
米沢市　まん延防止等重点措置に伴う公共施設利用制限 最終更新　令和4年2月1日

№ 担当課等名 施設名 制限内容 備考

1 社会教育課 置賜総合文化センター（中央公民館、青年の家） 貸館休止 8:30～17:00までは職員が事務室に常駐し、窓口対応。

2 社会教育課 中部コミュニティセンター

3 社会教育課 東部コミュニティセンター

4 社会教育課 西部コミュニティセンター（克雪プラザ）

5 社会教育課 南部コミュニティセンター

6 社会教育課 北部コミュニティセンター

7 社会教育課 松川コミュニティセンター

8 社会教育課 愛宕コミュニティセンター

9 社会教育課 万世コミュニティセンター

10 社会教育課 広幡コミュニティセンター

11 社会教育課 六郷コミュニティセンター

12 社会教育課 塩井コミュニティセンター

13 社会教育課 窪田コミュニティセンター

14 社会教育課 三沢コミュニティセンター

15 社会教育課 田沢コミュニティセンター

16 社会教育課 山上コミュニティセンター

17 社会教育課 上郷コミュニティセンター

18 社会教育課 南原コミュニティセンター

19 社会教育課 南原コミュニティセンター関分館

20 文化課 市民文化会館 2/1～2/20まで会議室の利用休止　ホールについては※ ※業種別ガイドライン遵守の上で利用継続

21 文化課 座の文化伝承館 2/1～2/20まで貸館休止

22 文化課 よねざわ市民ギャラリー（ナセBA） ※業種別ガイドライン遵守の上で利用継続

23 文化課 図書館（ナセBA）
2/1～2/7まで蔵書点検のため休館
2/8～2/20まで滞在時間１時間以内の利用

24 文化課 上杉博物館（伝国の杜） 2/1～2/20まで大・小会議室の利用休止 ※業種別ガイドライン遵守の上で利用継続

25 社会教育課 よねざわ昆虫館（三沢コミュニティセンター） 休館（館内整理日のため12/1～3/17まで）

26 スポーツ課 市営体育館

27 スポーツ課 八幡原体育館

28 スポーツ課 市営野球場

29 スポーツ課 市営西部野球場

30 スポーツ課 八幡原緑地野球場

31_1 スポーツ課 市営人工芝サッカーフィールド

31_2 スポーツ課 サッカーフィールドアップコート

32 スポーツ課 北村公園テニスコート

33 スポーツ課 八幡原テニスコート

34_1 スポーツ課 市営陸上競技場

34_2 スポーツ課 陸上競技場サブグラウンド

35 スポーツ課 市営プール

36_1 スポーツ課 市営武道館 （弓道場）

36_2 スポーツ課 市営武道館 （柔道場・剣道場） 休館

37 スポーツ課 市営弓道場

38 スポーツ課 市営相撲場

39 スポーツ課 多目的屋内運動場

40 スポーツ課 総合公園多目的グラウンド

41 スポーツ課 最上川上流河川緑地サッカー場

42 スポーツ課 最上川上流河川緑地野球場

43 観光課 上杉記念館

44 観光課 置賜広域観光案内センター

45 観光課 地域資源活用センター (道の駅田沢)

46 観光課 道の駅米沢 フードコート等の営業時間の短縮

フードコート・牛毘亭
10：00～16：00（変更前10：00～18：00）
※1/31～2/20まで（2/11～2/13は除く）
※他店舗等は通常営業

47 観光課 天元台高原 ロープウェイ乗車定員の制限 通常の半分程度（15名）の予定

49 森林農村整備課 笹野民芸館 開館（絵付け教室休止）

50 森林農村整備課 米沢市森林体験交流センター 開館（ホール等貸出休止）

51 森林農村整備課 大森山森林公園 冬期間のため利用不可

52 商工課 アクティー米沢
体育施設の利用停止、会議施設は制限付き利用可、新規受
付停止

53 社会教育課 児童会館 休館 9：00～17：00まで電話対応（月曜日以外）

54 子育て支援課 成島児童遊園（ワクワクランド） 冬期間のため利用不可

55_1 健康課 すこやかセンター（貸室） 貸室停止

55_2 健康課 すこやかセンター（もくいくひろば） 休館

56 財政課 米沢市役所 通常通り 市民ホールでの物販等一部制限

58 業務課 米沢市上下水道部庁舎
1.土曜日を閉庁。
2.開庁時間を午前８時３０分～午後５時１５分

8:30～17:00までは職員が事務室に常駐し、窓口対応。ただし、
土日祝日は休館する場合あり。

貸館休止

休館

冬期間のため利用不可

休場

冬期間のため利用不可

通常通り
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米沢市　まん延防止等重点措置に伴う公共施設利用制限 最終更新　令和4年2月1日

№ 担当課等名 施設名 制限内容 備考

59 教育総務課 興譲小学校

60 教育総務課 東部小学校

61 教育総務課 西部小学校

62 教育総務課 南部小学校

63 教育総務課 北部小学校

64 教育総務課 愛宕小学校

65 教育総務課 万世小学校

66 社会教育課 旧関根小学校 利用不可

67 教育総務課 南原小学校 社会開放の中止

68 社会教育課 旧関小学校 利用不可

69 教育総務課 三沢東部小学校

70 教育総務課 三沢西部小学校

71 教育総務課 広幡小学校

72 教育総務課 六郷小学校

73 教育総務課 塩井小学校

74 教育総務課 窪田小学校

75_1 教育総務課 上郷小学校

75_2 社会教育課 旧上郷小学校浅川分校 利用不可

76 教育総務課 松川小学校

77 教育総務課 第一中学校

78 教育総務課 第二中学校

79 教育総務課 第三中学校

80 教育総務課 第四中学校

81 教育総務課 第五中学校

82 教育総務課 第六中学校

83 教育総務課 第七中学校

84 社会教育課 旧南原中学校体育館 利用不可

85 子育て支援課 緑ヶ丘保育園

86 子育て支援課 吾妻保育園

87 子育て支援課 上郷児童センター

88 子育て支援課 窪田児童センター

89 社会福祉課 ひまわり学園

90 社会福祉課 いこいの家 米沢病院内に職員及び患者以外立ち入り禁止

91 子ども家庭課 興望館

・予防対策の徹底を前提に子育て短期支援事業（子どもの
ショートステイ等）の利用可。
・なお、利用者や施設職員に新型コロナ感染が疑われる方が
発生した場合には利用中止。

・施設の状況により、希望通りに利用できない場合があります。
・利用に当たっては、事前に相談、調整が必要です。

92 建築住宅課 玉の木町住宅 新規募集停止

93 建築住宅課 吾妻町住宅 集会所：原則使用停止

94 建築住宅課 花沢町住宅

95 建築住宅課 通町五丁目住宅

96 建築住宅課 雲雀が丘住宅

97 建築住宅課 金池住宅 集会所：原則使用停止

98 建築住宅課 相生町住宅

99 建築住宅課 窪田住宅

100 建築住宅課 林泉寺住宅

101 建築住宅課 太田町住宅

102 建築住宅課 塩井町住宅

103 建築住宅課 改良住宅

104 下水道課 浄水管理センター(運動場) 冬期間のため利用不可

105 環境生活課 斎場 入場制限実施中、火葬1組10人まで

106_1 環境生活課 駅前自転車駐車場

106_2 環境生活課 駅東自転車駐車場

107 環境生活課 米沢駅前広場

108 農政課 食肉センター

109 農政課 青果物地方卸売市場

110 農政課 吾妻山麓放牧場 冬期間のため利用不可

111 文化課 まちなか駐車場 制限なし

112 地域振興課 小野川スキー場

113 財政課 三沢郷土資料民具館

集会所：原則使用停止

利用可

通常通り

通常通り

社会開放の中止

社会開放の中止

社会開放の中止

園外保育の中止・延期

自由来館は利用不可 集団保育・学童クラブは利用可

通常通り
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