新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る市有施設（小中学校を除く）の休館・休止について
期間
※１

令和２年３月４日（水）から１７日（火）まで

開館されている施設でも、一部利用を制限してしている場合がありますので、

利用される際は、各施設等へお問い合わせください。

※２
１

すでに休館・休止している施設を含みます。

児童・青少年施設（５施設）
施設名

備考

問い合わせ先

連絡先

住所

青少年の居場所（中央体育館・
南部体育館・島立体育館・Ｍウ
1 イング学習スペース・あがたの
森文化会館・あがた児童セン

あがたの森文化会館のま こども育成課（こど
ちかど保健室は利用可能 も政策担当）

0263-34-3291

松本市丸の内３－７
東庁舎別棟１階

ター）
放課後児童健全育成事業
2 児童館・児童センター

のみの利用とし、児童

こども育成課（児童

館・児童センター事業、 担当）

0263-34-3261

松本市丸の内３－７
東庁舎別棟１階

つどいの広場事業は休止
筑摩、南郷の病後児保
3

こどもプラザ（筑摩・小宮・南
郷・波田の４館）

育、筑摩の休日保育は実 こども育成課（児童
施

担当）

0263-34-3261

※電話による相談業務は

松本市丸の内３－７
東庁舎別棟２階

通常の開館時間で実施
放課後子ども教室
4

・源池：源池小学校
・明善：松原町内公民館

こども育成課（児童
奈川は開館

担当）

0263-34-3261

あそびの教室は休止

あるぷキッズ支援室 0263-24-1235

松本市丸の内３－７
東庁舎別棟３階

・安曇：安曇育成館
5

あるぷキッズ支援室（なんぷく
プラザ）

1

松本市双葉４－８
なんぷくプラザ内

２

文教施設（３２施設）
施設名
1 教育文化センター

問合せ先

連絡先

住所

教育文化センター

0263-32-7600

松本市里山辺2930-1

松本城管理事務所

0263-32-2902

松本市丸の内４番１号

0263-39-7400

松本市中央4-2-22

0263-78-5000

松本市梓川倭566-12

松本城
2 ※天守には入場できません。
本丸庭園は無料入場可
美術館
3 ※レストラン「ビストロ・サン 美術館
チーム」は営業（35-9850）
梓川アカデミア館
4 ※喫茶室「手打蕎麦シマ」は営 アカデミア館
業（78-2999）
5 松本市立博物館

松本市立博物館

0263-32-0133

松本市丸の内4番１号

6 国宝旧開智学校校舎

国宝旧開智学校校舎

0263-32-5725

松本市開智2-4-12

7 松本民芸館

松本民芸館

0263-33-1569

松本市大字里山辺1313-1

8 旧山辺学校校舎

旧山辺学校校舎

0263-32-7602

松本市大字里山辺2932-3

9 考古博物館

考古博物館

0263-86-4710

松本市大字中山3738-1

10 はかり資料館

はかり資料館

0263-36-1191

松本市中央３-4-21

11 旧司祭館

国宝旧開智学校校舎

0263-32-5725

松本市開智2-4-12

旧制高等学校記念館

0263-35-6226

松本市県3-1-1

13 窪田空穂記念館

窪田空穂記念館

0263-48-3440

松本市大字和田1715-1

14 重要文化財馬場家住宅

重要文化財馬場家住宅

0263-85-5070

松本市大字内田357-6

15 歴史の里

歴史の里

0263-47-4515

松本市大字島立2196-1

16 時計博物館

時計博物館

0263-36-0969

松本市中央1-21-15

0263-34-5640

松本市蟻ケ崎2455-11

旧制高等学校記念館
12 ※喫茶室「あがたの森ティー
ルーム」も休業

17 山と自然博物館

TOY

BOX アルプス公

園サービスセンター

18 高橋家住宅

国宝旧開智学校校舎

0263-32-5725

松本市開智2-4-12

19 四賀化石館

四賀化石館

0263-64-3900

松本市七嵐85-1

20 鈴木鎮一記念館

鈴木鎮一記念館

0263-34-6645

松本市旭2-11-87

21 文書館

文書館

0263-28-5570

松本市鎌田2-8-25

22 中央図書館

中央図書館

0263-32-0099

松本市蟻ケ崎2-4-40

23 南部図書館

南部図書館

0263-26-1083

松本市芳野4-1

24 あがたの森図書館

あがたの森図書館

0263-32-1761

松本市県3-1-1

25 鎌田図書館

鎌田図書館

0263-26-0341

松本市両島5-50

26 寿台図書館

寿台図書館

0263-58-7167

松本市寿豊丘649-1

27 本郷図書館

本郷図書館

0263-46-1262

松本市浅間温泉2-9-1

28 中山文庫

中山文庫

0263-58-5666

松本市中山3533-1

29 島内図書館

島内図書館

0263-48-2711

松本市島内4970-1

30 空港図書館

空港図書館

0263-86-8460

松本市今井4237-1

31 梓川図書館

梓川図書館

0263-76-2070

松本市梓川倭562-1

32 波田図書館

波田図書館

0263-92-7503

松本市波田10106-1

※なお、各図書館については、予約資料の受取り等一部サービスは実施します。詳細は図書館ホームページをご覧ください。

2

３

会館・ホール（8施設）
施設名
1

2

問い合わせ先

パレア松本（Mウイング３F）

パレア松本（Mウイング

※交流スペースのみ休止

３F）

多文化共生プラザ（Mウイング 多文化共生プラザ（Mウ
３F）※交流スペースのみ休止
市民活動サポートセンター

3 ※一般利用は休止、登録団体の
み一部利用可

イング3F）
市民活動サポートセン
ター

連絡先

住所

0263-39-1105

松本市中央1-18-1

0263-39-1106

松本市中央1-18-1

0263-88-2988

松本市大手3-8-13
松本市新村2179－1

4 新村多目的研修センター

農政課

0263-34-3222

5 農林漁業体験実習館

農政課

0263-34-3222

松本市岡田下岡田1456－2

6 四賀環境学習の森

四賀むらづくり㈱

0263-64-4447

松本市中川1915-1

0263-64-3115

松本市会田2912

0263-94-2307

松本市安曇209-1

7 林業者等健康増進管理集会施設 農政課四賀農林担当
8

４

安曇アクティブプラザ・アルプ
スの郷

山岳観光課

観光施設（９施設）
施設名
1 浅間温泉会館
2

ふれあい山辺館（白糸の湯）
※3/5正午から休館

3 松茸山荘東山館別館
4 多目的ふれあい研修センター
5 梓水苑

連絡先

問い合わせ先

住所

浅間温泉会館

0263-46-1224

松本市浅間温泉3-16-2

ふれあい山辺館

0263-33-2353

松本市里山辺85-1

松茸山荘東山館別館

0263-64-2102

松本市穴沢756

多目的ふれあい研修セン 0263-64-2102（松
ター

茸山荘東山館別館）

梓水苑

0263-78-5550
0263-78-5550（梓

松本市穴沢756
松本市梓川倭4261-1

6 松香寮

松香寮

7 竜島温泉施設

竜島温泉施設

0263-94-1126

松本市波田3452

8 乗鞍高原湯けむり館

乗鞍高原湯けむり館

0263-93-2645

松本市安曇4306-4

9 奈川ウッディ・もっく

奈川ウッディ・もっく

0263-79-2770

松本市奈川1044-344

５

水苑）

松本市梓川倭4261-1

体育施設（５施設）
施設名

問い合わせ先

連絡先

住所

1 波田Ｂ＆Ｇ海洋センター

波田Ｂ＆Ｇ海洋センター 0263-91-1055

2 庄内屋内プール

庄内屋内プール

0263-24-2111

松本市出川1-5-9

総合体育館

0263-32-1818

松本市美須々5-1

4 庄内トレーニングルーム

庄内トレーニングルーム 0263-24-2111

松本市出川1-5-9

5 柔剣道場

柔剣道場

松本市中央4-7-28

3

総合体育館

第１トレーニング

室
トレーニング室

0263-36-0834

3

松本市波田116

