
別　紙　

利用可
一部

利用可
利用不可 所管局 担当課 電話番号(直通)

※市外局番は022

せんだい3.11メモリアル交流館 〇 5月19日
（5月19日再開後の対応）
・１F交流スペース・２Fスタジオのイベント等での利用は当面の間休止します。
・職員による施設案内は当面の間休止します。

まちづくり
政策局

防災環境都市
・震災復興室

214-1117

震災遺構仙台市立荒浜小学校 ・ 仙台市荒浜地
区住宅基礎 〇 5月19日

（5月19日再開後の対応）
・4階交流活動室の机・椅子の利用は当面の間休止します。
・職員による施設案内は当面の間休止します。

まちづくり
政策局

防災環境都市
・震災復興室

214-1117

区文化センター 〇
6月1日

【ホール・展示ホール】
・引き続き8月31日までの間を利用休止とし、8月31日利用分までの新規予約は受付いたしません。
【上記以外の施設】
・6月1日に利用を再開し、6・7月利用分の予約受付を5月21日12時より先着順にて開始します。
・8月分の利用予約にかかる抽選申込については，5月16日より通常通り再開します。
【再開後の施設利用について】
・多数の方が予約なしで利用できる施設内の一部スペース等は，当面利用休止とします。
・再開する練習室等については，定員の半数程度での利用を要請します。

市民局 地域政策課 214-6130

市民会館 〇 6月1日

【大小ホール・展示室・調理実習室】
・引き続き8月31日までの間を利用休止とし、8月31日利用分までの新規予約は受付いたしません。
【上記以外の施設】
・6月1日に利用を再開し、6月以降利用分の予約受付を5月21日12時より先着順にて開始します。
【再開後の施設利用について】
・多数の方が予約なしで利用できる施設内の一部スペース等は，当面利用休止とします。
・再開する会議室や和室等については，定員の半数程度での利用を要請します。

市民局 地域政策課 214-6130

戦災復興記念館 〇
6月1日

【資料展示室】
・5月19日に資料展示を再開します。
・資料図書コーナーやDVDコーナーを休止するなど，一部使用を制限します。
【記念ホール・展示ホール】
引き続き8月31日までの間を利用休止とし、8月31日利用分までの新規予約は受付いたしません。
【上記以外の施設】
・6月1日に利用を再開し、6月以降利用分の予約受付を5月21日12時より先着順にて開始します。
【再開後の施設利用について】
・多数の方が予約なしで利用できる施設内の一部スペース等は，当面利用休止とします。
・再開する会議室や和室等については，定員の半数程度での利用を要請します。

市民局 地域政策課 214-6130

泉文化創造センター 〇
6月1日

【大小ホール・展示室】
・引き続き8月31日までの間を利用休止とし、8月31日利用分までの新規予約は受付いたしません。
【上記以外の施設】
・6月1日に利用を再開し，6・7月利用分の予約受付を5月21日12時より先着順にて開始します。
・8月分の利用予約にかかる抽選申込については，5月16日より通常通り再開します。
【再開後の施設利用について】
・多数の方が予約なしで利用できる施設内の一部スペース等は，当面利用休止とします。
・再開する会議室や和室等については，定員の半数程度での利用を要請します。

市民局 地域政策課 214-6130

市民センター 〇 6月2日

【調理実習室】
引き続き，適用期間以降を含め新規予約は受付いたしません。
【上記以外の施設】
・6月2日に利用を再開し，6・7月利用分の予約受付を5月21日12時より先着順にて開始します。
・8月分の利用予約にかかる地域利用団体優先申込については、5月22日～24日に受付します。
・8月分の利用予約にかかる抽選申込については，5月26日～31日に受付します。
【再開後の施設利用について】
・多数の方が予約なしで利用できる施設内の一部スペース等は，当面利用休止とします。
・市民活動室は開放します。
・再開する会議室や研修室等については，定員の半数程度での利用を要請します。

市民局 地域政策課 214-6130

コミュニティ・センター 〇 6月1日以降
運営団体に，ガイドラインに基づき施設の再開に向けた準備等について依頼します。 市民局 地域政策課 214-6130

市民利用施設の状況

施設名

５月15日現在
所管部署

施設の状況
施設の再開・休止等の状況

再開日
（予定）
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市民活動サポートセンター 〇 6月1日

・6月1日に利用を再開し，5月18日9時より先着順にて予約の受付を開始します（5月18日～31日は、
電話受付のみ）。
【再開後の施設利用について】
・多数の方が利用できるフリースペース（5階交流サロンなど）及び利用者用パソコンは，当面利用休
止とします。
・貸室については、定員の半数程度での利用を要請します。

市民局 市民協働推進課 214-1089

エル・パーク仙台 〇 6月1日

【ギャラリーホール、スタジオホール、セミナーホール、調理実習室】
・引き続き8月31日までの間を利用休止とし、8月31日利用分までの新規予約は受付いたしません。
【上記以外の施設】
・6月1日に利用を再開し、5月21日12時より先着順にて予約の受付を開始します
【再開後の施設利用について】
・多数の方が予約なしで利用できる施設内の一部スペース等は、当面利用休止とします
・再開する会議室や和室等については、定員の半数程度での利用を要請します。

市民局 男女共同参画課 214-6143

エル・ソーラ仙台 〇 6月1日

研修室等の予約利用の施設については6月1日に利用を再開し、5月21日12時より先着順にて予約の
受付を開始します。
【再開後の施設利用について】
・多数の方が予約なしで利用できる施設内の一部スペース等は、当面利用休止とします。
・再開する研修室等については、定員の半数程度での利用を要請します。
・図書資料貸出については、一部サービスを実施しています。（予約した図書の受取、返却、利用者登
録等。予約は電話での受け付け（17時まで））

市民局 男女共同参画課 214-6143

仙台市福祉プラザ 〇 6月1日

・窓口業務は継続しています。
・歯科福祉プラザは利用できます。
・6月1日より再開する諸室等（ふれあいホール、プラザホール、展示ロビーを除く）について、5月16日
より12月以降の抽選予約の受付を通常通り開始し、5月21日12時より6月以降の空き施設の予約につ
いて先着順にて予約の受付を開始します。
・再開後も、ふれあいホール、プラザホール、展示ロビー、館内オープンスペースは当面利用休止とし
ます。

健康福祉局 社会課 214-8158

仙台市宮城社会福祉センター 〇 6月2日

・窓口業務は継続しています。
・5月26日より、6月2日以降の新規利用予約を再開します。予約は電話で受付します。
・既予約団体等には利用の自粛等を要請します。
・再開後も浴室は当面利用休止とします。

健康福祉局 社会課 214-8158

仙台市泉社会福祉センター 〇 6月2日
・窓口業務は継続しています。
・5月26日より、6月2日以降の新規利用予約を再開します。予約は電話で受付します。
・既予約団体等には利用の自粛等を要請します。

健康福祉局 社会課 214-8158

障害者福祉センター 〇 6月1日
・窓口業務は継続します。
・既予約団体等には利用の自粛等を要請します。
・機能訓練等の事業は実施します。

健康福祉局 障害者支援課 214-8164

シルバーセンター 〇 6月1日

・窓口業務は継続します。
・既予約団体等には利用の自粛等を要請します。
・5月16日より、第三研修室、会議室及び和室の12月以降の抽選予約の受付を開始します。
・5月21日12時より、6月以降の空き施設の予約について先着順にて予約の受付を開始します。
・再開後も、温水プール、第三研修室、会議室、和室以外は当面利用休止とします。

健康福祉局 高齢企画課 214-8167

老人福祉センター 〇 6月1日 健康福祉局 高齢企画課 214-8167

老人憩の家 〇 6月1日 運営団体に，市の方針にしたがって対応するよう依頼します。 健康福祉局 高齢企画課 214-8167

北山霊園管理事務所内集会所 〇 6月1日 健康福祉局 保健管理課 214-8204

葛岡墓園管理事務所内集会所 〇 6月1日 健康福祉局 保健管理課 214-8204
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いずみ霊園管理事務所内集会所 〇 6月1日 健康福祉局 保健管理課 214-8204

健康増進センター 〇 6月1日
・実施事業や受入人数を縮小して再開予定
・詳細については決まりしだいホームページ（https://www.senkenhuku.com/）でお知らせします。

健康福祉局 健康政策課 214-8198

のびすく仙台（仙台市子育てふれあいプラザ） 〇 6月2日
・電話による，子育てに係る相談等については対応しています。
・6月2日以降については、実施事業や受入人数を縮小して再開予定です。
・詳細については決まり次第ホームページでお知らせします。

子供未来局
子供未来局

総務課
214-8790

のびすく宮城野（仙台市原町児童館内） 〇 6月1日
・電話による，子育てに係る相談等については対応しています。
・6月1日以降については、実施事業や受入人数を縮小して再開予定です。
・詳細については決まり次第ホームページでお知らせします。

子供未来局
子供未来局

総務課
214-8790

のびすく若林（仙台市子育てふれあいプラザ若林） 〇 6月2日
・電話による，子育てに係る相談等については対応しています。
・6月2日以降については、実施事業や受入人数を縮小して再開予定です。
・詳細については決まり次第ホームページでお知らせします。

子供未来局
子供未来局

総務課
214-8790

のびすく長町南（仙台市子育てふれあいプラザ長町南） 〇 6月2日
・電話による，子育てに係る相談等については対応しています。
・6月2日以降については、実施事業や受入人数を縮小して再開予定です。
・詳細については決まり次第ホームページでお知らせします。

子供未来局
子供未来局

総務課
214-8790

のびすく泉中央（仙台市子育てふれあいプラザ泉中央） 〇 6月2日
・電話による，子育てに係る相談等については対応しています。
・6月2日以降については、実施事業や受入人数を縮小して再開予定です。
・詳細については決まり次第ホームページでお知らせします。

子供未来局
子供未来局

総務課
214-8790

児童館・児童センター 〇 6月1日
・児童クラブは開設しています。
・6月1日以降については、児童クラブ以外も実施事業や受入人数を縮小して再開予定です。
・詳細については決まり次第ホームページでお知らせします。

子供未来局
児童クラブ事業

推進課
214-8176

保育所等地域子育て支援センター（室）
※市内29施設 〇 6月1日

・電話相談を実施，一部の施設では，訪問相談，園庭開放も実施しています。
・6月1日以降については，実施事業や受入人数を縮小して事業を再開予定です。

子供未来局 運営支援課 214-8178

せんだい環境学習館 たまきさんサロン 〇 6月1日 環境局 環境共生課 214-0007

葛岡リサイクルプラザ 〇 6月1日
・資源回収庫は利用できます。家具・家電等の受入，小型家電回収ボックスは休止しています。
・再開後も、学習室は当面利用休止とします。

環境局 家庭ごみ減量課 214-8229

今泉リサイクルプラザ 〇 6月1日 資源回収庫は利用できます。家具・家電等の受入，小型家電回収ボックスは休止しています。 環境局 家庭ごみ減量課 214-8229

仙台市中小企業活性化センター 〇 未定
・仙台市産業振興事業団の窓口業務は継続します。
・貸館部分の予約団体等には利用の自粛を強く要請します。
・ガイドライン適用期間以降のものも含めて新規の利用予約は受け付けません。

経済局 地域産業支援課 214-1003

仙台多文化共生センター 〇 6月1日

・電話・e-mailによる，外国人住民向け相談等については対応中です。
・6月1日より窓口業務を再開します。
・研修室の予約受付は、5月25日から再開します。
・6月1日以降、当面の間は、研修室の定員の半数程度かつ50名未満での利用を要請します。
・再開後も、交流ロビー・児童室は当面利用休止とします（図書資料の貸出返却は可）。

文化観光局 交流企画課 214-1252

せんだい秋保文化の里センター 〇 6月1日
・電話による問い合わせ等については対応中です。
・5月23日より窓口業務を再開します。
・6月1日以降、当面の間は、多目的ルームは50名未満での利用を要請します。

文化観光局 観光課 214-8259

仙台市秋保ビジターセンター 〇 6月1日
・電話による問い合わせ等については対応中です。
・5月23日より窓口業務を再開します。

文化観光局 観光課 214-8259

仙台市秋保二口キャンプ場 〇 未定 設備不具合発生のため。 文化観光局 観光課 214-8259
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仙台国際センター 〇 未定

・当面休館しますが、窓口業務は継続します。
・既予約団体等には利用の自粛等を要請します。
・新規の利用予約は、８月3１日利用分までの予約を受け付けないものとします。
・３（２）④のイベント中止等に係る市民利用施設利用料の全額返金については、11月30日までの利用
に係るものを対象とし、11月30日までに施設利用の取り消しの申し出があったものについて適用しま
す。

文化観光局 誘客戦略推進課 214-8771

スポーツ施設（25施設） 〇 6月1日

・5月16日10時より、7月以降の抽選申込の予約受付を開始します。
・5月21日12時より、6月1日以降の空き施設の予約申込を先着順にて受付開始します。
・5月31日までの間、 既予約団体等には利用の自粛等を要請します。
・施設使用料の返還等については、休館中も各施設の窓口にて対応します。
・トレーニング室、プール採暖室、無料区画（ロビー等で机、椅子が設置されている場所）、軽運動場、
幼児体育室、休憩棟内浴室、は当面の間、利用休止します。
・温水プール：入場人数の制限をする場合があります。当面の間、トワイライト・パスの販売を休止しま
す。
・体育館：区分貸しの貸出を一部制限します。当面の間、一般公開は行いません。
　※葛岡温水プールは、缶体塗装工事のため6月30日まで休館します。

文化観光局 スポーツ振興課 214-8829

仙台市陸上競技場 〇 未定 窓口及びスポーツナビゲーションせんだいの窓口業務も休止中です。 文化観光局 スポーツ振興課 214-8829

青年文化センター 〇 6月1日

・5月31日までの間も、電話による問い合わせ等については対応中です。（施設電話番号：022-276-
2110）
・5月31日までの間、既予約団体等には利用の自粛等を要請します。
・6月1日に、コンサートホール、シアターホール、交流ホール、パフォーマンス広場を除く施設を再開す
ることとし、5月21日12時より先着順にて予約の受付を開始します。
・6月1日以降も、当面の間は、その部屋の定員の半数程度かつ50名未満での利用を要請します。
・コンサートホール、シアターホール、交流ホールについては、引き続き、8月31日利用分までの予約を
受け付けないものとします。

文化観光局 文化振興課 214-6137

仙台文学館 〇 5月19日

・再開後も、入場人数の制限をする場合があります。
・再開後も，情報・交流コーナー、こどもの本の部屋は当面利用休止とします。
・講習室は、6月1日に再開することとし、5月21日12時より先着順にて予約の受付を開始します。また、
9月分の予約については5月16日より抽選受付を通常通り開始します。なお、当面の間は定員の半数
程度での利用を要請します。

文化観光局 文化振興課 214-6137

晩翠草堂 〇 5月19日 再開後も、入場人数の制限をする場合があります。 文化観光局 文化振興課 214-6137

都市公園内複合遊具等
（都市公園1,804公園のうち複合遊具等を設置し
ている224公園）

〇 6月1日
・5月18日から順次利用制限を解除します。
・利用についての注意喚起等を継続します。

建設局
建設局公園課
各区公園課

214-8395

青葉の森緑地　ビジターセンター 〇 5月19日 屋内スペースについては感染予防対策を講じ、順次利用を再開します。 建設局 建設局公園課 214-8395

太白山自然観察の森　ビジターセンター 〇 5月19日 屋内スペースについては感染予防対策を講じ、順次利用を再開します。 建設局 建設局公園課 214-8395

七北田公園　都市緑化ホール 〇 6月2日 軽食・売店、会議室等については感染予防対策を講じ、順次利用を再開します。 建設局 建設局公園課 214-8395

七北田公園体育館 〇 6月1日

・施設使用料の返還等については、休館中も各施設の窓口にて対応します。
・既予約団体等には、利用の自粛等を要請します。
・5月16日より、12月の抽選予約の受付を通常通り開始します。
・5月21日12時より、7月以降の空き施設の予約について先着順にて予約の受付を開始します。
・再開後も、トレーニング室及び一般利用を休止とします。

建設局 建設局公園課 214-8395
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都市公園運動施設
（野球場・庭球場・壁打ちコート・運動広場）

〇 6月1日

・施設使用料の返還等については、休館中も各施設の窓口にて対応します。
・既予約団体等には、利用の自粛等を要請します。
・5月16日より、7月以降の抽選予約の受付を通常通り開始します。
・5月18日より、七北田公園壁打ちコートの利用を再開します。
・5月21日12時より、6月の空き施設の予約について先着順にて予約の受付を開始します。

建設局
建設局公園課
各区公園課

214-8395

都市公園内野外音楽堂
（勾当台公園・榴岡公園・台原森林公園） 〇 6月1日 5月21日9時より、予約の受付を開始します。 建設局

建設局公園課
各区公園課

214-8395

水の森公園キャンプ場
（宿泊棟・テントサイト・デイキャンプサイト） 〇 6月1日 5月21日12時より、空き施設の予約の受付を開始します。 建設局

建設局公園課
泉区公園課

214-8395

海岸公園デイキャンプ場（デイキャンプサイト） 〇 6月1日 5月21日12時より、空き施設の予約の受付を開始します。 建設局
建設局公園課
若林区公園課

214-8395

海岸公園パークゴルフ場 〇 5月20日 屋内スペースについては感染予防対策を講じ、順次利用を再開します。 建設局
建設局公園課
若林区公園課

214-8395

海岸公園馬術場 〇 未定 改めて、HP等で再開日を周知します。 建設局
建設局公園課
若林区公園課

214-8395

都市公園内茶室
（六幽庵、緑水庵、仙庵、茂ケ崎庵） 〇 6月1日 5月21日9時より、予約の受付を開始します。 建設局

建設局公園課
各区公園課

214-8395

野草園 〇 5月19日 軽食売店、企画展示室等については感染予防対策を講じ、順次利用を再開します。 建設局 建設局公園課 214-8395

秋保大滝植物園 〇 5月19日 屋内スペースについては感染予防対策を講じ、順次利用を再開します。 建設局 建設局公園課 214-8395

八木山動物公園 〇 5月19日
・5月中の土日は臨時休園とします。
・感染症拡大防止のため、屋内展示場3施設の休止、園内イベント、ふれあい体験、えさやり体験の休
止のほか、様々な対策を実施します。詳細はホームページに掲載します。

建設局
八木山動物公園

管理課
229-0122

長町駅前プラザ 〇 6月1日 太白区
太白区

まちづくり推進課
247-1111（代）

内線6136

秋保大滝れすとはうす 〇 6月1日 太白区
秋保総合支所

総務課
399-2111（代）

せんだいメディアテーク 〇 6月1日

・電話による問い合わせ等については対応します。
・既予約団体等には利用の自粛等を要請します。
・6月1日以降も、オープンスクエア、ギャラリー、スタジオシアターは利用休止とし、8月31日利用分まで
の新規予約は受け付けないものとします。

教育局 生涯学習課 214-8886

図書館
（市民図書館・広瀬図書館・宮城野図書館・榴岡図書
館・若林図書館・太白図書館・泉図書館）

〇 5月12日
9時30分から17時00分まで、予約した図書等の受取、図書等の返却、再貸出、利用者登録（更新、再
発行、パスワード発行）、移動図書館車の巡回サービスが利用できます。
※図書等の新たな予約受付は、5月19日（火）より開始します。

教育局 市民図書館 261-1585

博物館 〇 5月19日
再開後も、プレイミュージアム、情報資料センターほか一部設備・サービスは休止します。
なお、館内レストラン「三の丸」及びミュージアムショップの営業時間は10時～16時となります。

教育局 仙台市博物館 225-3074

科学館 〇 5月19日
再開後も、チャレンジ・ラボ、幼児コーナー、ロボットひろば、アンモナイトセンター、展示学習用タブレッ
トは休止します。

教育局 仙台市科学館 276-2201

133



別　紙　

利用可
一部

利用可
利用不可 所管局 担当課 電話番号(直通)

※市外局番は022

市民利用施設の状況

施設名

５月15日現在
所管部署

施設の状況
施設の再開・休止等の状況

再開日
（予定）

泉岳自然ふれあい館 〇 6月1日
・窓口業務は継続し、電話による問い合わせ等についても対応します。
・6月1日より本館宿泊以外の利用を再開します。なお、本館及び市民キャンプ場は5月19日から利用
予約受付を再開します。

教育局 生涯学習課 214-8844

天文台 〇 5月21日
・電話による問い合わせ等については対応します。
・5月21日より展示室の利用を再開します（ミュージアムショップは6月1日から再開します）。
・再開後も、プラネタリウム及びひとみ望遠鏡の利用は休止します。

教育局 生涯学習課 214-8844

大倉ふるさとセンター 〇 6月1日

・窓口業務は継続し、電話による問い合わせ等についても対応します。
・6月1日よりキャンプサイトの利用及び古民家の見学を再開します。なお、キャンプサイトは5月19日か
ら利用予約受付を再開します。
・再開後も、多目的室及び工房の利用は休止します。

教育局 生涯学習課 214-8844

縄文の森広場 〇 5月19日 再開後も、体験活動室の利用は休止します。 教育局 文化財課 214-8892

史跡陸奥国分寺・尼寺跡ガイダンス施設 〇 5月19日 再開後も、作業・学習室の利用は休止します。 教育局 文化財課 214-8893

富沢遺跡保存館 〇 5月19日 教育局 文化財課 214-8892

歴史民俗資料館 〇 5月19日 再開後も、学習室、昔あそびコーナーの利用は休止します。 教育局 文化財課 214-8892

仙台城見聞館 〇 5月19日 教育局 文化財課 214-8544

仙台市水道記念館 〇 5月19日
・水と環境エリアは休止します。
・飲食可能としていた休憩スペースについては飲食不可とします。

水道局 総務課 304-0007

市電保存館 〇 5月19日 展示車両への乗車、制服・制帽を着用しての記念撮影は休止します。 交通局 経営企画課 712-8312

ガス局ショールーム「ガスサロン」 〇 5月19日
・従来どおりガス料金収納窓口は利用可能。
・館内案内、施設の予約受付は6/1から再開します。

ガス局 営業企画課 292-5953

市政情報センター 〇 5月19日 総務局 文書法制課 214-1209

市役所本庁舎市民のへや・ギャラリー２ 〇 6月1日 財政局 庁舎管理課 214-8116

市役所本庁舎ギャラリーホール 〇 未定 文化観光局 文化振興課 214-6137

六郷保健センター 〇 6月1日 予防接種券の交付，母子健康手帳の再交付は，若林区役所家庭健康課で対応します。 若林区
若林区

家庭健康課
282-1111（代）

内線6771

七郷保健センター 〇 6月1日 予防接種券の交付，母子健康手帳の再交付は，若林区役所家庭健康課で対応します。 若林区
若林区

家庭健康課
282-1111（代）

内線6771

アエル５階展示スペース１・２ 〇 未定
選挙管理

委員会事務局
選挙管理課 214-4445
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