
1 
 

報道機関各位  

                              

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う市の対応について、令和２年３月２３日に第６回対策本

部会議を開催し、次の事項について決定いたしました。 

 

１ 公共施設等の臨時休館 

（１）集会等施設 

施設名 休館期間等 住所 

我孫子南近隣センター ３月２４日（火）から 

４月１２日（日）まで 

 

※４月１３日（月）以降の予

約は可能。ただし、状況によ

り使用できなくなる場合が

ある。 

 

※あびこ市民活動ステーシ

ョンは４月１３日（月）が休

館のため、１４日（火）以降

の予約は可能。ただし、状況

により使用できなくなる場

合がある。 

本町 3 の 1 の 2（けやきプ

ラザ内） 

根戸近隣センター 根戸 573の 5 

久寺家近隣センター 久寺家 686の 5 

天王台北近隣センター 柴崎台 2の 15の 8 

近隣センターこもれび 東我孫子 1の 41の 33 

湖北台近隣センター 湖北台 8の 2の 1 

新木近隣センター 新木 1500 

布佐南近隣センター 布佐平和台 4の 1の 30 

近隣センターふさの風 布佐 2972 の 1 

我孫子北近隣センター 

並木本館、つくし野分館 

並木 5の 4の 6 

つくし野 3の 22の 1 

湖北台市民センター 湖北台 3の 1の 1 

布佐市民センターステーシ

ョンホール 

布佐 2730 の 1 

あびこ市民プラザ 

 

我孫子 4の 11の 1（あびこ

ショッピングプラザ 3階） 

あびこ市民活動 

ステーション 

本町 3 の 1 の 2（けやきプ

ラザ内） 

【担当課】市民生活部市民活動支援課 担当：中島 電話：04-7185-1111 内線 484 
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（２）生涯学習施設（公民館） 

施設名 休館期間等 住所 

我孫子地区公民館 ３月２４日（火）から 

４月１２日（日）まで 

※４月１３日（月）以降の予約

は可能。ただし、状況により使

用できなくなる場合がある。 

若松 26の 4（アビスタ内） 

湖北地区公民館 中里 81の 3 

鳥の博物館 ３月２４日（火）から 

４月６日（月）まで 

※６日（月）は通常の休館日 

高野山 234の 3 

白樺文学館 緑 2の 11の 8 

杉村楚人冠記念館 緑 2の 5の 5 

旧村川別荘 寿 2の 27の 9 

旧井上家住宅 相島新田 1 

【担当課】教育委員会生涯学習部生涯学習課（公民館）担当：鳴島 電話：04-7182-0511 

鳥の博物館 担当：斎藤 電話：04-7185-2212  

 文化・スポーツ課 担当：海老原 電話：04-7185-1583 

 

（３） 生涯学習施設（図書館） 

施設名 休館期間等 住所 

市民図書館アビスタ本館 

 

４月１３日（月）まで 

※１３日（月）は通常の休館日 

【アビスタ本館のみ実施】 

・予約資料の受取り（9時 30分

～17時） 

・ホームページでの資料検索・

予約、利用状況の確認等 

【図書館３館で実施】 

・電話リクエスト（9時 30分～

17時） 

・返却ポスト 

※移動図書館、近隣センター（天

王台北、新木）での資料の受け

渡し・返却は中止。 

※貸出資料の返却は、図書館再

開後でも可。 

若松 26の 4（アビスタ内） 

 

市民図書館湖北台分館 湖北台 9の 3の 6 

市民図書館布佐分館 新々田 109の 1 

【担当課】教育委員会生涯学習部図書館 担当：穐村 電話：04-7184-1110 



3 
 

 

（４）スポーツ施設 

施設名 休館期間等 住所 

我孫子市体育館メインアリ

ーナ、サブアリーナ、トレ

ーニングルーム、武道場 

 

３月２４日（火）から 

４月１２日（日）まで 

 

※４月１３日（月）以降の予約

は可能。ただし、状況により使

用できなくなる場合がある。 

我孫子市古戸 696 

【担当課】教育委員会文化・スポーツ課 担当：四家 電話：04-7185-1604 

 

（５）子育て支援施設 

施設名 休館期間等 住所 

にこにこ広場 

 

４月５日（日）まで 

※子育て支援センター・情報コ

ーナーは開設 

本町 3の 2の 1 

アビイクオーレ 2階 

すくすく広場 

 

天王台 1の 24の 4 

川村第 13ビル 5階 

わくわく広場 湖北台 3の 1の 15 

すこやか広場 布佐平和台 5の 1の 1 

布佐南小学校内 

【担当課】子ども部保育課 担当：石崎 電話：04-7185-1915 

 

（６） 高齢者支援施設 

施設名 休館期間等 住所 

老人福祉センターつつじ荘 ４月１４日（火）まで 

※送迎バスについては通常どお

り運行 

 

中峠 2607 

西部福祉センター 根戸 917の 1 

お休み処 ４月１２日（日）まで 湖北台 1の 13の 4 

【担当課】健康福祉部高齢者支援課 担当：渡壁 電話：04-7185-1111 内線 412 

 

施設名 休館期間等 住所 

根戸福祉センターふれあい

交流教室 

４月１２日（日）まで 

 

つくし野 4の 17の 1 

【担当課】健康福祉部社会福祉課 担当：増田 電話：04-7185-1111 内線 649 
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（７）その他 

施設名 休館期間等 住所 

手賀沼のうなきちさん家 

 

４月１２日（日）まで 本町 3 の 1 の 2（けやき

プラザ内） 

【担当課】健康福祉部社会福祉課 担当：松本 電話：04-7185-1111 内線 394 

施設名 休館期間等 住所 

新木行政サービスセンター 

会議室 

４月１２日（日）まで 南新木 1の 1の 1 

【担当課】市民生活部市民課 担当：伊達 電話：04-7185-1111 内線 477 

施設名 休館期間等 住所 

水の館 

（1F 手賀沼ステーション/2F

手賀沼学習コーナー/3F プラ

ネタリウム、研修室、市民活動

コーナー） 

４月１２日（日）まで 高野山新田 193 

【担当課】環境経済部手賀沼課（水の館）担当：辻 電話：04-7184-0555 

 

２ 小中学校臨時休校への対応 

（１）小学校教室の一部開放 

   あびっ子クラブの登録の有無にかかわらず、就労等により家庭保育が 

困難な児童については、教室の一部を開放する。 

   ・開放期間：４月３日（金）まで 

 ※あびっ子クラブは４月６日（月）から通常利用可 

【担当課】子ども部子ども支援課 担当：楠瀬 電話：04-7184-1111 内線 449 

 

３ 市事業の休止 

（１）保育園等の一時預かり保育の休止 

   ・事業休止期間：４月１２日（日）まで 

   ・対象者：私的（育児リフレッシュなど）利用者不可、就労のみ利用可能 

（２）病児病後児保育の休止 

   ・事業休止期間 ４月１２日（日）まで 

（３）ファミリーサポートセンターの休止 

   ・事業休止期間：４月１２日（日）まで 

   ・対象：病児・病後児の預かり・送迎の援助 

（４）園庭開放事業 

   ・事業休止期間：４月３０日（木）まで 

【担当課】（１）～（４）子ども部保育課 電話：04-7184-1111 担当：石崎 内線 479 
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（５）きらめきデイサービス事業（市内２３か所）の休止 

・事業休止期間：４月３０日（木）まで 

【担当課】健康福祉部高齢者支援課 担当：渡壁 電話：04-7185-1111 内線 412 

（６）学習支援事業「マナビトらぼ」 

   ・事業休止期間：４月１２日（日）まで 

   ・場所：布佐教室（布佐ステーションホール）、我孫子教室（けやきプラザ１１階 

の手賀沼のうなきちさん家） 

【担当課】健康福祉部社会福祉課 担当：松本 電話：04-7185-1111 内線 394 

（７）生涯学習出前講座 

   ・事業休止期間：４月１２日（日）まで 

【担当課】教育委員会生涯学習部生涯学習課（公民館）担当：鳴島 電話：04-7182-0511 

（８）地域交流教室 

   ・事業休止期間：４月１２日（日）まで 

【担当課】教育委員会生涯学習部生涯学習課 担当：湯下 電話：04-7182-0511 

（９）学校施設開放（市内小中学校体育館・校庭・武道場） 

   ・事業休止期間：４月１２日（日）まで（屋外の校庭は４月６日から再開） 

【担当課】教育委員会文化・スポーツ課 担当：四家 電話：04-7185-1604 

（１０）自動発行機 

施設名 休館期間等 住所 

市役所正面玄関前 通常どおり利用可 我孫子 1858 

我孫子行政サービス

センター 

本町 3 の 1 の 2（けやき

プラザ内） 

あびこ市民プラザ 我孫子 4の 11の 1（あび

こショッピングプラザ 3

階） 

湖北地区公民館 ４月１２日（日）まで 

※４月１３日（月）以降の利用は可能。

ただし、施設の開館状況により利用で

きなくなる場合がある。 

中里 81の 3 

市民図書館布佐分館 新々田 109の 1 

【担当課】市民生活部市民課 電話：04-7185-1111 担当：伊達 内線 477 

 

４ 市主催のイベント等の対応 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴うイベント等の自粛については、４月１２日（日）

まで延長する。 

【担当課】市民生活部市民安全課 担当：酒井 電話：04-7185-1111 内線 295 


