
令 和 ２ 年 ５ 月 １ ５ 日 
 

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部  
緊 急 事 態 宣 言 対 応 班 

 
 
   本市所管施設等の開館・利用再開について 

 

 

  本日，「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための京都府における緊急事態措置」が

改訂され，一部の施設の休止要請が解除された。 
本市では，引き続き緊急事態宣言が発出されていることを踏まえ，府県をまたいだ移

動を促さないために施設利用を府民に限定するとともに，発熱者等の施設への入場制限，

混雑時の入場制限，消毒や換気，マスク着用の徹底など，感染防止対策を十分に講じたう

えで，下記のとおり，順次，所管施設等を開館・利用再開する。 
開館・利用再開は，人の往来の急増を促さないよう，原則として，博物館等は５月１８

日（月）から，貸会議室等の利用予約制の施設は６月１日（月）からとする。 
 
 

記 
 

１ 開館・利用再開する施設（劇場，貸会議室，美術館，図書館等） 

  京都市京セラ美術館，京都市動物園，元離宮二条城，京都市図書館など（別紙１のとおり）  

 

２ 引き続き休館・利用停止する施設（屋内運動施設等） 

  京都アクアリーナ，地域体育館など（別紙２のとおり） 

 

資料３－２ 



（別紙１）

施設名 開館・利用再開日 備考 所管局区 部・課

1 京都市環境保全活動センター
（京エコロジーセンター）

５月１８日 環境政策局 地球温暖化対策室

2
南部クリーンセンター環境学習施設
「さすてな京都」

５月１８日 環境政策局 施設管理課

3 元離宮二条城 ５月１８日 文化市民局 文化芸術企画課

4 京都市動物園 ５月１８日 文化市民局 文化芸術企画課

5 京都芸術センター ５月２０日 文化市民局 文化芸術企画課

6 京都市京セラ美術館 ５月２６日 ５月２２日から事前予約受付 文化市民局 文化芸術企画課

7 無鄰菴 ５月２２日 文化市民局 文化財保護課

8 岩倉具視幽棲旧宅 ５月２２日 文化市民局 文化財保護課

9 旧三井家下鴨別邸 ５月２５日 文化市民局 文化財保護課

10 京都市歴史資料館 ５月１８日 文化市民局 文化財保護課

11 京都市考古資料館 ５月１８日 文化市民局 文化財保護課

12 京都市文化財建造物保存技術研修センター ６月１日 文化市民局 文化財保護課

13 ツラッティ千本 ５月１９日 文化市民局 共生社会推進室

14 柳原銀行記念資料館 ５月２０日 文化市民局 共生社会推進室

15 市民活動総合センター ５月２５日
ミーティングルームの供用再開は，6
月1日（月）を予定。

文化市民局 地域自治推進室

16
いきいき市民活動センター（北・岡崎・左京東部・
左京西部・中京・東山・下京・吉祥院・上鳥羽北部・
上鳥羽南部・久世・醍醐・伏見）

６月１日

貸館の予約受付のみ，５月２０日開始を予
定。
ただし，５月３１日までの受付時間は
午前１０時～午後５時

文化市民局 地域自治推進室

17 円山公園音楽堂 ５月２０日 文化市民局 文化芸術企画課

18 ロームシアター京都 ５月２０日 文化市民局 文化芸術企画課

19 文化会館（北・東部・呉竹・西・右京） ５月２０日 文化市民局 文化芸術企画課

20 京都コンサートホール ５月２０日 文化市民局 文化芸術企画課

21
西京極総合運動公園　北側区域
（たけびしｽﾀｼﾞｱﾑ京都，わかさｽﾀｼﾞｱﾑ京都，補助競
技場）

６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

22 横大路運動公園
（硬式野球場，野球場兼運動場）

６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

23
宝が池公園運動施設
（球技場，ﾃﾆｽｺｰﾄ，ﾌｯﾄｻﾙｺｰﾄ）

6月1日 文化市民局 市民スポーツ振興室

24 岡崎公園（野球場，テニスコート） ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

25 岩倉東公園 ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

26 一乗寺公園 ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

27 朱雀公園 ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

28 東野公園 ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

29 勧修寺公園（野球場，テニスコート） ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

30 殿田公園 ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

31 吉祥院公園（野球場，球技場） ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

32 上鳥羽公園 ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

開館・利用再開する施設一覧



施設名 開館・利用再開日 備考 所管局区 部・課

33 西院公園 ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

34 牛ケ瀬公園 ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

35 小畑川中央公園（野球場，テニスコート） ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

36 三栖公園（野球場，テニスコート） ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

37 下鳥羽公園 ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

38 伏見公園 ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

39 伏見桃山城運動公園（野球場，多目的グラウンド） ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

40
桂川緑地久我橋東詰公園
（球技場（第１～第３），運動場兼ソフトボール場，テ
ニスコート）

６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

41 京北運動公園（野球場兼運動場，テニスコート） ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

42 宇治川公園 ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

43 山科中央公園 ６月１日 文化市民局 市民スポーツ振興室

44 ウィングス京都（電話相談のみ開設） ６月１日
フィットネスルーム，スポーツルーム及び
音楽室の再開時期については検討中 文化市民局 共生社会推進室

45 京都伝統産業ミュージアム 5月20日 利用人数制限あり（概ね150名） 産業観光局 クリエイティブ産業振興室

46 京都国際マンガミュージアム 調整中 産業観光局 クリエイティブ産業振興室

47 道の駅ウッディー京北 5月18日
利用人数制限あり
・販売コーナー（概ね30名）
・喫茶飲食コーナー（概ね25席）

産業観光局 農林企画課

48 京北森林公園 5月19日
利用人数制限あり
・場内（概ね100名を目途）
・野外炉（６人／基）

産業観光局 林業振興課

49 京都市洛西竹林公園（竹の資料館） 5月18日 都市計画局 都市総務課　

50 京都市嵯峨鳥居本町並み保存館 5月19日 都市計画局 景観政策課

51
京都市景観・まちづくりセンター
（展示コーナー（京のまちかど），まちづくり交流サロ
ン，図書コーナー等）

5月18日 都市計画局 まち再生・創造推進室

52 宝が池公園子どもの楽園 5月18日 建設局 みどり政策推進室

53 梅小路公園庭園（朱雀の庭，いのちの森） 5月18日 建設局 みどり政策推進室

54 火打形公園スケートボードパーク 5月18日 建設局 みどり政策推進室

55 公園併設駐車場（岡崎公園） 5月18日 建設局 みどり政策推進室

56 公園併設駐車場（宝ヶ池公園） 5月18日 建設局 みどり政策推進室

57 公園併設駐車場（円山公園） 5月18日 建設局 みどり政策推進室

58 公園併設駐車場（梅小路公園） 5月18日 建設局 みどり政策推進室

59 公園併設駐車場（伏見北堀公園） 5月18日 建設局 みどり政策推進室

60 京都市市民防災センター 5月19日 一部の体験施設は引き続き閉鎖 消防局 総務課

61 琵琶湖疏水記念館 5月19日
ガイダンスシアター及びＡＶホールは
引き続き利用停止

上下水道局 総務課

62 京都市図書館（２０館） 5月16日

5月16日からは，4月17日までに予
約済の図書の窓口貸出を再開。
23日以降，カウンターでの貸出し
のための館内利用や新規貸出予
約の受付など，サービスを段階的
に順次再開。

教育委員会事務局 生涯学習部施設運営担当

63 学校歴史博物館 5月18日 教育委員会事務局 学校歴史博物館

64 青少年科学センター 5月18日 一部の展示は引き続き休止 教育委員会事務局 青少年科学センター



（別紙２）

施設名 備考 所管局区 部・課

1 やまごえ温水プール 環境政策局 施設管理課

2
京都市大学のまち交流センター
（愛称：キャンパスプラザ京都）
※　６月１日は通常休館日

総合企画局 総合政策室

3
京都市国際交流会館
※　６月１日は通常休館日

総合企画局 国際化推進室

4 市電車両（岡崎公園） 総合企画局 プロジェクト推進室

5 久世ふれあいセンター 文化市民局 文化芸術企画課

6
地域体育館
（左京・中京・東山・山科・下京・吉祥院・久世・右京・
桂川・伏見東部・伏見北堀公園・醍醐・伏見北部）

文化市民局 市民スポーツ振興室

7
武道センター
（主競技場，補助競技場，旧武徳殿，弓道場，相撲
場）

文化市民局 市民スポーツ振興室

8 黒田トレーニングホール 文化市民局 市民スポーツ振興室

9 京都アクアリーナ 文化市民局 市民スポーツ振興室

10 西京極総合運動公園　北側区域
（ﾊﾝﾅﾘｰｽﾞｱﾘｰﾅ，市民ｽﾎﾟｰﾂ会館）

文化市民局 市民スポーツ振興室

11
横大路運動公園
（体育館，洋弓場）

文化市民局 市民スポーツ振興室

12
宝が池公園運動施設
（体育館）

文化市民局 市民スポーツ振興室

13 京の食文化ミュージアムあじわい館 産業観光局 中央卸売市場第一市場

14 京都市勧業館（みやこめっせ） 産業観光局 クリエイティブ産業振興室

15 京都市宇多野ユースホステル 産業観光局 観光ＭＩＣＥ推進室

16 京都総合観光案内所（愛称：京なび） 産業観光局 観光ＭＩＣＥ推進室

17 京都市河原町三条観光情報コーナー 産業観光局 観光ＭＩＣＥ推進室

18 宇津峡公園 産業観光局 農林企画課

19 森林文化交流センター（山村都市交流の森） 産業観光局 林業振興課

20 京都市障害者スポーツセンター 保健福祉局 障害保健福祉推進室

21 京都市障害者教養文化・体育会館 保健福祉局 障害保健福祉推進室

22
京都市健康増進センター
（1階南区保健福祉センターは開設） 保健福祉局 健康長寿企画課

23 京都市老人福祉センター（17箇所） 保健福祉局 健康長寿企画課

24 京都市老人保養センター 保健福祉局 健康長寿企画課

25 京都市久多いきいきセンター 保健福祉局 健康長寿企画課

26

ひと・まち交流館（京都市長寿すこやかセン
ター，京都市福祉ボランティアセンター，会議
室）
（館内各センターの電話相談受付は開設）

保健福祉局
健康長寿企画課
介護ケア推進課

27
京都動物愛護センター（ヒルズ・ドッグラ
ン，トリミングルーム）

保健福祉局 医療衛生企画課

引き続き休館・利用停止する施設一覧



施設名 備考 所管局区 部・課

28 洛南身体障害者福祉会館（会議室等） 保健福祉局 障害保健福祉推進室

29 山科身体障害者福祉会館（会議室等） 保健福祉局 障害保健福祉推進室

30 みぶ身体障害者福祉会館（会議室等） 保健福祉局 障害保健福祉推進室

31 京都市中央青少年活動センター
※　電話相談は受け付けます。

子ども若者はぐくみ局 育成推進課

32 京都市北青少年活動センター
※　電話相談は受け付けます。

子ども若者はぐくみ局 育成推進課

33 京都市東山青少年活動センター
※　電話相談は受け付けます。

子ども若者はぐくみ局 育成推進課

34 京都市山科青少年活動センター
※　電話相談は受け付けます。

子ども若者はぐくみ局 育成推進課

35 京都市下京青少年活動センター
※　電話相談は受け付けます。

子ども若者はぐくみ局 育成推進課

36 京都市南青少年活動センター
※　電話相談は受け付けます。

子ども若者はぐくみ局 育成推進課

37 京都市伏見青少年活動センター
※　電話相談は受け付けます。

子ども若者はぐくみ局 育成推進課

38 京都市こども体育館 子ども若者はぐくみ局 育成推進課

39 京都市百井青少年村 子ども若者はぐくみ局 育成推進課

40 京都市ひとり親支援センター"ゆめあす"
※　電話相談は受け付けます。

子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課

41
京都市子ども保健医療相談・事故防止セン
ター　京あんしんこども館
※　電話相談は受け付けます。

子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課

42 こどもみらい館（元気ランド，研修室・会議室）
子育て図書館は京都市図書館と同様の取
り扱い

子ども若者はぐくみ局 こどもみらい館

43 京都市醍醐交流会館 都市計画局 都市総務課　

44 京都市久我の杜生涯学習プラザ 都市計画局 住宅政策課

45 大原野森林公園　森の案内所（研修室） 建設局 みどり政策推進室

46 梅小路公園緑の館（貸室）
　※新規利用受付は休止

建設局 みどり政策推進室

47 京都市ラクト健康・文化館
　※新規利用受付は休止

建設局 市街地整備課

48 観光駐車場（銀閣寺） 建設局 自転車政策推進室

49 観光駐車場（清水坂） 建設局 自転車政策推進室

50 観光駐車場（嵐山） 建設局 自転車政策推進室

51 観光駐車場（高雄） 建設局 自転車政策推進室

52 堀川御池ギャラリー，音楽ホール・レッスン室 教育委員会事務局 教育環境整備室

53 生涯学習総合センター中央事業館（京都アスニー） 教育委員会事務局 生涯学習部施設運営担当

54 生涯学習総合センター山科事業館（アスニー山科） 教育委員会事務局 生涯学習部施設運営担当

55 教育相談総合センターカウンセリングセンター
※　来所相談を休止

教育委員会事務局 教育相談総合センター

56 野外活動施設　花背山の家 教育委員会事務局 花背山の家

57 日野野外活動施設 教育委員会事務局 生徒指導課

58 野外活動施設　京北山国の家 教育委員会事務局 生徒指導課



（対策本部会議資料）                     令和２年５月１５日 

 

新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

文化市民局文化芸術都市推進室 

 

    文化施設等の開館等について 

 

  文化施設等については，健康的な生活を維持するとの観点から，新型コロナウイルス

感染拡大防止対策を十分に講じたうえで，次のとおり開館・再開いたします。 

  なお，広域的な移動を促さないため，いずれの施設も京都府民限定とします。 

 

１ 京都市京セラ美術館 

 （１）開 館 日 ５月２６日（火） 

 （２）入 場 制 限 完全予約制（２２日（金）から予約受付を開始，当日受付なし） 

                      時間あたりの人数制限（展覧会３０分ごとに５０人） 

 （３）展 示 内 容  〇コレクションルーム（本館） 

           〇杉本博司 瑠璃の浄土（新館） 

〇京都の美術２５０年の夢 プロローグ（本館）※ 

 ※６月上旬からの予定 

 

２ 京都市動物園 

 （１）開 園 日 ５月１８日（月） 

 （２）観 覧 範 囲 屋内密閉施設（熱帯動物館，ゴリラ舎の室内通路，おとぎの国の 

ふれあいルーム）を除く。 

 

３ 元離宮二条城 

 （１）開 城 日 ５月１８日（月） 

 （２）入 場 制 限 二の丸御殿，二条城障壁画 展示収蔵館（～６月２１日）について

は人数制限 

（３）観 覧 範 囲 全域 

           公式ガイドツアーは中止。 

 

４ 歴史資料館 

 （１）開 館 日 ５月１８日（月） 

（２）入 場 制 限 展示室，映像展示室，閲覧室ごとに人数制限を実施 

（３）展 示 内 容  特別展 叢書京都の史料刊行記念 

            「京都摺物集成 －江戸時代の京都のにぎわい－」 

 

 

 

資料３－３ 



５ 考古資料館 

 （１）開 館 日 ５月１８日（月） 

（２）入 場 制 限 １時間当たり１０名に限定 

（３）展 示 内 容 特別展示「光秀と京」（～６月２１日）のほか常設展示 

※展示解説（毎週日曜日）及び解説ボランティアは当面実施を見 

送る。 

 

６ 無鄰菴・岩倉具視幽棲旧宅・旧三井家下鴨別邸 

（１）開 館 日 無鄰菴     ：５月２２日（金） 

岩倉具視幽棲旧宅：５月２２日（金） 

          旧三井家下鴨別邸：５月２５日（月）予定 

（２）入 場 制 限 一度に入場できる上限を設定（無鄰菴１５名，岩倉１０名，旧三井５０名） 

          無鄰菴，岩倉具視幽棲旧宅については，５月１９日（火）から 

オンライン等による事前予約の受付を開始 

（入場できる上限内で当日受付も可とする。） 

（３）観 覧 範 囲 自主事業及び貸室を除く。 

 

 ７ 劇場施設等（ロームシアター京都，京都コンサートホール，円山公園音楽堂， 

文化会館※，京都芸術センター） 

（１）開 館 日 ５月２０日（水） 

          （各施設の会議室については，６月１日（月）から利用再開） 

（２）利 用 制 限 クラスターが発生するおそれのある催物（イベント等）や 

           「三つの密」の集まりについては開催を制限 

 

   ※本市文化会館については，４００人規模以上のホールを有しており，休止要請解除施設の「劇   

場」に該当 

 

 

 

 



対策本部会議資料                           令和２年５月 15日 

新型コロナウイルス感染症対策本部 

学校対策班（所管：教育委員会） 

 

市立図書館における図書館サービスの再開について 

 

１ 市立図書館の臨時休館 

４月 16日（木）に緊急事態宣言の対象が全国に拡大され，17日（金）に，京都府知事から，

特措法に基づく休止要請が行われたこと等を受け，４月 18日（土）から５月 31日（日）までを

臨時休館としております。また，５月５日（火）からは，臨時休館までに予約いただいた方に，

御希望者自身に郵送料を御負担いただく形で，郵送による貸出を行っております。 

 

２ 市立図書館サービスの段階的再開 

  京都府の休止要請解除方針を踏まえ，市立図書館については，「３密」となる状況を回避しつ

つ，次のとおり，段階的に図書館サービスの再開を進めていくこととします。 

  なお，５月５日から実施している郵送による貸出しは，当分の間，継続します。 

 

（１）第１段階【５月 16日（土）から】 

５月 16日（土）から，４月 17日（金）までに既に予約いただいている図書について，予め

電話で事前予約をいただき，日時を指定したうえで，来館する人数を抑えながら，カウンター

等での受渡しを再開します。 

また，移動図書館についても，各ステーションの巡回を再開し，予約資料の受渡しを実施し

ます。 

（２）第２段階【５月 23日（土）から】 

第１段階の予約図書の貸出しと併行して，カウンターでの貸出しのための館内の利用につ

いて，閲覧席の利用は 休止した状況で再開。また，新規の貸出予約の受付も再開します。 

（３）第３段階【６月１日（月）から】 

   閲覧席の利用を一部再開します（座席数の減で，密接を避ける）。 

（４）第４段階 

   全面再開。お楽しみ会などの行事も再開します。 

 

３ 感染防止拡大措置の実施 

カウンターでのビニールシールド設置，第３段階以降も，長時間の「滞在」はご遠慮をいただ

くなど感染防止対策を徹底します。 

 

４ 来館による予約資料貸出の実施内容（第１段階の取組） 

（１）開始日 令和２年５月 16日（土）から 

       ※図書館休館日である火曜日を除く午前９時 30分から午後５時まで 

（２）対象  ４月 17日までに予約頂いた資料（視聴覚資料を含む）の貸出準備ができていると

して図書館から既に連絡させて頂いている方 

（３）方法  予約時に受取館とした図書館に，受取りを希望する日の前日（希望日が水曜日の

場合は前々日），又は当日に電話していただき，予め来館する日時を調整したうえで

来館し，予約資料を受け取っていただきます。 

       なお，来館者が集中しないよう，15分単位で，一区分 10組程度を目安として実施

します。 
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令和２年５月１５日 

建 設 局 

  

臨時閉鎖中の屋外公園施設及び公園併設駐車場の再開について 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として，臨時閉鎖を実施している下記の屋外

公園施設及び公園併設駐車場について，５月１８日（月）から利用を再開します。 

 

記 

 

１ 再開する施設 

＜屋外公園施設＞ 

 宝が池公園子どもの楽園，梅小路公園庭園（朱雀の庭，いのちの森），火打形公園  

スケートボードパーク 

＜公園併設駐車場＞ 

岡崎公園，宝が池公園，円山公園，梅小路公園，伏見北堀公園 

 

２ 公園利用者への感染防止対策 

  感染防止対策を徹底するため，啓発看板の設置や巡回啓発を行うほか，園内での食

事を御遠慮いただくとともに，混雑状況に応じて，利用人数の制限等を行う場合があ

ります。 

 

３ 再開日 

  令和２年５月１８日（月）～ 

（参考）当初の臨時閉鎖期間 

  ＜屋外公園施設＞  令和２年４月９日（木）～５月３１日（日） 

  ＜公園併設駐車場＞ 令和２年４月２９日（水）～５月３１日（日） 

 

４ 本件に関する問合せ先 

  京都市建設局みどり政策推進室（０７５－２２２－４１１４） 
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