鹿児島県 県有施設クールシェアスポット
【R3.6.30現在】
施設名

1

2

3

4

鹿児島県庁行政庁舎
（2F県民ホール，
18F展望ロビー）

鹿児島県歴史・美術
センター黎明館

宝山ホール
(鹿児島県文化センター)

霧島国際音楽ホール
（みやまコンセール）

郵便番号

住所

890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1

892-0853 鹿児島市城山町7-2

890-0816 鹿児島市山下町5-3

899-6603 霧島市牧園町高千穂3311-29

電話

099-286-2111

099-222-5100

099-223-4221

0995-78-8000

開館時間

2F…8:30～17:00
（開庁日のみ）
18F…8:30～17:00
（閉庁日は10:00～17:00）

9:00～18:00

9:00～19:00

9:00～22:00

休館日

－

URL

備考

施設区分

来庁者の皆様へのお願い
・発熱( 37.5 度以上)の症状がある方，
体調の優れない方は入庁をご遠慮くだ
さい。
・「３密」(密集，密接，密閉)を避けま
しょう。
https://www.pref.kagoshi
各種センター
・マスクの着用をお願いします。
ma.jp/
・咳エチケット，身体的距離の確保(で
きるだけ２メートル)に努めましょう。
・出入口には消毒液が備えてあります
ので，入庁時の手指消毒をお願いしま
す。また，こまめな手洗いについてもお
願いします。
鹿児島県内にお住まいの70歳以上の
方と小･中･高校生(18歳以下)は入場
料無料（常設展）
※小･中･高校生は，土･日･祝日のみ
※窓口で年齢と住所を確認できる書類
が必要です。
新型コロナ対策
○来館者へのお願い
・マスク着用
・手指の消毒
・他者との間隔
・来館者多数の場合の入場制限
・発熱症状の方はご遠慮ください
○当館の対応
・館の入口を正面玄関１カ所に制限・
サーモグラフィーによる検温を実施
・館の出入り口及び館内各所に消毒
液を設置
・スタッフのマスク着用と手指の消毒
・館内設備の消毒
・機械設備による換気

月曜日（祝日の場合は翌日）
毎月25日（土・日曜日の時は開館）
12/31～1/2

http://www.pref.kagoshi
ma.jp/reimeikan/

月曜日（祝日の場合は翌日）
12/31～1/2

来館者の皆様へのお願い
・発熱( 37.5 度以上)の症状がある方，
体調の優れない方は入館をご遠慮くだ
さい。
・「３密」(密集，密接，密閉)を避けま
しょう。
http://www.houzanhall.co
・マスクの着用をお願いします。
m/
・咳エチケット，身体的距離の確保(で
きるだけ２メートル)に努めましょう。
・出入口には消毒液が備えてあります
ので，入館時の手指消毒をお願いしま
す。また，こまめな手洗いについてもお
願いします。

ホール

月曜日（祝日の場合は翌日）
12/28～1/4

コンサート・イベントが行われていない
ときは，空調は稼働していません。有
料コンサート開催時は，チケットをお持
ちの方のみ入館可能です。イベント開
催時は，関係者のみ入館可の場合が
あります。
来館の際は，マスク着用をお願いしま
す。
館内は，空調設備による換気を行って
います。

ホール

http://miyamaconseru.or.jp/

博物館

鹿児島県 県有施設クールシェアスポット
【R3.6.30現在】
施設名

5

6

霧島アートの森

鹿児島県青少年会館

郵便番号

住所

899-6201 姶良郡湧水町木場6340-220

890-0064 鹿児島市鴨池新町1-8

電話

0995-74-5945

099-257-8226

開館時間

9:00～17:00
(7/20～8/31の土日祝 9:00～
19:00）

休館日

9:00～21:30
（日曜 9:00～17:00）

月曜日
12/28～1/4

鹿児島県内にお住まいの70歳以上の
方と小･中･高校生(18歳以下)は入場
http://www.yakushima.or. 料無料
jp/static/village.php
※小･中･高校生は，土･日･祝日のみ
※窓口で年齢と住所を確認できる書類
が必要です。

展示館

http://www.yakushima.or.
jp/static/learning.php

展示館

0997-42-2900

9:00～17:00

8

屋久島環境文化研修センター 891-4311 熊毛郡屋久島町安房2739-343

0997-46-2900

9:00～17:00

月曜日（祝日の場合は翌日，
GW・7/20～8/31を除く），
12/28～1/3

水曜日(7月～9月を除く，
水曜日が祝日の場合は翌日)，
12/29～1/3

http://www.kkmori.jp/

893-2401 肝属郡錦江町田代麓久木野5166-647 080-6417-6518 8:30～17:00

12/29～12/31

https://www.omega.ne.jp
/shouyouju/

893-0131 鹿屋市上高隈町3811-1

月曜日（祝日の場合は翌日）
12/29～1/3

http://kapic.jp/

899-5541

10

鹿児島県照葉樹の森

11

鹿児島県アジア・太平洋
農村研修センター

鹿児島県奄美パーク

姶良市北山3464-119
(管理事務所)

894-0504 奄美市笠利町節田1834

0995-68-0557

0994-45-3288

0997-55-2333

美術館

新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から，
http://www1.odn.ne.jp/ik ・身体的距離の確保
useikaigi/kaikan/
・マスクの着用
・手洗いや咳エチケットの徹底
をお願いします。

屋久島環境文化村センター 891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦823-1

鹿児島県県民の森

施設区分

https://open-airmuseum.org/

7

9

備考
鹿児島県内にお住まいの70歳以上の
方と小･中･高校生(18歳以下)は入場
料無料（常設展）
※小･中･高校生は，土･日･祝日のみ
※窓口で年齢と住所を確認できる書類
が必要です。

月曜日（祝日の場合は翌日），12/29～1/3

月曜日（祝日の場合は翌日，
GW・7/20～8/31を除く），
12/28～1/1

12

URL

8:30～17:00

9：00～17:00

9:00～18:00
（7・8月 9:00～19:00）

第1・第3水曜日
（祝日の場合は翌日）
(4/29～5/5, 7/21～8/31，
12/30～1/3は開園）

http://amamipark.com/

イベントへの参加やキャンプ場への宿
泊の際の新型コロナウィルス感染症予
防対策
・ 事前の周知
マスクの着用、咳エチケット、
徹底した手洗い、三密を避けた
行動
・ 受付時
手指消毒や検温等の実施

各種センター

緑地

緑地

各種センター

鹿児島県内にお住まいの70歳以上の
方と小･中･高校生(18歳以下)は観覧料無料
※小･中･高校生は，土･日･祝日のみ
※窓口で年齢と住所を確認できる書類が必要で
す。
新型コロナウイルス感染症予防対策
１．マスクの着用
２．検温
３．手指の消毒
４．他者との間隔
５．来館者多数の場合の入場制限

展示館

鹿児島県 県有施設クールシェアスポット
【R3.6.30現在】
施設名

13

郵便番号

住所

高千穂河原ビジターセンター 899-4201 霧島市霧島田口2583-12

電話

0995-57-2505

開館時間

9:00～17:00

休館日

URL

－

http://www4.synapse.ne.j
p/visitor/

備考

施設区分

展示館

鹿児島県内にお住まいの70歳以上の
方と小･中･高校生(18歳以下)は入場
料無料
※小･中･高校生は，土･日･祝日のみ
※窓口で年齢と住所を確認できる書類
が必要です。
新型コロナウイルス感染症予防対策
１．マスクの着用
２．手指の消毒
３．「来園者受付票」に氏名、連絡先等
の記入。
４．具合の悪い方は入園をお控えくだ
さい。

14

フラワーパークかごしま

891-0513 指宿市山川岡児ヶ水1611

0993-35-3333

9:00～17:00

12/30～12/31

http://www.fp-k.org/

15

吹上浜海浜公園

897-1123 南さつま市加世田高橋1936-2

0993-52-0910

8:30～17:00
(4～6・9月 土日祝日 8:30～
18:00)
(7・8月 8:30～19:00)

12/29～12/31

http://www.synapse.ne.jp
/~kppfuki/fuindex.html

公園

12/29～12/31

https://yoshinopark.jp/

公園

公園

16

吉野公園

892-0871 鹿児島市吉野町7955

099-243-0155

(4～6・9月6:00～19:00）
（7・8月6：00～19：30）
(10月 6:00～18:00)
(11～2月 7:00～17:00)
(3月 7:00～18:00)

17

大隅広域公園

893-1101 鹿屋市吾平町上名黒羽子地区内

0994-58-5197

公園 8:30～17:00
(4・9月 土日祝日 8:30～18:00)
(5・6月 土日祝日 8:30～19:00)
(7・8月 8:30～19:00)
アリーナ21 9:00～22:00

12/29～12/31

http://www.synapse.ne.jp
/osumi-park/index.html

公園

18

石橋記念公園

892-0812 鹿児島市浜町1-3

099-248-6661

公園：通年開園(8：00～21：00)
記念館：9:00～17:00
（7・8月 9：00～19:00）

記念館：月曜日
（祝日の場合は翌日），
12/31

http://www.seikaspc.co.jp/ishi/

公園

19

北薩広域公園

895-1811 薩摩郡さつま町虎居5470

0996-21-3939

8:30～17:00
(4～6・9月 土日祝日 8:30～
18:00)
(7・8月 8:30～19:00)

12/29～12/31

http://www.synapse.ne.jp
/hokusatu/index.html

公園

20

鹿児島県防災研修センター 899-5652 姶良市平松6252

0995-64-5251

8:30～17:00

月曜日（祝日の場合は翌日），
12/29～1/3

http://www.kagoshimabo
usai.jp/

各種センター

鹿児島県 県有施設クールシェアスポット
【R3.6.30現在】
施設名

郵便番号

住所

21

鹿児島県上野原縄文の森 899-4318 霧島市国分上野原縄文の森1-1

22

鹿児島県立
埋蔵文化財センター

23

24

25

鹿児島県立博物館

鹿児島県立図書館

鹿児島県立奄美図書館

899-4318 霧島市国分上野原縄文の森2-1

892-0853 鹿児島市城山町1-1

892-0853 鹿児島市城山町7-1

894-0016 奄美市名瀬古田町1-1

電話

0995-48-5701

0995-48-5811

099-223-6050

099-224-9511

0997-52-0244

開館時間

休館日

URL

備考

施設区分

博物館

9:00～17:00

月曜日（祝日の場合は翌日，
4/29～5/5・8/13～8/15・
1/2～1/3を除く），
12/30～1/1

https://www.jomon-nomori.jp/jomon-no-mori/

鹿児島県内にお住まいの70歳以上の
方と小･中･高校生(18歳以下)は入場
料無料
※小･中･高校生は，土･日･祝日のみ
※窓口で年齢と住所を確認できる書類
が必要です。
【新型コロナウイルス感染拡大防止に
伴うご利用のお願い】
（１） 発熱，咳・咽頭痛などの症状が
ある方は入館をご遠慮ください。
（２） マスク着用
（３） 他者との間隔の確保（できるだけ
２ｍを目安にしてください）
（４） 来館者多数の場合の入場制限
※ 館内の各室ごとに収容人数を掲示
しています。
（５） 入館時の手指消毒

9：00～17:00

土，日曜日，祝日
12/29～1/3

http://www.jomon-nomori.jp/mbntop1.htm

現在，新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から，整理作業の様子の見
学はできません。
また，来所の際にはマスク着用をお願
いします。

資料館

9:00～17:00

月曜日（祝日の場合は翌平日）
毎月25日頃
12/29～1/1
令和３年８月から令和３年１０月まで，本館
の外壁改修工事のため臨時休館の予定
※詳細は当博物館のＨＰ等でご確認下さ
い。

鹿児島県内にお住まいの70歳以上の
方と小･中･高校生(18歳以下)は入場
https://www.pref.kagoshi 料無料（プラネタリウム）
ma.jp/hakubutsukan/
※小･中･高校生は，土･日･祝日のみ
※窓口で年齢と住所を確認できる書類
が必要です。

博物館

9:00～21:00
(児童文化室 9:00～19:00)
（日曜日・祝日 9:00～17:00）

月曜日（祝日の場合は翌日），
毎月25日（土日祝の場合は開館），
12/29～1/3（12/29，12/30，1/3は，
学習室，一般閲覧室の新聞・雑誌
コーナーのみ9:00～17:00まで開室）

・発熱や咳など，風邪の症状のある方
や体調不良の方は，利用できません。
・マスクの着用や手洗い，アルコール
http://www.library.pref.ka
消毒の利用など感染症予防対策に御
goshima.jp/
協力ください。
・飛沫感染を防ぐため，座席数を減らし
ています。

図書館

9:00～19:00
（日曜日・祝日・12/29・
12/30・1/3 9:00～17:00）

・発熱や咳など，風邪の症状のある方
や体調不良の方は，利用できません。
月曜日（祝日の場合は翌日休館）
・マスクの着用や手洗い，アルコール
整理研修日(毎月25日。ただし，その日が土 http://www.library.pref.ka
消毒の利用など感染症予防対策に御
曜日・日曜日の場合は，開館)
goshima.jp/amami/
協力ください。
年末年始（12/31～1/2）
・飛沫感染を防ぐため，座席数を減らし
ています。

図書館

鹿児島県 県有施設クールシェアスポット
【R3.6.30現在】
施設名

26

郵便番号

住所

県民健康プラザ健康増進センター 893-0013 鹿屋市札元1-8-7

電話

0994-52-0052

開館時間

9:00～21:00
（日・祝日 9:00～19:00）

休館日

月曜日（祝日の場合は翌日）
12/29～1/3

URL

備考

施設区分

健康増進センターでの新型コロナウイ
ルス感染症対策として
①全館でマスク等の着用を徹底する。
（プール・多目的温泉施設・浴室等を除
く）
②マスク等を着用できないエリアでの
会話は原則禁止する。
③密を避ける。
使用できるロッカーを制限したり、各種
プログラム・スクール等の定員の人数
http://www.kenpura.com
を減らして実施。
各種センター
/
④換気の徹底。
⑤消毒の徹底。
⑥注意換気の徹底。
アナウンスや掲示により、２時間以内
の利用のお願い等を実施。
また、受付前に検温を行い、体調不良
の方の利用はお断りしています。
「新型コロナウイルス感染拡大防止マ
ニュアル」を作成し、それに沿った運用
を行っています。

27

桜島ビジターセンター

891-1419 鹿児島市桜島横山町1722-29

099-293-2443

9:00～17:00

－

・手洗い、手指の消毒をお願いします。
・マスクの着用をお願いします。
・他者との間隔を十分確保してくださ
い。
http://www.sakurajima.gr ・来館者多数の場合は、入場制限させ
.jp/svc/
ていただくことがあります。
・発熱症状の方のご利用はご遠慮くだ
さい。
・感染拡大防止のため、連絡先等を確
認させていただく場合があります。

28

マリンポートかごしま

890-0076 鹿児島市中央港新町1

099-805-7413

6:00～20:00（4～6，9～10月）
6:00～21:00（7～8月）
7:00～19:00（11～3月）

－

新型コロナウイルス感染拡大防止の
http://www.pref.kagoshi
観点から，感染防止対策（マスクの着
ma.jp/infra/port/minato/
用，手指消毒の徹底，身体的距離の
marineport
確保等）をお願いします。

展示館

緑地

