市有施設の開館状況等一覧（R2.8.1以降）
令和２（2020）年７月３１日現在
開館・休館・利用制限等の状況
№

施

設

名

通常の開館時間等

所管課
７月３１日まで

連絡先

８月１日以降

平日 8:30～17:15
(水曜日のみ19：00まで)

体温37.5℃以上の来庁者の入場を
制限。
職員等に感染者が発生した場合及
び感染者の庁舎利用が判明した場
合には、消毒のため一時閉鎖す
る。
（金曜日は電話対応のみ19：00ま
で）

体温37.5℃以上の来庁者の入場を
制限。
職員等に感染者が発生した場合及
び感染者の庁舎利用が判明した場 財政課
合には、消毒のため一時閉鎖す
る。
（水曜日のみ19：00まで）

0287-62-7117

2 西那須野庁舎

平日 8:30～17:15
(木曜日のみ19:00まで)

体温37.5℃以上の来庁者の入場を
制限。
職員等に感染者が発生した場合及
び感染者の庁舎利用が判明した場
合には、消毒のため一時閉鎖す
る。
（木曜日は電話対応のみ19：00ま
で）

体温37.5℃以上の来庁者の入場を
制限。
職員等に感染者が発生した場合及
西那須野支所
び感染者の庁舎利用が判明した場
総務税務課
合には、消毒のため一時閉鎖す
る。
（木曜日のみ19：00まで）

0287-37-5105

3 塩原庁舎

平日 8:30～17:15
※８月からトワイライト業
務は箒根出張所（毎週火曜
日）へ集約。

職員等に感染者が発生した場合及
び感染者の庁舎利用が判明した場
合には、消毒のため一時閉鎖す
る。
（水曜日は電話対応のみ19：00ま
で）

体温37.5℃以上の来庁者の入場を
制限。
職員等に感染者が発生した場合及 塩原支所
び感染者の庁舎利用が判明した場 総務福祉課
合には、消毒のため一時閉鎖す
る。

0287-32-2911

4 黒磯保健センター

平日

通常どおり（集団検診は９月末ま
同左
で中止）

1 本庁舎

5 健康長寿センター

6 シニアセンター

8:30～17:15

健康増進課

0287-63-1100

火曜日～日曜日
温泉 10:00～21:00
貸館 9:00～21:30

温泉 10:00～19:00
*利用人数・時間の制限、サウ
ナ・休憩室使用不可、間隔をあけ
ての利用、利用者カード提出等
貸館
9:00～19:00
＊貸館業務については公民館の対
応に準じます。
*サークル等への利用予約は８月
からの利用について受付開始しま
す。

●７月からの対応を継続
温泉 10:00～19:00
*利用人数・時間の制限、サウ
ナ・休憩室使用不可、間隔をあけ
ての利用、利用者カード提出等
健康増進課
貸館
9:00～19:00
＊貸館業務については公民館の対
応に準じます。
*サークル等の利用開始

0287-38-1355

平日

・７月から予約等による入場制限
を行いながら一部利用開始予定。
・感染症予防対策を徹底しなが
ら、筋力トレーニング・プール・
グランドゴルフについて利用可。
・カラオケ、囲碁等は引き続き利
用休止。

通常開館。
・来館にあたり、自宅にて体温測
定及び、入口サーマルカメラによ
るスクリーニングの実施。
・感染症予防対策を徹底し、事業
高齢福祉課
再開。(予約等による入場制限は
継続する。)
・症状の重篤化が予想される高齢
者が利用する施設であるため、ｶﾗ
ｵｹ、囲碁等は引き続き利用休止。

0287-62-7137

開館時間 9:00～21:30
和室、工作室、キッチンスタジ
オ、ステージ、キッズエリア、屋
内広場、展示スペース、屋外広場 商工観光課
の貸館再開。（音楽室は引続き貸
館休止）
人数、時間など利用制限あり。

0287-73-5597

9:30～16:00

一部の業務を再開
開館時間 9:00～19:30
9:00～21:30
和室、工作室、キッチンスタジ
7 まちなか交流センター「くるる」 休館日 毎月第2.4火曜日
オ、ステージ・キッズエリア、屋
年末年始
内広場、展示スペースの貸館再
開。
人数、時間など利用制限あり。
10：00～19：00（4～10
月）
10:00～18:00（11月～3
8 板室健康のゆグリーングリーン
月）
休館日 第4水曜日
年末年始

7/6から開館時間を通常通りに戻
す。
引き続き人数制限、施設の一部利 同左
用中止など感染症予防を図り再開
を継続。

商工観光課

0287-62-7156

9 板室自然遊学センター

10:00～15:00
休館日 第4水曜日
年末年始

感染症予防を図り、通常どおり営
同左
業再開を継続

商工観光課

0287-62-7156

10 小学校

8:10～16:40
※学校ごとに異なる

夏季休業 8月8日（土曜日）～8
通常給食の提供
月18日（火曜日）
部活動やＰＴＡ等の一部の活動に
部活動やＰＴＡ等の一部の活動に 学校教育課
ついては引き続き制限をかけなが
ついては引き続き制限をかけなが
ら行う予定。
ら行う予定。

0287-37-8694
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開館・休館・利用制限等の状況
№

施

設

名

通常の開館時間等

所管課
７月３１日まで

連絡先

８月１日以降

8:00～16:30
※学校ごとに異なる

夏季休業 8月8日（土曜日）～8
通常給食の提供
月18日（火曜日）
部活動やＰＴＡ等の一部の活動に
部活動やＰＴＡ等の一部の活動に 学校教育課
ついては引き続き制限をかけなが
ついては引き続き制限をかけなが
ら行う予定。
ら行う予定。

0287-37-8694

12 義務教育学校

塩原小中8:05～16:35

夏季休業 8月8日（土曜日）～8
通常給食の提供
月18日（火曜日）
部活動やＰＴＡ等の一部の活動に
部活動やＰＴＡ等の一部の活動に 学校教育課
ついては引き続き制限をかけなが
ついては引き続き制限をかけなが
ら行う予定。
ら行う予定。

0287-37-8694

13 保育園

月曜日～土曜日
7：30～19：15

通常保育

同左

保育課

0287-46-5536

14 放課後児童クラブ

月曜日～金曜日
下校時～18：00
土曜日・長期休業中
7：30～18：00

通常開所（6月1日～）

同左

子育て支援課

0287-46-5532

11 中学校

●会議室等の貸出
9:00～21:00
※利用人数の制限あり。
※利用時間は2時間まで（準備、
片付け、消毒の時間を含む）。
※屋内での運動等、内容により利
用できない場合があります。

15 公民館

9：00～22：00

●屋外運動場（グラウンド）の貸
●屋内・屋外運動場（体育館等、
出
生涯学習課
グラウンド）の貸出
9:00～21:00
9:00～21:00
※屋内運動場（体育館等）は利用
※内容により利用できない場合が
不可。
あります。
●図書館分室業務
9:00～公民館の閉館まで
※図書の予約、予約本の貸出・返
却のみ。閲覧は不可。
※公民館の夜間貸館状況により、
利用できる時間が変わります。

16 図書館

17 那須野が原博物館

●会議室等の貸出
9:00～21:00
※利用人数の制限あり。
※利用時間は2時間まで（準備、
片付け、消毒の時間を含む）。
※内容により利用できない場合が
あります。

●図書館分室業務
9:00～公民館の閉館まで
※図書の閲覧は1時間以内。
※公民館の夜間貸館状況により、
利用できる時間が変わります。

●図書の予約、予約本の貸出・返
却
〔那須塩原市図書館(みるる)〕
6月の状況を継続。
10:00～19:00（土・日曜、休日
※那須塩原市図書館（みるる）の は18:00まで）
開館予定日（7月1日）を延期。
※毎週月曜日休館(祝日の場合は
●那須塩原市図書館(みる
翌平
る)
●図書の予約、予約本の貸出・返 日が休館)。
火曜～金曜
却
※学習室の利用は不可。
10：00～21：00
9:30～19:00（土・日曜、休日
土曜～日曜、休日
は18:00まで）
●図書の予約、本の貸出・返却、
10：00～18：00
※図書の閲覧、学習室の利用は不 図書の閲覧
生涯学習課
可。
〔西那須野図書館、塩原図書館〕 0287-37-5364
●西那須野、塩原図書館
9:30～19:00（土・日曜、休日
月曜～金曜
●各公民館における図書館分室業 は18:00まで）
9：30～19：00
務
※学習室の利用は不可。
土曜～日曜、休日
9:00～公民館の閉館まで
※図書の閲覧は1時間以内。
9：30～18：00
※図書の予約、予約本の貸出・返
却のみ。閲覧は不可。
●各公民館における図書館分室業
※公民館の夜間貸館状況により、 務
利用できる時間が変わります。
9:00～公民館の閉館まで
※図書の閲覧は1時間以内。
※公民館の夜間貸館状況により、
利用できる時間が変わります。

9:00～17：00
（入館は16:30まで）

●展示室の閲覧
9:00～17:00（入館は16:30ま
で）
※栃木県民に限定した公開を解
除。
※入館人数の制限あり。

●展示室の閲覧
9:00～17:00（入館は16:30ま
で）
※入館人数の制限あり。

●研修室・エントランスホールの
●研修室の貸出
貸出
※当面の間エントランスホールの
利用は不可。
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0287-37-5364

生涯学習課
0287-37-5364

那須塩原市
図書館
0287-63-9031
西那須野
図書館
0287-36-6001
塩原図書館
0287-48-7521

那須野が原
博物館
0287-36-0949

開館・休館・利用制限等の状況
№

施

設

名

通常の開館時間等

所管課
７月３１日まで

18 田舎ランド鴫内

9：00～16：00

連絡先

８月１日以降

●会議室等の貸出
9:00～16:00
※利用人数の制限あり。
※利用時間は2時間まで（準備、
片付け、消毒の時間を含む）。
※屋内での運動等、内容により利
用できない場合があります。

●会議室等の貸出
9:00～16:00
※利用人数の制限あり。
※利用時間は2時間まで（準備、
片付け、消毒の時間を含む）。
※内容により利用できない場合が
あります。
生涯学習課

●屋外運動場（グラウンド）の貸
出
9:00～16:00
※屋内運動場（体育館等）は利用
不可。

●屋内・屋外外運動場（体育館・
グラウンド）の貸出
9:00～16:00
※内容により利用できない場合が
あります。

0287-37-5364

条件付きで貸館を再開

19 黒磯文化会館

9：00～22：00

●貸館業務（大ホール、小ホー
ル、楽屋等含む）
●貸館予約の受付（利用月前12か 同左
月から）
※イベントは施設が定めた内容に
限定。
※利用人数の制限あり。

生涯学習課

0287-37-5419

生涯学習課

0287-37-5419

生涯学習課

0287-37-5419

条件付きで貸館を再開
●貸館業務（ホール、楽屋等含
む）
●貸館予約の受付（利用月前6か 同左
月から）
※イベントは施設が定めた内容に
限定。
※利用人数の制限あり。

20 三島ホール

9：00～22：00

21 旧青木家那須別邸

通常どおり
9：00～16：30(3月まで）
（県の施設のため、県の判断によ 同左
9：00～17：30(4月より）
る）

22 くろいそ運動場

8:30～21：30

屋外、屋内施設開館
※屋内施設については利用人数の
制限あり。
※更衣室・控室は使用禁止。
※大会での利用は不可。

開館
※屋内施設については利用人数の スポーツ振興課
制限あり。
0287-37-8749
※更衣室は使用禁止。

0287-60-1113

にしなすの運動公園
23
（プール含む）

屋外、屋内施設開館
※屋内施設については利用人数の
8:30～21:30
制限あり。
（プールは9:30～20:00） ※更衣室・控室は使用禁止。
（プール更衣室は使用可。）
※大会での利用は不可。

開館
※屋内施設については利用人数の
スポーツ振興課
制限あり。
0287-37-8749
※更衣室は使用禁止。（プール更
衣室は使用可。）

0287-36-4785

屋外、屋内施設開館
※屋内施設については利用人数の
制限あり。
※更衣室・控室は使用禁止。
※大会での利用は不可。

開館
※屋内施設については利用人数の スポーツ振興課
制限あり。
0287-37-8749
※更衣室は使用禁止。

0287-36-4787

体育館開館
※利用人数の制限あり。
※更衣室・控室は使用禁止。
※大会での利用は不可。

体育館開館
※利用人数の制限あり。
※更衣室は使用禁止。

24 三島体育センター

塩原Ｂ＆Ｇ海洋センター
25
（プール含む）

8:30～21：30

8:30～21:30
（プールは閉鎖中）

プールは今年度休館

26

那珂川河畔運動公園
（プール含む）

8:30～17:00
（プールは閉鎖中）

開館
※大会での利用は不可。
プールは今年度休館

27 青木サッカー場

8:30～21：30

屋外、屋内施設開館
※屋内施設については利用人数の
制限あり。
※更衣室・控室は使用禁止。
※大会での利用は不可。
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スポーツ振興課
0287-37-8749

0287-32-5255

スポーツ振興課
0287-37-8749

0287-60-1113

開館
※屋内施設については利用人数の スポーツ振興課
制限あり。
0287-37-8749
※更衣室は使用禁止。

0287-60-5058

プールは今年度休館

開館
プールは今年度休館

開館・休館・利用制限等の状況
№

施

設

名

通常の開館時間等

所管課
７月３１日まで

連絡先

８月１日以降

28 関谷南公園

8:30～21：30

屋外、屋内施設開館
※屋内施設については利用人数の
制限あり。
※更衣室・控室は使用禁止。
※大会での利用は不可。

29 塩原運動公園

8：30～17：00

開館
※大会での利用は不可。

開館

スポーツ振興課
0287-37-8749

0287-32-5255

30 ホースガーデン

開場時間9:30～17:00
受付時間8:30～17:15

開館
同左
※引き馬、乗馬体験のみ利用可。

スポーツ振興課
0287-37-8749

080-2100-1515

31 青木ふるさと物産センター

通常営業
直売所8：30～17：30
※当面の間、自主事業（イベン
レストラン9：00～16：30
ト）及び貸館利用の受付は中止

同左

農務畜産課

0287-62-7147

32 アグリパル塩原

直売所9：00～17：00
通常営業
レストラン：11：00～15： ※当面の間、自主事業（イベン
00
ト）及び貸館利用の受付は中止

同左

農務畜産課

0287-62-7147

33 塩原温泉湯っ歩の里

9：00～18：00
※12～3月は17：00まで
木曜定休

施設毎の感染予防措置を講じ、
6/1から営業
同左
営業時間：
9：00～18：00

塩原支所
産業観光建設課

028732-3101

施設毎の感染予防措置を講じ、
6/1から営業
今回の騒動に拘わらず12～ 営業時間
同左
3月は休村期間
箱の森ﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ
9：00～17：00
遊湯センター
10：00～18：00
ケビン
㏌15：00 out10:00

塩原支所
産業観光建設課

0287-32-3018

10：00～21：00
月曜定休

施設毎の感染予防措置を講じ、
6/1から営業
営業時間
同左
温泉
10：00～18：00
食堂
10：00～18：00

塩原支所
産業観光建設課

0287-31-1058

8：30～18：00
※12～3月は17：00まで
年中無休

営業時間
・展示室、売店
同左
・レストラン
10：00～16：30
・直売所
同左

同左

塩原支所
産業観光建設課

0287-32-4000

37 もみじ谷大吊橋

8：30～18：00
※11～3月は16：00まで
年中無休

営業時間
・吊橋
平日 9：00～17：00
土日祝日 8：30～18：00
・売店、直売所
平日
9：00～16：00
土日祝日 8：30～17：00
・レストラン
同左

同左

塩原支所
産業観光建設課

0287-34-1037

38 塩原温泉天皇の間記念公園

9：00～17：00
※12～3月は16：30まで
水曜定休

同左

塩原支所
産業観光建設課

0287-32-4037

34

塩原温泉家族旅行村
（箱の森プレイパーク）

35 塩原温泉華の湯

36 塩原もの語り館

施設毎の感染予防措置を講じ、
7/1から通常営業
営業時間

開館
※屋内施設については利用人数の スポーツ振興課
制限あり。
0287-37-8749
※更衣室は使用禁止。

0287-32-5255

9：00～17：00

39 塩原温泉ビジターセンター

9：00～16:30
火曜定休

同左
（8/1から感染予防措置を講じ、
イベント等実施予定。）

同左

塩原支所
産業観光建設課

0287-32-3050

40 塩原温泉交流広場

8：30～17：15
年中無休

施設毎の感染予防措置を講じ、通
同左
常開放

塩原支所
産業観光建設課

0287-32-2914
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開館・休館・利用制限等の状況
№

施

設

名

通常の開館時間等

所管課
７月３１日まで

連絡先

８月１日以降

9:00～17：00
（日曜、1/1－3定休）

通常営業

平日

8:30～17:15

通常どおり
（一部の活動については引き続き 同左
制限をかけながら行う予定。）

学校教育課（児童
生徒サポートセン 0287-63-8526
ター）

43 適応指導教室あすなろ

平日

8:30～17:15

通常どおり
（一部の活動については引き続き 同左
制限をかけながら行う予定。）

学校教育課（児童
生徒サポートセン 0287-63-8526
ター）

44 宿泊体験館メープル

平日

8:30～17:15

通常どおり
（一部の活動については引き続き 同左
制限をかけながら行う予定。）

学校教育課（児童
生徒サポートセン 0287-63-8526
ター）

8:30～17:15

７月中休館
８月から開館予定

通常開館。
・利用にあたり、自宅での体温測
高齢福祉課
定。
・感染症予防対策による利用の時
間短縮及び３密回避の徹底。

0287-62-7137

8:30～17:15

７月中休館
８月から開館予定

通常開館。
・利用にあたり、自宅での体温測
高齢福祉課
定。
・感染症予防対策による利用の時
間短縮及び３密回避の徹底。

0287-62-7137

8:30～17:15

７月中休館
８月から開館予定

通常開館。
・利用にあたり、自宅での体温測
高齢福祉課
定。
・感染症予防対策による利用の時
間短縮及び３密回避の徹底。

0287-62-7137

8:30～17:15

７月中休館
８月から開館予定

通常開館。
・利用にあたり、自宅での体温測
高齢福祉課
定。
・感染症予防対策による利用の時
間短縮及び３密回避の徹底。

0287-62-7137

41 那須塩原クリーンセンター

42

児童生徒サポートセンター
適応指導教室ふれあい

45

元気アップデイサービスセンターさくら

46

元気アップデイサービスセンターはつらつ

47

48

元気アップデイサービスセンターしまかた

元気アップデイサービスセンターしおばら

平日

平日

平日

平日

49 鳥野目河川公園オートキャンプ場 年中無休

同左

廃棄物対策課

●7月10日から以下の施設の営業
再開
・オートサイト 27/34サイト
・オートサイト（電源付き）
10/12サイト
・フリーサイト 40/50サイト
・コテージ（6人用） 6/6棟
・コテージ（10人用） 1/2棟
・コテージ（12人用） 1/1棟
・バーベキュー場 11/11炉
●8月1日から全施設営業再開
（最大8人・４時間までの利用
都市整備課
制限）
※引き続き、利用者の体調確認及
※引き続き、利用者の体調確認及 び施設の感染防止対策を実施
び施設の感染防止対策を実施

0287-62-7030

0287-62-7160

●8月1日から全施設営業再開
・利用不可としている各キャンプ
サイト、コテージ（10人用1
棟）、シャワー設備等の全施設営
業再開
※引き続き、利用者の体調確認及
び施設の感染防止対策を実施

50

都市公園
(都市整備課所管38施設)

通年

都市公園有料施設
51 （烏ヶ森公園野外ステージ
通年
那珂川河畔公園石のステージ）

以下の点に注意しながら、遊具使用
も含めて通常通り開放
・マスク着用
同左
・お互いの距離をとる
・公園内の飲食を控える
・手洗いの励行

都市整備課

0287-62-7160

都市整備課

0287-62-7160

以下の感染防止対策が十分にとれ
る場合のみ、利用可とする。
※内容により人数及び時間を制限す
る場合や、利用不可とする場合あ
り。
当面の間、イベント等の利用禁止
・参加者名簿の作成
・健康チェック（体温測定）
・マスク着用
・アルコール消毒
・身体的距離(2m程度)の確保
・飲食を伴わないこと
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開館・休館・利用制限等の状況
№

施

設

名

通常の開館時間等

所管課
７月３１日まで

52 観光振興センター

年中無休
9:00～18：00

感染症予防を図り、通常どおり営
同左
業再開

53 黒磯那須共同火葬場

9：00～17：00
通常営業
ただし、1/1、1/2及び友引 県内感染期となった場合は、参列 通常営業
の日を除く
者の制限等を検討

54 市民活動センター

月～土9:00～22:00
祝9:00～17:00
休館日 水曜日
年末年始

55 移住促進センター

9:00～17:00
休館日 水曜日
年末年始

56 子育てコミュニティ広場

年末年始(12/30～1/3)を除
時間を短縮し再開（6月1日～）
く毎日
同左
10：00～11：30、12：00～13：30
10：00～19：00

日・

連絡先

８月１日以降
商工観光課

0287-46-5327

環境課

0287-62-7142

当面の間、開館時間を水曜日を除
く日曜日から土曜日の午前９時か
ら午後５時までとする。なお、会 休止していた夜間の会議室の貸出 市民協働推進課
議室の貸出しを、利用人数の制
しを再開する。ただし、１週間前 （市民活動セン
限、参加者の体温測定等の感染防 の予約が必要。
ター）
止対策を講じ、７月２日から開始
する。
開館
以後は市民活動センターと同様の 通常どおり開館
対応とする

0287-73-5741

シティプロモー
ション課（移住促 0287-73-5742
進センター）

子育て支援課

0287-46-5532

子育て支援課

0287-64-5531

ほっぺ

開設時間：平日10：00～12：00、
13：00～15：30
月～金曜日
土曜日 通常どおり
第4土曜日
利用組数：4組まで（事前電話連
平日10：00～15：30
絡）
土曜10：00～13：00
飲食不可、行事中止
但し、年末年始、お盆8月 手洗い、消毒、マスク着用（大
13日～15日、祝日を除く） 人）、検温協力依頼
利用者情報及び利用者の健康状況
を記入し利用

※事前電話連絡
開設時間：平日10：00～12：30、
13：00～15：30
土曜日 通常どおり
利用組数：4組まで
子育て支援課
飲食不可、行事中止
手洗い、消毒、マスク着用（大
人）、検温協力依頼
利用者情報及び利用者の健康状況
を記入し利用

0287-46-5537

ま～る

開設時間：平日10：00～12：00、
13：00～15：00
月～金曜日
土曜日10：00～12：00
第1土曜日
利用組数：6組まで
平日10：00～15：00
飲食不可、行事中止
土曜10：30～13：00
手洗い、消毒、マスク着用（大
但し、年末年始、お盆8月
人）、検温協力依頼
13日～15日、祝日を除く）
利用者情報及び利用者の健康状況
を記入し利用

※事前電話連絡
開設時間：平日10：00～11：30、
12：00～13：30、13：30～15：
00(1日3回入れ替え制で実施)
土曜日10：00～12：00
利用組数：6組まで
子育て支援課
飲食不可、行事中止
手洗い、消毒、マスク着用（大
人）、検温協力依頼
利用者情報及び利用者の健康状況
を記入し利用

0287-46-5537

57 子育て相談センター

月～金曜日
9：00～12：00
13：00～16：00
但し、年末年始(12/28～
1/3)、祝日を除く

※事前電話連絡
＜利用組数＞
直営サロン（子育て相談セン
ター）
なかよしひろば 5組
おもちゃルーム 10組
赤ちゃんサロン 5組
出張サロン
西那須野保健センターのみ実施
※公民館で実施しているサロン
は中止
同左
子育てサロン 10組 9:30～
11:30 13:00～15:30
赤ちゃんサロン 10組 9:30～
11:30
飲食不可、行事中止
手洗い、消毒、マスク着用（大
人）、検温協力依頼
利用者情報及び利用者の健康状況
を記入し利用

58 つどいの広場

59 つどいの広場

60 地域活動支援センターふれあいの森

月～金曜日
9：00～16：00
但し、年末年始(12/28～
1/3)、祝日を除く

７／６～通常利用再開
通常どおり
送迎車及び施設内での感染拡大防 但し、送迎車及び施設内での感染 社会福祉課
止に配慮
拡大防止に配慮
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0287-34-0606

開館・休館・利用制限等の状況
№

施

設

名

通常の開館時間等

所管課
７月３１日まで

61 東原地域活動センター

365日（開館日時の規定な
開館
し）

同左
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連絡先

８月１日以降
社会福祉課

0287-62-7135

