
生涯学習施設 対象施設 通常の開館時間 通常の休館日 開館状況 補足説明
問い合わせ先

（課・施設）
電話番号

公民館
全館（椎名公民館を除

く）

9:00～21:00

ただし、公民館図書室は

9:45～17:00

年末年始（12/29～1/3）

5月27日

公民館図書室は

６月１日

・利用目的を制限させていただきます

（社交ダンス、合唱、コーラス等は引

き続き利用できません）。

・各部屋の定員は、概ね1/2としま

す。

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

5月27日

・利用目的を制限させていただきます

（社交ダンス、合唱、コーラス等は引

き続き利用できません）。

・各部屋の定員は、概ね1/2としま

す。

大ホール、大研修室、プ

レイルーム
5月27日以降順次

・利用目的を制限させていただきます

（社交ダンス、合唱、コーラス等は引

き続き利用できません）。

・各部屋の定員は、概ね1/2としま

す。

地下１階全施設、、食文

化研修室
引き続き休館

三密対策が充分に実施できないため、

引き続き休館します。

講習室、美術実習室、和

室、ホール
5月27日

・利用目的を制限させていただきます

（社交ダンス、合唱、コーラス等は引

き続き利用できません）。

・各部屋の定員は、概ね1/2としま

す。

会議室、視聴覚室、録音

室、レッスン室、料理実

習室

引き続き休館
三密対策が充分に実施できないため、

引き続き休館します。

プラネタリウム 9:00～20:00 5月27日以降順次
三密対策のため入場人数を制限させて

いただきます。

展示エリア 9:00～19:00 引き続き休館

体験型施設のため展示物に触れること

が前提となっているなど、三密対策が

充分に実施できないため、引き続き休

館します。

中央図書館 全館

火～金曜日 9:30～21:00

土曜、日曜、祝・休日

9:30～17:30

・毎週月曜日（ただし祝

日・振替休日にあたる場

合は翌日）

・毎月第３木曜日（ただ

し祝日にあたる場合は翌

日）

•年末年始（12/29～

1/3）

・特別整理期間

6月2日

みずほハスの花図書館 全館 9:00～17:15

・祝日・振替休日

・毎月第３木曜日（ただ

し祝日にあたる場合は翌

日）

・年末年始（12/29～

1/3）

・特別整理期間

6月1日

みやこ図書館、花見川図書館、稲毛図書

館、若葉図書館、緑図書館、美浜図書館
全館 9:00～17:15

・毎週月曜日（ただし祝

日・振替休日にあたる場

合は翌日）

・毎月第３木曜日（ただ

し祝日にあたる場合は翌

日）

•12/29～1/3

・特別整理期間

6月2日

図書館分館 全館 9:00～17:15

・毎週月曜日

・祝日・振替休日（ただ

し月曜日にあたる場合は

その翌日も休館）

・毎月第３木曜日（ただ

し祝日にあたる場合はそ

の翌日も休館）

•12/29～1/3

・特別整理期間

6月2日

土気図書室 全館 13:00～17:15

・毎週月、木、金、日曜

日

・祝日・振替休日（ただ

し月曜日にあたる場合は

その翌日も休館）

・年末年始（12/29～

1/3）

・特別整理期間

6月2日

加曽利貝塚博物館 全館
9:00～17:00（入館は

16:30まで）

毎週月曜日（ただし祝

日・振替休日にあたる場

合は翌日）

5月26日
三密対策のため、混雑の際は入場を制

限させていただく場合があります。

郷土博物館 全館
9:00～17:00（入館は

16:30まで）

毎週月曜日（ただし祝

日・振替休日にあたる場

合は翌日）

5月26日
三密対策のため、混雑の際は入場を制

限させていただく場合があります。

生涯学習振興課 043-245-5952

市施設再開一覧

科学館 不定休 生涯学習振興課 043-245-5933

中央図書館管理課 043-287-4081

生涯学習センター 9:00～21:00

・毎月第4月曜日（ただ

し祝日・振替休日にあた

る場合は翌日）

•年末年始（12/29～

1/3）

南部青少年センター 9:00～21:00

・毎週月曜日

・祝日・振替休日（ただ

し月曜日にあたる場合は

その翌日も休館）

•年末年始（12/29～

1/3）

文化財課 043-245-5963
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旧生浜町役場庁舎 全館 9:00～16:30

・毎週月、水、金、日曜

日

・祝日・振替休日（ただ

し火・木・土曜日にあた

る場合は翌日開館）

・年末年始（12/29～

1/3）

5月26日
三密対策のため、混雑の際は入場を制

限させていただく場合があります。

千葉市ゆかりの家・いなげ 全館 9:00～16:30

・毎週月曜日

・祝日・振替休日（ただ

し月曜日にあたる場合は

その翌日も休館）

・年末年始（12/29～

1/3）

5月26日
三密対策のため、混雑の際は入場を制

限させていただく場合があります。

文化財課 043-245-5963
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スポーツ施設等 対象施設 通常の開館時間 通常の休館日 開館状況 補足説明
問い合わせ先

（課・施設）
電話番号

こてはし温水プール 全館 9:00－21:00

毎月第3月曜日

12月30日－1月1日

※祝日・夏休みの関係で

変更となる場合あり。

引き続き休館 6/1以降の再開に向けて調整中 こてはし温水プール 043-216-0090

北谷津温水プール 全館 9:00－21:00 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館 6/1以降の再開に向けて調整中 北谷津温水プール 043-228-5000

武道館 全館 9:00－21:00 年末年始（12/29～1/3） 5/27 一部再開 弓道場のみ利用再開 武道館 043-261-1511

古市場体育館 全館 9:00－21:00 年末年始（12/29～1/3） 千葉県要請解除後順次 トレーニング室は引き続き利用休止

相撲場 全館 9:00－21:00 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館 引き続き休館

みつわ台体育館 全館 9:00－21:00 年末年始（12/29～1/3） 千葉県要請解除後順次 トレーニング室は引き続き利用休止 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 全館 9:00－21:00 年末年始（12/29～1/3） 千葉県要請解除後順次
スタジオ、トレーニング室は引き続き

利用休止
高洲スポーツセンター 043-279-9235

スケートリンク

一般営業

（水～金）9:00～20:00

（土～火・祝日）

9:00～18:00

専用使用営業

（水～金）

 20:15～翌朝8:45

（土～火・祝日）

 18:15～翌朝8:45

6月1日以降

一般利用は人数制限有り。

専用利用はフィギュアスケートのみ。

※5/31までは大規模修繕工事の為休

館。

アクアリンク（温浴施

設）
9:00～21:00 毎月第2木曜日 引き続き休館

体育館 9：00～21：00 年末年始（12/29～1/3） 千葉県要請解除後順次 更衣室、ロッカーは引き続き利用休止 千葉公園スポーツ施設 043-253-8050

好日亭、貸ボート、カ

フェハーモニー、蓮華亭

好日亭

9：00～17：00

貸ボート

9：00～16：30

ｶﾌｪﾊｰﾓﾆｰ

9：30～16：00

蓮華亭

9：00～17：00

好日亭：年末年始

（12/29～1/3）

貸ボート：3/1～11月末

ｶﾌｪﾊｰﾓﾆｰ：月曜定休

蓮華亭：年末年始

（12/29～1/3）

5月26日以降順次 好日亭は備品利用一部制限あり 中央・稲毛公園緑地事務所 043-251-5103

フクダ電子アリーナ

（球技場）
9：00～22：00 月曜日、年末年始（12/29～1/3） 一般向け再開日未定 フクダ電子アリーナ 043-208-5577

フクダ電子ヒルスコート

（テニスコート）
9：00～21：00 年末年始（12/29～1/3） 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）
9：00～17：00 年末年始（12/29～1/3）

フクダ電子スタジアム

（野球場）
9：00～17：00 年末年始（12/29～1/3）

フクダ電子フィールド

（第1多目的）
9：00～21：00 年末年始（12/29～1/3）

フクダ電子スクエア

（多目的広場）
9：00～21：00 年末年始（12/29～1/3）

駐車場 8：30～21：30 年末年始（12/29～1/3） フクダ電子アリーナ 043-208-5577

野球場、陸上競技場、弓道場、 9：00～17：00 年末年始（12/29～1/3） 5月26日以降順次

テニスコート 9：00～21：00 年末年始（12/29～1/3） 5月26日以降順次

亥鼻公園 集会所、売店 9：00～17：00 年末年始（12/29～1/3） 5月26日以降順次 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
9：00～17：00

月曜日、年末年始

（12/29～1/3）
5月26日以降順次 都市緑化植物園 043-264-9559

都公園 テニスコート 地元利用調整 なし 5月26日以降順次 中央・稲毛公園緑地事務所 043-251-5103

テニスコート、弓道場、

球技場
9：00～17：00 年末年始（12/29～1/3） 5月26日以降順次

体育館 9：00～21：00 年末年始（12/29～1/3） 千葉県要請解除後順次

トレーニング室 9：00～21：00 年末年始（12/29～1/3） 引き続き利用休止

駐車場 8：30～21：30 なし 5月18日 花見川公園緑地事務所 043-286-8740

野球場 9：00～17：00 年末年始（12/29～1/3） 宮野木スポーツセンター 043-258-9690

駐車場

6月～9月：

8：00～18：30

10月～5月：

8：00～17：30

なし

しらさぎ公園 野球場 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

幕張舟溜跡公園 野球場、テニスコート

野球場

9：00～17：00

テニスコート

地元利用調整

なし 5月26日以降順次

一本松公園 野球場

月～土曜日・12月～3月

の日曜日：

9：00～17：00

4月～11月の日曜日：

9：30～17：30

なし 5月26日以降順次

こてはし台公園 テニスコート 地元利用調整 なし 5月26日以降順次

こてはし台１丁目公園 テニスコート 地元利用調整 なし 5月26日以降順次

さつきが丘西公園 野球場、テニスコート 地元利用調整 なし 5月26日以降順次

三角町緑地 テニスコート 地元利用調整 なし 5月26日以降順次

横戸南公園 野球場 地元利用調整 なし 5月26日以降順次

穴川中央公園 テニスコート 地元利用調整 なし 5月26日以降順次

小園公園 テニスコート 地元利用調整 なし 5月26日以降順次

西千葉公園 テニスコート 地元利用調整 なし 5月26日以降順次

長沼原東公園 テニスコート 地元利用調整 なし 5月26日以降順次

千葉市蘇我スポーツ公園

5月26日以降順次 更衣室、ロッカーは引き続き利用休止
フクダ電子スクエア 043-208-5573

青葉の森スポーツプラザ 更衣室、ロッカーは引き続き利用休止 青葉の森スポーツプラザ 043-262-8899

花島公園

更衣室、ロッカーは引き続き利用休止
花島公園スポーツ施設 043-286-8825

犢橋公園 5月26日以降順次

花見川公園緑地事務所 043-286-8740

中央・稲毛公園緑地事務所 043-251-5103

古市場公園スポーツ施設 043-265-3005

アクアリンクちば アクアリンクちば 043-204-7283

千葉公園
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スポーツ施設等 対象施設 通常の開館時間 通常の休館日 開館状況 補足説明
問い合わせ先

（課・施設）
電話番号

駐車場 8：30～17：00 なし 5月18日

フォレストアドベンチャー 9：00～17：00 不定休 5月26日以降順次

桜木公園 野球場 7：00～ なし 5月26日以降順次

千城台公園 野球場、テニスコート

野球場

7：00～

テニスコート

8：00～18：00

なし 5月26日以降順次

美しの森公園 少年野球場 7：00～ なし 5月26日以降順次

都賀の台公園 少年野球場 7：00～ なし 5月26日以降順次

御成台公園 テニスコート 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

みつわ台第2公園
野球場、テニスコート、

駐車場

野球場、テニスコート

9：00～17：00
年末年始（12/29～1/3） 5月26日以降順次 みつわ台第２公園スポーツ施設 043-287-3730

有吉公園
野球場、テニスコート、

駐車場

野球場、テニスコート

9：00～17：00
年末年始（12/29～1/3） 5月26日以降順次 有吉公園スポーツ施設 043-291-1800

古市場公園
野球場、テニスコート、

駐車場
9：00～17：00 年末年始（12/29～1/3） 5月26日以降順次 古市場公園スポーツ施設 043-265-3005

球技場、テニスコート

9：00～17：00

（11～2月は10：00～

16：00）

年末年始（12/26～1/4） 5月30日

駐車場 8：30～17：30 なし 5月18日

貸自転車
9：00～16：00

（受付は15：00まで）
年末年始（12/29～1/3） 5月30日

フォレストビレッジ

ロッジ（フロント）

9：00～20：00

BBQ

11：00～16：00

オートキャンプ

13：00～11：00

フィールド

9：00～22：00

不定休

ロッジ：6月１日

キャンプ：５月29日

フットサル：

5月26日

昭和の森フォレストビレッジ 043-294-1850

泉谷公園 駐車場 24時間 なし 5月26日以降順次

大百池公園 駐車場 24時間 なし 5月26日以降順次

あすみが丘水辺の郷公園 駐車場 24時間 なし 5月26日以降順次

あすみが丘ふれあいの広場公園 テニスコート 7：00～17：00 なし 5月26日以降順次

大野台中央公園
テニスコート、野球場、

駐車場

テニスコート

7：00～17：00

野球場

9：00～17：00

なし 5月26日以降順次

誉田南公園 テニスコート 9：00～18：00 なし 5月26日以降順次

誉田さくら公園 テニスコート 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

越智中央公園 テニスコート 9：00～18：00 なし 5月26日以降順次

創造の社 野球場 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

おゆみ野南公園 野球場、駐車場
野球場

9：00～17：00
なし 5月26日以降順次

屋内運動場 9：00～17：00 なし 引き続き利用休止

野球場、テニスコート 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

球技場 9：00～21：00 なし 5月26日以降順次

三陽メディアフラワーミュージアム 9：30～17：00 月曜日 6月中旬 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 9：30～17：00 月曜日 5月26日以降順次

野外音楽堂 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

駐車場

第1駐車場

24時間

第2駐車場

8：30～17：30

なし 5月26日以降順次

多目的広場 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次 美浜公園緑地事務所 043-279-8440

ザ・サーフオーシャンテラス

レストラン

11：00～15：00　17：00～

21：00（平日）

11：00～21：00（土日）

軽飲食施設

11：00～18：00

ホール・バンケット

11：00～20：00（平日）

10：00～21：00（土日）

レストラン・軽飲食施設

火曜日

ホール・バンケット

火曜日、水曜日

6月上旬 ザ・サーフオーシャンテラス 043-279-4155

ヨットハーバー駐車場 5月26日以降順次

ヨットハーバー 9：00～17：00 火曜日 5月26日以降順次

北磯辺公園 テニスコート、野球場 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

真砂４丁目第２公園 テニスコート 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

真砂第２公園 テニスコート 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

幕張西第１公園 テニスコート 8：00～17：00 なし 5月26日以降順次

幕張西第２公園 野球場、テニスコート

野球場

9：00～17：00

テニス

8：00～17：00

なし 5月26日以降順次

幕張海浜緑地 テニスコート、駐車場 8：00～17：00 なし 5月26日以降順次

真砂第４公園 野球場 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

中磯辺公園 野球場 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

稲毛海岸公園 野球場 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

打瀬３丁目公園 テニスコート、野球場 9：00～17：00 なし 5月26日以降順次

海浜大通り展望駐車場（袖ヶ浦第１緑地） 駐車場 24時間 なし 5月26日以降順次

高浜庭球場（袖ヶ浦第4緑地） テニスコート 9：00～17：00 年末年始（12/29～1/3） 5月26日以降順次 高浜庭球場 043-246-2673

見浜園
見浜園

8：00～17：00
見浜園 不定休

5月27日

茶室：6月5日

県立海浜幕張公園

稲毛海浜公園

稲毛海浜公園スポーツ施設 043-247-2443

稲毛記念館 043-277-4534

ヨットハーバー 043-279-1160

泉自然公園

若葉公園緑地事務所 043-228-0080

昭和の森

昭和の森管理事務所 043-294-3845

美浜公園緑地事務所 043-279-8440

見浜園 043-296-0126

緑公園緑地事務所 043-294-2884
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駐車場
駐車場

7：30～21：30
駐車場 年末年始

A・Bブロック

5月18日

Cブロック

5月27日

ZOZOマリンスタジアム 9：00～21：00 年末年始（12/29～1/3） 一般向け再開日未定 プロ野球再開時期等調整必要 ZOZOマリンスタジアム 043-296-1227

旧花見川第五小学校跡施設 体育館・グラウンド 6：30～21:00 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次 市民自治推進課 043-245-5662

千葉ポートアリーナ 全館 9：00～21：00 年末年始（12/29～1/3） 千葉県要請解除後順次 トレーニング室は引き続き利用休止 千葉ポートアリーナ 043-241-0006

屋外施設 9：00～17：00 5月27日 以降順次

体育館 9：00～21：00 千葉県要請解除後順次 トレーニング室は引き続き利用休止

多目的グラウンド 9：00～17：00 5月27日 以降順次

体育館 9：00～21：00 千葉県要請解除後順次

中田スポーツセンター 全施設 9：00～17：00 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次 中田スポーツセンター 043-228-2415

千葉市民ゴルフ場 全施設
6：00～18：00(夏季、冬

季除く)

10月29日、30日、1月1

日、3月30日、31日
5月27日 以降順次 千葉市民ゴルフ場 043-237-0020

大宮スポーツ広場 全施設 9：00～17：00 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次 大宮スポーツ広場 043-262-8485

宮崎スポーツ広場 全施設 9：00～17：00 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次 宮崎スポーツ広場 043-266-5744

学校体育施設開放 市内全小中学校

校庭/6:30～17:00

体育館・武道場/6:30～

21:00

※学校ごとに利用開始時

間、開放日等は異なる。

年末年始（12/29～1/3）

平日昼間（体育館・武道

場）

6月8日　以降順次

１．6/8～6/12校庭自由開放再開

２．6/13～校庭と体育館の開放再開

※武道場については引き続き利用休止 市内全小中学校 ー

男女共同参画センター 全館
火～土曜日9:00-21:00

日曜日9:00-17:15

月曜日、祝日、年末年始

（12/29～1/3）
5月27日 以降順次 男女共同参画センター 043-209-8771

全館（体育館・トレーニ

ング室を除く）
5月26日

体育館・トレーニング室 千葉県要請解除後順次

全館（体育館・トレーニ

ング室を除く）
5月26日

体育館・トレーニング室 千葉県要請解除後順次

花見川緑地交通公園 全施設 9：00～17：00

毎週月曜日（ただし祝

日・振替休日にあたる場

合は翌日）、年末年始

（12/29～1/3）

5月27日 以降順次 地域安全課 043-245-5148

コミュニティセンター等
対象施設 通常の開館時間 通常の休館日 開館状況 補足説明

問い合わせ先

（課・施設）
電話番号

諸室、図書室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

体育館、プール、柔・剣道

場、幼児室
９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室、図書室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

体育館、トレーニング室、

幼児室
９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

フィットネスルーム ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室、図書室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

体育館、静養室、サンルー

ム、幼児室
９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室、図書室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

体育館、静養室、サンルー

ム、幼児室
９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

幼児室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

体育館、幼児室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

体育館、幼児室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

体育館、静養室、サンルー

ム、幼児室
９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

トレーニング室、幼児室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

体育館、幼児室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

体育館、静養室、展示室、

幼児室
９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

静養室、幼児室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

諸室、図書室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 以降順次

体育館、幼児室 ９：００～２１：００ 年末年始（12/29～1/3） 引き続き休館

美浜区真砂コミュニティセンター 真砂コミュニティセンター 043-277-2512

緑区鎌取コミュニティセンター 鎌取コミュニティセンター 043-292-6131

土気あすみが丘プラザ 土気あすみが丘プラザ 043-295-0301

美浜区高洲コミュニティセンター 高洲コミュニティセンター 043-277-3000

稲毛区長沼コミュニティセンター 長沼コミュニティセンター 043-257-6731

若葉区都賀コミュニティセンター 都賀コミュニティセンター 043-233-4211

若葉区千城台コミュニティセンター 千城台コミュニティセンター 043-237-2241

中央コミュニティセンター

（松波分室含む）

・諸室の内、窓がない部屋は引き続き

休館

・図書室は、図書資料の貸出・返却の

み（閲覧スペースは利用不可）

・更衣室は、当面の間、利用不可。

・利用目的を制限する。（社交ダン

ス、合唱、コーラス等は不可）

・各部屋の定員は、概ね1/2とする。

・体育館、プールは、6/1以降の再開

に向けて調整中。

中央コミュニティセンター 043-245-5724

中央区蘇我コミュニティセンター 蘇我コミュニティセンター 043-264-8331

中央区蘇我コミュニティセンター

ﾊｰﾓﾆｰﾌﾟﾗｻﾞ分館

蘇我コミュニティセンター

ハーモニープラザ分館
043-420-8001

花見川区畑コミュニティセンター 畑コミュニティセンター 043-273-5454

花見川区幕張コミュニティセンター 幕張コミュニティセンター 043-272-5001

花見川区花島コミュニティセンター 花島コミュニティセンター 043-286-8822

稲毛区穴川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

幕張勤労市民プラザ 9：00～21：00

毎月第2月曜日（祝日の

場合は翌日が休館）、年

末年始（12/29～1/3）

幕張勤労市民プラザ 043-274-0027

県立海浜幕張公園

宮野木スポーツセンター 年末年始（12/29～1/3） 宮野木スポーツセンター 043-258-9690

磯辺スポーツセンター 年末年始（12/29～1/3） 磯辺スポーツセンター 043-270-6780

長沼原勤労市民プラザ 9：00～21：00

毎月第2月曜日（祝日の

場合は翌日が休館）、年

末年始（12/29～1/3）

長沼原勤労市民プラザ 043-257-1863

見浜園 043-296-0126
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社会福祉施設 対象施設 通常の開館時間 通常の休館日 開館状況 補足説明
問い合わせ先

（課・施設）
電話番号

ボランティアセンター

（ハーモニープラザ内）
全館 ９：００～１７：００

日曜日・月曜日・祝日及

び年末年始（12/29～

1/3）

5月27日
一部使用できない部屋・日程があるた

め、お問い合わせください。
ボランティアセンター 043-209-8850

社会福祉研修センター

（ハーモニープラザ内）
全館 ９：００～１７：００

土曜日・日曜日・祝日及

び年末年始（12/29～

1/3）

引き続き休館

研修内容、対象者、人数、時間等を踏

まえ、6月中旬を目途に研修を再開す

る予定です。

社会福祉研修センター 043-209-8841

犢橋地域福祉交流館 全館 ９：００～１７：００
月曜日・年末年始

（12/29～1/3）
5月27日 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①～④ ９：００～１９：００ 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 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）

日曜日（第二日曜日を除

く）・祝日及び年末年始

（12/29～1/3）

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）

日曜日（第二日曜日を除

く）・祝日及び年末年始

（12/29～1/3）

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）

日曜日（第二日曜日を除

く）・祝日及び年末年始

（12/29～1/3）

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）

日曜日（第二日曜日を除

く）・祝日及び年末年始

（12/29～1/3）

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）

日曜日（第二日曜日を除

く）・祝日及び年末年始

（12/29～1/3）

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）

日曜日（第二日曜日を除

く）・祝日及び年末年始

（12/29～1/3）

美浜区ボランティアセンター 043-278-3252

屋外運動施設 5月27日 施設再開準備のため

多目的ホール 千葉県要請解除後順次 6/1以降の再開に向けて調整中

水浴訓練室 千葉県要請解除後順次 6/1以降の再開に向けて調整中

サウンドテーブルテニス

室
引き続き休館

感染予防策が難しいため、引き続き休

止とする。

会議室等 5月27日 施設再開準備のため

体育室 千葉県要請解除後順次 6/1以降の再開に向けて調整中

教室等 5月27日 施設再開準備のため

老人福祉センター 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日
ただし、感染拡大防止の観点から、主

催事業等は一定期間中止する。

デイサービス 9:00～17:00
日・年末年始（12/29～

1/3）
開館中

利用している高齢者及びその家族を生

活を維持するために必要な施設である

ため。

老人福祉センター 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日
ただし、感染拡大防止の観点から、主

催事業等は一定期間中止する。

デイサービス 9:00～17:00
日・年末年始（12/29～

1/3）
開館中

利用している高齢者及びその家族を生

活を維持するために必要な施設である

ため。

稲毛いきいきプラザ 全館 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 稲毛いきいきプラザ 043-242-8005

若葉いきいきプラザ 全館 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 若葉いきいきプラザ 043-228-5010

緑いきいきプラザ 全館 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 緑いきいきプラザ 043-300-1313

老人福祉センター 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日

デイサービス 9:00～17:00
日・年末年始（12/29～

1/3）
開館中

利用している高齢者及びその家族を生

活を維持するために必要な施設である

ため。

蘇我いきいきセンター 全館 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 蘇我いきいきセンター 043-264-6966

花見川いきいきセンター 全館 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 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 全館 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 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 全館 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 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 全館 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 大宮いきいきセンター 043-265-1751

都賀いきいきセンター 全館 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 都賀いきいきセンター 043-232-4771

越智いきいきセンター 全館 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 越智いきいきセンター 043-205-1290

土気いきいきセンター 全館 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 土気いきいきセンター 043-205-1000

真砂いきいきセンター 全館 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 真砂いきいきセンター 043-278-9641

幸老人センター 全館 8:30～18:00 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 幸老人センター 043-246-2611

高齢者スポーツ広場 全場 9:00～17:00 － 5月27日 高齢福祉課 043-245-5169

千葉市民活動支援センター 全館
月-土 9:00～21:00

日・祝 9:00～18:00
年末年始（12/29～1/3） 5月27日以降順次 千葉市民活動支援センター 043-227-3081

高齢者活動支援施設 9:00～17:15 年末年始（12/29～1/3） 5月27日 おゆみ野ふれあい館 043-293-1775

地域活動施設 9:00～17:00 年末年始（12/29～1/3） 5月27日以降順次 市民自治推進課 043-245-5662
おゆみ野ふれあい館

美浜いきいきプラザ

千葉市療育センターふれあいの家 9:00～17:15 月・祝 ふれあいの家 043-216-5130

花見川いきいきプラザ

障害者福祉センター 043-209-8779

美浜いきいきプラザ

月曜日（祝日の場合はそ

の翌日）・祝日・年末年

始（12/29～1/3）

ただし、感染拡大防止の観点から、主

催事業等は一定期間中止する。

中央いきいきプラザ 043-209-9000

花見川いきいきプラザ 043-216-0080

043-270-1800

ただし、感染拡大防止の観点から、主

催事業等は一定期間中止する。

全館

中央いきいきプラザ

９：００～１７：００

障害者福祉センター

（ハーモニープラザ内）

9:00～21:00

（日曜日は17：15まで）

5月27日
一部使用できない部屋・日程があるた

め、お問い合わせください。
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子育て関連施設 対象施設 通常の開館時間 通常の休館日 開館状況 補足説明
問い合わせ先

（課・施設）
電話番号

子ども交流館 全館 9:00～20:00

火曜日（祝日の場合は翌

日休館）※小中学校の長

期休業期間中は開館、年

末年始（12/29～1/3）

6月1日

・当面の間、入館、滞在時間を制限

・アリーナ（体育館機能）は、千葉県

要請解除後に再開する。

子どもたちの森公園プレーパーク 全館 10:00～17:00 水曜日、木曜日 6月1日
・当面の間、調理等の密集する活動の

制限

少年自然の家 全館 24時間（宿泊施設） 年末年始（12/29～1/3） 6月1日

・当面の間、構成施設ごと（食堂、浴

室、ホール、諸室等）に、利用内容、

人数、時間等を制限

・プレーホール棟（体育館機能）は、

千葉県要請解除後に再開する。

健全育成課 043-245-5955

子育て支援館 9:00～17:00

火曜日（祝日の場合は翌

日休館）と年末年始

（12/29～1/3）

6月1日 ・当面の間、入館、滞在時間を制限 幼保支援課 043-245-5105

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 通常の開館時間 通常の休館日 開館状況 補足説明
問い合わせ先

（課・施設）
電話番号

直売所 9:00～17:00 開館中

グラウンド 9:00～17:00 5月26日

多目的ホール 9:00～21:00 休館

千葉市ふるさと農園 全館

9:00から21:00まで (ただ

し田園エリアは17:00ま

で）

月曜日（月曜日が祝日等

の場合はその翌日） 年末

年始（12月29日～1月3

日）

5月26日 農業経営支援課 043-228-6271

富田さとにわ耕園 全館 9:00～17:00
月曜（月曜が祝日の場合

は翌日）
5月26日

中田都市農業交流センター 全館 9:00～17:00
月曜（月曜が祝日の場合

は翌日）
5月26日

直売所
9:00～16：00（~5月末）

9:00～17:00（6月～）

月曜（月曜が祝日の場合

は翌日）
開館中

感染症拡大予防観点から５月中は短縮

営業継続

その他 9:00～17:00
月曜（月曜が祝日の場合

は翌日）
5月27日

観光施設等 対象施設 通常の開館時間
通常の

休館日
開館状況 補足説明

問い合わせ先

（課・施設）
電話番号

動物公園 全園 9:30～16:30 毎週水曜日 千葉県要請解除後順次

再開する場合でも、動物科学館（総合

案内、授乳室、トイレ除く）、動物と

のふれあい等は休止

動物公園 043-252-1111

千葉ポートタワー 全館
夏期：9：00～21：00

冬期：9：00～19：00
12/28～1/4休館日 5月26日以降順次

・3階レストランについては、開店準

備が整い次第、営業再開
千葉ポートタワー 043-241-0125

旅客船ターミナル

（ケーズハーバー内の一部）
屋内待合ｽﾍﾟｰｽ 5月26日 海辺活性化推進課 043-245-5348

交流施設 対象施設 通常の開館時間 通常の休館日 開館状況 補足説明
問い合わせ先

（課・施設）
電話番号

国際交流プラザ 全館
月～金：9:00～20:00

土曜日：9:00～17:00

日曜日、祝日、

年末年始（12/29～1/3）
5月26日 会議室は6/1より利用再開とする。 千葉市国際交流協会 043-245-5750

文化施設 対象施設 通常の開館時間 通常の休館日 開館状況 補足説明
問い合わせ先

（課・施設）
電話番号

市民会館 全館 9:00～22:00 年末年始（12/29～1/3） 5月27日以降順次 市民会館 043-224-2431

文化センター 全館 9:00～22:00 年末年始（12/29～1/3） 5月27日以降順次 文化センター 043-224-8211

若葉文化ホール 全館 9:00～22:00 年末年始（12/29～1/3） 5月27日以降順次 若葉文化ホール 043-237-1911

美浜文化ホール 全館 9:00～22:00
第３月曜、年末年始

（12/29～1/3）
5月27日以降順次 美浜文化ホール 043-270-5619

市民ギャラリー・いなげ 全館

展示室、神谷別荘9:00～

17:15

制作室9:00～21:00

毎週月曜、年末年始

（12/29～1/3）
5月27日以降順次 市民ギャラリー・いなげ 043-248-8723

・諸室の内、窓がない部屋は引き続き

休館

・利用目的を制限する。（社交ダン

ス、合唱、コーラス等は不可）

・各部屋の定員は、概ね1/2とする。

月曜日（祝日の場合は翌

日）、年末年始（12/29

～1/3）

043-228-6271農政センター

農政課 043-245-5757

下田農業ふれあい館

農業経営支援課

全館

全館 幼保支援課 043-245-51056月1日 ・当面の間、入館、滞在時間を制限

月～金曜日：９:00～

16:00

土曜日：９:00～12:00

6月1日
日曜、祝日、年末年始

（12/29～1/3）

月～土曜日：10:00～

16:00

「子育てリラックス館・

園生出張ひろば」は毎週

金曜日のみ

日曜、祝日、年末年始

（12/29～1/3）

・当面の間、入館、滞在時間を制限 幼保支援課 043-245-5105

こども企画課 043-245-5673
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公営事業施設 対象施設 通常の開館時間 通常の休館日 開館状況 補足説明
問い合わせ先

（課・施設）
電話番号

千葉競輪場 全館 引き続き休止
5/29に示される予定の業界団体のガイ

ドライン等に準じ再開時期を検討する
公営事業事務所 043-251-7111
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