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市有施設の対応について 

 

令和３年５月１３日 

財 政 局 

１ 主旨等 

  県においては、「香川県コロナ非常事態宣言」に伴う集中対策として、観光やレジャー

等に関係する県有施設を、原則として休館・休園とするほか、一部施設の貸ホール・貸室

事業等は、新規予約の受付を停止しているところです。 

つきましては、本市におきましても、県における対応を踏まえ、次のとおり、市有施設 

の休館等を行うものです。 

 

２ 本市の対応 

（１）休館・休園する主な施設 

こども未来館、美術館、歴史資料館、塩江湯愛の郷センター（道の駅しおのえ・行基

の湯）、香南楽湯（道の駅香南楽湯）、道の駅源平の里むれ、玉藻公園 

（２）利用自粛を要請する主な施設 

中央公園、仏生山公園 

（３）開館時間を短縮する主な施設 

   生涯学習センタ－（※）、中央図書館（※）、香川図書館（※）、国分寺図書館（※）、

牟礼図書館（※）、中央図書館瓦町サテライト（※） 

（４）新規予約の受付けを停止する施設 

   総合体育館、屋島競技場、ヨット競技場、東部運動公園、国分寺橘ノ丘総合運動公園 

● 他の施設については、別添のとおり。 

● 「※」は、5/12 の第２４回高松市新型コロナウイルス対策本部会議において、サー

ビスの一部休止を決定していたが、今回、これに加えて開館時間の短縮を行う施設 

 

≪議題２≫資料① 



全面休館

始期 ～ 終期

南部集会場 5/17 ～ 5/31
県独自の非常事態宣言に合わせるため、５月３１日(月)まで
を休館期間とする。 都市計画課 087-839-2455

今里集会場 5/17 ～ 5/31
県独自の非常事態宣言に合わせるため、５月３１日(月)まで
を休館期間とする。 都市計画課 087-839-2455

高松市男女共同参画センター 5/4 ～ 6/1 相談事業において電話のみ受付 男女共同参画・協同推進課 087-839-2275

高松市庵治やすらぎ会館
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 牟礼総合センター 087-845-2111

高松市深間ふれあいセンター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 牟礼総合センター 087-845-2111

高松市牟礼南会館
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 牟礼総合センター 087-845-2111

上部会館
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

川東下文化センター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

川東上文化センター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

川東西部文化センター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

川内原東部文化センター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

浅野１号文化センター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

浅野２号文化センター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

課　名 電話番号

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等 制限内容
休館期間

集会施設

≪議題２≫資料②－１
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全面休館

始期 ～ 終期
課　名 電話番号

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等 制限内容
休館期間

≪議題２≫資料②－１

浅野４号文化センター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

大野下文化センター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

大野東部文化センター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

大野南部文化センター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

大野北部文化センター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

日生ニュータウン文化センター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

高松市香川町グリーンセンター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 香川総合センター 087-879-3211

高松市西山ふれあいセンター
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 塩江支所 087-897-0131

一ツ内集会施設
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 塩江支所 087-897-0131

関集会所
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 塩江支所 087-897-0131

知恵の輪会館
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 塩江支所 087-897-0131

塩江町東地集会所
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 塩江支所 087-897-0131
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全面休館

始期 ～ 終期
課　名 電話番号

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等 制限内容
休館期間

≪議題２≫資料②－１

高松市国分寺会館
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 地域振興課 087-839-2278

高松市新居会館
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館
国分寺総合セン
ター

087-874-1111

高松市福家会館
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館
国分寺総合セン
ター

087-874-1111

高松市福岡会館
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 市民やすらぎ課 087-839-2273

高松市木太北部会館
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 市民やすらぎ課 087-839-2273

新開東公園管理事務所
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 市民やすらぎ課 087-839-2273

新開西公園管理事務所
方針
決定日

～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 市民やすらぎ課 087-839-2273

田村会館 ～
5/31まで原則利用中止又は延期の要請
【5/14から対応】

長寿福祉課 087-839-2346

高松市茜町会館 ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422

高松市香南町横井集会所 ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422

高松市香南町岡集会所 ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422

高松市香南町吉光研修センター ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422

高松市香南町原集会所 ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422

高松市香南町西庄集会所 ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422
高松市塩江町高齢者活動促進センター ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422
高松市香川町丸山地区構造改善センター ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422
高松市香川町高齢者活動促進センター ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422
高松市浅野地区集落研修センター ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422
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全面休館

始期 ～ 終期
課　名 電話番号

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等 制限内容
休館期間

≪議題２≫資料②－１

鶴尾中部公民館 5/13 ～ 5/31 生涯学習課 087-839-2633
高松市香南町池西農村環境改善センター ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422
高松市香南町由佐農村環境改善センター ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422
高松市香川町多目的研修集会施設 ～ 6/22 修繕工事終了後に開館予定 農林水産課 087-839-2422
高松市松島コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市花園コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市築地コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市新塩屋町コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市四番丁コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市二番丁コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市日新コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市亀阜コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市栗林コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市鶴尾コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市太田コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市太田中央コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市太田南コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市木太コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市木太南コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市木太北部コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市屋島コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市屋島西コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市屋島東コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市古高松コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市古高松南コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市前田コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市川添コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市林コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市三谷コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市仏生山コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市多肥コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市一宮コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市川岡コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市円座コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市檀紙コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
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全面休館

始期 ～ 終期
課　名 電話番号

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等 制限内容
休館期間

≪議題２≫資料②－１

高松市弦打コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市鬼無コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市香西コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市下笠居コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市女木コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市男木コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市川島コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市十河コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市東植田コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市西植田コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市川東コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市東谷コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市塩江コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市庵治コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市浅野コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市牟礼コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市大町コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市大野コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市香南コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市国分寺北部コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277
高松市国分寺南部コミュニティセンター 5/13 ～ 5/31 コミュニティ推進課 087-839-2277

高松市讃岐国分寺跡資料館 5/4 ～ 5/31
県独自の非常事態宣言に合わせるため、5
月31日（月）までを休館期間とする。

文化財課 087-839-2660

高松市歴史資料館 5/4 ～ 5/31
県独自の非常事態宣言に合わせるため、5
月31日（月）までを休館期間とする。

文化財課 087-839-2660

高松市香南歴史民俗郷土館 5/4 ～ 5/31
県独自の非常事態宣言に合わせるため、5
月31日（月）までを休館期間とする。

文化財課 087-839-2660

菊池寛記念館 5/4 ～ 5/31
県独自の非常事態宣言に合わせるため、5
月31日（月）までを休館期間とする。

文化財課 087-839-2660

高松市美術館 5/4 ～ 5/31
県独自の非常事態宣言に合わせるため、5
月31日（月）までを休館期間とする。
講座室・喫茶室のみ、利用可能。

美術館美術課 087-823-1711

文化施設
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全面休館

始期 ～ 終期
課　名 電話番号

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等 制限内容
休館期間

≪議題２≫資料②－１

高松市塩江美術館 5/4 ～ 5/31
県独自の非常事態宣言に合わせるため、5
月31日（月）までを休館期間とする。

美術館美術課 087-823-1711

平和記念館 5/4 ～ 6/1
たかまつミライエ全館閉館中。6/1は通常休
館日。

人権啓発課 087-839-2292

新川河川敷緑地 ～ 県の工事に合わせて、休館中 公園緑地課 087-839-2494

高松市福岡町プール ～ 9/30 改修工事のため休館中 スポーツ振興課 087-839-2626

老人いこいの家（亀阜荘） ～
5/31まで原則利用中止又は延期の要請
【５/14から対応】

長寿福祉課 087-839-2346

老人いこいの家（白梅荘） ～
5/31まで原則利用中止又は延期の要請
【５/14から対応】

長寿福祉課 087-839-2346

老人いこいの家（花畑荘） ～
5/31まで原則利用中止又は延期の要請
【５/14から対応】

長寿福祉課 087-839-2346

老人いこいの家（二番丁荘） ～
5/31まで原則利用中止又は延期の要請
【５/14から対応】

長寿福祉課 087-839-2346

老人いこいの家（楠上荘） ～
5/31まで原則利用中止又は延期の要請
【５/14から対応】

長寿福祉課 087-839-2346

老人いこいの家（西二番丁荘） ～
5/31まで原則利用中止又は延期の要請
【５/14から対応】

長寿福祉課 087-839-2346

老人いこいの家（新北荘） ～
5/31まで原則利用中止又は延期の要請
【５/14から対応】

長寿福祉課 087-839-2346

老人いこいの家（栗林藤塚荘） ～
5/31まで原則利用中止又は延期の要請
【５/14から対応】

長寿福祉課 087-839-2346

牟礼いこいの家 ～
5/31まで原則利用中止又は延期の要請
【５/14から対応】

長寿福祉課 087-839-2346

塩江町インフォメーションセンター 5/15 ～ 5/31 観光交流課 087-839-2416

庵治太鼓の鼻オートキャンプ場 5/15 ～ 5/31 観光交流課 087-839-2416

竜王山キャンプ場 5/15 ～ 5/31 観光交流課 087-839-2416

塩江奥の湯公園 5/15 ～ 5/31 観光交流課 087-839-2416

塩江湯愛の郷センター道の駅（道の駅しおのえ） 5/15 ～ 5/31 観光交流課 087-839-2416

スポーツ施設

医療保健福祉施設

保養観光施設
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全面休館

始期 ～ 終期
課　名 電話番号

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等 制限内容
休館期間

≪議題２≫資料②－１

塩江湯愛の郷センター浴場施設（行基の湯） 5/15 ～ 5/31 観光交流課 087-839-2416

天満ガ原休憩所（六角堂） 5/15 ～ 5/31 観光交流課 087-839-2416

香南楽湯（道の駅香南楽湯） 5/15 ～ 5/31 観光交流課 087-839-2416

純愛の聖地庵治・観光交流館 5/15 ～ 5/31 観光交流課 087-839-2416

道の駅源平の里むれ 5/15 ～ 5/31 観光交流課 087-839-2416

男木灯台資料館 5/15 ～ 5/31 観光交流課 087-839-2416

高松市香南産地形成促進施設　香南アグリー
ム

～ 5/31

方針決定次第、速やかに休館。ただし、下
記の施設については個別の対応をする。
(１)市民農園は利用可能（利用自粛）
(２)事務所は継続（施設管理のため）
(３)喫茶コーナー（さぬき母めしカフェ）は、
自主休業

農林水産課 087-839-2422

高松市香南産地形成促進施設　香南朝市 ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422

国分寺町盆栽集出荷場 ～ 5/31
方針決定次第、速やかに休館
※営業日は5/17のみ

農林水産課 087-839-2422

安原特産品加工施設 ～ 5/31 方針決定次第、速やかに休館 農林水産課 087-839-2422

ふれあい創作館 5/13 ～ 5/31 生涯学習課 087-839-2633

こども未来館 5/4 ～ 6/1

県独自の非常事態宣言に合わせるため、５
月３１日までを休館期間とする（但し、６月１
日は休館日のため、６月２日から開館す
る。）

こども未来館 087-839-2571

玉藻公園 5/4 ～ 5/31
県独自の緊急事態宣言に合わせるため、5
月31日（月）までを休園期間とする。

文化財課 087-839-2660

国分寺町枝葉リサイクルセンタ－ ～ 5/31
方針決定次第、速やかに休館
※営業日は5/17のみ

農林水産課 087-839-2422

学校・教育施設

児童・福祉施設

公園施設

その他施設

産業振興施設
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一部休館

始期 ～ 終期

高松市男木交流館
方針
決定
日

～ 5/31
館内にフェリー券売所があるため、方針決
定次第、券売時間（フェリー出航の30分前
から出航まで）のみ開館

地域振興課 087-839-2278

高松市民防災センター 5/15 ～ 5/31

５月中の新規貸ホール等の受付を中止。（既に
予約済みの施設は新型コロナウイルス感染症
防止対策を十分に講じたうえで利用を可とす
る。）
見学施設は、県独自の非常事態宣言に合わせ
るため、５月３１日（月）までを休館期間とする。

消防局総務課 087-861-2502

高松市上天神文化センター ～ 学習会を除く行事及び貸館は～5/31中止 人権啓発課 087-839-2292

高松市田村文化センター ～ 学習会を除く行事及び貸館は～5/31中止 人権啓発課 087-839-2292

高松市中川文化センター ～ 学習会を除く行事及び貸館は～5/31中止 人権啓発課 087-839-2292

高松市中原文化センター ～ 学習会を除く行事及び貸館は～5/31中止 人権啓発課 087-839-2292

高松市国分寺文化センター ～ 学習会を除く行事及び貸館は～5/31中止 人権啓発課 087-839-2292

高松市吉光文化センター ～ 学習会を除く行事及び貸館は～5/31中止 人権啓発課 087-839-2292

讃岐国分寺跡史跡公園 ～ 5/15～5/31は僧房覆屋を休館 文化財課 087-839-2660

高松市石の民俗資料館及び高松市石匠の里公園 5/4 ～ 5/31

資料館については、県独自の非常事態宣
言に合わせるため、5月31日（月）までを休
館期間とし、石匠の里公園については、開
園中。

文化財課 087-839-2660

文化施設

休館期間
課　名 電話番号

集会施設

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等 制限内容

≪議題２≫資料②－２

1



一部休館

始期 ～ 終期

休館期間
課　名 電話番号

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等 制限内容

≪議題２≫資料②－２

高松市中央図書館 ～ 中央図書館 087-861-4501

高松市香川図書館 ～ 中央図書館 087-861-4501

高松市国分寺図書館 ～ 中央図書館 087-861-4501

高松市牟礼図書館 ～ 中央図書館 087-861-4501

中央図書館瓦町サテライト ～ 中央図書館 087-861-4501

夢みらい図書館 5/4 ～ 5/31
こども未来館の開館状況に合わせている。
6月1日（火）は通常の休館日のため、6月2
日(水)に開館する予定。

中央図書館 087-861-4501

高松市総合体育館 ～

5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とするとする新規の予約受付を停止し、ト
レーニング室は5月17日（月）から5月31日
（月）まで休館とする。

スポーツ振興課 087-839-2626

①5月15日(土)から5月31日(月)までの間、
図書館サービスの一部休止。
【休止するサービス】
閲覧席の利用、視聴覚ブース等の利用、新
聞・雑誌の閲覧、おはなし会
【利用できるサービス】
図書の貸出・返却
②5月15日(土)から5月31日(月)まで、県の
類似施設に合わせ全館17時(通常19時)ま
での時間短縮
③5月15日(土)から5月31日(月)まで、5月中
の新規貸館の受付を中止。(中央図書館、
牟礼図書館)

スポーツ施設

2



一部休館

始期 ～ 終期

休館期間
課　名 電話番号

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等 制限内容

≪議題２≫資料②－２

高松市香川総合体育館 ～

5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とするとする新規の予約受付を停止し、ト
レーニング室は5月17日（月）から5月31日
（月）まで休館とする。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市牟礼総合体育館 ～

5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とするとする新規の予約受付を停止し、ト
レーニング室は5月17日（月）から5月31日
（月）まで休館とする。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市屋島競技場 ～

5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とするとする新規の予約受付を停止し、ト
レーニング室は5月17日（月）から5月31日
（月）まで休館とする。

スポーツ振興課 087-839-2626

医療保健福祉施設

ふれあい福祉センター勝賀 ～

5/31まで機能回復訓練室を利用休止
5/31までを利用日とするテニスコート及び
ゲートボール場の新規予約受付停止
【5/14から対応】
教養娯楽室、健康相談室・生活相談室は、
引き続き当面の間、利用休止。

長寿福祉課 087-839-2346

瓦町健康ステーション ～

5/31までフィットネスは利用休止
会議室は、5/31までを利用日とする新規予
約受付停止
【5/14から対応】

長寿福祉課 087-839-2346

庵治ほっとぴあん ～
5/31まで健康増進器機室は利用休止
【5/14から対応】
娯楽室は、引き続き当面の間、利用休止

保健医療政策課 087-839-3805

3



一部休館

始期 ～ 終期

休館期間
課　名 電話番号

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等 制限内容

≪議題２≫資料②－２

鬼ヶ島おにの館 ～ 鬼の間・食堂は休館。 観光交流課 087-839-2416

高松競輪場 ～

選手宿舎（会議室、トレーニング室等）の一
般利用は不可。
競輪場走路等は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策を徹底して上で、利用可。
チータカ広場及び西入場門から中央スタン
ド並びに前売投票所は、利用可。
ただし、前売投票所については、本場開催
及びGⅡ以上の場外開催時の早朝発売（7：
30～10：00）のみ利用可。
なお、東入場門からの入場は不可。

競輪場事業課 087-851-5036

高松市新居児童館 ～ 学習会を除く行事及び貸館は～5/31中止 人権啓発課 087-839-2292
高松市吉光児童館 ～ 学習会を除く行事及び貸館は～5/31中止 人権啓発課 087-839-2292

峰山公園 ～
方針決定次第、野営施設のみ速やかに休
館予定

公園緑地課 087-839-2494

橘ノ丘総合運動公園 ～
方針決定次第、キャンプ場のみ速やかに休
館予定

公園緑地課 087-839-2494

御山公園 ～
方針決定次第、キャンプ場のみ速やかに休
館予定

公園緑地課 087-839-2494

保養観光施設

産業振興施設

児童・福祉施設

公園施設
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開館

始期 ～ 終期
文化施設

高松国分寺ホール ～
県の類似施設の対応に合わせるため、５月
３１日（月）までを利用日とする新規の予約
受付を停止する。

文化芸術振興課 087-839-2636

高松市埋蔵文化財センター 5/15 ～ 5/31
左記期間中、当施設のうち展示室を休室
また、体験講座の新規受付を中止

文化財課 087-839-2660

高松市文化芸術ホール ～
県の類似施設の対応に合わせるため、5月
31日（月）までを利用日とする新規の予約受
付を停止する。

文化芸術振興課 087-839-2636

IKODE瓦町アートステーション ～
県の類似施設の対応に合わせるため、5月
31日（月）までを利用日とする新規の予約受
付を停止する。

文化芸術振興課 087-839-2636

スポーツ施設

高松市立仏生山運動場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市立亀岡庭球場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市立朝日町庭球場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市南部運動場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市庵治ゲートボール場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市庵治深間庭球場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市香川屋外球技場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市香川庭球場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市御山公園庭球場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等
休館期間

課　名 電話番号制限内容

≪議題２≫資料②－３

1



開館

始期 ～ 終期

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等
休館期間

課　名 電話番号制限内容

≪議題２≫資料②－３

高松市塩江町庭球場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市内場池運動センター ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市香南ふれあい館（香南庭球場） ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市立りんくうスポーツ公園 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市ホタルと文化の里運動場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市庵治運動場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市庵治ペタンク場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市香川町大野河川敷運動場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市香南町吉光河川敷運動場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市香南庭球場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

2



開館

始期 ～ 終期

令和3年5月13日現在

対　象　施　設　等
休館期間

課　名 電話番号制限内容

≪議題２≫資料②－３

高松市国分寺勤労青少年ホーム ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市香南体育館 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市健康増進温浴施設
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市立仏生山公園温水プール ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市立仏生山公園体育館 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市ヨット競技場 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市亀水運動センター ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市西部運動センター ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市牟礼中央公園運動センター ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

高松市かわなべスポーツセンター ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626
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高松市立東部運動公園 ～
5月15日（土）から5月31日（月）までを利用
日とする新規の予約受付を停止する。

スポーツ振興課 087-839-2626

医療保健福祉施設

香南ふれあい館（長寿福祉） ～
5/31までを利用日とする貸館及びゲート
ボール場の新規予約受付停止【5/14から対

長寿福祉課 087-839-2346

香南地域ふれあいセンター ～
5/31までを利用日とする貸館の新規予約受
付停止【5/14から対応】

長寿福祉課 087-839-2346

庵治地域保健活動センター ～
5/31までを利用日とする貸館の新規予約受
付停止【5/14から対応】

保健医療政策課 087-839-3805

香川地域保健活動センター ～
5/31までを利用日とする貸館の新規予約受
付停止【5/14から対応】

保健医療政策課 087-839-3805

国分寺地域保健活動センター ～
5/31までを利用日とする貸館の新規予約受
付停止【5/14から対応】

保健医療政策課 087-839-3805

香南地域保健活動センター ～
5/31までを利用日とする貸館の新規予約受
付停止【5/14から対応】

保健医療政策課 087-839-3805

塩江地域保健活動センター ～
5/31までを利用日とする貸館の新規予約受
付停止【5/14から対応】

保健医療政策課 087-839-3805

高松市身体障がい者福祉センターコスモス園
講座については一部中止（料理・カラオケなど）。
感染対策を十分に行いつつ開館。

障がい福祉課 087-839-2333

学校・教育施設

生涯学習センタ－ ～

５月15日から31日まで開館時間短縮。（終
了時間22:00⇒17:00）
５月13日から31日まで新規貸館の受付を中
止。
事前予約不要で収容定員が100人程度の
主催事業「まなびCAN映画」の中止。
３室のみ一部制限あり。（多目的ホールは
定員を減らして利用。音楽室は大声を出さ
ないことを条件に定員を減らして利用。託児
室は原則利用不可。）

生涯学習課 087-839-2633

旧安原小学校（体育施設） ～ 方針決定次第～5/31は新規受付はしない 地域振興課 087-839-2278

旧塩江小学校（体育施設） ～ 方針決定次第～5/31は新規受付はしない 地域振興課 087-839-2278
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旧上西小学校（体育施設） ～ 方針決定次第～5/31は新規受付はしない 地域振興課 087-839-2278

日新小学校跡施設（体育施設） ～ 方針決定次第～5/31は新規受付はしない 地域振興課 087-839-2278

築地小学校跡施設（体育施設） ～ 方針決定次第～5/31は新規受付はしない 地域振興課 087-839-2278

四番丁スクエア体育施設 5/15～5/31は新規受付はしない 文化財課 087-839-2660

児童・福祉施設

高松市川東児童館 ～
引き続き、5/31までを開催日とするイベント
を中止

子育て支援課 087-839-2354

高松市浅野児童館 ～
引き続き、5/31までを開催日とするイベント
を中止

子育て支援課 087-839-2354

高松市国分児童館 ～
引き続き、5/31までを開催日とするイベント
を中止

子育て支援課 087-839-2354

高松市新居東児童館 ～
引き続き、5/31までを開催日とするイベント
を中止

子育て支援課 087-839-2354

高松市新名・柏原児童館 ～
引き続き、5/31までを開催日とするイベント
を中止

子育て支援課 087-839-2354

高松市福家児童館 ～
引き続き、5/31までを開催日とするイベント
を中止

子育て支援課 087-839-2354

高松市ししまる館 ～
引き続き、5/31までを開催日とするイベント
を中止

子育て支援課 087-839-2354

高松市地域子育て支援拠点「さわやかキッズ
センター」（旧香川地域保健活動センター内）

～
引き続き、利用者の人数及び対面相談を制
限

子育て支援課 087-839-2354

高松市地域子育て支援拠点「にこにこキッズセ
ンター」（はらこども園内）

～
引き続き、利用者の人数及び対面相談を制
限

子育て支援課 087-839-2354

公園施設

仏生山公園 ～ 方針決定次第、利用自粛を要請 公園緑地課 087-839-2494

今里中央公園 ～ 方針決定次第、利用自粛を要請 公園緑地課 087-839-2494
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長池中央公園 ～ 方針決定次第、利用自粛を要請 公園緑地課 087-839-2494

太田中央公園 ～ 方針決定次第、利用自粛を要請 公園緑地課 087-839-2494

伏石中央公園 ～ 方針決定次第、利用自粛を要請 公園緑地課 087-839-2494

松縄流石中央公園 ～ 方針決定次第、利用自粛を要請 公園緑地課 087-839-2494

平塚中央公園 ～ 方針決定次第、利用自粛を要請 公園緑地課 087-839-2494

木太中央公園 ～ 方針決定次第、利用自粛を要請 公園緑地課 087-839-2494

菱の池公園 ～ 方針決定次第、利用自粛を要請 公園緑地課 087-839-2494

彦作池公園 ～ 方針決定次第、利用自粛を要請 公園緑地課 087-839-2494

如意輪寺公園 ～ 方針決定次第、利用自粛を要請 公園緑地課 087-839-2494

郷東海浜公園グラウンド ～
5月31日（月）までを利用日とするイベント・
大会等の新規の予約受付を停止する。

農林水産課 087-839-2422

その他施設

高松市立高松駅南交通広場（高速バスターミナル待合所） ～
高速バスターミナル待合所の座席数を減ら
し、間隔を空けて利用。

都市計画課 087-839-2455

南部クリーンセンター（エコホタルなど施設見学の受入）
ただし、5月31日まで新規の施設見学受入
を停止する。

南部クリーンセンター 087-890-2190

西部クリーンセンター（施設見学の受入）
ただし、5月31日まで新規の施設見学受入
を停止する。

西部クリーンセンター 087-885-2727

6


	02
	04
	05
	06
	07

