つくば市各種施設等の再開について

5月25日現在
As of May 25

It is required to take countermeasures for the spread of COVID-19 when you use
the public facilities such as avoiding close spaces, crowds, and close contact.
This plan can be changed according to the situation of infection within the city
or the surrounding.

施設の再開にあたっては、3密を避ける等の新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策を十分に実施することを前提とします。
この方針は、市内や周辺地域での感染状況により随時見直しを行います。
＊

Reopening the Public Facilities

サービス等に一部制限あり。随時、制限の緩和を検討する。

◉ 一部条件や制限を設けてオープン／ Available, opened with some requirements

Not full service is available. The requirements would be eased accordingly.

▲ 部分的オープン／ Available under requirements, parcially opened

× 休館、閉鎖 ／ Not available, closed

＊＊ 人数や利用者の特定等の条件を設ける。

There are some requirements to use such as limiting number of persons and specifying them.

施設名 Name of Facilities

5月18日 から
May 18 -

6月1日~
June 1 (現時点での目安)

6月8日~6月30日
June 8 - 30
(現時点での目安)

＊

＊

＊

◉

◉

◉

Available

Available

Available

Comments

文化 ・ 学習施設 Cultural and Academic Facilities
中央図書館
Tsukuba Public Library
地域交流センター(図書室)
Community Center (Library)

＊＊

地域交流センター
Community Center

×

▲

Not available

Available under
requirements

市民研修センター
Citizens Training Center

さくら民家園
Sakura Minkaen
市民ホール
Civic Hall
ふれあいプラザ
Fureai Plaza

＊＊

×

▲

Not available

Available under
requirements

＊＊

×

▲

Not available

Available under
requirements

＊＊

◉
Available

＊＊

◉
Available

＊＊

◉
Available

ノバホール
Nova Hall
カピオ
Tsukuba Capio

＊＊

×

▲

Not available

Available under
requirements

アルスホール
ARS Hall
小田城跡歴史広場、出土文化財管理センター
谷田部郷土資料館、桜歴史民俗資料館
平沢官衙遺跡歴史ひろば
Oda Castle Histrical Site,
Cultural Heritage Management Center,
Yatabe Historical Museum,
Sakura Historical Museum,
Hirasawa Historical Site

＊＊

◉
Available

5月19日から通常貸出等を再開。
Normal operation from May 19.

コミュニティ棟については、特別定額給付金事務等のため、 7月以降に市民開放予定。
Meeting Rooms in Community Building will be reopened from July or later
6月1日〜 From 1st June▶
・1日から図書コーナー及び出張所再開。 From 1st June, Book corner and satelite office will open.
・1日から窓口予約再開 (6・7月利用分 )。From 1st June, reservation at counter for June and July use will start.
・2日からネット予約再開 (6・7月利用分 )。From 2nd June, online reservation for June and July use will start.
・ダンス、カラオケ、コーラス、エアロビ等の利用不可。 Use for dance, karaoke, chorus, Aaerobic etc. is not available.
6月8日〜30日 From 8th to 30th June ▶
・ダンス、カラオケ、コーラス、エアロビ等は一定の条件下 (※2)で利用可能。
Use for dance, karaoke, chorus, Aaerobic etc. is available under certain conditions. (※2)
6月1日〜 From 1st June▶
・ダンス、カラオケ、コーラス、エアロビ等の利用不可。
Use for dance, karaoke, chorus, Aaerobic etc. is not available.
・市民研修センターの入浴施設は、更衣室の使用人数等に条件を設けます。
For the public bath at the Citizens training center, there will be some limitation such as the number of users
of the locker room etcs.
6月8日〜 30日 From 8th to 30th June ▶
・ダンス、カラオケ、コーラス、エアロビ等は一定の条件下 (※2)で利用可能。
Use for dance, karaoke, chorus, Aaerobic etc. is available under certain conditions. (※2)
6月1日〜 From 1st June▶
・1日から窓口及び窓口予約再開 From 1st June, cunter and online reservation will start.
・ダンス、カラオケ、コーラス、エアロビ等の利用不可。 Use for dance, karaoke, chorus, Aaerobic etc. is not available.
・県外者の施設利用は自粛をお願いします。 Ibaraki residents only.
6月8日〜30日 From 8th to 30th June ▶
・ダンス、カラオケ、コーラス、エアロビ等は一定の条件下 (※2)で利用可能。
Use for dance, karaoke, chorus, Aaerobic etc. is available under certain conditions. (※2)
6月1日〜 From 1st June▶
・1日からカピオアリーナの窓口予約再開。 From 1st June, counter reservation for Capio arena will start.
・カピオの会議室、アリーナ (観客なしのスポーツ練習 ) のみ使用可能。
Conference room, arena (sports practice without gallery) will be available.
・カピオアリーナのイベント、ノバホールは使用不可。 Events at the Capio arena and Nova Hall is not available.
・アルスホールは一定の条件下 (※2)で使用可能。 ARS Hall can be used under certain conditions. (※2)
6月8日〜30日 From 8th to 30th June ▶
・8日からカピオホールの利用及び窓口予約再開。
From 8th June, use of Capio hall and counter reservation will start.
・9日からノバホール、アルスホールの利用及び窓口予約再開。 (8日は休館日 )
From 9th June, use of Nova Hall, ARS Hall and counter reservation will start. (Builading is closed on 8th)
6月1日〜 From 1st June▶
・団体受入れとビデオ視聴は中止。
Group usage and Video viewing is cancelled.

×
Not available

▲
Available under
requirements

＊＊

◉
Available

市民生活関連施設 Citizen-related Facilities

×

＊

◉

窓口出張所
City Hall Branch Offices

Not available

つくば総合インフォメーションセンター
交流サロン
Tsukuba Information Center

×

▲

Not available

Available under
requirements

つくばイノベーションプラザ
Tsukuba Innovation Plaza
つくば市市民活動センター
Tsukuba Civic Activity Center
つくばセンター広場
Tsukuba Center Square

Not available

Available

◉
Available

＊＊

つくばスタートアップパーク
Tsukuba Startup Park

＊＊

◉
Available

6月1日〜 From 1st June▶ イベントは実施不可。 Events are not possible.
6月8日〜30日 From 8th to 30th June ▶
イベントは一定の条件下 (※2)で実施可能。
Events can be held under certain conditions. (※2)

＊＊

◉

◉

Available

Available

◉

◉

◉

Available

Available

Available

5月18日〜▶ 週末、夜間も開放。 Open weekend and night as well
6月1日〜 From 1st June▶ イベントは一定の条件下 (※2)で実施可能。 Events can be held under certain conditions.(※2)
6月8日〜30日 From 8th to 30th June ▶
イベントは一定の条件下 (※2)で実施可能。 Events can be held under certain conditions.(※2)

公園・スポーツ施設 Park and Sports Facilities
A: 公園遊具 Playground equipments

A 5月18日から順次開放。Open accordingly from May 18.
B 5月25日から順次開放。Open accordingly from May 25.

街区公園全106箇所、駐車場無の近隣公園6箇所

106 residencial parks and 6 local parks
without parking

◉

◉

◉

Available

Available

Available

B: 公園遊具 Playground equipments
Aを除く16箇所 at 16 areas other than A
松見公園 (展望台 ) 、さくら交通公園
中央公園（水の広場、市民ギャラリー）
研究学園駅前公園（古民家）
Matsumi Park (including the observatory),
Sakura Kotsu Park,
Chuo Park (Water area and citizens gallery),
Kenkyu-gakuen Eki Mae Park (including the gazebo)

×

◉

Not available

Available

＊＊

屋外施設(テニス)
Outdoor(Tennis Court)

▲
Available under
requirements

＊＊

◉
Available

＊＊

＊＊

◉

◉

Available

Available

屋外施設（野球場、サッカー場等）
Outdoor facility (Baseball, football fields)

×
屋内施設 (体育館、プール等 )
Indoor facility (Gym, swimming pool)
屋内施設(トレーニングルーム、柔剣道場)
Indoor facility
(Training Room and Judo/Kendo Room)

Not available

＊＊

＊＊

◉

◉

Available

Available

×

×

Not available

Not available

＊＊

◉
Available

健康・福祉施設 Health and Welfare Facilities
＊＊

子育て総合支援センター
Child Care Support Center

＊＊

＊＊

◉

◉

◉

Available

Available

Available

5月20日正午からネット予約再開。 5月25日から施設利用及び窓口
Restart online reseravation from May 20. Restart use of facility and counter reservation from May 25.

6月1日〜 From 1st June▶
・ウェルネスパークのプールと入浴施設は、更衣室の使 用人数等に条件を設けます。
Pool and bath of Wellness Park will limit the users at changing room
・ 5/27正午からネット予約再開。
Online reservation will restart from May 27th at noon
・ 6/1から施設利用及び窓口予約再開。 (体育館は 1日が 休館日のため利用は 2日から)
Reservation at facility will restart from June 1st (Gym will restart from June 2nd)
・ 県外者の施設利用は自粛をお願いします。
Ibaraki residents only

健康増進施設いきいきプラザ
Iki-Iki Plaza
ふれあい元気広場
Fureai Genki Square
桜、谷田部の老人センター
茎崎老人福祉センター
茎崎農村高齢者交流センター
茎崎憩いの家
Sakura Welfare Center,
Yatabe Welfare Center
Kukizaki Welfare Support Center
Kukizaki Senior Drop-in Center
Kukizaki Ikoi-no-Ie

×
Not available

×
Not available

＊＊

◉
Available

▲
Available under
requirements

◉
Available

◉
Available

6月1日〜 From 1st June▶
・入浴施設のみ、更衣室の使用人数等に条件を設けて 使用可能。
Only bath is available while limiting the users at changing room
・ 入浴施設以外の利用不可。
Facilities except bath are not available
6月8日〜30日 From 8th to 30th June ▶
・カラオケは一定の条件下 (※2)で利用可能。
Karaoke can be held under certain conditions.(※2)

観光・宿泊施設 Tourist and Lodging Facilities
駐車場（市営筑波山1~4、宝篋山、市営筑波山麓）
Parkings (Mt. Tsukuba 1-4, Mt. Hokyo, Foot of Mt. Tsukuba)
宝篋山登山道、小田休憩所
Mt. Hokyo, Oda Rest House
観光案内所（筑波山、おもてなし館、BiViつくば）
Tourist Information Centers

◉

◉

◉

Available

Available

Available

(Mt. Tsukuba, Omotenashi-Rest House, BiVi Tsukuba)

高崎自然の森
Takasaki Shizen-no Mori
茎崎こもれび六斗の森
Kukizaki Komorebi Rokuto-no-Mori
筑波ふれあいの里
Tsukuba Fureai-no-Sato
豊里ゆかりの森 (宿舎あかまつを除く。)
Toyosato Yukari-no-Mori
(Except Akamatsu Lodging House)

＊＊

×

▲

Not available

Available under
requirements
＊＊

×

▲

Not available

Available under
requirements

豊里ゆかりの森(宿舎あかまつ)
Toyosato Yukari-no-Mori
(Akamatsu Lodging House)

市民による大規模なイベント・
大会等の開催について
Regarging large events
holded by the citizens

＊＊

◉

6月1日〜 From 1st June▶
・ 県外者の施設利用は自粛をお願いします。
Ibaraki residents only

Available
＊＊

◉
Available

6月1日〜 From 1st June▶
・ 県外者の施設利用は自粛をお願いします。
Ibaraki residents only
・ バーベキュー場の夜間利用は不可。
Using barbecue facility at night is prohibited
※新型コロナウイルス感染症患者の軽症者等の受け入れ施設として使用しています。
This facility has been accepting those with mild coronavirus symptoms.

×
Not available

＊＊

×

▲

Not available

Available under
requirements

＊＊

◉
Available

6月1日〜 From 1st June▶
・屋内100人及び屋外 200人を超えるイベント等の開催は 自粛をお願いします。
Please refrain from holding indoor events with more than 100 people and outdoor events with
more than 200 people
・市の公共施設については、会場に応じた上限人数を設 定します。
The City will set a maximum numbers on each public facility.
・人数に関わらず、県外からの参加者が見込まれる場合や、不特定多数のイベントの開催は自粛をお願いしま
Regardless of numbers, please refrain from holding events that include a large number of unknown
people, or events that include people from outside Ibaraki

す。

6月8日〜30日 From 8th to 30th June ▶
・茨城県の方針を踏まえ規模上限を設けます。それ以上の規模のイベント等の開催は自粛をお願いします。
Following the Ibaraki's policy, the city will set upper limits of scale. Please refrain from holding events larger than that.
・市の公共施設については、会場に応じた上限人数を設定します。
The City will limit capacity of each public facility.
・県外からの参加者が見込まれる場合や、不特定多数のイベントの開催は自粛をお願いします。
Please refrain from holding events that include a large number of unknown people, or events that include
people from outside Ibaraki

