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「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、令和３年８月２３日（月）から９月１２日（日）まで

の間、市有施設の一部を休館又は利用制限します。 

 

１ 期  間  令和３年 8 月２３日（月）から９月１２日（日）まで 

２ 開館状況  別紙のとおり 

 

「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、 

市有施設の一部を休館又は利用制限します 

ターゲット 3．3 

令和３年８月２０日 

郡山市総務部 

行政マネジメント課 

担当：鏑木 辰男 

TEL：924－3431 

SDGs ターゲット 3.3 「伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する」 



サニー・ランド湖南 ☎983-2277

中央老人福祉センター ☎924-2966

老人福祉センタ－　寿楽荘 ☎984-3130

西田地域交流センター ☎972-2570

三穂田地域交流センター ☎954-2083

田村地域交流センター ☎975-2070

中田地域交流センター ☎973-3566

日和田地域交流センター ☎958-6550

喜久田地域交流センター ☎959-2205

福祉センター ☎924-2950

障害者福祉センター ☎934-5811

高齢者文化休養センタ－　逢瀬荘 ☎957-2828
・新規受付停止
・既受付分は自粛要請

こども総合支援センター(ニコニコこども館) ☎924-2525
開館時間の短縮
17：30まで⇒16：30まで

北部地域子育て支援センター ☎924-0055

東部地域子育て支援センター ☎943-0411

南部地域子育て支援センター ☎945-2404

西部地域子育て支援センター ☎951-7800

希望ケ丘児童センタ－ ☎924-2525

元気な遊びの広場（ペップキッズこおりやま） ☎941-2711 利用時間の短縮
1クール75分⇒60分

郡山カルチャーパーク「屋内子どもの遊び場」 ☎924-2525

八山田こども公園（屋内体験学習施設） ☎924-2525

大槻公園「子どもの遊び場（屋内体験学習施設）」 ☎924-2525

・新規受付停止
・既受付分は自粛要請（20時ま
で）

福
祉
施
設

制限有

子
育
て
施
設

制限有

開館時間の短縮
17：00まで⇒16：30まで

開館時間の短縮
17：00まで⇒16：30まで

      まん延防止等重点措置適用期間における市有施設の開館状況

　※　まん延防止等重点措置適用期間における、市有施設の開館状況については、下表のとおりです。
　※　施設の利用にあたっては、「新しい生活様式」を踏まえ、マスクの着用、体温測定等の健康チェック、身体的距
　　離の確保等にご協力をお願いします。また、定員変更、入場制限、時間制限等を設けることがありますので、各施
　　設へお問い合わせください。
　※　★の施設については、令和２年４月18日から令和２年５月15日までの「緊急事態宣言」期間時と、同様の対応と
　　する施設です。
　※　今後の感染拡大の状況により、開館・休館の対応を変更する場合があります。

対象期間中の市有施設の状況 　※ ()は施設数となります。

施設名称 問い合わせ 開館状況 備考

令和３年８月23日（月）～９月12日（日）

【令和３年８月20日】
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施設名称 問い合わせ 開館状況 備考

歴史資料館　★ ☎932-5306

野鳥の森学習館　★ ☎934-2180

ふれあい科学館　★ ☎936-0201

開成館(4)　★ ☎923-2157 地震の影響により休館中

久米正雄記念館　★ ☎991-7610

文学資料館　★ ☎991-7610

けんしん郡山文化センター ☎934-2288 地震の影響により休館中

市民交流プラザ ☎922-5544

市民ふれあいプラザ ☎922-5544

男女共同参画センター ☎924-0900

ふれあいセンター(9)

コミュニティセンター(2)

中央公民館・分館(4)・勤労青少年ホーム・公会堂 ☎934-1212

地区・地域公民館（96） 各公民館の電話番号

安積総合学習センター ☎945-6466

富久山総合学習センター ☎925-1500

熱海多目的交流施設 ☎984-2679

農村交流センター ☎951-5730

農村生活中核施設黒石荘 ☎973-2932

東部勤労者研修センター ☎943-8580

少年湖畔の村 ☎961-8282

青少年会館 ☎961-8282

労働福祉会館 ☎932-5279

音楽・文化交流館 ☎924-3715

中央図書館（臨時図書館）・分館(13) ☎923-6601

希望ケ丘図書館 ☎961-1600

安積図書館 ☎946-8850

富久山図書館 ☎921-0030

サン・サン・グリーン湖南 ☎982-2811

・新規受付停止
・既受付分は自粛要請
（20時まで）
・個人利用は休止

美術館 ☎956-2200
・入館者数の制限
・滞在（鑑賞）時間の制限

学校(社会開放)　★ 各施設の電話番号 休止

文
化
・
教
育
施
設

各公民館の電話番号

・入館者数の制限
・滞在時間の制限
・図書等閲覧の停止

休館

制限有

・新規受付停止
・既受付分は自粛要請（20時ま
で）
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施設名称 問い合わせ 開館状況 備考

郡山ヒロセ開成山陸上競技場・補助競技場 ☎934-1500

ヨーク開成山スタジアム ☎934-1500

開成山弓道場 ☎934-1500

日和田野球場 ☎934-1500

郡山庭球場 ☎951-8511

西部庭球場 ☎961-8282

運動広場（3） ☎934-1500

スポーツ広場(10) ☎934-1500

西部スポーツ広場 ☎961-8282

ふるさとの森スポーツパーク野球場 ☎955-5229

ふるさとの森スポーツパークソフトボール場 ☎955-5229

ふるさとの森スポーツパークスポーツ広場 ☎955-5229

ふるさとの森スポーツパーク体育館 ☎955-5229

西部サッカー場 ☎961-8282

郡山相撲場 ☎961-8282

熱海フットボールセンター ☎954-9670

東部体育館 ☎943-5558

西部体育館 ☎961-8282

西部第二体育館 ☎961-8282

郡山しんきん開成山プール ☎926-0450 

磐梯熱海スポーツパーク体育館 ☎984-1781

磐梯熱海スポーツパーク多目的グラウンド ☎984-1781

磐梯熱海スポーツパーク郡山サッカー・ラクビー場 ☎984-1781

宝来屋 郡山総合体育館 ☎934-1500

磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場 ☎984-1781

磐梯熱海アイスアリーナ ☎984-5377

地域体育館（日和田、喜久田) 各公民館の電話番号
・新規受付停止
・既受付分は自粛要請
（20時まで）

制限有

・新規受付停止
・既受付分は自粛要請（20時
まで）
・個人利用は休止

ス
ポ
ー
ツ
施
設
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施設名称 問い合わせ 開館状況 備考

郡山市観光案内所　★ ☎924-0012 電話対応は継続

郡山カルチャーパーク（体育館） ☎947-1600 地震の影響により休館中

平成記念郡山こどものもり公園（もりの館）★ ☎958-5570

荒井中央公園（ホール、ラウンジ）　★ ☎947-9440

高篠山森林公園 ☎957-3748 ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ、ﾃﾝﾄｻｲﾄの利用休止

大槻公園 ☎961-8282

浄土松公園　★ ☎957-3700

大安場史跡公園　★ ☎965-1088 ガイダンス施設は休館

石筵ふれあい牧場 ☎984-1000
バーベキュー施設、芋煮会施設は
営業休止

郡山カルチャーパーク（ドリームランド） ☎947-1600 遊具機種別に規制

郡山カルチャーパーク（プール） ☎947-1600 入場制限実施中

郡山カルチャーパーク（会議室） ☎947-1600

21世紀記念公園（交流施設、くつろぎ施設） ☎924-2194

郡山ユラックス熱海 ☎984-2800

磐梯熱海温泉駅前足湯 ☎924-2621

磐梯熱海温泉足湯 ☎924-2621

八山田こども公園の遊具及び駐車場 ☎924-2525

公園の遊具の使用 ☎924-2361

猪苗代湖岸（秋山浜、青松浜、舟津浜、舟津公園、
舘浜、横沢浜）のキャンプ施設　★

☎924-2621 休止

消防センター(8)　★ ☎924-2161

農産加工センター　★ ☎957-2880

郡山駅西口駅前広場 ☎924-2301 ・新規受付停止
・既受付分は自粛要請（20時まで）

教育研修センター ☎983-1120 新規受付停止

総合地方卸売市場 ☎961-1140

以下の対応を継続実施
・水産棟、青果棟、花き棟の一般者入
場規制（市場食堂を含む管理棟は通常
通り）

水防センター ☎924-2701
・新規受付停止
・既受付分は自粛要請（20時まで）

磐梯熱海観光物産館 ☎953-5408 通常通り

そ
の
他
施
設

休館

制限有

レ
ジ
ャ
ー
施
設

休館

制限有

バーべキュー利用休止

・新規受付停止
・既受付分は自粛要請（20時ま
で）

利用人数制限有
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