
No 名　　称 場所（市町村） 宣言中の対応 備　考 施設HP等 再開予定日

1 県民室（県庁１階） 盛岡市 休館 ９月17日（金）

2 岩手県職員総合グラウンド 滝沢市 休館 ９月17日（金）

3 県立総合防災センター 矢巾町 休館 https://www.iwa-bousai.jp/ ９月18日（土）

4 東日本大震災津波伝承館 陸前高田市 休館 https://iwate-tsunami-memorial.jp/5285/ ９月18日（土）

5 平庭高原体験学習館　森のこだま館 葛巻町 部分休館 体験施設について休止

http://morinokodamakan.in/%e4%bd%93%e9%a8
%93%e3%81%ae%e5%8f%97%e4%bb%98%e4%bc%91%e
6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%
85/

９月17日（金）

6 平庭高原自然交流館　しらかばの湯 久慈市 部分休館 日帰り入浴は休止、宿泊営業は協議中 http://hiraniwa.com/shirakabanoyu/ ９月17日（金）　11：00

7 国際交流センター（いわて外国人・相談支援センター含む） 盛岡市 部分休館
メール、電話等での情報発信・相談業
務等は継続

https://iwate-ia.or.jp/ ９月17日（金）

8 岩手県民会館 盛岡市 休館
予約済の主催者に対し、中止又は延期
の協力要請

http://www.iwate-kenmin.jp/archives/5334 ９月17日（金）

9 岩手県公会堂 盛岡市 休館
予約済の主催者に対し、中止又は延期
の協力要請

http://iwate-kokaido.jp/ ９月17日（金）

10 県営運動公園 盛岡市 休館
予約済の主催者に対し、中止又は延期
の協力要請

http://sposhin.echna.ne.jp/shisetuka/inde
x.html

９月17日（金）

11 県営体育館 盛岡市 休館
予約済の主催者に対し、中止又は延期
の協力要請

http://www.echna.ne.jp/~kenei3/ ９月17日（金）

12 県営野球場 盛岡市 休館
予約済の主催者に対し、中止又は延期
の協力要請

http://www.echna.ne.jp/~kenei2/ ９月17日（金）

13 県営スケート場 盛岡市 休館
予約済の主催者に対し、中止又は延期
の協力要請

http://www.echna.ne.jp/~kenei5/index.html ９月17日（金）

14 県立御所湖広域公園艇庫 盛岡市 休館
予約済の主催者に対し、中止又は延期
の協力要請

http://www.echna.ne.jp/~kenei4/ ９月17日（金）

15 県営武道館 盛岡市 休館
予約済の主催者に対し、中止又は延期
の協力要請

http://www.echna.ne.jp/~kenei1/ ９月17日（金）

新型コロナウイルス感染症「岩手緊急事態宣言」に係る県施設の対応
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16 県営スキージャンプ場 八幡平市 休館
予約済の主催者に対し、中止又は延期
の協力要請

https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshik
i/bunkasports/1217.html

９月17日（金）

17 県営屋内温水プール 雫石町 休館
予約済の主催者に対し、中止又は延期
の協力要請

https://www.central.co.jp/club/p-
iwateshizukuishi/

９月17日（金）

18 岩手県勤労身体障がい者体育館 盛岡市 休館
予約済の主催者に対し、中止又は延期
の協力要請

http://www.echna.ne.jp./~kinrou/ ９月17日（金）

19 環境学習交流センター 盛岡市 部分休館 電話相談等は対応
https://www.aiina.jp/site/environment/lis
t59-85.html

９月17日（金）

20 岩手県地球温暖化防止活動推進センター 盛岡市 部分休館 電話相談等は対応
https://www.aiina.jp/site/environment/294
.html

９月17日（金）

21 網張ビジターセンター 雫石町 休館 http://amihari17.ec-net.jp/ ９月18日（土）

22 浄土ヶ浜ビジターセンター 宮古市 休館 https://jodogahama-vc.jp/ ９月17日（金）

23 碁石海岸インフォメーションセンター 大船渡市 休館 https://goishi.info/ ９月17日（金）

24 折爪岳ふるさと自然公園センター 二戸市 休館 https://www.city.ninohe.lg.jp/info/345 ９月17日（金）

25 松尾八幡平ビジターセンター 八幡平市 休館 https://www.hachimantai.or.jp/ ９月17日（金）

26 北山崎ビジターセンター 田野畑村 休館
https://www.vill.tanohata.iwate.jp/kankou
/see/visitor-center.html

９月17日（金）

27 早池峰総合休憩所 花巻市 休館
https://www.pref.iwate.jp/kennan/hoken/10
13504.html

９月17日（金）

28 須川ビジターセンター 一関市 休館
https://www.ichitabi.jp/information/artic
le.php?p=1018

９月17日（金）

29 室根山ふるさと自然公園センター 一関市 休館 https://www.ichitabi.jp/ ９月17日（金）

30 岩手県鳥獣保護センター 滝沢市 部分休館 野生鳥獣の救護については通常運営
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/
shizen/yasei/hogo/1005484.html

９月17日（金）
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31 いわて若者カフェ 盛岡市 休館 https://iwatewakamono.net/archives/9829 ９月21日（火）

32 アイーナ 盛岡市 部分休館 詳細は施設HP等でご確認ください
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/
npo/kikan/1045855.html

【パブリックスペース】
９月17日（金）
※有料施設の新規予約開始は９月
23日（木）

33 岩手県男女共同参画センター 盛岡市 部分休館 電話相談等は対応 ９月17日（金）

34 岩手県青少年活動交流センター 盛岡市 部分休館 電話相談等は対応 https://www.aiina.jp/site/seishounen/ ９月17日（金）

35 岩手県ＮＰＯ活動交流センター 盛岡市 部分休館 電話相談等は対応
https://www.aiinanpo.org/info/20210813_23
003/

【来所による相談受付】
９月17日（金）

36 県立福祉の里センター 大船渡市 休館 http://satocen.sakura.ne.jp/
【宿泊部門】９月21日（火）
【宿泊部門以外】９月17日（金）

37 岩手県高齢者社会貢献活動サポートセンター 盛岡市 部分休館 電話相談等は対応
https://www.aiina.jp/site/koureisya/4328.
html

９月17日（金）

38 ふれあいランド岩手 盛岡市 休館 http://www.fureailand.jp/ ９月17日（金）

39 県立視聴覚障がい者情報センター 盛岡市 部分休館
来館による図書貸出、施設利用の一部
休止

https://www.aiina.jp/site/sityoukaku/385.
html#20210812

９月18日（土）

40 子育てサポートセンター 盛岡市 部分休館 プレイルーム停止、相談は継続
http://www5.pref.iwate.jp/~hp0359/childca
re/

９月17日（金）

41 いわて子どもの森 一戸町 休館 http://www.iwatekodomonomori.jp/
９月18日（土）
※宿泊、団体利用、イベントにつ
いては、９月25日（土）

42 岩手イノベーションベース 盛岡市 休館 https://iibase.jp/ ９月22日（水）

43 岩手県産業文化センター 滝沢市 部分休館
 ワクチン接種会場としての利用等は
継続

９月17日（金）

44 ジョブカフェいわて 盛岡市 休館
オンライン、電話等での相談業務等は
継続

https://www.jobcafe-
i.jp/news/archives/1365

９月17日（金）

45 ジョブカフェ一関 一関市 休館
オンライン、電話等での相談業務等は
継続

http://jc-ichi.jp/ ９月17日（金）
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46 ジョブカフェ気仙 大船渡市 休館
オンライン、電話等での相談業務等は
継続

https://jobcafekesen.jp/ ９月17日（金）

47 ジョブカフェみやこ 宮古市 休館
オンライン、電話等での相談業務等は
継続

https://www.miyako-vts.ac.jp/~job-miyako/ ９月17日（金）

48 ジョブカフェ久慈 久慈市 休館
オンライン、電話等での相談業務等は
継続

http://www.i-yamase.net/jobcafe/ ９月17日（金）

49 ジョブカフェいわて☆カシオペア 二戸市 休館
オンライン、電話等での相談業務等は
継続

https://jobcafe-c.net/ ９月17日（金）

50 ファブテラスいわて 盛岡市 休館

https://fabterrace.site/2021/08/12/%e3%80%90%e9%87
%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%96%e
3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%81%84%e3%82%8f%e3%81%
a6%e9%96%89%e9%8e%96%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3
%82%89%e3%81%9b/

９月18日（土）

51 岩洞湖家族旅行村 盛岡市 休館
http://www.city.morioka.iwate.jp/shisetsu
/sports/koen/1006912.html

９月17日（金）

52 八幡平レストハウス 八幡平市 休館 https://www.hachimantai.or.jp/ ９月17日（金）

53 県立緑化センター 奥州市 休館 http://www.iwategreen.jp/ ９月17日（金）

54 県民の森 八幡平市 部分休館 屋内施設のみ休止 http://kenminnomori.com/ ９月17日（金）

55 滝沢森林公園 滝沢市 部分休館 屋内施設のみ休止
https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/taki
zawa_fp/index.html

９月17日（金）

56 千貫石森林公園 金ヶ崎町 部分休館 屋内施設のみ休止 http://www.ozawakougyou.co.jp/ ９月17日（金）

57 大窪山森林公園 大船渡市 部分休館 屋内施設のみ休止
https://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_nou
rin/1014229.html

９月17日（金）

58 折爪岳森林公園 二戸市 部分休館 屋内施設のみ休止
https://www.pref.iwate.jp/kenpoku/nino_ri
nmu/1045850/index.html

９月17日（金）

59 県立水産科学館 宮古市 休館
https://www.city.miyako.iwate.jp/suisan/s
uisan_kagakukan.html

９月17日（金）

60 種市レクリエーション施設、駐車場及び環境整備施設 洋野町 休館
https://www.pref.iwate.jp/kenpoku/suisan/
1015014.html

９月17日（金）　12：00
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61 吉里吉里漁港レクリエーション等施設、駐車場及び環境整備施設 大槌町 休館
https://www.pref.iwate.jp/engan/suisan/10
39710.html

９月17日（金）　12：00

62 箱崎漁港レクリエーション等施設等 釜石市 休館
https://www.pref.iwate.jp/engan/suisan/10
14255.html

９月17日（金）　12：00

63 種市漁港海岸休養施設 洋野町 休館
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/su
isan/kibanseibi/1008562/fisharena/1008569
/index.html

９月17日（金）　12：00

64 県立農業ふれあい公園（農業科学博物館） 北上市 休館
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/no
ugyou/desaki/nougyoukenkyuu/park/1045854.
html

９月17日（金）

65 県立花きセンター 金ケ崎町 休館
https://www.pref.iwate.jp/agri/kaki-
center/index.html

９月17日（金）　10：00

66 綱取ダム管理事務所　展示室 盛岡市 休館
https://www.pref.iwate.jp/morioka/tsunato
ri/1021200/index.html

再開予定日時未定

67 簗川ダム管理所　展示室 盛岡市 休館
https://www.pref.iwate.jp/morioka/doboku/
1038946/index.html

宣言解除後速やかに開館

68 早池峰ダム管理所　展示室 花巻市 休館 https://m.facebook.com/hayachinedam/ 宣言解除後速やかに開館

69 鷹生ダム管理所　展示室 大船渡市 休館
https://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_dob
oku/1029193/1014482.html

宣言解除後速やかに開館

70 綾里川ダム管理所　展示室 大船渡市 休館
https://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_dob
oku/1029193/1014482.html

宣言解除後速やかに開館

71 県立御所湖広域公園 盛岡市、雫石町 休館 散策路の利用は可
https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/gosy
o_park/

９月19日（日）
※「乗り物広場」の利用開始日は
調整中

72 県立花巻広域公園 花巻市 休館
http://sposhin.echna.ne.jp/hanamakikouiki
kouen/cgi-
bin/news.cgi?f1=1628761436&f2=staff

９月18日（土）

73 県立高田松原津波復興祈念公園 陸前高田市 休館
https://www.pref.iwate.jp/shinsaifukkou/d
ensho/1022383/index.html

９月18日（土）

74 リアスハーバー宮古 宮古市 休館 http://riashb.com/index.html 宣言解除後速やかに開館

75 宮古港フェリーターミナル 宮古市 休館
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kou
wankuukou/kouwan/1028839/1028841.html

宣言解除後速やかに開館
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No 名　　称 場所（市町村） 宣言中の対応 備　考 施設HP等 再開予定日

新型コロナウイルス感染症「岩手緊急事態宣言」に係る県施設の対応

76 みなと公園（大船渡市） 大船渡市 休館 宣言解除後速やかに開館

77 野々田緑地 大船渡市 休館 宣言解除後速やかに開館

78 茶屋前緑地 大船渡市 休館 宣言解除後速やかに開館

79 半崎緑地 久慈市 休館
https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowa
nkoyo/kowan/kouenryokuti.html

宣言解除後速やかに開館

80 シーサイドパーク 久慈市 休館 宣言解除後速やかに開館

81 みなと中央公園（久慈市） 久慈市 休館
https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowa
nkoyo/kowan/kouenryokuti.html

宣言解除後速やかに開館

82 諏訪下緑地（諏訪下地区中央緑地） 久慈市 休館
https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowa
nkoyo/kowan/kouenryokuti.html

宣言解除後速やかに開館

83 県立美術館 盛岡市 休館 http://www.ima.or.jp/ ９月18日（土）

84 県立博物館 盛岡市 休館 http://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/ ９月18日（土）

85 県立図書館 盛岡市 部分休館
事前予約による臨時窓口での貸出、返
却。郵送、宅配での貸出、レファレン
スの対応は実施

https://www.library.pref.iwate.jp/ ９月18日（土）

86 県南青少年の家 金ケ崎町 休館 http://www.echna.ne.jp/~kenritu1/ ９月21日（火）

87 陸中海岸青少年の家 山田町 休館
http://www.echna.ne.jp/~kenritu2/index.ht
m

９月21日（火）

88 県北青少年の家 二戸市 休館 http://www.echna.ne.jp/~kenritu3/ ９月21日（火）

89 県立野外活動センター 陸前高田市 休館
https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/sh
ougaigakushuu/kikan/1042190.html

９月21日（火）
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