
休館及び閉館時間を変更する施設

＜一覧表＞

生涯学習施設 対象施設 休館/閉館時間
問い合わせ先
（課・施設）

電話番号 問い合わせ先

公民館（椎名公民館を除く） 全館 17時

小会議室、研修室１～３、
ミーティングルーム、特別会
議室、和室、工芸研修室

18時

地下１階全施設、大ホー
ル、大研修室、食文化研修
室、プレイルーム

休館

講習室、美術実習室、和室 17時

ホール、会議室、視聴覚
室、録音室、レッスン室、料
理実習室

休館

科学館 全館 休館 生涯学習振興課 043-245-5933

生涯学習振興課（科学館担
当）

電話２４５－５９３３
内線８２７１

図書館 全館
中央図書館　17時30分
地区図書館　17時15分

中央図書館管理課 043-287-4081
中央図書館管理課
電話２８７－４０８１

加曽利貝塚博物館 全館 休館
郷土博物館 全館 休館
旧生浜町役場庁舎 全館 16時30分
千葉市ゆかりの家・いなげ 全館 16時30分

（１）土曜日・日曜日は、終日休館
　　　※４月４日（土）・５日（日）・１１日（土）・１２日（日）
（２）平日は、以下一覧表のとおり
　　　※４月６日(月)～４月１０日(金)

生涯学習振興課
電話２４５－５９５２
内線８２１１

文化財課
電話２４５－５９６３
内線８２３８

※公民館、生涯学習センター及び南部青少年センターについて、利用目的を制限させていただきます。施設予約システム上予約できた場合でも、利
用をお断りする場合があります。その場合は、施設管理者からご連絡いたしますので、ご理解とご協力をお願いします。

生涯学習センター

南部青少年センター

生涯学習振興課 043-245-5952

文化財課 043-245-5963
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スポーツ施設等 対象施設 休館/閉館時間
問い合わせ先
（課・施設）

電話番号 問い合わせ先

こてはし温水プール 全館 休館 こてはし温水プール 043-216-0090
北谷津温水プール 全館 休館 北谷津温水プール 043-228-5000

弓道場 17時
柔剣道場 休館
体育館 17時
トレーニング室 休館

相撲場 全館 休館

体育館 17時

トレーニング室 休館

体育館 17時
トレーニング室、スタジオ 休館

体育館 千葉公園スポーツ施設 043-253-8050
公園管理課

電話２４５－５７７９
内線６４３８

好日亭、貸ボート 千葉市中央・稲毛公園緑地事務所 043-251-5103
中央・稲毛公園緑地事務所

電話２５１－５１０３

フクダ電子アリーナ（球技場） フクダ電子アリーナ 043-208-5577

フクダ電子ヒルスコート（庭球場） フクダ電子ヒルスコート 043-208-5572

フクダ電子グラウンド（第2多目的）

フクダ電子スタジアム（野球場）

フクダ電子フィールド（第1多目的）

フクダ電子スクエア（多目的広場）

駐車場 フクダ電子アリーナ 043-208-5577

野球場、陸上競技場、

庭球場、弓道場

亥鼻公園 集会所 いのはな亭 043-224-7428

都市緑化植物園 みどりの相談所、温室、駐車場 都市緑化植物園 043-264-9559

トレーニング室 休館

体育館、弓道場

庭球場、球技場

駐車場 千葉市花見川公園緑地事務所 043-286-8740
花見川公園緑地事務所
電話２８６－８７４０

犢橋公園 野球場、駐車場 宮野木スポーツセンター 043-258-9690
公園管理課

電話２４５－５７７９
内線６４３８

古市場体育館
古市場公園スポーツ施設

17時まで開館

みつわ台体育館

千葉公園

17時まで開館

千葉市蘇我スポーツ公園

フクダ電子スクエア 043-208-5573

青葉の森スポーツプラザ 青葉の森スポーツプラザ 043-262-8899

高洲スポーツセンター

みつわ台第2公園スポーツ施設 043-287-3730

高洲スポーツセンター 043-279-9235

武道館 武道館 043-261-1511

スポーツ振興課
電話２４５－５９６５
内線２２５１

公園管理課
電話２４５－５７７９
内線６４３８

043-265-3005

花島公園
花島公園スポーツ施設 043-286-8825
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スポーツ施設等 対象施設 休館/閉館時間
問い合わせ先
（課・施設）

電話番号
問い合わせ先

【非公開：市政担当記者用】

駐車場

フォレストアドベンチャー

みつわ台第2公園 野球場、庭球場、駐車場 みつわ台第２公園スポーツ施設 043-287-3730

有吉公園 野球場、庭球場、駐車場 有吉公園スポーツ施設 043-291-1800

古市場公園 野球場、庭球場、駐車場 古市場公園スポーツ施設 043-265-3005

球技場、庭球場、

貸自転車、駐車場

屋内運動場 休館

野球場、庭球場、

球技場

三陽メディアフラワーミュージアム 三陽メディアフラワーミュージアム 043-277-8776

稲毛記念館、海星庵

野外音楽堂、駐車場

ヨットハーバー ヨットハーバー 043-279-1160
美浜公園緑地事務所
電話２７９－８４４０

高浜庭球場（袖ヶ浦第4緑地） 庭球場 高浜庭球場 043-246-2673
公園管理課

電話２４５－５７７９
内線６４３８

見浜園、駐車場 17時 見浜園 043-296-0126
緑政課

電話２４５－５７７１
内線６４１９

ZOZOマリンスタジアム 17時 ZOZOマリンスタジアム 043-296-1227
公園管理課

電話２４５－５７７９
内線６４３８

旧花見川第五小学校跡施設 体育館 17時 市民自治推進課 043-245-5662
市民自治推進課
電話２４５－５６６２
内線２７９１

千葉ポートアリーナ トレーニング室 休館 千葉ポートアリーナ 043-241-0006
体育館・屋外施設 17時
トレーニング室 休館

磯辺スポーツセンター 全施設 17時 磯辺スポーツセンター 043-270-6780
中田スポーツセンター 全施設 17時 中田スポーツセンター 043-228-2415
千葉市民ゴルフ場 全施設 17時 千葉市民ゴルフ場 043-237-0020
大宮スポーツ広場 全施設 17時 大宮スポーツ広場 043-262-8485
宮崎スポーツ広場 全施設 17時 宮崎スポーツ広場 043-266-5744

情報資料センター 17時
交流コーナー 休館
全館（トレーニング室を除く） 17時
トレーニング室 休館
全館（トレーニング室を除く） 17時
トレーニング室 休館

花見川緑地交通公園 全施設
17時

（月曜定休）
地域安全課 043-245-5148

地域安全課
電話２４５－５６３４
内線２６４２

17時まで開館

男女共同参画センター 男女共同参画センター 043-209-8771

長沼原勤労市民プラザ 長沼原勤労市民プラザ 043-257-1863

幕張勤労市民プラザ 幕張勤労市民プラザ 043-274-0027

17時まで開館

宮野木スポーツセンター 宮野木スポーツセンター 043-258-9690

男女共同参画課
電話２４５－５０５９

雇用推進課
電話２４５－５３４１
内線３０３６

スポーツ振興課
電話２４５－５９６５
内線２２５１

若葉公園緑地事務所
電話２２８－００８０

公園管理課
電話２４５－５７７９
内線６４３８

043-247-2443

泉自然公園 千葉市若葉公園緑地事務所 043-228-0080

昭和の森 昭和の森スポーツ施設 043-294-3845

県立幕張海浜公園

稲毛海浜公園

稲毛海浜公園スポーツ施設

稲毛記念館 043-277-4534
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コミュニティセンター等
（※についても、ご覧ください。）

対象施設 休館/閉館時間
問い合わせ先
（課・施設）

電話番号 問い合わせ先

諸室（※）、体育館 17時
温水プール、柔道場、剣道
場、図書室、幼児室

休館

諸室（※）、体育館 17時
トレーニング室、図書室、幼
児室

休館

諸室（※） 17時

フィットネスルーム 休館

諸室（※）、体育館 17時
図書室、幼児室 休館
諸室（※）、体育館 17時
図書室、幼児室 休館
諸室（※） 17時
幼児室 休館
諸室（※）、体育館 17時
幼児室 休館
諸室（※）、体育館 17時
幼児室 休館
諸室（※）、体育館 17時
幼児室 休館
諸室（※） 17時
トレーニング室、幼児室 休館
諸室（※）、体育館 17時
幼児室 休館
諸室（※）、体育館 17時
幼児室 休館
諸室（※） 17時
幼児室 休館
諸室（※）、体育館 17時
図書室、幼児室 休館

043-295-0301

043-277-3000

043-277-2512

中央コミュニティセンター

中央区蘇我コミュニティセンター

中央区蘇我コミュニティセンター
ハーモニープラザ分館（４/10オープン）

花見川区畑コミュニティセンター

花見川区幕張コミュニティセンター

長沼コミュニティセンター

都賀コミュニティセンター

千城台コミュニティセンター

鎌取コミュニティセンター

土気あすみが丘プラザ

高洲コミュニティセンター

美浜区真砂コミュニティセンター

043-257-6731

043-233-4211

043-237-2241

043-292-6131

若葉区千城台コミュニティセンター

緑区鎌取コミュニティセンター

土気あすみが丘プラザ

※講習室、集会室、ホールなどの諸室については、利用目的を制限させていただきます。施設予約システム上予約できた場合でも、
　利用をお断りする場合があります。その場合は、施設管理者からご連絡いたしますので、ご理解とご協力をお願いします。

稲毛区長沼コミュニティセンター

若葉区都賀コミュニティセンター

真砂コミュニティセンター

美浜区高洲コミュニティセンター

市民総務課
電話２４５－５１５２
内線２５６５

043-264-8331

043-273-5454

043-272-5001

043-286-8822花見川区花島コミュニティセンター

稲毛区穴川コミュニティセンター

中央コミュニティセンター

蘇我コミュニティセンター

畑コミュニティセンター

幕張コミュニティセンター

花島コミュニティセンター

穴川コミュニティセンター 043-284-6155

043-245-5724
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社会福祉施設 対象施設 休館/閉館時間
問い合わせ先
（課・施設）

電話番号 問い合わせ先

ボランティアセンター
（ハーモニープラザ内）

全館 17時 ボランティアセンター 043-209-8850

犢橋地域福祉交流館 全館 17時 犢橋地域福祉交流館 043-259-0251

小中台地域福祉交流館 活動室①～⑤ 16時 小中台地域福祉交流館 043-256-9432

地域保健福祉活動施設
（中央保健福祉センター内）

中央区ボランティアセンター 043-221-2177

地域保健福祉活動施設
（花見川保健福祉センター内）

花見川区ボランティアセンター 043-275-6438

地域保健福祉活動施設
（稲毛保健福祉センター内）

稲毛区ボランティアセンター 043-284-6160

地域保健福祉活動施設
（若葉保健福祉センター内）

若葉区ボランティアセンター 043-233-8181

地域保健福祉活動施設
（緑保健福祉センター内）

緑区ボランティアセンター 043-292-8185

地域保健福祉活動施設
（美浜保健福祉センター内）

美浜区ボランティアセンター 043-278-3252

多目的ホール、会議室 17時
水浴訓練室、サウンドテー
ブルテニス室

休館

千葉市療育センターふれあいの家 体育室 17時15分 ふれあいの家 043-216-5130

中央いきいきプラザ 中央いきいきプラザ 043-209-9000

花見川いきいきプラザ 花見川いきいきプラザ 043-216-0080
稲毛いきいきプラザ 稲毛いきいきプラザ 043-242-8005
若葉いきいきプラザ 若葉いきいきプラザ 043-228-5010
緑いきいきプラザ 緑いきいきプラザ 043-300-1313
美浜いきいきプラザ 美浜いきいきプラザ 043-270-1800
蘇我いきいきセンター 蘇我いきいきセンター 043-264-6966
花見川いきいきセンター 花見川いきいきセンター 043-286-8030
さつきが丘いきいきセンター さつきが丘いきいきセンター 043-250-4651
あやめ台いきいきセンター あやめ台いきいきセンター 043-207-1388
大宮いきいきセンター 大宮いきいきセンター 043-265-1751
都賀いきいきセンター 都賀いきいきセンター 043-232-4771
越智いきいきセンター 越智いきいきセンター 043-205-1290
土気いきいきセンター 土気いきいきセンター 043-205-1000
真砂いきいきセンター 真砂いきいきセンター 043-278-9641
幸老人センター 全館 17時 幸老人センター 043-246-2611
高齢者スポーツ広場 全場 17時 高齢福祉課 043-245-5169

千葉市民活動支援センター 全館 17時 千葉市民活動支援センター 043-227-3081
市民自治推進課
電話２４５－５６６２
内線２７９１

高齢者活動支援施設 17時15分 おゆみ野ふれあい館 043-293-1775
高齢福祉課

電話２４５－５１６７
内線６６０１

地域活動施設 17時 市民自治推進課 043-245-5662
市民自治推進課
電話２４５－５６６２
内線２７９１

障害者福祉センター
（ハーモニープラザ内）

障害者福祉センター 043-209-8779

全館 17時15分

全館 17時

おゆみ野ふれあい館

障害福祉サービス課
電話２４５－５２５３
内線６９１１

高齢福祉課
電話２４５－５１６７
内線６６０１

地域福祉課
電話２４５－５２１７
内線２６２５
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子育て関連施設 対象施設 休館/閉館時間
問い合わせ先
（課・施設）

電話番号 問い合わせ先

子ども交流館 全館 休館

子どもたちの森公園プレーパーク 全館 17時

少年自然の家 全館 休館 健全育成課 043-245-5955
健全育成課

電話２４５－５９７２
内線２９６６

子育て支援館
にこにこルーム
子育てひろば・ちどり
子育てひろば・いなげ
子育てひろば・みつわだい
ふれあいひろば・輝
桜ほっとステーション親子
子育てひろば・うたせ
蘇我・子育てリラックス館
千葉寺・子育てリラックス館
花見川・子育てリラックス館
幕張本郷・子育てリラックス館
てんだい・子育てリラックス館
そんのう・子育てリラックス館
千城台・子育てリラックス館
都賀駅前・子育てリラックス館
おゆみ野中央・子育てリラックス館
かまとり・子育てリラックス館
幸町・子育てリラックス館
高洲・子育てリラックス館
子育てリラックス館・園生出張ひろば

農業関連施設 対象施設 休館/閉館時間
問い合わせ先
（課・施設）

電話番号 問い合わせ先

農政センター 多目的ホール・グラウンド 17時 農業経営支援課 043-228-6271

千葉市ふるさと農園 全館 17時 農業経営支援課 043-228-6271
富田さとにわ耕園 全館 17時
中田都市農業交流センター 全館 17時
下田農業ふれあい館 全館 17時

観光施設等 対象施設 休館/閉館時間
問い合わせ先
（課・施設）

電話番号 問い合わせ先

動物公園 全園
16時30分

（ふれあい動物の里及
び一部施設を除く）

動物公園 043-252-1111
動物公園

電話２５２－７５６６

千葉ポートタワー 全館 17時 千葉ポートタワー 043-241-0125
観光MICE企画課
電話２４５－５２８１
内線３０１９

交流施設 対象施設 休館/閉館時間
問い合わせ先
（課・施設）

電話番号 問い合わせ先

国際交流プラザ 全館 17時 千葉市国際交流協会 043-245-5750
国際交流課

電話２４５－５０１７
内線２２６０

幼保支援課 043-245-5105全館 休館

農政課 043-245-5757

こども企画課

農政課
電話２４５－５７５７
内線６３１８

幼保支援課
電話２４５－５１０４
内線６２５０

こども企画課
電話２４５－５１７６
内線２６６１

農業経営支援課
電話２２８－６２６７

043-245-5673
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