
　新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が本市を含
む1都3県に発出されました。本市の新規感染者数を見ても、10月下旬から
第3波に突入し、これまでの２つの波と比較にならない程の大きな波となっ
ており、大変危機的な状況であります。
　今回の宣言では、感染リスクの高い飲食の場を中心として、具体的には、
飲食店に対する営業時間短縮要請や不要不急の外出、移動自粛、テレワーク
の推進などの取り組みを強力に推進することが要請され、我々は、このこと
を重く受け止め、これまで以上に日々の行動を注意する必要があります。
　家庭内に感染を持ち込むケースも増えております。「三つの密」を徹底的
に避けることや「マスクの着用」などの基本的な感染対策の一層の推進が必
要であります。一日も早く日常を取り戻せるよう職員とともに奮励してま
いりますので、引き続き、感染防止対策の徹底をお願いいたします。

令和3年 1月7日　市川市長　村越 祐民

緊急事態宣言が発出されました
市民のみなさまへ

あんしんホットダイヤル （24時間 365日）
☎0120-241-596
市川市健康相談 （午前9時～午後5時 平日のみ）
☎047-712-8551
千葉県発熱相談コールセンター （24時間 365日）
☎03-6747-8414

市川市新型コロナウイルス対策コールセンター総合受付
（午前9時～午後5時 平日のみ）

☎047-712-8661

厚生労働省電話相談窓口 （午前9時～午後9時 365日）
☎0120-565-653

緊急事態宣言に伴い要請されている主な内容（実施期間2月7日まで）

新型コロナウイルス感染症の相談窓口

SHOP

外出の自粛
不要不急の外出・移動自粛
特に午後8時以降の外出自粛を徹底

飲食店などの時短営業
営業時間を午後8時までに短縮
酒類提供は午前11時～午後7時

学校などは一律に臨時休業を求めるのではなく、感染防止対策の徹底を要請

イベントなどの開催制限
最大5,000人かつ収容率50%以下
に制限するなど厳格化

テレワークの推進
出勤者数の7割削減

発熱などの症状が出たときの受診先などの相談窓口 一般的なお問い合わせ

Facebook : @city.ichikawaTwitter : @ichikawa_shi Instagram : @ichikawa_cityLINE : @ichikawa-city
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退院・療養解除・死亡 現在療養中
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施設の休館情報
　1月7日に緊急事態宣言が本市を含む1都3県に発出されたことを受け、感染拡大防止対策を強化す
るため、当面の間、施設などについて一時休館の対応としました。皆さまには大変ご不便をおかけし
ますが、ご理解いただきますようお願いします。再開にあたってはさまざま状況を見て判断します。
　なお、掲載した内容は1月12日時点の情報のため、詳しくは各施設までお問い合わせください。

対象施設 問い合わせ先 対応 備考
窓口
第1庁舎、第2庁舎、行徳支所、
各仮設庁舎など ☎334-1111 通常

窓口連絡所（信篤、中山、国分） ☎712-8649 休止

市川駅行政サービスセンター

☎704-3111 時間
短縮

窓口の開設時間を月～金曜
日＝8：45～17：15、土曜日＝
8：45～17：00に短縮します。

市川市パスポートセンター
窓口の開設時間を月～金、日
曜日＝9：00～16：30に短縮
します。

学校等
市立小学校（38校）

☎383-9261 通常 部活動は中止します。
市立中学校（15校）
市立義務教育学校（1校）
市立特別支援学校（1校）
市立幼稚園（6園）
学校施設開放

☎383-9386 休止
放課後子ども教室（15箇所）
放課後保育クラブ（市内46クラブ） ☎383-9419 通常
子育て施設
保育園 ☎711-1792 通常
こども館（14館） ☎320-3337 休館 電話相談窓口は開設します。
親子つどいの広場（3箇所）

☎711-0677
休所 電話相談窓口は開設します。

子育て支援センター（11箇所）
ファミリー・サポート・センター
(2箇所)

一部
制限

預かりは通常通り行い、ひろ
ばは休所します。

あおぞらキッズ
☎376-1113

通常
おひさまキッズ
発達相談室（ことばの教室） ☎370-3577
そよかぜキッズ ☎370-3561
高齢者施設
いきいきセンター
（いこいの家：13箇所） ☎712-8519

休館 高齢者PCR検査キットの受
取・提出は予定通りです。

地域ケア拠点（15箇所） 休止
障がい者福祉施設
フォルテ行徳 ☎357-9166

休所身体障がい者福祉センター ☎357-9165
明松園 ☎372-9017
集会施設等

公民館（16館） ☎320-3343

休館

高齢者PCR検査キットの受
取・提出は予定通りです。

地域ふれあい館（13館） ☎334-1128
男女共同参画センター（貸室） ☎322-6700 相談窓口は開設します。
全日警ホール ☎335-1542
市民活動支援センター

☎712-8704 休止
市民活動支援センター行徳
アイ・リンクルーム /ホール ☎704-3120

休館

勤労福祉センター
☎704-4131

雇用労政窓口、市民課マイ
ナンバー窓口は開設します。
高齢者PCR検査キットの受
取・提出は予定通りです。

勤労福祉センター分館
急病診療ふれあいセンター
集会室 ☎712-8516

公園管理事務所等の研修室 ☎712-6366
南行徳市民談話室 ☎359-5451
スポーツ施設

スポーツセンター ☎373-3112

休館

高齢者PCR検査キットの受
取・提出は予定通りです。

信篤市民体育館 ☎327-6336
塩浜市民体育館 ☎398-2311
J:COM北市川スポーツパーク ☎337-1810
福栄スポーツ広場 ☎398-0606
市民キャンプ場

☎373-3112江戸川河川敷野球場・
少年野球場・サッカー場 休止

対象施設 問い合わせ先 対応 備考
国分川調節池緑地多目的広場

☎373-3112
休止

広尾防災公園「健康の広場」
原木公園運動広場
青葉少年スポーツ広場
菅野終末処理場テニスコート ☎325-0144

塩焼中央公園・行徳中央公園 ☎712-6366 一部
制限

テニスコートの利用を休止しま
す。

図書館・博物館

中央図書館等（６館）

☎320-3346

休館

メディアパーク市川も休館しま
す。

市民図書室等
塩焼・稲越・福栄・大柏の各市
民図書室、男女共同参画セン
ター情報資料室

考古博物館 ☎373-2202
歴史博物館 ☎373-6351
自然博物館 ☎339-0477
文化・観光・レクリエーション
文化会館 ☎379-5111

休館

改修工事のため休館中。
行徳文化ホールI&I ☎701-3011
芳澤ガーデンギャラリー ☎374-7687
木内ギャラリー ☎371-4916
行徳ふれあい伝承館 ☎318-9731
文学ミュージアム ☎320-3334
清華園 ☎318-9731
郭沫若記念館 ☎318-9731
水木洋子邸 ☎320-3334
東山魁夷記念館 ☎333-2011
アイ・リンクタウン展望施設 ☎711-1688
いちかわ観光・物産案内所 ☎711-1142

市川市地域振興施設
（道の駅いちかわ） ☎382-5211 一部

制限

開館時間及び営業時間を短
縮し、カルチャースクールは
休講とします。詳しくはお
問い合わせください。

動植物園
☎338-1960 休園

観賞植物園
少年自然の家 ☎337-0533 休館
公園等
大柏川第一調整池緑地
（ビジターセンター） ☎712-6307

休館

行徳近郊緑地　みどりの国 休園
あいねすと（行徳野鳥観察舎） ☎702-8045 休館
市川児童交通公園

☎712-6341 休園
南沖児童交通公園
市内の各公園

☎712-6366

一部
制限

団体利用を休止します。

大洲防災公園 多目的広場・バーベキューの
利用を休止します。

広尾防災公園 駐車場・バーベキューの利用
を休止します。

国分川調節池緑地
休園小塚山フィールド

アスレチック

塩浜第２公園 一部
制限

駐車場・スケートパーク・バス
ケットコートの利用を休止し
ます。

河川敷駐車場
（妙典・河原・里見公園） 休止

じゅん菜池緑地 一部
制限 駐車場の利用を休止します。

その他
市有バスの貸出 ☎712-6368 休止

クリーンセンター ☎328-2326
一部
制限

見学・テニスコートの貸出は
中止します。ごみの搬入は
できます。

クリーンスパ市川 ☎329-6711
20：00までの時短営業を実
施します。酒類の提供は19：
00まで。

千葉県感染拡大防止
対策協力金

　県の営業時間短縮要請に全期間ご協力いただいた飲食店には、県より協力金が支給され
ます。最新の情報や詳細は、千葉県特設Webサイト（右記2次元コード参照）を確認してく
ださい。
☎0570-003894  午前9時～午後6時（365日）千葉県感染拡大防止協力金コールセンター


