
令和3年1月7日現在
施設名 対応状況 備考

富士河口湖町役場 通常業務　マスクにて住民対応 役場庁舎内会議室等の利用は各担当にて判断
勝山出張所 通常業務　マスクにて住民対応
足和田出張所 通常業務　マスクにて住民対応

上九一色出張所
（上九一色コミュニティセンター）

上九一色出張所は通常業務
生活支援バス・診療所は通常業務

温泉施設は
・換気と消毒の徹底
・１時間の利用制限
・休憩室は当面の間、利用停止
・その他詳細はガイドラインに沿って運営

大石出張所
河口出張所
大嵐出張所
精進出張所
町リサイクルセンター 通常通り営業
小立リサイクルセンター 通常通り開放
大石リサイクルセンター 通常通り開放
河口塵芥処理場・リユースセンター 通常通り営業
勝山リサイクルセンター 通常通り開放
足和田リサイクルセンター 通常通り開放

勝山ふれあいセンター 通常業務

【温泉施設】
・換気と消毒の徹底　　　　　　　　　・１時間の利用制限
・休憩室は当面の間、利用停止　　・その他詳細はガイドラインに沿って運営
【施設貸出】
・換気と消毒の徹底　・その他詳細はガイドラインに沿って運営

中央公民館
交流センター
船津地区公民館
小立地区公民館
大石地区公民館
河口地区公民館
勝山ふれあいドーム
小海コミュニティホール
勝山地区公民館
足和田地区公民館
西湖公民館 ※自治会対応
根場公民館 ※自治会対応
精進公民館 ※自治会対応
精進活性化センター ※自治会対応
本栖公民館 ※自治会対応
富士ヶ嶺公民館 ※自治会対応

富士河口湖町生涯学習館

【利用資格】
地域の制限→居住地制限なし
入館予約→不要
　【開館時間】
火～日曜日　１０：００～１７：００
開館時間内に消毒を適宜実施
休館日　月曜日・祝祭日・館内整理日（平日最終日）
　【１人あたりの利用時間】
1時間以内
　【業務内容】
貸出・返却・予約・簡易レファレンス・雑誌・新聞閲覧・資料の閲覧・複写サービス
 【利用人数】
100人
　【入館チェック】
入館の際にガイドラインを読んでいただき、入館票（同意書）に記入のうえ入館
マスク着用・手消毒・検温（37.5度以上の発熱症状のある方・平熱比+1度以上ある方
過去14日以内に風邪の症状等ある方は入館不可）

図書館　大石分館

図書館　河口分館

図書館　上九一色分館

船津福祉センター
小立福祉センター
大石福祉センター
河口福祉センター
足和田老人福祉センター 当面の間休館
河口湖ハーバル工房 通常業務通り開放

芙蓉の湯 利用可能

・換気と消毒の徹底
・60分の時間制限、人数制限を男女各20名から15名に変更
・休憩室・サウナは当面の間、利用停止
・その他詳細はガイドラインに基づき営業

高齢者体力づくりセンター（健康プラザ） 利用可能

・換気と消毒の徹底
・90分の時間制限、人数制限を男女各15名から20名に変更
・休憩室・サウナは当面の間、利用停止
・その他詳細はガイドラインに基づき営業

小立ゲートボール場 利用可能
・換気と消毒の徹底
・時間制限・入場制限あり
・その他詳細はガイドラインに基づき運営

上九一色コミュニティセンター 休館3/3～3/24 生活支援バス・診療所・簡易郵便局は通常業務
船津小学校 通常授業
小立小学校 通常授業
大石小学校 通常授業
河口小学校 通常授業
勝山小学校 通常授業
西浜小学校 通常授業
大嵐小学校 通常授業
富士豊茂小学校 通常授業
河口湖北中学校 通常授業
勝山中学校 通常授業
河口湖南中学校 通常授業
河口湖ステラシアター 通常利用 個別に利用内容を確認、相談しながら施設貸出
船津胎内フィールドセンター 当面休業
河口湖ミューズ館 臨時休館
河口湖北原ミュージアム 平日11：00～16：00　土日祝10：00～16：00
河口湖自然生活館 売店・喫茶コーナーのみ営業　10：00～15：00
河口湖美術館 臨時休館
河口湖円形ホール 通常利用 個別に利用内容を確認、相談しながら施設貸出を行う予定
富士河口湖町観光案内所 通常営業
山梨宝石博物館 通常営業
河口湖ハーブ館 10:00～15:00（平日は売店のみ・土日祝は喫茶コーナーと体験教室も営業）
大石紬伝統工芸館 土日祝のみ営業（10：00～15：00）
西湖野鳥の森公園 通常営業
西湖いやしの里根場 臨時休業
西湖蝙蝠穴 売店のみ営業
本栖湖観光案内所（本栖歴史館） 案内所のみ通常営業 歴史館は当面休館
精進湖観光案内所 通常営業

町民プール 施設利用については通常営業
会員と県内者のみ利用可
※県外者でも2～3か月以上町内に滞在している方は入館を許可しています。
（入館の際には免許証・保険証・公共料金の領収書などを提示する必要あり）

B＆G海洋センター 休業 新型コロナウィルス感染症の影響により、開放しません。
小立簡易郵便局 通常業務
富士ヶ嶺簡易郵便局 通常業務
勝山歴史民俗資料館 当面の間　休館 個人観覧も含め、当面見学の申込み中止
町民体育館 制限付きで利用
町民運動場 制限付きで利用
くぬぎ平スポーツ公園 人工芝工事中
くぬぎ平サッカー場 制限付きで利用
鐘突堂スポーツ広場 制限付きで利用
河口湖漕艇場 制限付きで利用
西湖南体育館 制限付きで利用
西湖南運動場 制限付きで利用
西湖運動場 制限付きで利用
西湖西運動場 制限付きで利用
西湖西テニスコート 制限付きで利用
あかつき運動場 制限付きで利用
各学校体育館、グラウンド夜間貸出 制限付きで利用
富士ヶ嶺スポーツ広場 制限付きで利用
精進体育館 制限付きで利用
精進多目的広場 制限付きで利用
精進湖カヌー艇庫 制限付きで利用
本栖体育館 制限付きで利用
本栖多目的広場 制限付きで利用
本栖湖スポーツセンター 指定管理者に感染予防対策を十分に実施するよう要請

条件付きで利用可能 滞在時間２時間以内、３密の回避、換気と消毒の徹底等、ガイドラインに沿った利用とする

制限付きで利用

施設の利用にあたっての注意事項
※全室とも複数名で同時に発声等を伴う運動・音楽等の利用は禁止します。
※３つの密（密閉・密集・密接）を伴う活動は禁止します。
※利用は町民を主体とする団体で、富士北麓地域在住の方に限ります。
※利用者は必ずマスクを着用してください。
※入館の際は手指消毒を必ずしてください。
※利用者全員の住所・電話番号を名簿に記入してください。
※利用者本人又はその親族に発熱の症状等がある場合は利用を避けてください。
※利用の際は、１時間に１回必ず換気をしてください。
※従来どおり、館内での飲食はご遠慮ください。

制限付きで利用

町内体育施設利用や活動に関しての条件
○施設利用
・施設使用は屋内は県内在住の方のみ、屋外は特に利用者の制限無く利用できるものとする。
※県外者でも本町への納税を証明できる方は入館を許可しています。
・施設利用の際には参加者リストを利用後直ちに町民体育館へ提出すること。
・室内施設はバスケットコート１面あたり64名以内で利用すること。
・屋外施設の人数制限はございません。
○活動
・各競技ごとのガイドラインに従って活動すること。
・運動時以外は必ずマスクを着用すること。
・活動前に各自検温し発熱などの症状がある方は活動させないこと。
・活動の際には消毒液の準備や手洗いなど感染予防を十分行うこと。
・対外試合は県内の団体とのみ実施可能
・隣とは2ｍ以上間隔をあけて練習をすること。
・室内で活動する際は窓やドアを開け十分な換気をすること。
※県より休業要請の延長が発表されたため、9/30までは屋内体育活動において県外との交流及び対外試合の自
粛を各団体にお願いしております。

大石・河口分館　火・木曜日　１５：００～１８：００　（祝祭日を除く）
　　　　　　　　　　　地域の制限→居住地制限なし
上九一色分館　月～金曜日　８：３０～１７：００（１２：００～１３：００は閉館・祝祭日を除く）
　　　　　　　　　　　地域の制限→居住地制限なし
開館時間内に消毒を適宜実施
　【入館チェック】
入館の際にガイドラインを読んでいただき、入館票（同意書）に記入のうえ入館
マスク着用・手消毒・検温（37.5度以上の発熱症状のある方・平熱比+1度以上ある方
過去14日以内に風邪の症状等ある方は入館不可）

通常業務

子ども未来創造館

※入館の条件（すべての方に、入館前チェックさせてもらう事）
　1.入館前に検温。（37.5以上の方は入館できません。）
　2.マスクの着用（小学生以上は必ずつけてください）
　3.アルコール消毒
　4.遊んでいるときも手洗い・うがいを励行する
　5.時間をおいて換気
※せき・だるさ・のどの痛み・関節痛・頭痛など風邪の症状がある方は入館できません。
※1ヶ月以内に海外への渡航歴がある方（本人または同居家族）は入館できません。
※ボールプール、クライミング、貸し出し道具（トランプ、本含む）の使用ができません。

〇乳幼児親子
　つどいの広場を予約した方のみ入館可能。
〇小学生
　入館可能（平日の放課後のみ）
　※土曜日は児童クラブに登録している児童のみ入館・利用可能
〇中学生・高校生
　入館・利用不可

　※日曜日は休館
　
　（※入館に際して条件あり）



道の駅勝山 通常営業 トイレ、駐車場については解放
河口湖総合公園（ちびっこ広場）
八木崎公園
シッコゴ公園
大石公園
小海公園
かえで公園
富士見芝生公園
湖畔公園（河口湖北中学校西側）
桜休場公園
富士ヶ嶺公園
船津保育所
小立保育所
大石保育所
河口保育所
こもも保育所
勝山保育所
足和田保育所
富士ヶ嶺保育所
大池公園駐車場
船津浜駐車場
平浜駐車場
小曲トイレ
天上山トイレ
円形ホール駐車場
円形ホールトイレ
河口町営駐車場（猿まわし北） 当面閉鎖
大石紬駐車場
紅葉トンネル駐車場
奥河口湖さくらの里公園駐車場
奥河口湖さくらの里公園トイレ
ミューズ館駐車場
道の駅駐車場
根場浜駐車場
西湖レストハウス前駐車場
ネイチャーセンター駐車場
野鳥の森公園駐車場
野鳥の森トイレ
精進湖苗積沢トイレ
他手合浜 湖畔
本栖湖町営駐車場①
本栖湖町営駐車場②売店有
本栖湖町営駐車場前トイレ
本栖湖売店下トイレ

通常利用

・年少以降児童及びスタッフ全員へマスクを配布
・児童（自粛児童含む）は毎日（休日含む）検温し結果を保育所へ報告
・専属看護師監察
・保護者保育所間連絡はアプリを使用し一括管理

通常利用

通常運営

• マスクを着用（着用できない場合は、人との距離を確保）してください。
• 利用前、利用後には手洗いをしてください。
• 人との距離を確保し、密にならないようにご利用ください。

条件付きで利用可能


