
小中学校・市有施設の対応について 3月18日

利用の条件等

警戒レベル2

小中学校

【学校教育活動】
・健康･安全･感染防止に十分配慮し、感染防止対策を講じなが
ら学校活動を実施
【中学校の部活動】
・平日は2時間程度、土・日曜日はどちらか1日のみの実施で3
時間程度
・合同練習や練習試合など、他校との交流を伴う活動は、感染
防止対策を講じた上で、感染が広まっていない県内の学校と行
うことができる
・中体連等が関わる上位大会(県大会以上)の参加は可
【小学校の放課後活動等】
・感染リスクの高い活動を避け、各校の実情に応じて平日1時
間程度行ってよい
・上位大会(県大会以上)の参加は可
【学校の施設開放】
・各校の実情に応じて、通常どおり学校施設開放を行うことが
できる

0279-22-2121
学校教育課

公立幼稚園・かに石こども園 通常開園(適切な感染防止対策の徹底と新しい生活様式の実践)

公立保育所・伊香保こども園 通常開園(適切な感染防止対策の徹底と新しい生活様式の実践)

放課後児童クラブ 通常開所

有馬野球場 0279-24-7878
渋川市武道館

市民プール 0279-23-2008
渋川市民プール

伊香保屋外運動場

伊香保香東大日向スポーツ広場

小野上運動公園

小野上スポーツ広場

小野上テニスコート

子持総合運動場

上白井運動場

横堀野球場

赤城第２総合グラウンド

赤城総合運動自然公園

赤城敷島マレットゴルフ場 0279-56-3451

北橘総合グラウンド

北橘運動場

分類 施　設 連絡先

学
校
関
係

0279-22-2415
こども課

0279-72-4285
伊香保体育館

0279-24-8148
子持社会体育館

0279-56-8840
赤城総合運動自然公
園

0279-52-4393
愛宕山ふるさと公園

屋
外
体
育
施
設

【利用条件】
①発熱又は風邪症状のある者の利用禁止
②施設使用後は用具、ベンチ等使用した箇所の消毒
③まん延防止等重点措置、緊急事態宣言発令中の都道府県居住
者の利用禁止
ただし、関東大会以上の大会及びその予選会の場合は、まん延
防止等重点措置、緊急事態宣言発令中の都道府県居住者の利用
を可とする
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利用の条件等

警戒レベル2
分類 施　設 連絡先

学
校
運
動
等
照

明
施
設

学校運動等照明施設

【利用条件】
①発熱又は風邪症状のある者の利用禁止
②施設使用後は用具、ベンチ等使用した箇所の消毒
③まん延防止等重点措置、緊急事態宣言発令中の都道府県居住
者の利用禁止（ただし、各校の実情に応じて利用中止とするこ
とがある。）

0279-24-7878
渋川市武道館

武道館

市民体育館

伊香保体育館 0279-72-4285
伊香保体育館

小野上体育館

子持社会体育館

吾妻川公園野球場 0279-24-7878
渋川市武道館

渋川市総合公園（屋外施設） 0279-24-0535
渋川市総合公園

坂東橋緑地公園
（ソフトボール場、テニスコート）

0279-24-7878
渋川市武道館

子持ふれあい公園（ミニサッカー場） 0279-24-8148
子持社会体育館

愛宕山ふるさと公園（テニスコート）
0279-56-8840
赤城総合運動自然公
園

渋川市総合公園(体育館） 0279-24-0535
渋川市総合公園

愛宕山ふるさと公園（弓道場）
0279-56-8840
赤城総合運動自然公
園

渋川市総合公園
(キャンプ場、バーベキュー場）

0279-24-0535
渋川市総合公園

子持ふれあい公園（茶室） 0279-24-8148
子持社会体育館

六万農村公園（水車）

沼尾川親水公園
（キャンプ場、バンガロー、バーベ
キューハウス）

緊急事態宣言発令又はまん延防止等重点措置対象の都道府県の
住民については、利用不可とする。
臨時営業期間：4月29日～5月8日まで(現在営業期間外)
夏期営業期間：7月23日～10月30日まで(現在営業期間外)
※上記営業期間は令和４年度のもの

①発熱又は風邪症状のある者の利用は禁止
②火曜日を休園日とする。

0279-20-1589
渋川スカイランド
パーク

渋川スカイランドパーク遊園地

0279-24-7878
渋川市武道館

0279-24-8148
子持社会体育館

赤城総合運動自然公園
0279-56-8840
赤城総合運動自然公
園

市
内
公
園
施
設

①発熱又は風邪症状のある者の利用禁止
②施設使用後は用具、ベンチ等使用した箇所の消毒
③下記以外の施設は、緊急事態宣言発令又はまん延防止等重点
措置対象の都道府県の住民については、利用不可とする。
・渋川市総合公園のキャンプ場及びバーベキュー場について
は、12月1日～4月8日まで地面凍結に伴う冬期閉鎖中

0279-56-8840
赤城総合運動自然公
園

屋
内
体
育
施
設

【利用条件】
①発熱又は風邪症状のある者の利用禁止
②施設使用後は用具、ベンチ等使用した箇所の消毒
③まん延防止等重点措置、緊急事態宣言発令中の都道府県居住
者の利用禁止
ただし、関東大会以上の大会及びその予選会の場合は、まん延
防止等重点措置、緊急事態宣言発令中の都道府県居住者の利用
を可とする

市
内
公
園
施
設

①発熱又は風邪症状のある者の利用禁止
②施設使用後は用具、ベンチ等使用した箇所の消毒
③下記以外の施設については、緊急事態宣言発令又はまん延防
止等重点措置対象の都道府県の住民については、利用不可とす
る。
ただし、関東大会以上の大会及びその予選会の場合は、当該都
道府県在住者の利用を可とする。
・渋川市総合公園の陸上競技場（内側天然芝部分）、野球場、
テニスコート（クレイコート）及び運動広場については、12月
1日～4月8日まで地面凍結に伴う冬期閉鎖中
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利用の条件等

警戒レベル2
分類 施　設 連絡先

市立図書館
北橘図書館

渋川市立図書館：開館時間9:00～20:00(土日祝日は9:00～
17:00)、館内滞在時間1時間以内。学習室は席を間引いた上で3
時間以内の使用。
北橘図書館：開館時間9:00～18:00(土日は9:00～17:00)、館内
滞在時間1時間以内。

0279-22-0644
（市立図書館）
0279-52-2300
（北橘図書館）

中央公民館及び
各地区公民館

【主催事業】一部中止・延期
【貸し館等】
・学習（フリー）スペース5時間以内（座席の減）
・図書閲覧1時間以内
・飲食は指定された場所のみ可（体調管理のための水分補給は
可）
・中央公民館フリースペースは20時まで

0279-22-4321
（中央公民館）

伊香保世代間交流館
※館内での「新しい生活様式」(身体的距離の確保、「3密」の
回避等)の厳守

0279-72-5777
伊香保公民館

徳冨蘆花記念文学館
①来館者への対応(手指消毒、マスク着用、体温測定)
②喫茶コーナーは、十分な座席間隔を確保するなど、３つの密
の防止を図りながら営業する。

0279-72-2237

0279-20-3033

0279-56-8967

0279-52-4094

美術館
定休日（火）
①来館者への対応(手指消毒、マスク着用、体温測定、連絡先
の確認)

0279-25-3215

すたでぃばんく

インすたでぃほーる

市民会館

＜イベント開催及び貸館の対応＞
国、県等のガイドラインにより、大声での歓声、声援等がない
ことを前提とするもの、飲食を伴うが発声がないもののイベン
トの収容率は上限を100%以内とし、歓声などが想定されるイベ
ントは収容定員の50%を上限とする。

0279-24-2261

制限付き開館(適切な感染防止対策の徹底)
・市内在住者のみ予約により午前・午後各15組まで利用可能(1
組1回につき1時間30分までとする)
・利用時間：9:00～16:00(12:00～13:00は消毒等のため休憩)

0279-23-1877

渋川地域福祉センター 0279-23-1765

小野上地域福祉センター 0279-59-2310

地域福祉センターこもちの湯 0279-24-6611

子育て支援総合センター

文
教
施
設

資料館
①来館者への対応（手指消毒、マスク着用、体温測定、連絡先
の確認）

通常開放
※適切な感染防止対策を実施

0279-22-2500
生涯学習課

福
祉
施
設

①市内在住者のみ利用可能。
②1回の入浴人数を10人程度に制限。（入館人数の制限を行う
場合もある。）
③利用人数及び時間制限等を設け、サークル活動を実施。カラ
オケは中止。
④乗車人数の制限等を行い、送迎バスを運行。
⑤小野上地域福祉センターの夜間営業を休止し、8:30～17:00
とする。（通常5～10月8:30～19:00）
⑥大広間の利用について定員の半数を利用上限とし、水分補給
のみとする。

文
教
施
設
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利用の条件等

警戒レベル2
分類 施　設 連絡先

当面の間短縮営業：9:00～20:00(通常9:00～20:30(11月～3
月、4月～10月9:00～21:00)
手指の消毒を全員が行う。検温や脱衣所の棚の間隔を空けるな
ど密にならない対策を徹底

0279-72-4526

小野上温泉センター

当面の間短縮営業：10:00～20:00(通常9:00～21:00)
食事は、月～木　11:00～17:00
        金・土・日・祝日　11:00～19:15
手指の消毒を全員が行う。検温や脱衣所の棚の間隔を空けるな
ど密にならない対策を徹底

0279-59-2611

10月～3月　10:00～18:00（通常営業）
4月～　9:00～18:00（通常9:00～19:00）
※状況に応じて利用人数制限あり。

0279-72-2488

4月1日から利用期間開始予定
当面の間、バーベキュー（昼）は、3組3卓（6卓中）までの利
用。バンガローは1日3棟に利用限定（6棟中）。バーベキュー
（バンガロー宿泊者による利用）は、距離をとった卓の配置に
して利用。
2月1日から予約受付中

0279-53-2344

SUNおのがみ

通常利用(ただし、予約者がいない場合には休館)
※宿泊施設のガイドラインに沿った施設運営
※検温や脱衣所の棚の間隔を空けるなど密にならない対策を徹
底

0279-20-8111

伊香保ロープウェイ
乗車人員を定員の1/2に制限。
混雑時には、臨時便で対応する。

0279-72-2418

伊香保温泉駐車場 通常利用 0279-22-2873
観光課

通常利用(9:00～17:00) 0279-59-2611

小野上温泉公園 通常利用(9:00～17:00) 0279-59-2611

渋川市観光案内所（観光協会） 通常営業(9:00～17:00) 0279-25-1499

渋川駅前プラザ１F
しぶさん

通常営業(9:00～19:00) 0279-26-2423

渋川駅前プラザ２F
渋川創作こけしギャラリー

通常営業(9:00～19:00)
※引き続き適切な感染防止対策の徹底と換気対策を実施

0279-22-2111
商工振興課

9:00～19:00　通常営業（12席→22席）
引き続き適切な感染防止対策の徹底と換気対策を実施。

0279-22-2111
商工振興課

9:00～19:00　通常営業（4席→6席）
引き続き適切な感染防止対策の徹底と換気対策を実施。

0279-22-2111
商工振興課

あじサイクル 9:00～19:00　通常営業 0279-24-0022

手ぶら観光 通常営業(9:00～19:00・受付14:00まで) 0279-26-2423
しぶさん

証明コ－ナー
通常営業10:30～19:00(定休日：火)
適切な感染防止対策を実施

0279-24-0022

伊香保温泉浴場　石段の湯

伊香保露天風呂（観光協会）

メープルヴィレッヂこもち

小野上地域活性化センター

渋川駅前プラザ３F
学習室（多目的スペース）
渋川駅前プラザ３F
コワーキングスペース

温
泉
施
設

宿
泊
施
設

観
光
関
連
施
設

駅
前
プ
ラ
ザ
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利用の条件等

警戒レベル2
分類 施　設 連絡先

勤
労

施
設

通常開館
適切な感染防止対策を実施(アルコール消毒、連絡先の確認)

0279-22-2111
商工振興課

道の駅こもち

12/1～冬期時間
直売所9:00～18:00
食堂9:00～18:00
4/1～通常営業（ただし、感染防止のため1時間短縮営業）
直売所9:00～18:00(通常9:00～19:00)
食堂9:00～18:00(通常9:00～19:00)
※緊急事態宣言後より席数3割減

0279-60-6600

道の駅おのこ

11/1～冬期時間
直売所9:00～17:00
食堂11:00～14:00
4/1～通常営業（ただし、感染防止のため1時間短縮営業）
直売所9:00～17:00（通常9:00～18:00）
食堂11:00～14:00(通常11:00～15:00)
※緊急事態宣言後より席数3割減

0279-59-2839

通常営業：9:00～17:00
ドアを開放状態にして換気に配慮するなど感染対策を実施

0279-24-5033

11/1～冬期時間
通常営業(土日祝のみの営業)：第1　8:30～16:00
4/1～
通常営業(土日祝のみの営業)：第1　8:00～17:00
ドアを開放状態にして換気に配慮するなど感染対策を実施

(第1)0279-56-3502
(第2)0279-56-4183

11/1～冬期時間（通常営業：9:00～16:30）
4/1～（通常営業：9:00～17：00）
ドアを開放状態にして換気に配慮するなど感染対策を実施

0279-59-2465

消
費
生
活

渋川市消費生活センター
通常対応(対面での相談業務を再開するが、来庁者には感染症
予防策を依頼する)

0279-22-2325
消費生活センター

勤労福祉センター

JA北群渋川直売所（行幸田）

赤城農産物直売所（第1、第2）

小野上特産物直売所

道
の
駅

直
売
所
関
係
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