
1 菅茶山記念館
2 神辺歴史民俗資料館
3 松永はきもの資料館
4 鞆の浦歴史民俗資料館
5 鞆の津の商家
6 あしな文化財センター
7 しんいち歴史民俗博物館
8 ふくやま美術館
9 ふくやま書道美術館

10 ふくやま文学館
11 ぬまくま文化館
12 福寿会館
13 ふくやま芸術文化ホール
14 神辺文化会館

15 沼隈サンパル

16 福山城博物館

17 福山城（湯殿・月見櫓）

18
エフピコアリーナふくやま
（総合体育館）

19
福山通運ローズアリーナ
（緑町公園屋内競技場）

20 松永健康スポーツセンター

21 水上スポーツセンター
22 沼隈体育館
23 新市スポーツセンター
24 障害者体育センター

25
ｔａｋａｏ＋ばらの街アレナ神辺
（神辺体育館）

26
福山通運ローズスタジアム
（竹ヶ端運動公園陸上競技場）

27
エブリイ福山市民球場
（竹ヶ端運動公園野球場）

28 神辺テニスセンター
29 福山テニスセンター
30 沼隈体育センター
31 グラウンドゴルフ場（加茂町）
32 その他スポーツ施設

33 老人福祉センター（5施設）

34 ふれあいプラザ（32施設）

35 内海高齢者コミュニティセンター 利用制限
・新規予約は自粛依頼
・既予約は利用の自粛依頼
・感染予防対策を講じて利用

36 すこやかセンター
・水浴訓練室は利用人数制限　（15人程度の制限）
・貸館の新規予約は自粛依頼
・既予約は利用の自粛依頼

37
駅家福祉センター
加茂福祉会館

・新規予約は自粛依頼
・既予約は利用の自粛依頼

公共施設の利用について

区分
連
番

施設名 対応状況 利用制限の内容等

福山市の公共施設における５月７日～６月６日までの対応は，次のとおりです。
〇基本的な方向性
・貸館については，６月６日までの利用の自粛をお願いします。
・６月７日以降の予約受付は行いますが，状況により自粛要請を行う場合があります。

・２０時以降開館している施設については，５月８日から開館時間を２０時までに短縮します。ただし，既に２０時
以降の使用に係る許可を受けており，キャンセルが困難な場合は使用を認めます。

・新規の貸館予約：利用の自粛を要請
・既存の貸館予約：利用の自粛を要請（使用料全額還付あ
り）。ただし，利用する場合は大声あり収容率50％，大声なし
収容率100％

利用制限

文
化
関
連
施
設

・混雑状況により，入場を制限。

※現在，リニューアル・耐震工事のため休館中

利用制限

運
動
関
連
施
設

利用制限

・新規の予約：利用の自粛要請
・既存の予約：利用の自粛要請（使用料全額還付あり）

利用制限
・新規予約は自粛依頼
・既予約は利用の自粛依頼

福
祉
関
連
施
設
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38 まなびの館ローズコム
・新規の貸館予約：利用の自粛要請
・既存の貸館予約：利用の自粛要請（使用料全額還付あり）

39 市立小中学校等体育館
・新規予約は中止
・既予約者には，利用の中止又は延期を要請

40 市立小中学校等グラウンド
・新規予約は中止
・既予約者には，利用の中止又は延期を要請

41 図書館（7施設）
・短時間（１時間以内）の館内利用は可
    ただし，閲覧席，インターネット・
    蔵書検索端末等は利用中止

42 歴史資料室 市史等電話予約販売のみ利用可

43 西部市民センター
44 北部市民センター
45 東部市民センター
46 かんなべ市民交流センター
47 ぬまくま市民交流センター
48 しんいち市民交流センター

49 うつみ市民交流センター
・温浴プールは利用中止
・新規の貸館予約：利用の自粛要請
・既存の貸館予約：利用の自粛要請（使用料全額還付あり）

50 市民参画センター
・新規の貸館予約：利用の自粛要請
・既存の貸館予約：利用の自粛要請（使用料全額還付あり）

51
公民館・交流館（79施設）
コミュ二ティセンター・館（17施設）

・新規の貸館予約：利用の自粛要請
・既存の貸館予約：利用の自粛要請

52 えほんの国 利用制限
えほんの国及び子育て応援センターのプレールームの利用
制限
相談や申請等は実施（電話で可能なものは電話で）

53 リサイクルプラザ 利用制限
大型遊具の使用禁止
ｅｃｏちゃれんじ講座の中止

54 人権平和資料館 利用制限 ・混雑状況により，入場を制限。

55 ふれ愛ランド 利用制限
・新規の予約：利用の自粛要請
・既存の予約：利用の自粛要請（使用料全額還付あり）

56 市立動物園 利用制限 爬虫類館の閉館，混雑時の入場制限

57 平家谷椿園 利用制限 ※現在，開園時期外につき閉鎖中

58 山野峡自然公園（キャンプ場）

59 仙酔島（キャンプ場）

60 クレセントビーチ海浜公園キャンプ場 利用制限 ・新規の団体予約の中止

61 園芸センター 通常

62 本郷憩いの森（キャンプ場） 利用制限 ・新規の団体予約の中止

63 喫茶SHION（市営渡船２階） 通常 通常営業

64 福山メモリアルパーク 利用制限
看板及び園内放送による
感染防止の呼びかけ（周知・啓発）

65 内海多目的集会所 利用制限 貸館の新規予約は中止

66 内海ふれあいホール 利用制限 新規予約及び既存予約の利用自粛依頼

67 あしだ交流館 利用制限 新規予約及び既存予約の利用自粛依頼

区分
連
番

施設名 対応状況 利用制限の内容等

・新規の貸館予約：利用の自粛要請
・既存の貸館予約：利用の自粛要請（使用料全額還付あり）

利用制限

利用制限 ・新規の団体予約の中止

社
会
教
育
・
社
会
体
育
関
連

利用制限

市
民
セ
ン
タ
ー
等

利用制限

そ
の
他
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68 人権交流センター
・新規の貸館予約：利用の自粛要請
・既存の貸館予約：利用の自粛要請

69 ぬまくま交流館
・新規の貸館予約：利用の自粛要請
・既存の貸館予約：利用の自粛要請（使用料全額還付あり）

70 内海フィッシャリーナ（貸館業務） 利用制限
新規予約は自粛又は延期の要請
使用も自粛又は延期の要請

71 福山ファミリーパークキャンプ場 利用制限
グループでの使用は禁止
※家族の使用は可

72 福山ファミリーパーク（公園部分） 利用制限 大型遊具の使用禁止

73
エフピコアリーナふくやま
（総合体育館公園大型遊具）

利用制限 大型遊具の使用禁止

74 富谷公園（大型遊具） 利用制限 大型遊具の使用禁止

75 芦田川かわまち広場 利用制限
看板及び見回りによる
感染防止の周知・啓発

76 環境関連施設（ごみの受入） 通常

区分

そ
 

の
 

他

利用制限

連
番

施設名 対応状況 利用制限の内容等
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