
施設の状況

公園・スポーツ施設
対象施設 期間 内容

福島トヨタクラウンアリーナ（トレーニング室以外）
①予約済み団体のみ利用可　※新規予約受付の停止
②年末年始休館　　　　　　　 　※新規予約受付の停止
③予約済み団体のみ利用可　※新規予約受付の停止

福島トヨタクラウンアリーナ（トレーニング室）
①利用人数制限継続
②年末年始休館
③利用人数制限継続

十六沼公園屋根付運動場
①予約済み団体のみ利用可　※新規予約受付の停止
②年末年始休館　　　　　　　 　※新規予約受付の停止
③予約済み団体のみ利用可　※新規予約受付の停止

ＮＣＶふくしまアリーナ（福島市体育館・武道場）
十六沼公園体育館
東部体育館
南体育館
西部体育館
湯野地区体育館
松川地区体育館
清沢地区体育館
飯野地区体育館
飯坂武道場
信夫ケ丘競技場
信夫ケ丘球場
飯坂野球場
飯野野球場
弓道場
十六沼公園（テニスコート・スポーツ広場）
十六沼公園サッカー場
相撲場
庭球場（森合）
NCVふくしまパークゴルフ場
野田地区運動場
下川崎地区運動場
上鳥渡地区運動場
平野地区運動場
飯野地区運動場
クレー射撃場
中央市民プール
森合市民プール
蓬莱中央公園（野球場・自由広場・テニスコート）
十六沼公園スケートボードパーク
荒川運動公園
須川運動公園
長老橋運動公園
信夫ヶ丘総合運動公園（緑地公園）
森合運動公園多目的広場
千貫森庭球場 12月28日～1月11日 休館

十六沼公園（ぴょんぴょんドームと遊具）
一部制限付きで利用可能
(1/1のみ休館)

ぴょんぴょんドームは、利用人数制限(50人程度)

・新浜公園（ふれあい交流センター談話室と遊具）
・大森城山公園（大型複合遊具と物見やぐら）
・松川工業第1公園（タワースライダーと遊具の一部）
・萩公園（大型複合遊具）
・勝口公園（大型複合遊具）
・弁天山公園（複合遊具）
・ふくしま北中央公園（遊具）
・荒川桜づつみ河川公園（複合遊具）

ふくしま児童公園SFCももりんパーク（児童公園） ※除去土壌の搬出に伴い１月中旬まで休園中

さんどパーク
12月28日～1月11日
（12月28日及び12月31～1月
1日休館）

定員を現在の５０人／回を４０人／回にし継続

家族旅行村 冬季休館中

福祉・高齢者施設
対象施設 期間 内容
老人福祉センター 12月23日～1月11日まで 臨時休館
ヘルシーランド福島 12月28日～1月11日まで 全館利用休止
福島市身体障がい者福祉センター「腰の浜会館」 12月28日～1月11日まで 一部利用可
わたりふれあいセンター 12月23日～1月11日まで 臨時休館
敬老センター 12月28日～1月11日まで 臨時休館
飯野地域福祉センター 12月28日～1月11日まで 臨時休館
松川町屋内ゲートボール場 12月28日～1月11日まで 臨時休館

学習センター
対象施設 期間 内容

学習センター（センター内図書室含） 12月28日～1月11日
新規予約受付の停止
個人使用（個人学習を含む）の中止
図書室の閲覧席利用の中止

遊具等の利用を制限する公園

利用可能
ただし次の事項（・３密になら
ない。・子供、保護者の接触
留意。・遊んだ後の手洗いの
徹底。・咳エチケットの徹
底。）等の注意喚起を看板、
HP等で継続中

①12月28日～12月30日
②12月31日、1月1日
③1月2日～1月11日

①12月28日～1月3日
②1月4日～1月11日

①年末年始休館                　　※新規予約受付の停止
②予約済み団体のみ利用可　※新規予約受付の停止

①12月28日～1月3日
②1月4日～1月11日

①年末年始休館　※新規利用受付の停止
②新規利用受付の停止

冬季休館中

①12月28日～1月4日
②1月5日～1月11日

①年末年始休館　            　    ※新規予約受付の停止
②予約済み団体のみ利用可　※新規予約受付の停止



児童センター・保育所・幼稚園
対象施設 期間 内容

市立幼稚園
12月24日～1月7日冬季休業
1月8日から通常どおり開園

認可保育施設 通常どおり開園

児童センター（清水・渡利・蓬莱・東浜・野田）
12月28日～1月11日
（12月29日～1月3日休館）

自由来館休止
※放課後児童クラブは通常どおり

市立小・中・特別支援学校
対象施設 期間 内容

市立小・中・特別支援学校
１２月２４日～１月７日冬季休業
１月８日～第３学期始業

文化・教育施設
対象施設 期間 内容
市立図書館 12月28日～1月11日 閲覧席利用の中止
西口ライブラリー 12月28日～1月11日 閲覧席・学習席利用の中止
子どもライブラリー 12月28日～1月11日 閲覧席利用の中止

こむこむ館 12月28日～1月11日
プラネタリウムの中止
交流コーナー等のテーブル・椅子の利用中止
新規予約受付の停止

立子山自然の家 12月28日～1月11日
個人使用の中止
新規予約受付の停止

旧佐久間邸
①12月29日～1月3日
②12月28日～1月11日

①年末年始休館
②新規予約受付の停止
※調理室のみ利用不可

ふくしん夢の音楽堂
①12月29日～1月3日
②12月28日～1月11日

①年末年始休館
②予約済の利用は可。新規予約受付の停止

古関裕而記念館
①12月28日～1月11日
②1月12日～3月上旬

①新型コロナ緊急警報による臨時休館
②展示リニューアル工事のための休館

草心苑
①12月29日～1月3日
②12月28日～1月11日

①年末年始休館
②予約済の利用は可。新規予約受付の停止

宮畑遺跡史跡公園
①12月29日～1月3日
②12月28日～1月11日

①年末年始休館
②施設の利用は可。新規予約受付の停止

民家園
①12月29日～1月3日
②12月28日～1月11日

①年末年始休館
②施設の利用は可。新規予約受付の停止

市民ギャラリー
①12月29日～1月3日
②12月28日～1月11日

①年末年始休館
②予約済の利用は可。新規予約受付の停止

御倉邸 12月28日～1月11日
①利用可（12月31日～1月1日は休館）
②1/11まで新規予約受付の停止

観光施設・歴史遺産
対象施設 期間 内容
福島市観光案内所（福島駅西口） 12月28日～1月11日 休館
情報ステーション（コラッセふくしま） 12月28日～1月11日 休館
街なか交流館（旧中合２階常設展示コーナー） 12月28日～1月11日 休館
古関裕而記念館前休憩所（バンブー展示） 12月28日～1月11日 休館
浄土平天文台 冬季休館中
旧堀切邸 12月28日～1月11日 休館
つちゆロードパーク 通常営業
UFOふれあい館 12月28日～1月11日 休館
UFO物産館 12月28日～1月11日 休館
あったか湯 12月28日～1月11日 休館
中之湯 12月28日～1月11日 休館
湯楽座 12月28日～1月11日 貸館のみ新規受付の停止
湯愛舞台 12月28日～1月11日 休館
波来湯 12月28日～1月11日 休館
飯坂温泉公衆浴場（波来湯を除く） 時短営業あり 12/31～1/3各公衆浴場により相違。
ふくしまスカイパーク 12月28日～1月11日 閉場（3月31日まで）

四季の里 12月28日～1月11日
工芸館閉館。
園内の工芸館以外の店舗の営業時間等につきましては、
それぞれの施設へお問い合わせください。

小鳥の森 12月28日～1月11日 ネイチャーセンター休館、散策利用は可。
水林自然林 12月28日～1月11日 管理事務所の利用休止、散策利用は可。
もにわの湯 12月28日～1月11日 休館
茂庭ふるさと館 12月28日～1月11日 休館
茂庭生活歴史館 冬期間休業中
茂庭広瀬公園キャンプ場 12月28日～1月11日 休館
荒川資料室 12月28日～1月11日 休館



集会・研修施設
対象施設 期間 内容

市民会館
①12月29日～1月3日
②12月28日～1月11日

①年末年始休館
②既予約者のみ利用可。
※1月11日まで新規予約受付の停止

男女共同参画センター（会議室） 12月28日～1月11日 新規予約受付の停止
サンライフ福島 12月28日～1月11日 新規予約受付の停止
キョウワグループ・テルサホール 12月28日～1月11日 新規予約受付の停止
働く婦人の家 12月28日～1月11日 新規予約受付の停止
勤労青少年ホーム 12月28日～1月11日 新規予約受付の停止
AOZ 12月28日～1月11日 新規予約受付の停止
東部勤労者研修センター 12月28日～1月11日 新規予約受付の停止
西部勤労者研修センター 12月28日～1月11日 新規予約受付の停止
産業交流プラザ（コラッセふくしま２階及び１２階展望室） 12月28日～1月11日 休館

産業交流プラザ（コラッセふくしま３階会議室及び企画展示室） 12月28日～1月11日 新規予約受付の停止

パルセ飯坂 12月28日～1月11日 休館

市民活動サポートセンター（チェンバおおまち内） 12月28日～1月11日
休館
新規予約受付の停止

まちなか交流施設（ふくふる） 12月28日～1月11日
休館
新規予約受付の停止

いいの交流館 12月28日～1月11日
休館。トイレの利用のみ可。
新規予約受付の停止


