
令和２年５月５日 

15 時 00 分 庁議室 

 

 

 

第 12回高岡市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

 

 

１ 市主催イベントの原則中止又は延期及び市所管施設の休館等の 

期間延長について                    

 

 

 

２ その他 



高岡市新型コロナウイルス感染症対策本部 

TEL:0766-20-1229 FAX:0766-20-1549 

新型コロナウイルスの感染拡大にかかる本市の対応について 

 

 

 政府による『緊急事態宣言』の期間延長及び富山県の緊急事態措置の変更を受け、

第 12回高岡市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、以下のことを決定

しました。 

 

 

１ 市主催のイベント及び市所管施設の運営について（期間延長） 

 本市では、５月６日まで原則中止又は延期としていた市主催のイベント並びに休

館及び一部利用停止としていた市所管施設について、引き続き５月７日（木）から５

月 31日（日）までの間、期間を延長します。 

 なお、中央図書館、伏木図書館、戸出図書館、中田図書館、福岡図書館については、

５月 18日（月）から予約貸し出しのみ再開します。（中央図書館のみ５月 18日（月）

は休館日） 

※ 今後の期間の見直し等については、国や富山県の動向などを参考とし、適宜判断

してまいります。 

 

 

２ 休館・一部利用停止施設 

別紙のとおり 

 

 

３ 市民の皆様へ 

新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の期間が５月 31 日まで延長されまし

た。市民の皆様には、引き続き、県内外への不要不急の外出・往来を控えていただく

とともに、“３つの密”を避けることや手洗い・咳エチケットの励行などの新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止に向けた取組みにご協力くださいますようお願いいたし

ます。 

  

 



施設連絡先

長慶寺室内プール 0766-25-6044 スポーツ課 0766-20-1458

スポーツレクリエーションホーム 0766-25-6044 スポーツ課 0766-20-1458

東洋通信スポーツセンター【市民体育館】 0766-20-1576 スポーツ課 0766-20-1458

竹平記念体育館 0766-26-6001 スポーツ課 0766-20-1458

万葉スポーツセンター 0766-44-7236 スポーツ課 0766-20-1458

前田庭球場 0766-21-9925 スポーツ課 0766-20-1458

弓道場 0766-24-9899 スポーツ課 0766-20-1458

城光寺運動公園＜野球場、陸上競技場＞
野 0766-44-5189
陸 0766-44-6785

スポーツ課 0766-20-1458

高岡スポーツコア
＜サッカー・ラグビー場、イベント広場、テニスコート＞

0766-20-1155 スポーツ課 0766-20-1458

スポーツ健康センター 0766-63-4470 スポーツ課 0766-20-1458

高岡西部総合公園＜野球場、多目的広場＞ 0766-31-0070 スポーツ課 0766-20-1458

グラウンド・ゴルフ場 0766-26-1620 スポーツ課 0766-20-1458

国東橋テニスコート・野球場 0766-20-1458 スポーツ課 0766-20-1458

庄川緑地パークゴルフ場 090-4327-3720 スポーツ課 0766-20-1458

庄川テニスコート 0766-20-1576 スポーツ課 0766-20-1458

庄川緑地運動広場 - 花と緑の課 0766-20-1187

庄川緑地ゲートボール場 - 花と緑の課 0766-20-1187

庄川緑地サッカー広場 - 花と緑の課 0766-20-1187

庄川緑地芝生広場 - 花と緑の課 0766-20-1187

福岡Ｂ＆Ｇ海洋センター・福岡テニスコート 0766-64-3396 福岡教育行政センター 0766-64-1436

山王トレーニングセンター － 福岡教育行政センター 0766-64-1436

西五位トレーニングセンター － 福岡教育行政センター 0766-64-1436

赤丸トレーニングセンター － 福岡教育行政センター 0766-64-1436

大滝トレーニングセンター － 福岡教育行政センター 0766-64-1436

福岡グラウンド － 福岡教育行政センター 0766-64-1436

おとぎの森館 0766-28-6500 花と緑の課 0766-20-1417

こどもの家 0766-28-6500 花と緑の課 0766-20-1417

森のふれあい館 0766-28-6500 花と緑の課 0766-20-1417

なかよしハウス 0766-28-6500 花と緑の課 0766-20-1417

高岡古城公園動物園 0766-20-1565 花と緑の課 0766-20-1417

高岡古城公園三の丸茶屋（休憩室） 0766-20-1563 花と緑の課 0766-20-1417

スポーツ施設【25施設】

公園内施設【６施設】

休館施設一覧

備考
問合先

所管課連絡先

令和２年５月５日現在

施設名

休館期間：５月３１日（日）まで

※災害発生時には、市指定緊急避難場所に指定されている施設を必要に応じて開館することがあります。



施設連絡先
備考

問合先

所管課連絡先
施設名

高岡御車山会館 0766-30-2497 観光交流課 0766-20-1301

新高岡駅観光交流センター 0766-30-2626 観光交流課 0766-20-1301

高岡駅観光案内所 0766-23-6645 観光交流課 0766-20-1301

雨晴駅観光案内所 0766-44-0659 観光交流課 0766-20-1301

福岡屋内多目的広場 - 高齢介護課 0766-20-1334

とやま・ふくおか家族旅行村 0766-65-1177 産業建設課 0766-64-1426

二上まなび交流館 0766-21-0001 生涯学習・文化財課 0766-20-1454

西明寺パークゴルフ場 0766-64-2223 福岡教育行政センター 0766-64-1436

道の駅雨晴 ※5/10（日）まで休館（以降、時短営業を予定） 0766-53-5661 道路整備課 0766-30-7280

伏木児童館 電話相談業務は実施しています。 0766-44-0595 子ども・子育て課 0766-20-1393

野村児童センター 電話相談業務は実施しています。 0766-23-3893 子ども・子育て課 0766-20-1393

戸出児童センター 電話相談業務は実施しています。 0766-63-2370 子ども・子育て課 0766-20-1393

西部児童センター 電話相談業務は実施しています。 0766-26-1347 子ども・子育て課 0766-20-1393

福岡児童館 電話相談業務は実施しています。 0766-64-2919 子ども・子育て課 0766-20-1393

高岡子育て支援センター 電話相談業務は実施しています。 0766-28-4114 子ども・子育て課 0766-20-1379

福岡子育て支援センター 電話相談業務は実施しています。 0766-64-2090 子ども・子育て課 0766-20-1379

万葉なかよし保育園子育て支援センター 電話相談業務は実施しています。 0766-22-1881 子ども・子育て課 0766-20-1379

東部老人福祉センター 0766-26-3381 高齢介護課 0766-20-1334

伏木老人福祉センター 0766-44-6323 高齢介護課 0766-20-1334

牧野老人福祉センター 0766-83-7650 高齢介護課 0766-20-1334

西部老人福祉センター 0766-31-5558 高齢介護課 0766-20-1334

まちづくり福岡工房 0766-64-0020 産業建設課 0766-64-1426

勤労者余暇活用センター【サンライフ高岡】 0766-44-7073 商業雇用課 0766-20-1297

中心商店街活性化センター【わろんが】 0766-21-6300 商業雇用課 0766-20-1289

里山交流センター 0766-31-6617 農業水産課 0766-20-1308

農業センター 0766-63-1818 農業水産課 0766-20-1308

福岡鯉の里公園資料館 - 産業建設課 0766-64-1426

福岡歴史民俗資料館 0766-64-5602 福岡教育行政センター 0766-64-1436

福岡歴史民俗資料館 雅楽資料展示分室 0766-64-0390 福岡教育行政センター 0766-64-1436

福岡町島田邸 － 福岡教育行政センター 0766-64-1436

高岡市藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー 0766-20-1170 文化創造課 0766-20-1255

高岡市万葉歴史館 0766-44-5511 文化創造課 0766-20-1452

高岡市美術館 0766-20-1177 文化創造課 0766-20-1452

高岡市立博物館 0766-20-1572 文化創造課 0766-20-1452

ミュゼふくおかカメラ館 0766-64-0550 文化創造課 0766-20-1452

レクリエーション施設・観光施設【９施設】

幼児・児童施設【８施設】

高齢者福祉施設【４施設】

産業系施設【５施設】

博物館等【９施設】



施設連絡先
備考

問合先

所管課連絡先
施設名

伏木気象資料館 0766-44-6905 生涯学習・文化財課 0766-20-1453

鋳物資料館 0766-28-6088 生涯学習・文化財課 0766-20-1453

武田家住宅 0766-44-0724 生涯学習・文化財課 0766-20-1453

土蔵造りのまち資料館 0766-25-5223 生涯学習・文化財課 0766-20-1453

埋蔵文化財センター 0766-31-1264 生涯学習・文化財課 0766-20-1463

文化芸能館 0766-20-1555 生涯学習・文化財課 0766-20-1454

男女平等推進センター 電話相談業務は実施しています。（月）～（金） 9:30～16:30 0766-20-1810 男女平等・共同参画課 0766-20-1812

ふくおか総合文化センター【Uホール】 0766-64-1030 福岡教育行政センター 0766-64-1436

福岡にぎわい交流館 0766-64-1227 福岡まちづくり推進室 0766-64-1410

中央図書館
9:00～17:00は電話による予約・ﾘｸｴｽﾄ、ﾚﾌｧﾚﾝｽは受付しています。
※5/18（月）から予約貸し出しを再開します。（ただし、5/18（月）は休館日で
す。）

0766-20-1818 生涯学習・文化財課 0766-20-1456

伏木図書館
9:00～17:00は電話による予約・ﾘｸｴｽﾄ、ﾚﾌｧﾚﾝｽは受付しています。
※5/18（月）から予約貸し出しを再開します。

0766-44-0073 生涯学習・文化財課 0766-20-1456

戸出図書館
9:00～17:00は電話による予約・ﾘｸｴｽﾄ、ﾚﾌｧﾚﾝｽは受付しています。
※5/18（月）から予約貸し出しを再開します。

0766-63-1254 生涯学習・文化財課 0766-20-1456

中田図書館
9:00～17:00は電話による予約・ﾘｸｴｽﾄ、ﾚﾌｧﾚﾝｽは受付しています。
※5/18（月）から予約貸し出しを再開します。

0766-36-0054 生涯学習・文化財課 0766-20-1456

福岡図書館
9:00～17:00は電話による予約・ﾘｸｴｽﾄ、ﾚﾌｧﾚﾝｽは受付しています。
※5/18（月）から予約貸し出しを再開します。

0766-64-1034 生涯学習・文化財課 0766-20-1456

福岡ふれあい交流センター 0766-64-6096 生涯学習・文化財課 0766-20-1456

こぶし荘 0766-31-2888 社会福祉課 0766-20-1370

生涯学習センター 0766-20-1800 生涯学習・文化財課 0766-20-1312

清水町配水塔資料館（旧配水塔） - 上下水道局総務課 0766-20-1623

伏木北前船資料館 0766-44-3999 - -

その他施設【４施設】

文化施設【９施設】

図書館【５施設】

集会施設【１施設】



※災害発生時には、市指定緊急避難場所に指定されている施設を必要に応じて開館することがあります。

施設連絡先

伏木コミュニティセンター
※利用制限
サークル活動・教室利用の停止、イベント利用の停止
(支所、みなと振興課の業務は継続しています。)

0766-44-0483
伏木支所

共創まちづくり課
0766-44-0481
0766-20-1326

戸出コミュニティセンター
※利用制限
サークル活動・教室利用の停止、イベント利用の停止
(支所の業務は継続しています。)

0766-63-1253
戸出支所

共創まちづくり課
0766-63-1250
0766-20-1326

中田コミュニティセンター
※利用制限
サークル活動・教室利用の停止、イベント利用の停止
(支所の業務は継続しています。)

0766-36-1135
中田支所

共創まちづくり課
0766-36-1133
0766-20-1326

ふれあい福祉センター 浴室（更衣室含む）、会議室、体育館の利用停止 0766-21-7888 社会福祉課 0766-20-1370

小学校及び中学校 体育館・グラウンドの地域開放

万葉社会福祉センター 浴室（更衣室含む）・会議室の利用停止、ふれあいホールの一般利用停止 0766-26-0044 社会福祉課 0766-20-1370

公民館
※利用制限
サークル活動・教室利用の停止、イベント利用の停止

各公民館へ
お問い合わせください。

生涯学習・文化財課 0766-20-1456

醍醐会館
※利用制限
サークル活動・教室利用の停止、イベント利用の停止

0766-63-5375 農地林務課 0766-20-1317

五位山交流館
※利用制限
サークル活動・教室利用の停止、イベント利用の停止

0766-65-1122 福岡教育行政センター 0766-64-1436

雨晴マリーナ 研修室の利用停止 0766-44-6130 土木維持課 0766-30-7288

デザイン・工芸センター
※利用制限
１階２階工房、ライブラリー・サロン、会議室、設備機器の利用停止
(デザイン・工芸センターの業務は継続しています。)

0766-62-0520 デザイン・工芸センター 0766-62-0520

福岡さくら会館　　 会議室の利用停止 0766-64-4512 産業建設課 0766-64-1426

木楽館
利用制限
※サークル活動・教室利用・イベント利用の停止

- 産業建設課 0766-64-1426

福岡観光物産館 ２Ｆ会議室、多目的ホールの利用停止 0766-64-0009 産業建設課 0766-64-1426

伏木漁村センター
※利用制限
サークル活動・教室利用の停止、イベント利用の停止

- 農業水産課 0766-20-1310

各学校へお問い合わせください。

一部利用停止施設一覧

施設名 備考

令和２年５月５日現在

所管課連絡先

問合先

一部利用停止期間：５月３１日（日）まで


