
№ 振興局 住　　所

1
道民活動センター

（会議室・ホール等）
札幌市中央区北2条西7丁目

2 市民活動促進センター 　　　　　   〃

3 女性プラザ 　　　 　　  〃

4 アイヌ総合センター 　　　　 　  〃

5 札幌市中央区北1条西16丁目

6
札幌市中央区北3条西7丁目

道庁別館西棟

7 札幌市厚別区厚別町小野幌53-2

8 札幌市厚別区厚別町小野幌50-1

9 札幌市豊平区豊平5条11丁目1－1

10 札幌市南区真駒内公園1-1

11 札幌市中央区北1条西17丁目

〇　7月17日(土)から9月1日(水)までの

　・へそまがり日本美術

　・ｺﾚｸｼｮﾝ・ｽﾄｰﾘｰｽﾞ エコール・ド・パリ

　については、感染対策を徹底した上で開催

12 札幌市中央区中島公園1-4

〇　7月13日(火)から8月22日(日)までの

　天災地変人禍に抗して-北海道の災害と文学-

　については、感染対策を徹底した上で開催

13 三岸好太郎美術館 札幌市中央区北2条西15丁目

〇　６月26日(土)から9月1日(水)までの

　貝殻旅行-三岸好太郎・節子展

　については、感染対策を徹底した上で開催

令和3年7月20日

　 夏の再拡大防止特別対策(7月12日(月)～8月22日(日)まで)の強化として、7月22日(木)か

ら、札幌市内の全ての道立施設(13施設)は、原則、休館といたします。(準備が整い次第実施)

    一部の施設においては、既に予約済みの利用者に対し、利用の自粛を要請いたします。

　 なお、札幌市以外の道立施設(29施設)は、感染対策を徹底した上で、運営しております。

      ※ 詳細は各施設のホームページをご覧ください。

【原則、休館とする道立施設一覧（１３施設）】

施設所在市町 施　　設　　名 夏の再拡大防止特別対策

石狩 札幌市

道民活動センター（かでる２・７）

〇　利用の自粛について協力要請を実施

　（既に支払済みの利用料金は払い戻し）

　ただし、市民活動促進センターの電話等による

　相談業務については対応する。

　　　　 　　平日：9:00～21:00

　 　　　土日祝日：9:00～18:00

　　　　　　　　  休　　　館

　

　ただし、次の施設については、電話等により相談

　業務等については対応する。

　　(1)女性プラザ（日・祝日除く）

　   　 平日：9:00～17:30、土曜：9:00～17:00

　　(2)消費生活センター（土日・祝日除く）

　　　 平日：9:00～16:30

北海道知事公館

消費生活センター

北海道博物館

休　　　館

北海道開拓の村

道立総合体育センター

（きたえーる）
〇　利用の自粛について協力要請を実施

　（既に支払済みの利用料金は払い戻し）

真駒内公園

（屋内競技場・屋外競技場）

近代美術館

文学館

道立施設の休館対応等について

http://homepage.kaderu27.or.jp/
http://homepage.kaderu27.or.jp/
http://www.do-shiminkatsudo.jp/
https://l-north.jp/
https://www.ainu-assn.or.jp/center.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsh/koukan/gkoukan.htm
http://www.do-syouhi-c.jp/
https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/
http://www.kaitaku.or.jp/
http://www.kitayell.jp/
http://www.kitayell.jp/
http://www.makomanai.com/koen/
http://www.makomanai.com/icearena/
http://www.makomanai.com/openstadium/
https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/knb
http://www.h-bungaku.or.jp/
https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/outline/mkb/


№ 振興局 住　　所 再　開　日

1 江別市西野幌685-1 ６月２２日（火）

2 　　　　　 江別市文京台東町41番地１ ６月２２日（火）

3 江別市文京台東町41番地 ６月２２日（火）

4 江別市西野幌481番地 ６月２１日（月）

5 江別市西野幌685-1 ６月２２日（火）

当別町字青山奥三番川2513-149

月形町892-1　ほか

7 砂川市北光401-1 ６月２１日（月）

8 砂川市北光496-25 ６月２１日（月）

9 深川市 深川市音江町2丁目7-1 ６月２１日（月）

10 函館市亀田中野町199-2 ６月２１日（月）

11 函館市五稜郭町37-6 ６月２６日（土）

12 森町 森町字駒ヶ岳657-15 ６月２１日（月）

13 八雲町 二海郡八雲町浜松368-8 ６月２１日（月）

14 旭川市 旭川市常磐公園内 ６月２１日（月）

15 名寄市 名寄市字日進147番地 ６月２１日（月）

16 宗谷 稚内市 稚内市声問5丁目40-1 ６月２１日（月）

17 網走市字潮見309-1 ６月２２日（火）

18 網走市字潮見313-1 ６月２１日（月）

19 北見市東陵町27 ６月２２日（火）

20 北見市常呂町字栄浦365-1 ６月２１日（月）

21 紋別市元紋別11 ６月２２日（火）

22 紋別市元紋別101番地 ６月２１日（月）

23 帯広市 帯広市緑ヶ丘2番地 ６月２２日（火）

24 音更町 河東郡音更町十勝川温泉南18丁目1 ６月２１日（月）

25 足寄町 足寄町常盤３番地 ６月２１日（月）

26 釧路市 釧路市幸町4-1-5 ６月２２日（火）

27 厚岸町 厚岸町愛冠６番地 ６月２１日（月）

28 根室市 根室市穂香110-9 ６月２１日（月）

29 中標津町 標津郡中標津町北中2-5 ６月２１日（月）

【再開している道立施設一覧（２９施設）】

施設所在市町 施　　設　　名

石狩

江別市

自然ふれあい交流館

北海道立文書館

北海道立図書館

野幌総合運動公園

（屋内・屋外運動施設）

埋蔵文化財センター

空知

砂川市

子どもの国

ネイパル砂川

ネイパル深川

6
当別町

月形町
道民の森 ６月２１日（月）

渡島

函館市

道南四季の杜公園

函館美術館

ネイパル森

噴火湾パノラマパーク

上川

旭川美術館

サンピラーパーク

宗谷ふれあい公園

ｵﾎｰﾂｸ

網走市

北方民族博物館

オホーツク公園

北見市

北見体育センター

ネイパル北見

紋別市

オホーツク流氷科学センター

オホーツク流氷公園

十勝

帯広美術館

十勝エコロジーパーク

ネイパル足寄

釧路

釧路芸術館

ネイパル厚岸

根室

北方四島交流センター

（ニ・ホ・ロ）

ゆめの森公園

http://www.kaitaku.or.jp/nfpvc.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/mnj/index.htm
https://www.library.pref.hokkaido.jp/
http://www.makomanai.com/nopporo/
http://www.makomanai.com/nopporo/
http://www.domaibun.or.jp/
https://www.dominno-mori.org/
http://www.hokkaidoukodomonokuni.or.jp/
http://www.napal-sunagawa.jp/
http://neiparufukagawa.ec-net.jp/
https://www.hakodate-jts-kosya.jp/shikinomori/
https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/outline/hbj/
http://napal-mori.org/
http://panorama.town.yakumo.hokkaido.jp/
https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/outline/abj/
http://www.nayoro.co.jp/sunpillarpark/
https://soyafureaikoen.com/
http://hoppohm.org/index2.htm
https://www.tentland.or.jp/index.html
http://www.dou-sports.com/
http://napal-kitami-hokkaido.jp/
http://giza-ryuhyo.com/
http://seaicepark.jp/
https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/outline/obj/
http://www.tokachi-ecopark.jp/
http://www4.napal-ashoro.hokkaido.jp/
http://www.kushiro-artmu.jp/
http://napal-akkesi-hokkaido.jp/
https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/hoppouryoudotaisakubu/hoppouyontou/index.html
https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/hoppouryoudotaisakubu/hoppouyontou/index.html
http://www.yumemori.jp/

