
 

第３回群馬県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２月２８日（金） 

                        １６：３０～ 

場所：県庁舎７階災害対策本部室  
 

 

１ 開 会  

２ あいさつ 

３ 議 事 

（１）新型コロナウイルス感染症に係る各部局の対応等について 

（２）その他 

４ 閉 会 

 

















○詳細は、各施設または所管課にお問合せください。

No. 名　　　　　　　称 所管課 対応

1 群馬会館 管財課 実施の有無は利用者の判断

2 群馬県庁県民駐車場 管財課 通常どおり

3 昭和庁舎 管財課 実施の有無は利用者の判断

4 ぐんま男女共同参画センター 県民生活課
休館（2/29～3/26）、貸館既予約分のみ
対応、相談業務は継続

5 群馬県女性相談所 県民生活課 通常どおり

6 三山寮 県民生活課 通常どおり

7 群馬県消費生活センタ－ 消費生活課 電話相談は継続、来所相談は中止

8 県立近代美術館 文化振興課 3/1～3/26休業

9 県立歴史博物館 文化振興課 2/29～3/26休業

10 県立土屋文明記念文学館 文化振興課 3/1～3/26休業

11 県立自然史博物館 文化振興課 3/2～3/26休業

12 県立館林美術館 文化振興課 2/29～3/26休業

13 ぐんま学園 児童福祉課 通常どおり

14 県立しろがね学園 障害政策課
学校は休校。入所者がいるため施設の閉
鎖はない。

15 群馬県心身障害者福祉センター 障害政策課
閉館予定なし。個別相談（予約制）に当た
る施設のため。

16 群馬県憩の森 緑化推進課 休園予定なし。行事は中止。
17 緑化センター（附属見本園） 緑化推進課 休園予定なし。行事は中止。
18 榛名公園 自然環境課 休園予定なし。

19 赤城公園 自然環境課 休園予定なし。

20 妙義公園 自然環境課 休園予定なし。

21 群馬県クレー射撃場 自然環境課 ※工事のため閉場中

22 県立農林大学校 農業構造政策課
2月で授業終了。3月19日の卒業式は縮小検
討。

23 群馬産業技術センター 工業振興課 通常どおり

24 東毛産業技術センター 工業振興課 通常どおり

25 県立産業技術専門校（前橋） 産業人材育成課 原則として出校停止、修了式縮小検討

26 県立産業技術専門校（高崎） 産業人材育成課 原則として出校停止、修了式縮小検討

27 県立産業技術専門校（太田） 産業人材育成課 原則として出校停止、修了式縮小検討

28 武尊牧場スキー場 観光物産課 ※廃止済み

29 県立文書館 (教)総務課 今のところ休業の予定なし

30 県立図書館 (教)生涯学習課
3/8までは開館。3/9～3/13は春季特別
整理休館

31 県立北毛青少年自然の家 (教)生涯学習課 3/2～3/26休業

32 県立妙義青少年自然の家 (教)生涯学習課 3/2～3/26休業

33 県立東毛青少年自然の家 (教)生涯学習課 3/2～3/26休業

34 群馬県生涯学習センター (教)生涯学習課 3/2～3/26休業

35 県立ぐんま天文台 (教)生涯学習課 3/2～3/26休業

36 県立ぐんま昆虫の森 (教)生涯学習課 3/2～3/26休業

－ （ぐんま総合情報センター） 広報課
ぐんまちゃんのグリーティング、販売イベ
ント等は中止。店舗の休業はなし。

※直営施設のうち、県営住宅・病院・上下水道を除くものを記載。

新型コロナウイルス感染症に伴う公の施設（直営）の対応

令和２年２月２８日

総務部総務課

内線２０２７
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○詳細は、各施設または所管課にお問合せください。

No. 名　　　　　　　称 所管課 対応

1 群馬県民会館（ベイシア文化ホール) 文化振興課 貸館既予約分のみ対応
2 県立自然史博物館附帯ホール（かぶら文化ホール） 文化振興課 貸館既予約分のみ対応
3 群馬県総合スポーツセンター（ALSOKぐんま総合スポーツセンター） スポーツ振興課 原則3/2～3/26休館
4 群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク スポーツ振興課 3/2～3/26休業
5 群馬県ライフル射撃場 スポーツ振興課 開場日を日曜日のみとする
6 ぐんまこどもの国児童会館 子育て・青少年課 休館（3/3～3/26）
7 群馬県社会福祉総合センター 健康福祉課 通常どおり
8 群馬県福祉マンパワーセンター 健康福祉課 通常どおり
9 群馬県精神障害者援護寮「はばたき」 障害政策課 通常どおり
10 県立点字図書館 障害政策課 通常どおり
11 県立障害者リハビリテーションセンター 障害政策課 通常どおり
12 県立義肢製作所 障害政策課 通常どおり
13 県立ふれあいスポーツプラザ 障害政策課 休館に向け検討中
14 群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ 障害政策課 通常どおり
15 県立ゆうあいピック記念温水プール 障害政策課 休館に向け検討中
16 伊香保森林公園 緑化推進課 通常どおり
17 赤城森林公園 緑化推進課 通常どおり
18 赤城ふれあいの森（ＳＵＢＡＲＵふれあいの森　赤城） 緑化推進課 通常どおり
19 さくらの里 緑化推進課 通常どおり
20 桜山森林公園 緑化推進課 通常どおり
21 みかぼ森林公園 緑化推進課 冬季閉鎖中（～3月末）
22 21世紀の森 緑化推進課 冬季閉鎖中（～3月末）
23 群馬県野鳥の森施設 自然環境課 通常どおり

24 ぐんまフラワーパーク（カネコ種苗ぐんまフラワーパーク） 蚕糸園芸課
通常どおり。ただし、屋内イベント、講座
は延期。

25 県立日本絹の里 蚕糸園芸課
休館も含め検討中。体験教室、イベント
等は３月中休止。

26 群馬県馬事公苑 畜産課 通常どおり。ただし、一部のイベント中止

27 群馬県勤労福祉センター 労働政策課
貸館は通常（借手が催事中止を判断）。
体育施設は利用中止

28 宝台樹キャンプ場 観光物産課 通常どおり
29 宝台樹スキー場 観光物産課 通常どおり
30 利根川河川境運動場 観光物産課 通常どおり
31 利根川河川尾島児童園地 観光物産課 通常どおり
32 烏川河川玉村運動場 観光物産課 通常どおり
33 群馬ヘリポ－ト 交通政策課 ヘリコプター学習館閉館

34 敷島公園 都市計画課

・水泳場は３月３日から２６日まで休業
・その他各施設のトレーニングルーム、更衣
室、シャワールーム、雨天練習場、会議室等
の利用は２月２９日から３月２６日まで休止
※その他の施設を利用する団体には、県の
方針を伝え自粛を促す

35 群馬の森 都市計画課 通常どおり

36 金山総合公園 都市計画課

・有料遊具は2月28日～3月14日まで休止（延
長もあり）
・レストハウス及びふれあい工房は、2月29日
～3月26日　まで閉館

37 観音山ファミリーパーク 都市計画課
・クラフト工房及びサービスセンター(交流
室)は、2月28日～3月31日まで閉館

38 多々良沼公園 都市計画課
・ボランティアセンターは、2月29日～3月26日
まで一般利用は中止（愛する会の保全活動
は実施）。

39 上武ゴルフ場 (企)施設管理室 休業中
40 玉村ゴルフ場 (企)施設管理室 通常どおり
41 前橋ゴルフ場 (企)施設管理室 通常どおり
42 板倉ゴルフ場 (企)施設管理室 通常どおり
43 新玉村ゴルフ場 (企)施設管理室 通常どおり

44 群馬県青少年会館 (教)生涯学習課
通常どおり（ただし、キャンセルが多く発
生中）

新型コロナウイルス感染症に伴う公の施設（指定管理施設）の対応
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No. 相談内容 担当所属 連絡先（電話番号） 備考

1
保健予防課（コールセン
ター）

027-224-8200

2 渋川保健福祉事務所 0279-22-4166 平日のみ
3 伊勢崎保健福祉事務所 0270-25-5066 平日のみ
4 安中保健福祉事務所 027-381-0345 平日のみ
5 藤岡保健福祉事務所 0274-22-1420 平日のみ
6 富岡保健福祉事務所 0274-62-1541 平日のみ
7 吾妻保健福祉事務所 0279-75-3303 平日のみ
8 利根沼田保健福祉事務所 0278-23-2185 平日のみ
9 太田保健福祉事務所 0276-31-8243 平日のみ
10 桐生保健福祉事務所 0277-53-4131 平日のみ
11 館林保健福祉事務所 0276-72-3230 平日のみ
12 学童保育、保育園・認定こども園に関すること 子育て・青少年課 027-226-2622

13
学校の休校期間、始業式、終業式、登校日、学校行
事に関すること

義務教育課 027-226-4611

14
子どもの日中の過ごし方、授業、塾や習い事、宿題
に関すること

義務教育課 027-226-4611

15
学校の給食費、学級費、転入学、通知表に関するこ
と

義務教育課 027-226-4611

16 高校入試の実施や高校の卒業式に関すること 高校教育課 027-226-4645

17
臨時休業に係る国の要請を踏まえた県内の学校（高
校、義務）の対応状況に関すること

高校教育課 027-226-4645

18
特別支援学校の入学試験、修了式、就労の移行支援
会議、入学説明会のこと。放課後等デイサービスの
申込みに関すること

特別支援教育課 027-226-4656

19
私立学校（小学校・中学校・高校・特別支援学校）
の休校に関すること

学事法制課 027-226-2142

20 人権侵害に関する相談 県民生活課 027-226-2906

21 多言語による生活相談 外国人活躍推進課 027-289-8275

ぐんま外国人総
合相談ワンス
トップセンター
にて対応します
（英語、ポルト
ガル語等）。

22
新型コロナウイルスに便乗した詐欺や悪質商法に関
する相談

消費生活課
(消費生活センター)

027-223-3001

※平日は9:00～
17:00
※日曜日・祝日
は188

23 労働相談 労働政策課 027-226-3401
24 事業者からの資金繰り、金融相談 商政課 027-226-3332

25 経営相談 商政課（群馬県産業支援機構）027-265-5013
群馬県産業支援
機構にて対応し
ます。

26 ＮＰＯ法人経営に係る融資制度について 県民生活課 027-226-2293

27
医療機関等から排出された感染性産業廃棄物につい
て

廃棄物・リサイクル課 027-226-2861

28 工事現場での予防対策について 森林保全課 027-226-3261

29 下水処理場に関すること 下水環境課 027-226-3681

30
県立都市公園（敷島公園・群馬の森・金山総合公
園・観音山ファミリーパーク・多々良沼公園）の利
用に関すること

都市計画課 027-226-3675

31
社会教育施設（県立図書館、天文台、昆虫の森、生
涯学習センター、北毛・妙義・東毛青少年自然の
家）の開館（園）・閉館（園）に関すること

生涯学習課 027-226-4661

32 県主催イベントの開催基準に関すること
総務部総務課
危機管理室

027-226-2021

33 上記以外の相談支援窓口 県民センター 027-226-2261

新型コロナウイルス感染症の受診と予防方法に関す
ること

新型コロナウイルス感染症関連の県民相談窓口一覧

※県民相談窓口の受付時間：平日８：３０～１７：１５、土日祝日１０：００～１６：００
　上記以外はお受けできませんのでご注意ください。

令和２年２月２８日（金）

県民センター　内線２２６１

※相談窓口の開設期間：当面２月２９日（土）から３月２６日（木）までとします。
　これ以降は状況により決定します。










