
別　紙

3月4日現在

担当課
電話番号(直通)
※市外局番は022

休止範囲 備考（休止するエリア等）

総務局 市政情報センター・区情報センター 文書法制課 214-1209 一部 閲覧スペースの机・椅子・パソコンの利用及び新聞の閲覧を休止する。

まちづくり
政策局

せんだい3.11メモリアル交流館
防災環境都市
・震災復興室

214-1117 全館
3月は他の月に比べ来館者数が多く、利用者の緊密度などの状況を踏まえ、全館休止とす
る。

まちづくり
政策局

震災遺構仙台市立荒浜小学校
防災環境都市
・震災復興室

214-1117 その他
3月は他の月に比べ来場者数が多く、利用者の緊密度などの状況を踏まえ、校舎内の立
入は不可とする。ただし、駐車場及び屋外にあるトイレは開放し、建物外観の見学は可と
する。（駐車場敷地等での集会は禁止）

財政局 市役所本庁舎 庁舎管理課 214-8116 一部
市民のへや、ギャラリー２の利用を休止する。
※ギャラリーホール（所管：文化観光局文化振興課）についても、ギャラリーとしての使用は
行わない。

市民局 区文化センター 地域政策課 214-6130 一部
自由に利用できる閲覧スペースやロビー等で机や椅子が設置されている場所の利用を休
止する。

市民局 市民会館 地域政策課 214-6130 一部 自由に利用できるロビー等で机や椅子が設置されている場所の利用を休止する。

市民局 戦災復興記念館 地域政策課 214-6130 一部 自由に利用できるロビー等で机や椅子が設置されている場所の利用を休止する。

市民局 泉文化創造センター 地域政策課 214-6130 一部
自由に利用できるエントランスホール等で机や椅子が設置されている場所の利用を休止す
る。

市民局 市民センター 地域政策課 214-6130 一部
自由に利用できる親子室，遊戯室，図書室，託児室，会議スペースのある市民活動室等の
利用を休止する。

市民局 コミュニティ・センター 地域政策課 214-6130 その他 運営団体に市の方針を示し、方針にしたがって対応するよう依頼する。

市民局 市民活動サポートセンター 市民協働推進課 214-1089 一部 フリースペース（５階交流サロンなど）の利用を休止する。

市民局 国際センター駅舎上部施設（青葉の風テラス） 市民協働推進課 214-8002 その他
普通財産貸付による運営であり、運営団体に対し、本市の対応等について情報提供し、適
切に対応するよう依頼する。

市民局 エル・パーク仙台 男女共同参画課 214-6143 一部
市民活動スペース、子どもの部屋（予約利用は可）、ロビー内の机・椅子の利用を休止す
る。

ガイドラインに基づき利用の休止等を行う施設及びスペースについて

所管局 施設名

所管部署 対応内容
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市民局 エル・ソーラ仙台 男女共同参画課 214-6143 一部
市民交流・図書資料スペース（ただし貸出・返却は可）、キッズコーナー、ロビー内の椅子の
利用を休止する。

健康福祉局 仙台市福祉プラザ 社会課 214-8158 一部 無料区画（ロビー等）の利用を休止する。

健康福祉局 仙台市宮城社会福祉センター 社会課 214-8158 一部 予約対象外の区画（浴室含）の利用を休止する。

健康福祉局 仙台市泉社会福祉センター 社会課 214-8158 一部 予約対象外の区画の利用を休止する。

健康福祉局 障害者福祉センター 障害者支援課 214-8164 一部 貸館対象外の区画（ロビー等で机、椅子が設置されている場所）について、休止する。

健康福祉局 シルバーセンター 高齢企画課 214-8167 一部
サウナ・浴室、福祉用具展示室、1階ロビーの利用を休止する。
※プールは本年3月8日から4月5日まで修繕工事のため利用休止。

健康福祉局 老人福祉センター 高齢企画課 214-8167 全館

健康福祉局 老人憩の家 高齢企画課 214-8167 その他 運営団体に市の方針を示し、方針にしたがって対応するよう依頼する。

健康福祉局 北山霊園管理事務所 保健管理課 214-8204 一部 管理事務所内の集会所について、新規の受付は行わない。

健康福祉局 葛岡墓園管理事務所 保健管理課 214-8204 一部 管理事務所内の集会所（和室）について、新規の受付は行わない。

健康福祉局 いずみ霊園管理事務所 保健管理課 214-8204 一部 管理事務所内の集会所（和室）について、新規の受付は行わない。

健康福祉局 健康増進センター 健康政策課 214-8198 一部 一般利用、支援プラントレーニングを休止する。（健康づくり支援プランを除く）

子供未来局 仙台市子育てふれあいプラザ
子供未来局

総務課
214-8790 全館

託児室（休館前に申請された利用に供する場合を除く。）及びその他の施設の利用を休止
する。
※電話による、子育てに係る相談等については、休館中も指定管理者において対応する。
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子供未来局 仙台市子育てふれあいプラザ若林
子供未来局

総務課
214-8790 全館

託児室（休館前に申請された利用に供する場合を除く。）及びその他の施設の利用を休止
する。
※電話による、子育てに係る相談等については、休館中も指定管理者において対応する。

子供未来局 仙台市子育てふれあいプラザ長町南
子供未来局

総務課
214-8790 全館

託児室（休館前に申請された利用に供する場合を除く。）及びその他の施設の利用を休止
する。
※電話による、子育てに係る相談等については、休館中も指定管理者において対応する。

子供未来局 仙台市子育てふれあいプラザ泉中央
子供未来局

総務課
214-8790 全館

託児室（休館前に申請された利用に供する場合を除く。）、交流スペース・活動スペース、
ホール及びその他の施設の利用を休止する。
※電話による、子育てに係る相談等については、休館中も指定管理者において対応する。

子供未来局 児童館・児童センター
児童クラブ事業

推進室
214-8176 一部

児童クラブ機能以外の児童館事業（乳幼児親子の利用や児童生徒の自由来館等）は休止
する。

子供未来局
保育所等地域子育て支援センター（室）
※市内29施設

運営支援課 214-8178 一部
自由来所や各種行事を休止し、電話・訪問相談は実施。保育所併設施設であるが、保育
所については通常通り運営（状況により臨時休園の可能性あり）

環境局 せんだい環境学習館 たまきさんサロン 環境共生課 214-0007 全館
セミナースペース、サロンスペースの利用及び図書の貸出は休止。
 現在，貸し出し中の図書については返却期限を利用再開まで延長

環境局 葛岡リサイクルプラザ 家庭ごみ減量課 214-8229 一部
学習室・展示室・ロビーの利用を休止する。
衣類・本、わりばしリサイクルの受入休止（家具・家電等は受入可）

環境局 今泉リサイクルプラザ 家庭ごみ減量課 214-8229 一部
展示室の利用を休止する。
衣類・本、わりばしリサイクルの受入休止（家具・家電等は受入可）

環境局 スポパーク松森 施設課 214-8241 一部
マシンジム室の利用を休止中(3/2～)。
スタジオ、無料区画（玄関ロビー、休憩室、２階ギャラリー）、温水プールの採暖室の利用を
休止する。

経済局 仙台市中小企業活性化センター 地域産業支援課 214-1003 その他

貸館部分についてはガイドラインに準じた取り扱いとする。
市民利用施設システム対象外の区画は現在工事中のため立ち入り不可(実質的な休止)。
仙台市産業振興事業団事務室としている7階部分は営業継続、ただし交流スペースを有す
る「アシ☆スタ交流サロン」部分は休止中(3/2～)。

文化観光局 仙台多文化共生センター 交流企画課 214-1252 一部 交流ロビー・児童室の利用を休止する。(図書資料の貸出返却は可)

文化観光局 せんだい秋保文化の里センター 観光課 214-8259 一部 展示スペース、受付等にある机・椅子の利用を休止する。
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文化観光局 作並観光交流センター（ラサンタ） 観光課 214-8259 一部 展示スペース、受付等にある机・椅子の利用を休止する。

文化観光局 仙台国際センター 誘客戦略推進課 214-8771 一部 1階共有スペースの机・椅子の利用を休止する。

文化観光局 スポーツ施設（トレーニング室保有の9施設） スポーツ振興課 214-8829 一部

以下の施設(全9施設)のトレーニング室の利用を休止中（3/2～）
仙台市体育館、若林体育館、青葉体育館、泉総合運動場（泉体育館）、新田東総合運動場
（宮城野体育館）、根白石温水プール、中田温水プール、葛岡温水プール、仙台市陸上競
技場

文化観光局 スポーツ施設(全26施設) スポーツ振興課 214-8829 一部
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、幼児体育室の利用を
休止する。

文化観光局 温水プール(全9施設) スポーツ振興課 214-8829 一部

以下の温水プール(全9施設)の採暖室の利用を休止する。
仙台市体育館温水プール、宮城広瀬温水プール、根白石温水プール、今泉温水プール、
葛岡温水プール、中田温水プール、鶴ヶ谷温水プール、水の森温水プール、新田東温水
プール

文化観光局 今泉運動場 スポーツ振興課 214-8829 一部 休憩棟内浴室の利用を休止する。

文化観光局 青年文化センター 文化振興課 214-6137 一部 地下1階パフォーマンス広場の利用を休止中（3/1～）

文化観光局 仙台文学館 文化振興課 214-6137 一部
2階こどもの本の部屋及び情報コーナー・交流コーナーの利用を休止する。

建設局 都市公園内屋内施設（便所・あずまや除く）
建設局公園課
各区公園課

214-8395 一部
七北田公園体育館トレーニング室は休止中（3/1～）
新規利用予約申請の受付を中止。
無料区画（ロビー等）は状況に応じて休止する。

建設局 太白山自然観察の森　ビジターセンター 建設局公園課 214-8395 一部 無料区画（ロビー等）は状況に応じて休止する。

建設局 八木山動物公園
八木山動物公園

管理課
229-0122 一部

屋内3施設（ふれあい館、は虫類館、サイカバ屋内展示場※クロサイとカバが屋外にいる場
合は観覧可能）は閉館。

太白区 長町駅前プラザ
太白区

まちづくり推進課
247-1111（代）

内線6136
全館
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教育局 せんだいメディアテーク 生涯学習課 214-8886 一部
予約せず自由に利用できるスペース（7階スタジオ等）は利用を制限する。
2階映像音響ライブラリーは、資料の貸出、返却、予約受付、利用者登録のみ可。
視聴覚資料の閲覧は休止。

教育局 図書館 市民図書館 261-1586 一部
資料の貸出、返却、予約受付、利用者登録のみ可
閲覧席の利用、図書資料の閲覧及び視聴覚資料の館内視聴を休止する。

教育局 博物館 仙台市博物館 225-2557 その他 受電設備等の改修工事のため臨時休館中（12/28～3/31）

教育局 科学館 仙台市科学館 276-2201 一部
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ほか一部展示を休止
する。

教育局 泉岳自然ふれあい館 生涯学習課 214-8844 一部
本館について団体・個人の利用受入を停止する。
（総合案内・休憩コーナーは通常通り利用可能）

教育局 天文台 生涯学習課 214-8844 一部 展示室のみ利用可とし、プラネタリウム及びひとみ望遠鏡は休止する。

教育局 大倉ふるさとセンター 生涯学習課 214-8844 一部 古民家の見学のみ可とする。

教育局 縄文の森広場 文化財課 214-8892 一部 体験活動室は利用を中止する。

教育局 史跡陸奥国分寺・尼寺跡ガイダンス施設 文化財課 214-8892 一部 作業・学習室は利用を中止する。

交通局 市電保存館 経営企画課 712-8312 全館

ガス局 ガス局ショールーム「ガスサロン」 営業企画課 292-5953 一部 ショールーム内でのミーティング等の利用を休止する。
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