
施設名

まん延防止等重点措置
適用期間の対応

＜８月20日（金）～９月12日（日）＞
問合先 電話番号

加治木福祉センター 休　　館 長寿・障害福祉課 66-3251

蒲生高齢者福祉センター 休　　館 長寿・障害福祉課 66-3251

加治木ふれあいセンター 休　　館 長寿・障害福祉課 66-3251

姶良高齢者福祉センター 休　　館 長寿・障害福祉課 66-3251

竹細工作業所 休　　館 長寿・障害福祉課 66-3251

北山診療所 通常どおり 保険年金課 66-3279

あいら親子つどいの広場（あいあい）
休　　館
※相談は、電話対応可能

子どもみらい課 73-5333

かじき親子つどいの広場（かじきっず）
休　　館
※相談は、電話対応可能

子どもみらい課 73-6912

子育て支援センター
（姶良市内保育所４ケ所）
※子育て便利帳P14

休　　館
※相談は、電話対応可能

子どもみらい課 66-3248

北山野外研修センター 休　　館 北山野外研修センター 68-0281

スターランドAIRA 休　　館 スターランドAIRA 68-0688

加音ホール 休　　館 姶良市文化振興公社 62-6200

中央図書館

一部利用制限あり
【利用できるサービス】　図書の貸出しと返却
【利用できないサービス】本・新聞・雑誌等の閲覧
　　　　　　　　　　　　　　　　研修室の利用

中央図書館 64-5600

加治木図書館

一部利用制限あり
【利用できるサービス】　図書の貸出しと返却
【利用できないサービス】本・新聞・雑誌等の閲覧
　　　　　　　　　　　　　　　　研修室の利用

加治木図書館 62-2605

歴史民俗資料館 休　　館 歴史民俗資料館 65-1553

加治木郷土館 休　　館 文化財係 62-2111

椋鳩十文学記念館 休　　館 椋鳩十文学記念館 62-4800

蒲生ふるさと交流館 休　　館 蒲生ふるさと交流館 52-0115

姶良公民館 休　　館 姶良公民館 66-2044

帖佐地区公民館 休　　館 帖佐地区公民館 65-3155

松原地区公民館 休　　館 松原地区公民館 65-7478

脇元地区公民館 休　　館 脇元地区公民館 65-1648

重富地区公民館 休　　館 重富地区公民館 65-2270

新型コロナウイルス感染症対策に伴う市有施設等の利用制限
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＜８月20日（金）～９月12日（日）＞
問合先 電話番号

新型コロナウイルス感染症対策に伴う市有施設等の利用制限

山田地区公民館 休　　館 山田地区公民館 65-2501

蒲生公民館 休　　館 蒲生公民館 52-1771

伝承館 休　　館 姶良農林水産係 66-3111

小・中学校
　屋内運動場・屋外運動場
　武道館・柔剣道場

学校開放は実施しない 各小・中学校

市観光案内所 休　　館 姶良市観光協会 67-6052

蒲生観光交流センター 休　　館 観光係 66-3145

蒲生観光交流センター
別館「カフェ・らびゅう」

　感染拡大防止対策を徹底しながら通常営業
　　(営業時間　11時～１７時）

観光係 66-3145

蒲生物産館「くすくす館」
感染拡大防止対策を徹底しながら通常営業
（営業時間　９時～18時）

蒲生の恵み協同組合 54-3099

重富海岸自然ふれあい館
なぎさミュージアム

休　　館
8月20日（金）～9月12日（日）

重富海岸自然ふれあい
館なぎさミュージアム

73-3146

陶夢ランド 休　　館 陶夢ランド 62-1000

さえずりの森
・全有料施設（キャンプ・宿泊・バーべキュー等）の利用は停止
・他野外は、感染症対策を徹底した上で、一部制限を含み利用可能

林務水産係 52-1211

龍門滝温泉 休　　館 施設管理係 62-2801

くすの湯
休館
8月20日から9月13日まで
※9月13日（月）は定休日

くすの湯 52-9976

三叉コミュニティセンター 休　　館 農政係 52-1211

さんさ乃湯 休　　館 農政係 52-1211

住吉池公園キャンプ村 キャンプ利用不可 観光係 66-3145

姶良市総合運動公園
休園
※9月13日（月）は定休日

姶良スポーツクラブ 66-4815

西元グラウンド 休　　場 スポーツ振興係 62-2111

姶良体育センター
休　　館
※9月13日（月）は定休日

姶良スポーツクラブ 65-2270

加治木体育館 休　　館 スポーツ振興係 62-2111

加治木運動場 休　　場 姶良市文化振興公社 62-6200

蒲生体育館（おおくすアリーナ） 休　　館 姶良スポーツクラブ 54-3356

大楠運動公園球技場 休　　場 姶良スポーツクラブ 54-3356
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新型コロナウイルス感染症対策に伴う市有施設等の利用制限

大楠運動公園多目的屋内運動場 休　　場 姶良スポーツクラブ 54-3356

姶良弓道場 休　　場
姶良弓道部
（前田部長）

090-2553-4357

加治木弓道場 休　　場 スポーツ振興係 62-2111

蒲生弓道場 休　　場
蒲生弓道部
（満留部長）

090-8226-2542

船津公園

・グラウンド・テニスコートは既予約を含めて利用不可（～９月１２日）
・９月１３日からの利用予約受付は可能（但し、感染拡大状況により利
用できなくなる場合有り）
・園路、広場及び遊具広場は感染対策を徹底した上で利用可能

公園緑地係 66-3407

帖佐グラウンド 同　　上 公園緑地係 66-3407

高岡公園 同　　上 公園緑地係 66-3407

上記以外の都市公園 同　　上 公園緑地係 66-3407

加治木総合支所グラウンド 利用不可 財産管理係 66-3034

蒲生ふれあい交流センター 休　　館 農政係 52-1211

加治木生活改善センター 休　　館 加治木農林水産係 62-2111

姶良生活改善センター 休　　館 姶良農林水産係 62-2111

蒲生農作業準備休憩室 休　　館 農政係 52-1211

小山田ふれあい交流施設 休　　館 加治木農林水産係 62-2111

辺川多目的集会施設 休　　館 加治木農林水産係 62-2111

なぎさ公園
・バーべキュー施設の利用は停止
・他野外は、感染症対策を徹底した上で、一部制限を含み利用可能

姶良農林水産係 66-3111

働く女性の家 休　　館 企業商工係 66-3145

あいら斎場　悠久の杜

利用制限期間
８月２０日（金）～９月１２日（日）
感染症対策を徹底した上で利用可能。
ただし、入場者10人を上限とする。

施設管理係 62-2801

あいらクリーンセンター 通常営業。　ただし研修は中止。 施設管理係 62-2801

あいら清掃センター 通常営業。　ただし研修は中止 施設管理係 62-2801

そ
の
他

レ
ジ
ャ
ー

・
観
光
・
ス
ポ
ー

ツ
施
設


