令和２年５月２６日
千 葉 県 香 取 市

市立公共施設等の再開について
令和２年５月２５日に緊急事態宣言が解除され、千葉県は国の基本的対処方針
に沿って、新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、外出の自粛要請等の措置
を緩和するとともに、施設の使用停止要請を一部解除することとしました。
香取市においても新型コロナウイルスの感染症拡大防止対策を講じた上で、社
会教育施設、市民集会施設、文化施設、運動施設等の市立公共施設を順次再開し
ます。

◆再開する市立公共施設の一覧表（別紙）

◆６月１日からの保育所・こども園の再開について
市内の保育所・こども園について４月６日（月）から臨時休園としていましたが、
県内の新規感染者の発生状況や国の見解を考慮し、休園期間を５月 31 日（日曜日）
までとし、６月１日（月）から通常保育を再開します。
問合せ 子育て支援課

☎0478（50）1257

◆小中学校・幼稚園の再開について
新型コロナウイルス感染拡大防止と子供の健やかな学びを保障することとの両立
を図るため、学校の教育活動を段階的に開始します。
１．６月１日（月）～６月 12 日（金）
（１）毎日、半日の指導を実施します。
（２）20 人を超える学級は午前・午後にわけての分散登校または児童生徒同士の距離
が十分保てる広い教室での指導を行います。
（３）６月１日（月）より給食の提供およびスクールバスの運行を開始します。
２．６月 15 日（月）以降
（１）毎日、一日の授業を実施します。

（２）６月 15 日（月）「県民の日」は授業を実施します。
３．入学式を７月４日（土）または５日（日）に実施
（１）参加者は、１年生とその保護者及び教職員等です。
問合せ 学校教育課

☎0478（50）1239

香取市秘書広報課
課長

小沼

利之

電話

0478‐50‐1203（直）

問い合わせ先
各施設の再開状況等については、それぞれの
施設へお問い合わせください

再開する市立公共施設の一覧表

※再開日順

新型コロナウイルス感染症防止対策に伴い、利用人数の制限等がありますので、事前に問い合わせください。ただし、今後の感
染状況により変更となる場合があります。
施設名

問い合わせ(市外局番0478)

再開日

利用時間

その他特記事項

佐原中央図書館

佐原中央図書館

☎（55）1343 5月27日㈬

9:30～17:00

入館制限をし、貸出・返却のみ実施

小見川図書館（いぶき館内）

小見川図書館

☎（80）0511 5月27日㈬

9:30～17:00

入館制限をし、貸出・返却のみ実施

☎（52）1138 6月1日㈪

通常営業

フードコートの時短営業終了

水の郷さわら（飲食・物販施設など） 水の郷さわら
道の駅くりもと（飲食・物販施設など）

農政課

いぶき館

いぶき館

さつき館

☎（50）1258

6月1日㈪

9:00～18:00

☎（82）1123

6月2日㈫

9:00～22:00

利用人数等の制限等あり

さつき館

☎（75）1100

6月2日㈫

9:00～22:00

利用人数等の制限等あり

小見川社会福祉センター（さくら館） さくら館

☎（82）3242

6月2日㈫

9:00～21:00

利用人数の制限等あり

☎（50）1208 6月2日㈫

9:00～17:00

シニア健康プラザ

高齢者福祉課

みずほふれあいセンター

市民協働課

山田児童館

子育て支援課

水郷佐原あやめパーク

水郷佐原あやめパーク

水郷佐原山車会館

商工観光課

水の郷さわら（川の駅）

☎（50）1261

6月2日㈫

9:00～17:00

☎（50）1257 6月2日㈫

9:00～17:00

6月2日㈫

9:00~16:30

6月2日㈫

9:00~16:30

☎（56）0411

☎（50）1212

水の郷さわら

☎（52）1138 6月2日㈫

さわら町屋館（香取市上川岸小公園） さわら町屋館

☎（79）9385 6月2日㈫

佐原町並み交流館

佐原町並み交流館

小見川城山公園清風荘

都市整備課

☎（52）1000 6月2日㈫

☎（50）1232

テラス・サンサン（橘ふれあい公園体験学
習施設）
橘ふれあい公園（キャンプ・バーベキュー）

管理事務所
☎（79）5855

栗山川ふれあいの里公園（バーベキュー）

都市整備課

佐原中央公民館

合わせください
利用制限あり
利用人数等の制限等あり。イベントは当面の
間中止
あやめ祭り中止に伴い、月曜日は休園日
利用人数の制限等あり。あやめ祭り中止に伴
い、月曜日は休館日

防災教育展示室を除 多目的研修室は貸出に一部制限有。防災教育
き、通常営業

展示室は再開時期未定

10:00～18:00
10:00～17:00 貸館業務も再開

6月2日㈫

9:00～21:00

6月2日㈫

9:00～17:00

詳細は管理事務所へ問い合わせください

6月2日㈫
6月2日㈫

9:00～21:00

佐原中央公民館

☎（55）1151 6月2日㈫

9:00～22:00

利用人数の制限等あり

佐原文化会館

佐原文化会館

☎（55）1161 6月2日㈫

9:00～21:00

利用人数の制限等あり

山田公民館

山田公民館

9:00～22:00

利用人数の制限等あり

9:30～17:00

入室制限をし、貸出・返却のみ実施

6月2日㈫

9:30～17:00

入室制限をし、貸出・返却のみ実施

☎（54）1118 6月2日㈫

9:00～16:30

山田公民館図書室

☎（50）1232

利用制限あり。事前に高齢者福祉課にお問い

☎（78）4431

さつき館図書室

さつき館

☎（75）1100

伊能忠敬記念館・伊能忠敬旧宅

伊能忠敬記念館

文化財保存館（いぶき館内）

生涯学習課

☎（50）1224

6月2日㈫

6月2日㈫

香取市民体育館

佐原庭球場

9:00～21:00
香取市民体育館
☎（55）1290

6月2日㈫

のため７月10日まで休館

9:00～17:00
9:00～21:00

佐原野球場

利用人数の制限等あり。伊能忠敬旧宅は工事

9:00～19:00

玉造庭球場

9:00～17:00

佐原河川敷緑地・テニスコート

8:00～19:00

利用人数の制限等あり

施設名

問い合わせ(市外局番0478)

小見川スポーツ・コミュニティセ

小見川スポーツ・コミュニティセン

ンター

ター

☎（83）0101

再開日

利用時間

6月2日㈫

9:00～21:30

小見川B&G海洋センター
くろべ運動公園野球場・テニスコート

9:00～21:30
小見川B&G海洋センター
☎（82）1000

6月2日㈫

8:30～17:00

山田B&G海洋センター

9:00～21:30

山田中央運動広場（テニスコート）

8:30～21:30

八都運動広場

☎（78）3204

6月2日㈫

山倉運動広場（野球場）

7:00～17:00

府馬運動広場

8:30～17:00

栗源B&G海洋センター

9:00～21:30
栗源B&G海洋センター
☎（75）3311

6月2日㈫

栗源多目的芝生広場

利用人数の制限等あり

利用人数の制限等あり

7:00～21:30
9:00～19:00

与田浦運動広場・本矢作運動広場

生涯学習課

まほろばの里案内所

農政課

市民バスの貸し出し

財政課

佐原循環バス（周遊ルート）

企画政策課

☎（50）1206

生涯学習課

☎（50）1221

体育館など、閉校舎を含む）

利用人数の制限等あり

8:30～17:00
8:30～17:00

学校施設開放事業（市内小中学校の

分の間、使用できません

7:00～21:30
山田B&G海洋センター

山倉運動広場（テニスコート）

栗源運動広場

利用人数の制限等あり。トレーニング室は当

7:00～21:00

小見川河川敷運動公園

山田中央運動広場（野球場）

その他特記事項

☎（50）1221

6月2日㈫

7:00～19:00

☎（50）1258

6月3日㈬

9:00～16:00

６月１日㈪・２日㈫は休館日

☎（50）1207

6月19日㈮

8:30～17:00

利用人数の制限等あり

当面の間運休
当面の間利用
中止を継続

