45-152 スポーツ課 042-769-8288

96 牧郷体育館 緑区 牧野7029 スポーツ課 042-769-8288

97 沢井体育館 緑区 澤井936 スポーツ課 042-769-8288

98 旧小渕小学校屋内運動場 緑区 小渕1072-2 藤野まちづくりセンター 042-687-2117

99 磯野台体育施設 南区 新磯野４－１－３ 相武台まちづくりセンター 046-254-3755

100 北総合体育館 緑区 下九沢2368-1 トレーニング室は2月28日（金）から休止 スポーツ課 042-769-8288

101 市体育館 中央区 富士見1-2-15 スポーツ課 042-769-8288

102 相模原ギオンアリーナ 南区 麻溝台2284-1 トレーニング室は2月28日（金）から休止 スポーツ課 042-769-8288

103 原宿グラウンド 緑区 川尻1930-1 スポーツ課 042-769-8288

104 中沢グラウンド 緑区 中沢239 スポーツ課 042-769-8288

105 津久井又野公園：多目的グラウンド 緑区 又野829 スポーツ課 042-769-8288

106 青野原グラウンド 緑区 青野原2118 スポーツ課 042-769-8288

107 串川グラウンド 緑区 長竹850-1 スポーツ課 042-769-8288

108 国体記念鳥屋グラウンド 緑区 鳥屋2305-8 スポーツ課 042-769-8288

109 与瀬グラウンド 緑区 与瀬884 スポーツ課 042-769-8288

110 内郷グラウンド 緑区 寸沢嵐823 スポーツ課 042-769-8288



番号 施設名 区 所在地 特記事項 問い合わせ先 電話番号

休止する施設（小・中学校を除く） 【休止期間】３月２日（月）～３月３１日（火）※予定

111 名倉グラウンド 緑区 名倉1000 スポーツ課 042-769-8288

112 日連グラウンド 緑区 日連1426-1 スポーツ課 042-769-8288

113 内出公園スポーツ広場 緑区 下九沢2833-1 スポーツ課 042-769-8288

114 三栗山スポーツ広場 緑区 小倉1907 スポーツ課 042-769-8288

115 相模原北公園スポーツ広場 緑区 下九沢2368-1 スポーツ課 042-769-8288

116 小山公園スポーツ広場 中央区 小山4-1 スポーツ課 042-769-8288

117 小山公園ニュースポーツ広場 中央区 小山4-1 スポーツ課 042-769-8288

118 緑が丘2丁目公園スポーツ広場 中央区 緑が丘2-31 スポーツ課 042-769-8288

119 横山公園人工芝グラウンド 中央区 横山5-11-50 スポーツ課 042-769-8288

120 新磯野スポーツ広場 南区 新磯野2146-4 スポーツ課 042-769-8288

121 下溝古山公園スポーツ広場 南区 下溝2348-1 スポーツ課 042-769-8288

122 昭和橋スポーツ広場 南区 当麻3539番地先 スポーツ課 042-769-8288

123 深堀中央公園スポーツ広場 南区 上鶴間3-21 スポーツ課 042-769-8288

124 相模原ギオンスポーツスクエア 南区 下溝4169 スポーツ課 042-769-8288

125 相模原麻溝公園スポーツ広場 南区 下溝4169 スポーツ課 042-769-8288

126 市民健康文化センター 南区 麻溝台1872番地1
市民協働推進課

（市民健康文化センター）
042-747-3776

127 LCA国際小学校北の丘センター 緑区 下九沢２０７１番地１ 市民協働推進課
（LCA国際小学校北の丘センター）

042-773-5570

128 上大島キャンプ場 緑区 大島3657付近 商業観光課 042-769-8236

129 望地弁天キャンプ場 中央区 田名5835地先 商業観光課 042-769-8236

130 相模川自然の村（清流の里） 緑区 大島3497-1 商業観光課 042-769-8236

131 鳥居原ふれあいの館 緑区 鳥屋1674 津久井地域経済課 042-780-1405

132 緑の休暇村センター 緑区 青根807-2 津久井地域経済課 042-780-1405

133 青根緑の休暇村いやしの湯 緑区 青根844 津久井地域経済課 042-780-1405

134 藤野やまなみ温泉 緑区 牧野4225-1 津久井地域経済課 042-780-1405

135 小原の郷 緑区 小原７１１－ ２ 屋外トイレ、駐車場は開放 相模湖まちづくりセンター 042-684-3240

136 ふじのマレットゴルフ場 緑区 吉野1010-1 スポーツ課 042-769-8288

137 職員会館 中央区 中央2-10-8 職員厚生課 042-769-8338

138 さがみはら国際交流ラウンジ 中央区 鹿沼台1-9-15 外国人市民への情報発信及び相談業務は継続 シティセールス・親善交流課 042-707-7045

139 ソレイユさがみ 緑区 橋本6-2-1　シティ・プラザはしもと内

女性相談室での相談業務は継続（3/6～
3/31原則電話相談とする）
女性相談室に関することは人権・男女共同
参画課（042-769-8205）へ

人権・男女共同参画課
（ソレイユさがみ）

042-775-1775

140 さがみはら市民活動サポートセンター 中央区 富士見6-6-23（けやき会館3階） 市民協働推進課
（さがみはら市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）

042-755-5790

141 藤野農村環境改善センター 緑区 牧野4232 津久井地域経済課 042-780-1405

142 相模湖観光案内所 緑区 与瀬1183 津久井地域経済課 042-780-1405

143 藤野観光案内所 緑区 小渕1702-3 津久井地域経済課 042-780-1405

144 けやき体育館 中央区 富士見6-6-23 障害政策課 042-707-7055

145
新磯ふれあいセンター
（れんげの里あらいそ内）

南区 新戸2268-1 3月1日（日）から休止 高齢政策課 042-769-8354

146 東林ふれあいセンター 南区 東林間1-22-17 3月1日（日）から休止 高齢政策課 042-769-8354

147 老人福祉センター渓松園 緑区 大島3339 3月1日（日）から休止 高齢政策課 042-769-8354

148 老人福祉センター若竹園 南区 若松2-1-38 3月1日（日）から休止 高齢政策課 042-769-8354

149 津久井老人福祉センター 緑区 中野633-1 3月1日（日）から休止 津久井保健福祉課 042-780-1408

150 津久井地域福祉センター 緑区 太井150-1 津久井保健福祉課 042-780-1408

151 さがみ湖リフレッシュセンター 緑区 若柳1207-4 相模湖保健福祉課 042-684-3215

152 南大野老人いこいの家 南区 相模大野8-9-5 高齢政策課 042-769-8354

153 視覚障害者情報センター 中央区 富士見６－ １－ １ 障害政策課 042-707-7055

154 陽光園　（相模原市立療育センター） 中央区 陽光台3-19-2

療育相談室、発達障害支援センター、中央
子育て支援センター療育相談班は開所
※医療型児童発達支援センターは３月２６日
（木）まで休園

陽光園 042-756-8410

155 大島こどもセンター 緑区 大島１１２１－１４ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

156 城山こどもセンター 緑区 久保沢２－２２－１ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

157 二本松こどもセンター 緑区 二本松２－ １－ １ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

158 橋本こどもセンター 緑区 橋本２－ １－ ３７ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

159 大野北こどもセンター 中央区 淵野辺２－ ３４－ ２ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

160 上溝南こどもセンター 中央区 上溝７４２－ ２ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

161 向陽こどもセンター 中央区 向陽町8-23 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

162 清新こどもセンター 中央区 清新３－ １６－ ７ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

163 田名こどもセンター 中央区 田名４９８７－６ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

164 並木こどもセンター 中央区 並木２－１６－１６ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370



番号 施設名 区 所在地 特記事項 問い合わせ先 電話番号

休止する施設（小・中学校を除く） 【休止期間】３月２日（月）～３月３１日（火）※予定

165 富士見こどもセンター 中央区 富士見２－４ー２ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

166 星が丘こどもセンター 中央区 星が丘３－１－２ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

167 陽光台こどもセンター 中央区 陽光台２－１９－２１ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

168 横山こどもセンター 中央区 横山台２－３５－２ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

169 麻溝こどもセンター 南区 下溝６７０－５ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

170 新磯こどもセンター 南区 新戸2268-1 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

171 大沼こどもセンター 南区 東大沼３－２０－１５ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

172 大野台こどもセンター 南区 大野台８－１－２６ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

173 大野南こどもセンター 南区 旭町１４－２１ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

174 鹿島台こどもセンター 南区 鵜野森３－４０－１ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

175 上鶴間こどもセンター 南区 上鶴間８－１０－１２ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

176 相模台こどもセンター 南区 桜台１７－１ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

177 相武台こどもセンター 南区 新磯野４－１－２ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

178 鶴園中和田こどもセンター 南区 上鶴間本町７－８－２ 一般来館休止 こども・若者支援課 042-769-8370

179 相原児童館 緑区 相原4-23-11 こども・若者支援課 042-769-8370

180 作の口児童館 緑区 下九沢498-1 こども・若者支援課 042-769-8370

181 宮上児童館 緑区 東橋本3-15-9 こども・若者支援課 042-769-8370

182 津久井中央児童室 緑区 三ヶ木414 こども・若者支援課 042-769-8370

183 青葉児童館 中央区 並木3-18-16 こども・若者支援課 042-769-8370

184 あさひ児童館 中央区 鹿沼台1-10-4 こども・若者支援課 042-769-8370

185 こばと児童館 中央区 すすきの町41-10 こども・若者支援課 042-769-8370

186 幸町児童館 中央区 淵野辺4-3-10 こども・若者支援課 042-769-8370

187 下九沢児童館 中央区 下九沢964-3 こども・若者支援課 042-769-8370

188 嶽之内児童館 中央区 東淵野辺4-26-13 こども・若者支援課 042-769-8370

189 光が丘児童館 中央区 光が丘3-7-2 こども・若者支援課 042-769-8370

190 弥栄児童館 中央区 弥栄1-7-18 こども・若者支援課 042-769-8370

191 四ツ谷児童館 中央区 上溝2-1-9 こども・若者支援課 042-769-8370

192 大野台第1児童館 南区 大野台4-1-2 こども・若者支援課 042-769-8370

193 大野台第2児童館 南区 大野台4-14-13 こども・若者支援課 042-769-8370

194 古淵児童館 南区 古淵1-34-26 こども・若者支援課 042-769-8370

195 しんふち児童館 南区 古淵5-28-1 こども・若者支援課 042-769-8370

196 相南児童館 南区 相南1-15-28 こども・若者支援課 042-769-8370

197 相武台第2児童館 南区 相武台団地2-3-7 こども・若者支援課 042-769-8370

198 相武台第3児童館 南区 相武台3-23-6 こども・若者支援課 042-769-8370

199 東林間児童館 南区 東林間4-32-1 こども・若者支援課 042-769-8370

200 御園児童館 南区 御園5-10-8 こども・若者支援課 042-769-8370

201 南新町児童館 南区 相模大野9-1-4 こども・若者支援課 042-769-8370

202 谷口児童館 南区 上鶴間本町4-46-17 こども・若者支援課 042-769-8370

203 青少年学習センター 中央区 矢部新町3-15 問い合わせ対応窓口業務は継続 青少年学習センター 042-751-0091 

204 環境情報センター 中央区 富士見1-3-41 利用料還付及び環境に関する相談業務は継続 環境政策課 042-769-8240

205 相模川ビレッジ若あゆ 緑区 大島3497-1
令和2年2月29日～3月31日において青少年
団体の利用を一時休止

相模川自然の村
野外体験教室

042-760-5445

206 ふじの体験の森やませみ 緑区 澤井９３６－ １
令和2年2月29日～3月31日において青少年
団体の利用を一時休止

ふるさと自然体験教室 042-686-6025



市施設の休止についての考え方 
 

【休止する施設】 

※こどもセンター内の児童クラブについては、開所する。 

 

【休止しない施設】 

 

以 上 

施設の性格 施設の種類 備 考 

市民生活上不急で不特定多数の 

市民が集まるもの 

〇公民館・地域センター 

〇ホール・会館 

〇教育施設 

〇図書館・博物館等 

〇スポーツ施設 

〇レクリエーション施設 

〇その他の施設 

（国際交流ラウンジ、農村環境改

善センター、青少年学習センタ

ー等） 

休止中も必要な

場合は、相談窓

口等を運営 

高齢者等が集まる施設 〇福祉施設 

児童・生徒・乳幼児が多数集まる

施設 

〇小学校 

〇中学校 

〇こどもセンター（※） 

〇児童館 

〇教育施設 

施設の性格 施設の種類 備 考 

市民生活上不可欠のもの 

〇保健・医療施設 

〇福祉施設 

〇清掃・ごみ施設 

〇消防本部・消防署 

〇保育所・認定こども園・幼稚園 
窓口業務につい

ては、不要・不

急のものは休止 

 

 

市民に貸出利用

可能な部屋も休

止 

行政機能維持の拠点となるもの 
〇市役所・区役所 

〇まちづくりセンター・出張所 

社会生活上の影響が大きいもの 

〇児童相談所 

〇その他の施設 

（斎場、総合就職支援センター等） 

屋外等で、人の接触が少ないもの 
〇駐車場 

〇公園・緑地・霊園 

参考資料 


