
第２回長岡市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第 

 
 

日時：令和２年４月１日（水） 

午前９時３０分から 

場所：アオーレ長岡４階 

災害対策本部会議室  

 

 

 

１ 市有施設の臨時休館について 

 

２ 経済対策について 

 

３ その他 



長岡市  

令和２年４月１日  

危機管理防災本部  
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて 

転入者等による感染拡大の防止策を強化します 
 

首都圏においては今、新型コロナウイルスの感染（院内感染を含む。）が拡大
し、東京都が外出の自粛を要請するなど、感染拡大防止に向けた重大局面を迎え
ています。 

一方、毎年４月は全国的に自治体間で住民の転入・転出が多い時期であること
に加え、首都圏の状況を踏まえて長岡出身の学生等が一時帰省することも考えら
れることから、転入者等に注意を呼びかける等により、本市における感染防止対
策を強化します。 

 

１ 転入者等への注意喚起 

長岡市に転入、帰省される方に対して、市ホームページ・ＳＮＳでの発信、市
有施設への掲示、町内回覧などで、次のとおり注意喚起します。 
・特に 2週間程度はご自身の健康状態をよく観察し、行動歴の記録を取られます

ようお願いします。 
・発熱等の風邪の症状が見られるときは、自宅での安静・療養を原則とし、毎

日体温を記録してください。風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続く、
強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合は、速やかに新潟
県「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。 

 

２ 市有施設３３０施設を臨時休館 
   

市民が利用する施設について、現在休館している１８施設に加え、新たに３１

２施設を４月２日（木）から４月１５日（水）まで臨時休館します。（キャンセ

ル対応や利用相談は引き続き実施します。） 

・アオーレ長岡（市役所除く） 

・市民センター（会議室） 

・まちなかキャンパス長岡 

・スポーツ施設（体育館・屋外運動場など５４施設） 

・文化施設（市立劇場、リリックホールなど６施設） 

・コミュニティ施設（コミュニティセンター・地区集会所など８５施設） 

・公民館（中央公民館など１９施設） 

・健康福祉施設（社会福祉センター、高齢者センターなど２４施設） 

・各地域の子育ての駅１０施設 

・市立学校の学校開放（８４校） 

・観光・交流施設（自然休養体験館「養楽館」など１０施設） 

・農林水産業施設（川口体験交流センターなど３施設） 

・既に休館中の１８施設 

・その他（エコトピア寿など１４施設） 

 

合計３３０施設（該当施設は別紙） 

裏面へ続く 

 

記者会見資料№１ 



※市役所本庁舎、支所などの行政庁舎は通常どおり業務を行う。 

※保育園・幼稚園、児童クラブ、子育ての駅の一時保育は通常どおり開園・

開館する。 

※健康センター、各地域保育センターは開館するが、健診会場など用途を限

定することとし、市民への貸館業務は行わない。 

※図書館は貸出・返却業務のみで開館する。 

※川口文化会館は、２Ｆ図書室の貸出・返却業務と、３Ｆ郷土資料館の開館

のみとする。 

※長岡市民に対して市外の公共施設の利用自粛の呼びかけを行います。 

※コミュニティセンターの休館に伴い、青葉台コミュニティセンター、太田

コミュニティセンター、寺泊コミュニティセンターの証明書発行窓口を４

月１５日（水）まで休止します。 

 

 

問い合わせ：危機管理防災本部 電話０２５８－３９－２２６２



№ 施設名 住所 問い合わせ先

1 アオーレ長岡（市役所除く） 長岡市大手通1-4-10
NPO法人ながおか未来創造ネットワーク
0258-39-2500

2 市民センター（会議室） 長岡市大手通2-2-6
市民センター受付コーナー
0258-39-2763

3 まちなかキャンパス長岡 長岡市大手通2-6
まちなかキャンパス長岡
0258-39-3300

【スポーツ施設　５４施設】

4 市民体育館 長岡市学校町1丁目2番1号
長岡市市民体育館
0258-34-2700

5 南部体育館 長岡市曲新町564番地3
長岡市南部体育館
0258-39-3600

6 北部体育館 長岡市東蔵王2丁目2番72号
長岡市北部体育館
0258-24-6116

7 みしま体育館 長岡市三島中条1434番地
長岡市みしま体育館
0258-41-2133

8 新産体育館 長岡市新産2丁目1番地9
長岡市新産体育館
0258-46-4601

9 市営陸上競技場 長岡市緑町1丁目5番地1
長岡市営陸上競技場
0258-27-6300

10 悠久山野球場 長岡市悠久町400番地
長岡市悠久山野球場
0258-33-0322

11 乙吉運動広場 長岡市乙吉町3483番地2
長岡市乙吉運動広場
0258-36-3414

12 悠久山プール 長岡市悠久町336番地
長岡市悠久山プール
0258-35-6368

13 希望が丘テニス場 長岡市西津町2150番地1
長岡市営希望が丘テニス場
0258-29-1082

14 東山テニス場 長岡市栖吉町3300番地
長岡市営東山テニス場
0258-34-2225

15 ニュータウンいこいの広場 長岡市青葉台3丁目3028番地1
長岡市ニュータウンいこいの広場
0258-47-0088
（つながらない場合は新産体育館）

16 東山ファミリーランド 長岡市栖吉町3447番地
長岡市東山ファミリーランド
0258-34-2225

17 市営スキー場 長岡市栖吉町3300番地
長岡市営スキー場
0258-34-2225

18 ニュータウン運動公園 長岡市陽光台5丁目3番地
長岡市ニュータウン運動公園
0258-86-7386

19 中之島体育館 長岡市中之島3807番地3
長岡市中之島体育館
0258-66-1711

20 中之島北体育館 長岡市中之島中条丁302番地1
長岡市中之島北体育館
0258-66-8116

21 中之島テニス場 長岡市中野中1082番地
長岡市中之島北体育館
0258-66-8116

22 中之島野球場 長岡市中之島中条丁432番地4
長岡市中之島北体育館
0258-66-8116

23 信濃リバーサイドパーク野外活動施設 長岡市中之島中条丁299番地1
長岡市中之島北体育館
0258-66-8116

24 越路体育館 長岡市来迎寺甲885番地
長岡市越路体育館
0258-92-4826

25 浦体育館 長岡市浦4802番地3
長岡市浦体育館
0258-92-6910

26 越路中野島地域体育センター 長岡市西野267番地
越路支所地域振興課
0258-92-5910

27 塚山地域体育センター 長岡市東谷3948番地1
越路支所地域振興課
0258-92-5910

28 塚山南部地域体育センター 長岡市塚野山927番地
越路支所地域振興課
0258-92-5910

29 石津トレーニングセンター 長岡市浦4068番地1
越路支所地域振興課
0258-92-5910

30 長谷川運動公園 長岡市塚野山3017番地1
長岡市越路体育館
0258-92-4826

31 越路河川公園 長岡市浦6280番地
長岡市浦体育館
0258-92-6910

32 成出運動広場 長岡市不動沢2219番地1
長岡市越路体育館
0258-92-4826

33 桝形山自然公園 長岡市飯塚3259番地
長岡市越路体育館
0258-92-4826

34 巴ヶ丘自然公園 長岡市来迎寺甲816番地
長岡市越路体育館
0258-92-4826

35 三島体育センター 長岡市吉崎526番地
長岡市三島体育センター
0258-42-2756

36 三島野球場 長岡市蓮花寺260番地1
長岡市三島体育センター
0258-42-2756

37 三島運動広場 長岡市吉崎28番地
長岡市三島体育センター
0258-42-2756

38 山古志体育館 長岡市山古志竹沢甲2837番地1
山古志支所地域振興課
0258-59-2339

39 山古志運動広場 長岡市山古志種苧原2519番地子
山古志支所地域振興課
0258-59-2339

40 小国勤労者体育センター 長岡市小国町横沢1558番地
小国支所地域振興課
0258-95-5905

41 長岡市おぐに運動公園 長岡市小国町新町646番地1
小国支所地域振興課
0258-95-5905

42 小国ゲートボールコート 長岡市小国町上岩田1552番地
小国支所地域振興課
0258-95-5905

43 和島体育館 長岡市小島谷3422番地
和島支所地域振興課
0258-74-3112

44 和島野球場 長岡市島崎5386番地
長岡市和島野球場（クラブハウス内）
0258-74-2289

45 寺泊体育館 長岡市寺泊上田町7695番地1
長岡市寺泊体育館
0258-75-2446

46 寺泊海浜公園 長岡市寺泊磯町9768番地9
寺泊支所地域振興課
0258-75-3111

47 寺泊スポーツセンター 長岡市寺泊烏帽子平1977番地8
寺泊支所地域振興課
0258-75-3111

48 大河津地区運動広場 長岡市寺泊求草970番地
寺泊支所地域振興課
0258-75-3111

休館施設一覧（4/2～4/15）
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№ 施設名 住所 問い合わせ先

49 郷本地区運動広場 長岡市寺泊郷本３６１番地
寺泊支所地域振興課
0258-75-3111

50 栃尾体育館 長岡市中央公園1番34号
長岡市栃尾体育館
0258-52-5571

51 吉水体育館 長岡市上樫出3039番地40
長岡市栃尾体育館
0258-52-5571

52 塩谷運動広場 長岡市上塩3845番地
長岡市栃尾体育館
0258-52-5571

53 吉水運動広場 長岡市上樫出3033番地
長岡市栃尾体育館
0258-52-5571

54 栃尾テニス場 長岡市吉水463番地
長岡市栃尾体育館
0258-52-5571

55 与板体育館 長岡市与板町与板乙2430番地1
長岡市与板体育館
0258-72-3993

56 与板スポーツ広場 長岡市与板町与板乙2495番地1
長岡市与板体育館
0258-72-3993

57 川口運動公園 長岡市川口中山2447番地1
長岡市川口運動公園
0258-89-4171

【文化施設　６施設】

58 市立劇場 長岡市幸町2-1-2
（公財）長岡市芸術文化振興財団
0258-33-2211

59 リリックホール 長岡市千秋3-1356-6
（公財）長岡市芸術文化振興財団
0258-29-7711

60 中之島文化センター 長岡市中之島3807番地3
中之島文化センター
0258-66-1310

61 寺泊文化センター 長岡市寺泊磯町7411-14
寺泊文化センター
0258-75-5155

62 栃尾文化センター 長岡市中央公園1-36
栃尾文化センター
0258-52-2020

63 栃尾市民会館 長岡市中央公園1-40
栃尾市民会館
0258-52-1031

【コミュニティ施設　８５施設】

64 四郎丸コミュニティセンター 長岡市四郎丸1-11-20
四郎丸コミュニティセンター
0258-38-0132

65 豊田コミュニティセンター 長岡市豊田町5-1
豊田コミュニティセンター
0258-39-0532

66 阪之上コミュニティセンター 長岡市今朝白1-10-27
阪之上コミュニティセンター
0258-39-9302

67 表町コミュニティセンター 長岡市中島5-7-7
表町コミュニティセンター
0258-38-0208

68 中島コミュニティセンター 長岡市中島2-6-1
中島コミュニティセンター
0258-35-4954

69 神田コミュニティセンター 長岡市西神田町2-3-1
神田コミュニティセンター
0258-37-5484

70 川崎コミュニティセンター 長岡市川崎6-2407-5
川崎コミュニティセンター
0258-35-3935

71 川崎コミュニティセンター分館 長岡市地蔵1-4-1
川崎コミュニティセンター分館
0258-35-7933

72 新町コミュニティセンター 長岡市西新町2-2-24
新町コミュニティセンター
0258-36-9230

73 新町コミュニティセンター分室 長岡市蔵王1-6-17
新町コミュニティセンター分室
0258-39-8360

74 大島コミュニティセンター 長岡市緑町3-55-41
大島コミュニティセンター
0258-27-5029

75 希望が丘コミュニティセンター 長岡市西津町2301-1
希望が丘コミュニティセンター
0258-29-0808

76 宮内コミュニティセンター 長岡市曲新町564
宮内コミュニティセンター
0258-32-0010

77 宮内コミュニティセンター分館 長岡市宮栄3-21-27
宮内コミュニティセンター分館
0258-39-8367

78 十日町コミュニティセンター 長岡市十日町1220-2
十日町コミュニティセンター
0258-22-2251

79 六日市コミュニティセンター 長岡市中潟町728
六日市コミュニティセンター
0258-22-2153

80 山通コミュニティセンター 長岡市柿町650-4
山通コミュニティセンター
0258-36-7037

81 栖吉コミュニティセンター 長岡市悠久町3-734
栖吉コミュニティセンター
0258-35-9835

82 栖吉コミュニティセンター分室 長岡市栖吉町2065
栖吉コミュニティセンター分室
0258-39-3511

83 富曽亀コミュニティセンター 長岡市小曽根町757-8
富曽亀コミュニティセンター
0258-24-0012

84 山本コミュニティセンター 長岡市浦瀬町1072-1
山本コミュニティセンター
0258-44-8021

85 新組コミュニティセンター 長岡市福井町957-1
新組コミュニティセンター
0258-25-2044

86 黒条コミュニティセンター 長岡市黒津町373
黒条コミュニティセンター
0258-24-6208

87 下川西コミュニティセンター 長岡市花井町1081-1
下川西コミュニティセンター
0258-27-3008

88 上川西コミュニティセンター 長岡市下柳2-5-29
上川西コミュニティセンター
0258-27-1474

89 福戸コミュニティセンター 長岡市福戸町2606-1
福戸コミュニティセンター
0258-27-1000

90 王寺川コミュニティセンター 長岡市寺宝町38-4
王寺川コミュニティセンター
0258-27-5766

91 日越コミュニティセンター 長岡市宝地町753
日越コミュニティセンター
0258-27-0638

92 宮本コミュニティセンター 長岡市宮本町1-甲105-2
宮本コミュニティセンター
0258-46-2052

93 大積コミュニティセンター 長岡市大積町1-甲1083
大積コミュニティセンター
0258-46-2201

94 深才コミュニティセンター 長岡市上富岡2-65-2
深才コミュニティセンター
0258-46-2784

95 千手コミュニティセンター 長岡市西千手2-5-1
千手コミュニティセンター
0258-36-3650

96 太田コミュニティセンター 長岡市濁沢町482-3
太田コミュニティセンター
0258-23-2002

97 青葉台コミュニティセンター 長岡市青葉台1-甲120-8
青葉台コミュニティセンター
0258-47-1155
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№ 施設名 住所 問い合わせ先

98 関原コミュニティセンター 長岡市五反田町950
関原コミュニティセンター
0258-46-2022

99 中之島コミュニティセンター 長岡市中之島800-1
中之島コミュニティセンター
0258-66-3390

100 みしまコミュニティセンター 長岡市上岩井1261-1
みしまコミュニティセンター
0258-42-2525

101 おぐにコミュニティセンター 長岡市小国新町304-1
おぐにコミュニティセンター
0258-95-3575

102 寺泊コミュニティセンター 長岡市敦ケ曽根551
寺泊コミュニティセンター
0256-97-3155

103 とちおコミュニティセンター 長岡市中央公園1-36
栃尾コミュニティセンター
0258-89-7305

104 よいたコミュニティセンター 長岡市与板町与板乙2469-1
よいたコミュニティセンター
0258-72-4114

105 凧会館 長岡市猫興野101
中之島支所地域振興課
0258-61-2011

106 越路地域交流館 長岡市不動沢210番地2
越路支所地域振興課
0258-92-5910

107 みしま会館 長岡市上岩井1260番地1
みしま会館
0258-42-2222

108 みしま交流センター 長岡市脇野町1140番地1
みしま交流センター
0258-42-2223

109 小国会館 長岡市小国町新町176番地1
小国支所地域振興課
0258-95-5905

110 地域交流館わしま 長岡市小島谷3545番地1
和島支所地域振興課
0258-74-3112

111 寺泊本山センター 長岡市寺泊本山748番地1
寺泊支所地域振興課
0258-75-3111

112 寺泊山ノ脇センター 長岡市寺泊町軽井2001番地
寺泊支所地域振興課
0258-75-3111

113 寺泊野積センター 長岡市寺泊野積3223番地
寺泊支所地域振興課
0258-75-3111

114 荷頃地区センター 長岡市北荷頃2439番地甲
栃尾支所地域振興課
0258-52-1117

115 上塩谷地区センター 長岡市上塩796番地
栃尾支所地域振興課
0258-52-1117

116 西中野俣地区センター 長岡市西中野俣597番地2
栃尾支所地域振興課
0258-52-1117

117 中地区センター 長岡市中47番地
栃尾支所地域振興課
0258-52-1117

118 来伝地区センター 長岡市来伝1260番地
栃尾支所地域振興課
0258-52-1117

119 半蔵金地区センター 長岡市半蔵金2341番地
栃尾支所地域振興課
0258-52-1117

120 栗山沢地区センター 長岡市栗山沢1818番地4
栃尾支所地域振興課
0258-52-1117

121 新山地区センター 長岡市東中野俣3195番地子
栃尾支所地域振興課
0258-52-1117

122 文納地区センター 長岡市文納2632番地
栃尾支所地域振興課
0258-52-1117

123 栃尾表町雁木の駅 長岡市栃尾表町9番11号
栃尾表町雁木の駅
0258-52-2422

124 川口地域交流体験館 長岡市川口中山2538番地12
川口支所地域振興課
0258-89-3111

125 木沢集落開発センター 長岡市川口木沢507番地2
川口支所地域振興課
0258-89-3111

126 和南津集会所 長岡市川口和南津882番地2
川口支所地域振興課
0258-89-3111

127 八郎場集落開発センター 長岡市川口和南津1738番地1
川口支所地域振興課
0258-89-3111

128 西川口集落開発センター 長岡市西川口1605番地
川口支所地域振興課
0258-89-3111

129 小高集会所 長岡市西川口429番地30
川口支所地域振興課
0258-89-3111

130 西倉集落開発センター 長岡市西川口3843番地1
川口支所地域振興課
0258-89-3111

131 山の相川団地集落開発センター 長岡市西川口804番地
川口支所地域振興課
0258-89-3111

132 中新田集落開発センター 長岡市西川口2269番地
川口支所地域振興課
0258-89-3111

133 相川口集会所 長岡市西川口36番地5
川口支所地域振興課
0258-89-3111

134 川岸集会所 長岡市西川口934番地2
川口支所地域振興課
0258-89-3111

135 中山生活改善センター 長岡市川口中山199番地
川口支所地域振興課
0258-89-3111

136 竹田集落センター 長岡市川口中山1964番地
川口支所地域振興課
0258-89-3111

137 野田集会所 長岡市川口中山839番地1
川口支所地域振興課
0258-89-3111

138 田中集会所 長岡市川口田麦山1912番地1
川口支所地域振興課
0258-89-3111

139 大谷内集落開発センター 長岡市川口田麦山2485番地2
川口支所地域振興課
0258-89-3111

140 前原集落開発センター 長岡市川口田麦山605番地1
川口支所地域振興課
0258-89-3111

141 大形会館 長岡市川口田麦山523番地4
川口支所地域振興課
0258-89-3111

142 相川三生活改善センター 長岡市川口相川1153番地3
川口支所地域振興課
0258-89-3111

143 ふれあい交流館 長岡市川口相川１９４５番地1
川口支所地域振興課
0258-89-3111

144 武道窪集落開発センター 長岡市川口武道窪156番地5
川口支所地域振興課
0258-89-3111

145 牛ヶ島集落開発センター 長岡市川口牛ヶ島1098番地１
川口支所地域振興課
0258-89-3111

146 貝の沢交流集会施設 長岡市川口牛ヶ島300番地26
川口支所地域振興課
0258-89-3111

147 荒谷集会所 長岡市川口荒谷431番地1
川口支所地域振興課
0258-89-3111

148 大島集会所 長岡市東川口1792番地7
川口支所地域振興課
0258-89-3111
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【公民館　１９施設】

149 中央公民館 長岡市幸町2－1－1
中央公民館
0258-32-0437

150 中之島公民館中之島第一分館 長岡市中之島797番地
中之島支所地域振興課
0258-61-2011

151 中之島公民館中之島第二分館 長岡市中之島４１１２番地1
中之島支所地域振興課
0258-61-2011

152 中之島公民館上通分館 長岡市灰島新田20番地
中之島支所地域振興課
0258-61-2011

153 中之島公民館中通分館 長岡市横山甲715番地
中之島支所地域振興課
0258-61-2011

154 中之島公民館中野分館 長岡市中野中甲1674番地2
中之島支所地域振興課
0258-61-2011

155 中之島公民館中条分館 長岡市中之島中条丙１１番地1
中之島支所地域振興課
0258-61-2011

156 中之島公民館信条分館 長岡市中条新田68番地
中之島支所地域振興課
0258-61-2011

157 中之島公民館西所分館 長岡市中西1603番地
中之島支所地域振興課
0258-61-2011

158 中之島公民館三沼分館 長岡市赤沼265番地1
中之島支所地域振興課
0258-61-2011

159 越路公民館十楽寺分館 長岡市飯塚2024番地
越路支所地域振興課
0258-92-5910

160 山古志公民館種苧原分館 長岡市山古志種苧原2603番地
山古志支所地域振興課
0258-59-2339

161 山古志公民館虫亀分館 長岡市山古志虫亀893番地
山古志支所地域振興課
0258-59-2339

162 小国公民館千谷沢分館 長岡市小国町千谷沢1327番地1
小国支所地域振興課
0258-95-5905

163 小国公民館八王子分館 長岡市小国町八王子2783番地1
小国支所地域振興課
0258-95-5905

164 旧与板地区公民館黒川分館 長岡市与板町広野728-2
与板支所地域振興課
0258-72-3102

165 川口公民館 長岡市東川口１９７９番地130
川口支所地域振興課
0258-89-3111

166 川口公民館泉水分館 長岡市川口牛ケ島424番地1
川口支所地域振興課
0258-89-3111

167 川口公民館田麦山分館 長岡市川口田麦山543番地
川口支所地域振興課
0258-89-3111

【健康福祉施設　２４施設】

168 社会福祉センター 長岡市表町2丁目2番地21
福祉総務課
0258-39-2371

169 旧社会福祉センター 長岡市水道町3丁目5番30号
福祉総務課
0258-39-2371

170 長岡ロングライフセンター 長岡市大字日越185番地2
福祉総務課
0258-39-2371

171 高齢者センターけさじろ 長岡市今朝白2丁目8番18号
福祉総務課
0258-39-2371

172 高齢者センターまきやま 長岡市槇山町1592番地1
福祉総務課
0258-39-2371

173 高齢者センターふそき 長岡市新保町1399番地3
福祉総務課
0258-39-2371

174 高齢者センターみやうち 長岡市曲新町566番地7
福祉総務課
0258-39-2371

175 高齢者センターしなの 長岡市信濃2丁目6番18号
福祉総務課
0258-39-2371

176 タニタカフェ 長岡市大手通2丁目2番地6
福祉総務課
0258-39-2371

177 老人憩いの家さくらの家 長岡市信条東221番地
中之島支所市民生活課
0258-61-2015

178 老人憩いの家日枝の里 長岡市中之島中条2919番地
中之島支所市民生活課
0258-61-2015

179 老人憩いの家はすはな荘 長岡市中之島6104番地1
中之島支所市民生活課
0258-61-2015

180 旧老人憩いの家刈谷田荘 長岡市中之島1番地5
中之島支所市民生活課
0258-61-2015

181 サンパルコなかのしま 長岡市中野中甲1666番地2
中之島支所市民生活課
0258-61-2015

182 越路総合福祉センター 長岡市来迎寺3697番地
越路支所市民生活課
0258-92-5011

183 越路ふれあいの家 長岡市飯塚4059番地丑
越路支所市民生活課
0258-92-5906

184 山古志高齢者と子どもの家 長岡市山古志虫亀2966番地1
山古志支所市民生活課
0258-59-2333

185 山古志地域福祉センターなごみ苑 長岡市山古志虫亀219番地2
山古志支所市民生活課
0258-59-2333

186 高齢者コミュニティセンターゆきわり荘 長岡市小島谷3560番地1
和島支所市民生活課
0258-74-3113

187 老人憩いの家夕映荘 長岡市寺泊金山170番地3
寺泊支所市民生活課
0258-75-3113

188 志保の里荘 長岡市与板町本与板2380番地1
与板支所市民生活課
0258-72-3190

189 ふれあいときめきハウス 長岡市与板町与板乙5954番地3
与板支所市民生活課
0258-72-3190

190 川口地域福祉センター「末広荘」 長岡市東川口1979番地20
川口支所市民生活課
0258-89-3112

191 与板保健センター 長岡市与板町与板乙5901-2
与板支所市民生活課
0258-72-3190

【各地域の子育ての駅　１０施設】

192 子育ての駅なかのしま「なかのんひろば」 長岡市中野西甲700
子育ての駅なかのしま「なかのんひろば」
0258-66-0366

193 子育ての駅こしじ「のびのび」 長岡市浦4800
子育ての駅こしじ「のびのび」
0258-92-2655

194 子育ての駅みしま「もりもり」 長岡市上岩井6834番3
子育ての駅みしま「もりもり」
0258-94-4347

195 子育ての駅やまこし「やまっこ」 長岡市山古志竹沢甲2837-1
子育ての駅やまこし「やまっこ」
0258-59-3070

196 子育ての駅おぐに「たんぽぽ」 長岡市小国町相野原139-1
子育ての駅おぐに「たんぽぽ」
0258-95-2123
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197 子育ての駅わしま「わくわく」 長岡市小島谷3434-4
子育ての駅わしま「わくわく」
0258-74-2885

198 子育ての駅てらどまり「にこにこ」 長岡市寺泊敦ヶ曽根671
子育ての駅てらどまり「にこにこ」
0256-97-2627

199 子育ての駅とちお「すくすく」 長岡市栃尾宮沢1765番地
子育ての駅とちお「すくすく」
0258-51-1022

200 子育ての駅よいた「にじの子広場」 長岡市与板町与板甲95
子育ての駅よいた「にじの子広場」
0258-72-2221

201 子育ての駅かわぐち「すこやか」 長岡市川口武道窪200-32
子育ての駅かわぐち「すこやか」
0258-89-3555

【市立学校開放　８４校】

202
～285

市立学校（84校）の学校開放 長岡市内
教育施設課
0258-39-2236

【観光・交流施設　１０施設】

286 道の駅良寛の里わしま（良寛の里美術館、菊盛記念美術館、歴史民俗資料館) 長岡市島崎3938番地
地域交流センター「もてなし家」
電話0258-41-8110

287 自然休養体験館「養楽館」 長岡市小国町上岩田208番地
自然休養体験施設「養楽館」
電話0258-95-3161

288 おぐに森林公園（キャンプ場、紙の美術博物館） 長岡市小国町上岩田208番地
自然休養体験施設「養楽館」
電話0258-95-3161

289 和島オートキャンプ場 長岡市両高1番地
和島オートキャンプ場
電話0258-74-3010

290 道院自然ふれあいの森 長岡市栃堀8092　
とちおふるさと交流広場
電話0258-53-2390

291 とちおふるさと交流広場 長岡市栃堀6044番地
とちおふるさと交流広場
電話0258-53-2390

292 杜々の森名水公園 長岡市西中野俣3996　
栃尾支所商工観光課
電話0258-52-5827

293 うまみち森林公園 長岡市与板町本与板745番地
和島オートキャンプ場
電話0258-74-3010

294 山古志闘牛場 長岡市山古志南平乙960番地
山古志支所産業建設課
電話0258-59-2343

295 川口総合交流拠点施設（ホテルサンローラ） 長岡市川口中山2515番地4
えちご川口温泉ホテルサンローラ
電話0258-89-3000

【農林水産業施設　３施設】

296 ふるさと体験農業センター（屋外実施の体験農園等は継続） 長岡市栖吉町3670
（株）小海工房
電話0258-34-5360

297 川口体験交流センター 長岡市川口木沢467-1
フレンドシップ木沢
電話0258-89-2455

298 川口農産物加工所 長岡市西川口987-1
川口支所産業建設課
0258-89-3113

【その他　１４施設】

299 ゲストハウス坂井邸 長岡市旭町2丁目2番地７
管財課
電話0258-39-2211

300 エコトピア寿 長岡市寿3-6-30
エコトピア寿
0258-24-9322

301 サンライフ長岡 長岡市長倉西町458番地の7
サンライフ長岡
0258-36-7200

302 小国商工物産館 長岡市小国町法坂738番地1
小国町商工会
0258-95-2404

303 栃尾産業交流センター 長岡市栃尾宮沢1765番地
栃尾産業交流センター
0258-51-1331

304 山本元帥生家 長岡市坂之上町３丁目３番地11
公園緑地課
0258-39-2230

305 ふそき公園全天候施設 長岡市永田町177番地6
公園緑地課
電話：0258-39-2230

306 千秋が原ふるさとの森 アトリウム及びスカイウェー 長岡市千秋３丁目315番地１
公園緑地課
電話：0258-39-2230

307 文書資料室
長岡市坂之上町3丁目1番地20
互尊文庫内

文書資料室
0258-36-7832

308 三島郷土史料館 長岡市上岩井1260番地1
三島支所地域振興課
0258-42-2242

309 法末自然の家「やまびこ」 長岡市小国町法末706番地
小国支所地域振興課
0258-95-5905

310 青少年研修センター 長岡市寺泊郷本208番地3
寺泊支所地域振興課
0258-75-3111

311 越路児童交流会館 長岡市来迎寺1647番地
越路支所地域振興課
0258-92-5910

312 与板ふれあい交流センター 長岡市与板町与板甲339番地1
与板支所地域振興課
0258-72-3102

【休館中　１８施設】

313 長岡戦災資料館 長岡市城内町2-6-17
長岡戦災資料館
電話0258-36-3269

314 河井継之助記念館 長岡市長町1丁目甲1675-1
河井継之助記念館
電話0258-30-1525

315 寺泊水族博物館 長岡市寺泊花立9353-158
寺泊水族博物館
電話0258-75-4936

316 トキと自然の学習館（観覧棟、寺泊民俗資料館含む） 長岡市寺泊夏戸2829番地
トキと自然の学習館
電話0258-75-3201

317 子育ての駅ちびっこ広場（電話相談、一時保育、ファミリー・サポート・センターは通常どおり実施） 長岡市大手通2-5
子育ての駅ちびっこ広場
電話0258-39-2775

318 子育ての駅千秋「てくてく」（電話相談、一時保育は通常どおり実施） 長岡市千秋1-99-6
子育ての駅てくてく
電話0258-21-3860

319 子育ての駅ながおか市民防災センター「ぐんぐん」（屋根付き広場を含む。電話相談は通常どおり実施） 長岡市千歳1-3-85
子育ての駅ぐんぐん
電話0258-30-1025

320 長岡震災アーカイブセンターきおくみらい 長岡市大手通2-6
中越防災安全推進機構
電話0258-39-5525

321 やまこし復興交流館おらたる 長岡市山古志竹沢甲2835
中越防災フロンティア
電話0258-59-2308

322 川口きずな館 長岡市川口中山1441番地
くらしサポート越後川口
電話0258-89-3620

323 川口総合交流拠点施設（えちご川口温泉） 長岡市川口中山2515-3
えちご川口温泉ホテルサンローラ
電話0258-89-3000

324 自然休養地「四季の里古志」 長岡市山古志種苧原4526
あまやち会館
電話0258-59-3620

325 高齢者センターとちお「越後とちお温泉おいらこの湯」 長岡市赤谷179番地2
福祉総務課
電話0258-39-2371
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326 楽山苑 長岡市与板町与板甲627番甲
地域振興戦略部
電話0258-39-2260

327 住雲園 長岡市小島谷2156番地1
地域振興戦略部
電話0258-39-2260

328 大竹邸記念館 長岡市中之島4-1
地域振興戦略部
電話0258-39-2260

329 塚山活性化センター（昔ばなしとほたるの館） 長岡市塚野山5141番地
越路支所産業建設課
電話0258-92-5903

330 如是蔵（にょぜぞう）博物館 長岡市福住1丁目3番8号
如是蔵博物館
電話0258-32-1489
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