
公共施設の利用制限内容等について(記述以外は通常通り） 令和4年10月18日現在

施設名 制限内容等 問合せ先 電話番号 ホームページアドレス

1
御殿場市学習等供用施設

（各支所ホールや会議室等）
10月17日（月）～ 利用者制限なし

富士岡支所

原里支所

玉穂支所

印野支所

高根支所

0550-87-0976

0550-89-0160

0550-89-0161

0550-89-0249

0550-82-0245

ふれあいプール玉穂

（プール施設）
8月24日（水）～

〔利用者制限〕なし

〔最大同時利用人数〕 200名（男性 100人以内、女性 100人以内）

〔営業時間〕昼の部 10：00～15：00　　夜の部 17：00～20：00

〔休館日〕 毎週水曜日

〔利用にあたっての注意事項〕 入場時の体温測定、入場記録の記入 ほか

ふれあいプール玉穂

（トレーニング室）
8月24日（水）～

〔利用者制限〕なし

〔最大同時利用人数〕 20名

〔営業時間〕昼の部 10：00～15：00 最終入場 14：30　　夜の部 17：00～20：00 最終入場 19：30

〔休館日〕 毎週水曜日

〔利用にあたっての注意事項〕 入場時の体温測定、入場記録の記入、マスクの着用、マシンの台数制限、利用後の消毒 ほか

3 玉穂地区西広場・東広場 4月15日（金）～ 〔利用者制限〕なし　※4/15(金)～4/22(金)は、小学生以下の団体による施設利用(教室ほか)を停止 ふれあいプール玉穂 0550-80-1515 https://www.tamahopool.jp/

4 高根中郷館 4月15日（金）～ 〔利用者制限〕なし　※4/15(金)～4/22(金)は、小学生以下の団体による施設利用(教室ほか)を停止

5 高根ふれあい広場 4月15日（金）～ 〔利用者制限〕なし　※4/15(金)～4/22(金)は、小学生以下の団体による施設利用(教室ほか)を停止

6 高根西ふれあい広場 4月15日（金）～ 〔利用者制限〕なし　※4/15(金)～4/22(金)は、小学生以下の団体による施設利用(教室ほか)を停止

7 印野地区スポーツ公園　丸尾パーク 4月15日（金）～ 〔利用者制限〕なし　※4/15(金)～4/22(金)は、小学生以下の団体による施設利用(教室ほか)を停止 印野郷土振興協会 0550-89-4397 https://otainai-onsen.gr.jp/marubi-park/

8 パレットごてんば 4月15日（金）～ 〔利用者制限〕なし　※4/15(金)～4/22(金)は、小学生以下の団体による施設利用(教室ほか)を停止
御殿場地区広場

管理運営委員会
0550-82-0912

9 友愛パーク・原里 4月15日（金）～ 〔利用者制限〕なし　※4/15(金)～4/22(金)は、小学生以下の団体による施設利用(教室ほか)を停止 原里愛郷振興協会 0550-89-0160

10 子ども家庭センター 11月1日 (火) ～

休館日：第1,3月曜日  利用人数は各回ごと概ね40人程度（御殿場市内の方３０名、御殿場市以外の方１０名)　利用時間は１日４回に区切

り(9:00～10:15)(10:45～12:00)(13:30～14:45)(15:15～16:30)に短縮　濃厚接触者となった人、発熱や風邪の症状がある人、入館時の検温

で37.5度以上の人は利用不可。　予約優先

子ども家庭センター 0550-70-6821 http://child.gotemba-skc.jp/

11 市民交流センターふじざくら 7月1日 (金) ～ 〔利用にあたっての注意事項〕入館時の検温・消毒、館内利用中のマスク着用、入館記録の記入等 市民交流センターふじざくら 0550-70-6800 https://gotemba-skc.jp/

12 総合体育施設（体育館アリーナ） 4月23日 (土) ～ 利用者制限なし

13 総合体育施設（体育館トレーニング室） 3月22日 (火) ～ 利用者制限なし

14 総合体育施設（体育館ジョギングコース） 3月22日 (火) ～ 利用者制限なし

15 総合体育施設（体育館第1体育室） 4月23日 (土) ～ 利用者制限なし

16
総合体育施設（体育館第2、第3体育室、多目

的室、会議室、研修室）
4月23日 (土) ～ 利用者制限なし

17 総合体育施設（東・南運動場） 4月23日 (土) ～ 利用者制限なし

18 総合体育施設（陸上競技場・屋外） 10月3日 (月) ～
陸上競技場内修繕工事中のため、3月末頃まで利用中止

ジョギングコースも安全確保のため、11月末頃まで利用中止

19 総合体育施設（陸上競技場・会議室） 3月22日 (火) ～ 利用者制限なし

20 総合体育施設（テニスコート） 4月23日 (土) ～ 利用者制限なし

総合体育施設 0550-89-5555 http://gotemba-taiikukan.jp/

利用開始日
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※
ふれあいプール玉穂 0550-80-1515 https://www.tamahopool.jp/

高根ふれあい広場

中郷館管理運営委員会
0550-84-2001

https://www.tamahopool.jp/
https://otainai-onsen.gr.jp/marubi-park/
http://child.gotemba-skc.jp/
https://gotemba-skc.jp/
http://gotemba-taiikukan.jp/
https://www.tamahopool.jp/
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21 馬術・スポーツセンター 3月22日 (火) ～ 利用者制限なし 馬術・スポーツセンター 0550-80-4150 http://gotemba-equitation.jp/

22 学校等体育施設夜間開放 4月23日 (土) ～ 利用再開 市民スポーツ課 0550-82-4135

23 たくみの郷 10月1日 (金) ～ ①制限なし（利用者の連絡先記載を依頼）②そば打ち体験は、当分の間休止 たくみの郷 0550-89-4397 https://otainai-onsen.gr.jp/takuminosato/

24
乙女森林公園

(第１・第２キャンプ場）
3月23日 (水) ～

①新規利用受付及び利用の開始

②利用客全員の検温、場内移動時のマスク着用

第１キャンプ場

第２キャンプ場

0550-82-2090

0550-82-7870
http://gotemba-otome.jp/

25 富士山樹空の森 3月23日（水）～

（1）パークゴルフ場及び室内施設(天空シアター、ワークショップ等)の利用時、検温消毒を実施

（2）パークゴルフ場：クラブハウス内休憩コーナーは利用停止

（3）多目的室（マンガコーナー）：飲食不可

富士山樹空の森 0550-80-3776 http://jukuu.jp/

26 御胎内温泉健康センター 3月23日（水）～

① 営業時間　10：00～21：00(最終受付20：00)

② レストラン営業時間　11：00～14：00　　17：00～19：30

③ その他下記対応を実施

　(1)入場制限の実施、個室利用制限あり

　(2)団体予約は要相談

    (3)入館時検温の実施、館内マスク着用

御胎内温泉健康センター 0550-88-4126 https://otainai-onsen.gr.jp/

27 富士山御殿場口新五合目駐車場 4月28日 (水) ～ 11月24日(水) 令和4年4月下旬（予定）まで冬季閉鎖。 観光交流課 0550-82-4622

28 御殿場市立図書館 5月31日 (火) ～

図書館：月曜日休館　利用可能時間9:00～21:00　その他利用制限あり

富士岡地区館：月・土・日・祝日休館　利用可能時間13:00～17:00

移動図書館車：月・土・日・祝日休館

図書館 0550-82-0391
https://www.city.gotemba.lg.jp/kyouiku/d-4/d-4-

3/343.html

29 御殿場市民会館 10月1日 (土) ～

①観客が大声ありの場合は定員の50％、なしの場合は100％

②飲食ありの場合は定員の50％、なしの場合は100％(大ホールは飲食禁止)

　※視聴覚室は窓がないため50％

ホール棟は毎週月曜日休館　会議棟は第3月曜日休館　利用可能時間8:30～21:30　　※詳細は会館HP

市民会館 0550-83-8000 http://gotemba-shiminkaikan.jp/

30 東山旧岸邸 6月1日 (水) ～ 利用制限なし。入館者カードに氏名・連絡先等を記載。※火曜日は休館 東山旧岸邸 0550-83-0747 https://www.kyu-kishitei.jp/

31 東山青少年広場 3月22日 (火) ～ 利用制限なし 東山青少年広場 0550-83-1133
https://www.city.gotemba.lg.jp/kyouiku/d-4/d-4-

2/8831.html

32 富士山市民のサロン　けやきかん 10月1日 (土) ～
主な部屋の利用定員：第1・2相談室 4名、自習室 32名、生涯学習室 36名（ただし、自習室として開放する場合は24名）

　　　　　　　　　　親子スペース5組15名程度

富士山市民のサロン　けやきかん

社会教育課

0550-70-3776

0550-82-0339

https://www.city.gotemba.lg.jp/kyouiku/d-4/d-4-

2/8166.html

33 秩父宮記念公園 3月23日 (水) ～

開園。利用制限なし。防空壕及び母屋・記念館・うぐいす亭については、三密を避けるよう利用者に注意を促す。利用に関する詳細は指定

管理者に確認すること。

※3/22(火)は休園日

秩父宮記念公園 0550-82-5110 http://chichibunomiya.jp/

34 都市公園全体 3月22日 (火) ～

利用制限なし。利用については、三密を避けるよう利用者に注意を促す。

テニスコート（湯沢平公園・富士岡公園）、各公園グランドゴルフ・ゲートボール等、公園関連施設（会議室等）の利用可能。

※駐車場利用可

中央公園

一般社団法人玉穂報徳会

（遊RUNパーク玉穂）

一般社団法人原里愛郷振興協会

（友愛パーク朝日）

0550-82-4236

0550-70-4189

0550-89-0160

https://www.g-parks.jp/

https://www.yu-run-park.jp/

https://harasatoaikyoukai.wixsite.com/website-1

35 中央公園 3月22日 (火) ～

利用制限なし。利用については、三密を避けるよう利用者に注意を促す。

管理棟休憩室の利用可能。

※駐車場利用可

中央公園 0550-82-4236 https://www.g-parks.jp/

※9/27更新

※3/22定休日のため

※3/22定休日のため
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