
利用を休止する施設一覧（５月１日現在） 別紙

区民会館
施設名 問い合わせ先

世田谷総合支所地域振興課
TEL:03-5432-2835
FAX:03-5432-3032

北沢総合支所地域振興課
TEL:03-5478-8045
FAX:03-5478-8004

玉川総合支所地域振興課
TEL:03-3702-1636
FAX:03-3702-0942

砧総合支所地域振興課
TEL:03-3482-2001
FAX:03-3482-1655

烏山総合支所地域振興課
TEL:03-3326-9376
FAX:03-3326-1050

区民センター
施設名 問い合わせ先

世田谷総合支所地域振興課
TEL:03-5432-2835
FAX:03-5432-3032

北沢総合支所地域振興課
TEL:03-5478-8045
FAX:03-5478-8004

玉川総合支所地域振興課
TEL:03-3702-1636
FAX:03-3702-0942

砧総合支所地域振興課
TEL:03-3482-2001
FAX:03-3482-1655

烏山総合支所地域振興課
TEL:03-3326-9376
FAX:03-3326-1050

地区会館
施設名 問い合わせ先

世田谷総合支所地域振興課
TEL:03-5432-2835
FAX:03-5432-3032

北沢総合支所地域振興課
TEL:03-5478-8045
FAX:03-5478-8004

玉川総合支所地域振興課
TEL:03-3702-1636
FAX:03-3702-0942

砧総合支所地域振興課
TEL:03-3482-2001
FAX:03-3482-1655

烏山総合支所地域振興課
TEL:03-3326-9376
FAX:03-3326-1050

すべての地区会館

すべての区民会館

すべての区民センター

※網掛けしている施設については、緊急事態措置後に新たに休止することとなった施設。
※個別の施設の詳細については、各施設へお問い合わせください。 1/9



利用を休止する施設一覧（５月１日現在） 別紙

区民集会所　　　　　　　　　　　　　　　　
施設名 問い合わせ先

世田谷総合支所地域振興課
TEL:03-5432-2835
FAX:03-5432-3032

北沢総合支所地域振興課
TEL:03-5478-8045
FAX:03-5478-8004

玉川総合支所地域振興課
TEL:03-3702-1636
FAX:03-3702-0942

砧総合支所地域振興課
TEL:03-3482-2001
FAX:03-3482-1655

烏山総合支所地域振興課
TEL:03-3326-9376
FAX:03-3326-1050

図書館・図書室
施設名 問い合わせ先

すべての図書館・図書室・図書館カウンター
生涯学習部 中央図書館
TEL:03-3429-1811
FAX:03-3429-7436

文化施設等
施設名 問い合わせ先

文化生活情報センター

国際交流センター
※電話・メールによる対応は実施

世田谷美術館（３分館含む）

世田谷文学館

平和資料館
世田谷区立平和資料館
TEL:03-3414-1530
FAX:03-3414-1532

男女共同参画センター“らぷらす”
※電話相談は実施

世田谷区立男女共同参画センター“らぷらす”
TEL:03-6450-8510
FAX:03-6450-8511

郷土資料館
郷土資料館
TEL:03-3429-4237
FAX:03-3429-4925

生活文化政策部文化・芸術振興課
TEL:03-5432-2124
FAX:03-5432-3005

すべての区民集会所

※網掛けしている施設については、緊急事態措置後に新たに休止することとなった施設。
※個別の施設の詳細については、各施設へお問い合わせください。 2/9



利用を休止する施設一覧（５月１日現在） 別紙

文化・学習施設　　　　　　　　　　　　　　　　

施設名 問い合わせ先

岡本公園民家園

次大夫堀公園民家園

スポーツ施設
施設名 問い合わせ先

すべての屋内スポーツ施設

すべての屋外スポーツ施設

清掃・リサイクル関連施設　　　　　　　　　　　　　　　　

施設名 問い合わせ先

エコプラザ用賀

リサイクル千歳台

高齢者施設
施設名 問い合わせ先

老人休養ホームふじみ荘

健康増進・交流施設（せたがや　がやがや館）

ひだまり友遊会館

北烏山東敬老会館

桜高齢者集会所

上馬高齢者集会所

スポーツ推進課
TEL：03-5432-2742
FAX：03-5432-3080

生涯学習・地域学校連携課 民家園係
TEL:03-3417-5911
FAX:03-3417-5961

清掃・リサイクル部 事業課
TEL：03-6304-3253
FAX：03-6304-3341

市民活動・生涯現役推進課
TEL:03-5432-2403
FAX:03-5432-3005

※網掛けしている施設については、緊急事態措置後に新たに休止することとなった施設。
※個別の施設の詳細については、各施設へお問い合わせください。 3/9



利用を休止する施設一覧（５月１日現在） 別紙

地域支えあい活動拠点
施設名 問い合わせ先

すべてのふれあいの家、ふれあいルーム
市民活動・生涯現役推進課
TEL:03-5432-2403
FAX:03-5432-3005

通所介護施設 ※※通所介護サービスは利用可
施設名 問い合わせ先

デイ・ホーム世田谷
（会議室１、会議室２）

デイ・ホーム中丸（研修室）

デイ・ホーム玉川田園調布（交流室）

デイ・ホーム深沢（研修室）

障害者施設　　　　　　　　　　　　　　　　

施設名 問い合わせ先

障害者休養ホーム　ひまわり荘

【4月30日変更】福祉ショップフェリーチェ
本店・区役所店
※休止期間を5月10日から5月31日まで延長

喫茶ぴあ鎌田店（鎌田区民センター内）

喫茶ぴあ粕谷店（粕谷区民センター内）

グリーンルーム（烏山区民センター）

奥沢福祉園　共同会議室

総合福祉センター後利用施設 団体活動支援スペース
障害施策推進課
TEL:03-5432-2385
FAX:03-5432-3021

障害者地域生活課
TEL:03-5432-2420
FAX:03-5432-3021

高齢福祉課
TEL:03-5432-2408
FAX:03-5432-3085

【4月30日変更】世田谷区障害者就労支援センター
すきっぷ就労相談室、分室クローバー、分室そしが
や、しごとねっと、ゆに（ＵＮＩ）
※「社会福祉施設等の対応」の項目へ移動

※網掛けしている施設については、緊急事態措置後に新たに休止することとなった施設。
※個別の施設の詳細については、各施設へお問い合わせください。 4/9



利用を休止する施設一覧（５月１日現在） 別紙

青少年交流センター

施設名 問い合わせ先

青少年交流センター池之上青少年会館
青少年交流センター池之上青少年会館
TEL:03-3413-9504
FAX:03-3419-0889

野毛青少年交流センター
子ども・若者部　若者支援担当課
TEL:03-5432-2585
FAX:03-5432-3050

希望丘青少年交流センター「アップス」
子ども・若者部　若者支援担当課
TEL:03-5432-2585
FAX:03-5432-3050

児童館
施設名 問い合わせ先

すべての児童館
子ども・若者部 児童課
TEL:03-5432-2306
FAX:03-5432-3016

子ども関連事業

施設名 問い合わせ先

北沢子どもの居場所（北沢地区会館内）

奥沢子育て児童ひろば

羽根木プレーパーク

世田谷プレーパーク

駒沢はらっぱプレーパーク

烏山プレーパーク

砧・多摩川遊び村事業

おでかけひろば
施設名 問い合わせ先

すべてのおでかけひろば
子ども家庭課
TEL:03-5432-2569
FAX:03-5432-3081

子ども・若者部 児童課
TEL:03-5432-2306
FAX:03-5432-3016

※網掛けしている施設については、緊急事態措置後に新たに休止することとなった施設。
※個別の施設の詳細については、各施設へお問い合わせください。 5/9



利用を休止する施設一覧（５月１日現在） 別紙

公園施設①　　　　　　　　　　　　　　　

施設名 問い合わせ先

世田谷公園（ミニＳＬ）

世田谷公園（交通広場）

世田谷公園（スケートボード広場）

世田谷公園（軟式野球場）

世田谷公園（テニスコート）

世田谷公園（洋弓場）

世田谷公園（更衣室・シャワー室）

こどものひろば公園（軟式少年野球場）

羽根木公園（星辰堂、日月庵）

羽根木公園（軟式野球場）

羽根木公園（テニスコート）

羽根木公園（更衣室・シャワー室）

玉川野毛町公園（デイキャンプコーナー）

玉川野毛町公園（軟式野球場）

玉川野毛町公園（テニスコート）

玉川野毛町公園（更衣室・シャワー室）

二子玉川公園ビジターセンター

二子玉川公園旧清水家住宅書院

みどり３３推進担当部 公園緑地課
TEL:03-5432-2295
FAX:03-5432-3083

※網掛けしている施設については、緊急事態措置後に新たに休止することとなった施設。
※個別の施設の詳細については、各施設へお問い合わせください。 6/9



利用を休止する施設一覧（５月１日現在） 別紙

公園施設②　　　　　　　　　　　　　　　

施設名 問い合わせ先

桜丘すみれば自然庭園建物（管理棟）
※トイレ使用可

瀬田四丁目旧小坂緑地建物（旧小坂家住宅）

等々力渓谷公園日本庭園書院の建物

瀬田農業公園建物（管理棟）
※トイレ使用可

成城みつ池緑地旧山田家住宅庭園全体

成城五丁目猪股庭園全面

喜多見農業公園建物（管理棟）

世田谷トラストまちづくりビジターセンター
（一財）世田谷トラストまちづくり
TEL:03-3789-6111
FAX:03-3789-6114

公園施設（駐車場）

施設名 問い合わせ先

【5月1日変更】世田谷公園（駐車場）
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

世田谷公園管理事務所
TEL:03-3412-7841
FAX:03-3424-2501

【5月1日変更】羽根木公園（駐車場）
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

北沢公園管理事務所
TEL:03-5431-1822
FAX:03-3412-6847

【5月1日変更】玉川野毛町公園（駐車場）
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

【5月1日変更】二子玉川公園（駐車場）
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

【5月1日変更】次大夫堀公園（駐車場）
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

砧公園管理事務所
TEL:03-3417-9575
FAX:03-3417-9573

【5月1日変更】大蔵運動公園（総合運動場）（駐車
場）
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

世田谷区スポーツ振興財団
TEL:03-3417-2811
FAX:03-3417-2813

学校開放施設

施設名 問い合わせ先

区立小中学校すべての学校開放施設
生涯学習・地域学校連携課
TEL:03-5432-2984
FAX:03-5432-3039

みどり３３推進担当部 公園緑地課
TEL:03-5432-2295
FAX:03-5432-3083

玉川公園管理事務所
TEL:03-3704-4972
FAX:03-5706-1361

※「大蔵第二運動場の駐車場」については、スポーツ施設に併せて休止。

※網掛けしている施設については、緊急事態措置後に新たに休止することとなった施設。
※個別の施設の詳細については、各施設へお問い合わせください。 7/9



利用を休止する施設一覧（５月１日現在） 別紙

教育施設

施設名 問い合わせ先

【4月30日変更】ほっとスクール「城山」
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

【4月30日変更】ほっとスクール「尾山台」
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

【4月30日変更】ほっとスクール「希望丘」
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

世田谷区立教育センター
※中央図書館、多文化体験コーナー「Touch the
World」、プラネタリウムを含む

新教育センター整備担当課
TEL:03-3429-0811
FAX:03-3429-2844

指定喫煙場所　　　　　　　　　　　　　　　

施設名 問い合わせ先

経堂駅指定喫煙場所

喜多見駅北口指定喫煙場所

【4月17日追加】三軒茶屋指定喫煙場所
※4月21日より休止

【4月17日追加】下北沢駅東口指定喫煙場所
※4月21日より休止

その他福祉施設

施設名 問い合わせ先

保健医療福祉総合プラザ内貸出会議室及びカフェ
※保健医療福祉総合プラザは開館

保健医療福祉推進課
TEL:03-5432-2939
FAX:03-5432-3017

喫茶ＹＯＵ・遊
世田谷区社会福祉協議会　地域福祉課　日常生活支援係
TEL:03-5429-1180
FAX:03-5429-2204

喫茶どんぐり
世田谷区社会福祉協議会　地域福祉課　日常生活支援係
TEL:03-5429-1180
FAX:03-5429-2204

喫茶桜ん房
世田谷区社会福祉協議会　地域福祉課　日常生活支援係
TEL:03-5429-1180
FAX:03-5429-2204

【4月30日変更】梅丘ボランティアビューロー
※相談は電話（メール含む）のみで受付
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

世田谷ボランティア協会 本部
TEL:03-5712-5101
FAX:03-3410-3811

【4月30日変更】代田ボランティアビューロー
※相談は電話（メール含む）のみで受付
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

世田谷ボランティア協会 本部
TEL:03-5712-5101
FAX:03-3410-3811

【4月30日変更】玉川ボランティアビューロー
※相談は電話（メール含む）のみで受付
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

世田谷ボランティア協会 本部
TEL:03-5712-5101
FAX:03-3410-3811

【4月30日変更】世田谷ボランティアセンター
※相談は電話（メール含む）のみで受付
※休止期間を5月6日から5月31日まで延長

世田谷ボランティア協会 本部
TEL:03-5712-5101
FAX:03-3410-3811

環境政策部環境計画課
TEL:03-5432-2272
FAX:03-5432-3062

教育相談・特別支援教育課
TEL:5432-2746
FAX:5432-3041

※網掛けしている施設については、緊急事態措置後に新たに休止することとなった施設。
※個別の施設の詳細については、各施設へお問い合わせください。 8/9



利用を休止する施設一覧（５月１日現在） 別紙

その他の施設

施設名 問い合わせ先

世田谷区民健康村
（ふじやまビレジ、なかのビレジ）

区民健康村・ふるさと交流課
TEL:03-5432-2042
FAX:03-5432-3013

三軒茶屋観光案内所（SANCHA3「サンチャキューブ」）
公益財団法人世田谷区産業振興公社　観光課
TEL:03-3411-6715
FAX:03-3412-2340

子ワーキングスペースチャチャチャ
三茶おしごとカフェ
TEL:03-3411-6604
FAX:03-3422-6690

世田谷ものづくり学校（一般来館者）
工業・ものづくり・雇用促進課
TEL:03-3411-6662
FAX:03-3411-6635

スカイキャロット展望ロビー（レストランも含む）
世田谷総合支所地域振興課
TEL:03-5432-2835
FAX:03-5432-3032

※網掛けしている施設については、緊急事態措置後に新たに休止することとなった施設。
※個別の施設の詳細については、各施設へお問い合わせください。 9/9


