
2021/9/13現在

施設名又は事業名 内容 問合せ先 施設名又は事業名 内容 問合せ先

景勝地・観光施設 公共・文化施設

東平安名崎灯台 休館：令和3年5/24～緊急事態宣言発令期間 090-8294-4010 下地島空港ターミナル 通常営業：9:00～19:00 78-6365

海中公園

◆時短営業中◆

海中観察施設：10:00~17:00

※最終受付　16：30

カフェ：11:00~15:00

(本来は16:00迄)

74-6335 多良川 通常営業：９：００～１７：３０ 77-4108

海宝館 2021/5/23～9/30臨時休館 77-2323 いらぶ大橋海の駅
◆時短営業中◆

9/1～9/30の間　10：00～17：00
78-3778

まいぱり宮古島熱帯果樹園

◆時短営業中◆

2021年5/23～2022年3/31まで

営業時間：10:00～17:00

最終ガイドツアー出発時間／16：30

74-7830
海業支援施設

（おおばんまい食堂）

通常営業

おおばんまい食堂11:00~15:00

水産加工販売部

(時間は個別事業者による)

78-3119

雪塩ミュージアム

◆時短営業中◆　～9/17(金)まで

営業時間：10:00～17：30

（昼休み　12：00～13：00）

※新型コロナウィルス感染拡大防止の

ため、スタッフを最小限の人数で対応

しているため、お昼12：00～13：00

は休園させていただいております。

ご了承くだいませ。

72-5667 マイパマエスカーサ
利用可

・バーベキュー、飲酒は禁止とする
76-2177

ドイツ文化村 通常営業 76-3771 ユートピアファーム 通常営業：10：00～17：00 76-2949

シースカイ博愛 通常営業　※マスク着用厳守 76-3771 シギラ黄金温泉
通常営業

※入場者数の制限をかける場合あり
74-7340

しろう農園 休業：令和3年5/24から緊急事態宣言発令期間 79-7900 シギラリフトオーシャンスカイ 76-3771

体験・レジャー関連 飲食店・その他

モンブラン

通常営業

※予約人数次第で休業

※沖縄県の要請により緊急事態宣言中は酒

類の提供停止。持ち込みも不可。

72-6641 モアナレンタカー 79-5915

ひとときさんぽツアー

①まっちゃみち散歩

②綾道・平良～「英雄物語」

③港釣り

④うぷきの森体験

※①～④ツアー限定開催。

※3密回避、参加者、スタッフはマスク

着用必須。

73-7311 カレンスタイル 03-4500-8065

琉球ダイニングふぁいみ～る

時短営業：令和3年７/13～8/22

開店：17時　閉店：20時

ラストオーダー：19時

※店内での酒類の飲酒はできません。

※お食事中はマスク会食をお願いいたします。

0980-79-7061 郷家、郷家はなれ

時短営業：令和3年７/13～9/12

郷家

開店：17時　閉店：20時　三線ライブ18半～19時

ラストオーダー：19時

郷家　はなれ

8/23～休業

※店内での酒類の飲酒はできません。

※お食事中はマスク会食をお願いいたします。

74-2358

エメラルドコーストゴルフリンク

ス
通常営業 76-3232 エコガイドカフェ 76-6660

ベーカリー&カフェ　南西の風 74-7275 74-7275

【新型コロナウイルスに伴う観光施設情報】



2021/9/13現在

施設名又は事業名 内容 問合せ先 施設名又は事業名 内容 問合せ先

宿泊施設 コロナ以外の閉鎖状況

RuGu 79-0070 通り池
73-2690

観光商工課

宮古島東急ホテル＆リゾーツ

最新の情報は下記のURLにてご確認で

きます。

https://www.tokyuhotels.co.jp/miy

akojima-

h/information/62618/index.html

 0980-76-2109 三角点・イグアナ岩 立ち入り禁止
73-2690

観光商工課

イラフ SUI ラグジュアリーコレ

クションホテル 沖縄宮古
74-5511

ホテルライジングサン宮古島 79-0077

ホテルサザンコースト宮古島 75-3335

HOTEL LOCUS

ザリスケープ

ホテルローカス      79-

0240　　　       ザリ

スケープ　   74-4120

南西楽園リゾート 74-7100

ホテル共和 73-2288

宮古島来間リゾートシーウッドホ

テル
74-7888

ホテルアトールエメラルド宮古島 73-9800

ホテル・デ・ラクア宮古島 73-1155

クリスタルヴィラ宮古島砂山ビー

チ

クリスタルヴィラインギャー

79-8800

イリオス池間島 080-7824-1159

ホテルニュー丸勝 72-9936

HOTEL385 79-0998

①ホテルピースアイランド宮古島（西

里通）

②ホテルピースイン宮古島ＮＥＸＵＳ

③ホテルピースアイランド宮古島（市

役所通り）

①西里通　3月末まで新型コロナウィル

ス軽症者受け入れ対応。

②NEXUS　4月より通常営業

③市役所通りは通常営業

79-5071

リゾートコテージ

タンディガタンディ
79-0439

宮古島第一ホテル 73-5522

マリンロッジ・マレア 76-3850



更新日：令和３年９月１２日

部　名 課　名 施設又は事業名 対　応 対応日 備　考

企画政策部
エコアイランド
推進課

市街地型・郊外型エコハウス 休館 緊急事態措置期間

企画政策部
エコアイランド
推進課

エコパーク宮古 休館 緊急事態措置期間

企画政策部 情報政策課 宮古島ＩＣＴ交流センター 開館(午後８時まで） 緊急事態措置期間
国・県が求めるテレワーク活用を市と
して支援するため、人数制限及び感染
防止対策を徹底して運営

企画政策部 働く女性の家 働く女性の家 休館 緊急事態措置期間

観光商工部 観光商工課

ドイツ文化村
海の駅
民宿キャンプ村
保良泉ビーチ
海宝館
サシバリンクス伊良部

指定管理者による判断
（海の駅は20時までとする）

緊急事態措置期間
指定管理者との情報共有を密にし、必
要な注意喚起を行うが、利用制限及び
休業の判断は指定管理者による。

観光商工部 観光商工課
ふれあいの前浜海浜公園
吉野海岸利便施設

閉鎖（駐車場）
緊急事態措置期間
（R3.8.20～）

観光商工部 観光商工課 伝統工芸品センター
指定管理者による判断
（一般客利用停止）

緊急事態措置期間
指定管理者との情報共有を密にし、必
要な注意喚起を行うが、利用制限及び
休業の判断は指定管理者による。

観光商工部 観光商工課
体験工芸村
公設市場

入居者による判断
（但し、営業時間は20時までとす
る）

緊急事態措置期間
入居者との情報共有を密にし、必要な
注意喚起を行うが、利用制限及び休業
の判断は入居者による。

観光商工部 観光商工課
コインシャワー・駐車場
（前浜･砂山･新城海岸･渡口の浜）

閉鎖
緊急事態措置期間
（R3.8.20～）

感染防止対策を徹底して運営

観光商工部 観光商工課
観光地トイレ･駐車場
（池間大橋橋詰･砂山･西平安名崎･
フナクス･通り池など）

砂山・新城は閉鎖
緊急事態措置期間
（R3.8.20～）

感染防止対策を徹底して運営

観光商工部 交流推進課 JTAドーム 閉館 緊急事態措置期間

総務部 財政課 宮古島市役所

・施設出入口制限
・エレベーターと階段の利用制限
・入口に感染防止の看板設置
・庁舎対応をホームページに掲載

当面の間
庁舎内での来庁者及び職員が感染する
危険を減らし、庁舎機能を維持するた
め。

宮古島市における新型コロナウイルス感染症対策に係る各施設等の対応について
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更新日：令和３年９月１２日

部　名 課　名 施設又は事業名 対　応 対応日 備　考

宮古島市における新型コロナウイルス感染症対策に係る各施設等の対応について

福祉部 福祉政策課 学習支援教室
通塾中止。オンライン授業及び、配
食等については状況に応じて支援を
継続する。

令和３年８月５日～
　　　令和３年８月３１日

デイゴ学習支援教室、学習支援教室ま
なびやぁ、学習支援教室サシバ

福祉部 福祉政策課 子ども食堂
予約制とし、玄関前にてお弁当形式
で配布。

緊急事態措置期間 下地児童館わくわく食堂

福祉部 福祉政策課 ちいきの保健室
感染拡大防止対策を徹底しながら実
施

緊急事態措置期間 ちいきの保健室たね

福祉部 児童家庭課 放課後児童クラブ

原則開所

※感染拡大防止の観点から登園自粛
を要請する。（登園自粛した日数に
応じて保育料を減免する）

※学校等で感染者が発生し、休校又
は学校閉鎖となった場合について
は、当該校、当該学級の児童につい
ては利用不可とする。

令和３年８月７日から令和３年
８月３１日

福祉部 児童家庭課 児童館

①原則休所
②子どもたちのメンタルヘルスの観
点から、施設長の判断により必要に
応じて利用可能とする。その際も時
間や人数の制限等を行う場合もあ
る。

令和３年８月７日から令和３年
８月３１日

福祉部 児童家庭課 子育て支援センター

①原則休所
②電話等での相談は通常通り行う。
相談内容等の状況に応じて、来所で
の相談にも応じる。
③子育て親子のメンタルヘルスの観
点から、施設長の判断による必要に
応じて利用可能とする。その際も時
間や人数の制限等を行う場合もあ
る。

令和３年８月７日から令和３年
８月３１日

福祉部 児童家庭課 一時預かり事業（西城保育所） 閉所 令和３年５月２４日以降
※幼児児童生徒に対し、通学以外の不
要不急の外出自粛の要請

福祉部 児童家庭課 病児保育

新型コロナウイルス感染症と診断さ
れた場合、又は濃厚接触者と特定さ
れた場合、原因不明の発熱があり診
断が確定できない場合は利用不可と
する。

継続中
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更新日：令和３年９月１２日

部　名 課　名 施設又は事業名 対　応 対応日 備　考

宮古島市における新型コロナウイルス感染症対策に係る各施設等の対応について

福祉部 児童家庭課 病後児保育（東保育所） 開所 継続中
※家庭での看護が可能な場合は、家庭
保育の協力願い。

福祉部 子ども未来課
保育所（園）
こども園
地域型保育

開所
（感染症対策や健康管理を徹底した
うえで、通常どおり開所）

緊急事態措置期間

※登園自粛の要請
（登園自粛日数に応じて保育料の減免
を実施）

※発熱や呼吸器症状のある児童や職員
のの厳格な登園自粛の徹底

※島外への渡航自粛
（やむを得ず渡航した場合、２週間は
可能な限り登園自粛の協力願い）

福祉部 高齢者支援課
老人福祉センター
社会福祉センター

会議室、大ホールの市民利用の休止 緊急事態措置期間

福祉部 高齢者支援課

○　生きいき教室
○　認知症カフェ
○　生きいき１００歳体操
○　通いの場
○　ワイド―教室
○　長寿大学

休止 緊急事態措置期間

生活環境部 地域振興課 腰原コミュニティ共用施設 閉館 緊急事態措置期間

生活環境部 地域振興課 富名腰コミュニティ共用施設 閉館 緊急事態措置期間

生活環境部 地域振興課 七原コミュニティ共用施設 開館(午後８時まで） 緊急事態措置期間
利用人数制限、感染防止対策を徹底し
て運営

生活環境部 地域振興課 与那覇区コミュニティ供用施設 開館(午後８時まで） 緊急事態措置期間
利用人数制限、感染防止対策を徹底し
て運営

生活環境部 地域振興課 洲鎌区コミュニティ供用施設 開館(午後８時まで） 緊急事態措置期間
利用人数制限、感染防止対策を徹底し
て運営

生活環境部 地域振興課 嘉手苅区コミュニティ供与施設 閉館 緊急事態措置期間
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更新日：令和３年９月１２日

部　名 課　名 施設又は事業名 対　応 対応日 備　考

宮古島市における新型コロナウイルス感染症対策に係る各施設等の対応について

生活環境部 地域振興課 高千穂区コミュニティ供用施設 閉館 緊急事態措置期間

生活環境部 地域振興課 来間島離島振興総合センター 閉館 緊急事態措置期間

生活環境部 健康増進課
集団事業
（赤ちゃん広場・マタニティスクー
ル・食育普及教室）

集団事業は中止し、個別で対応予定 緊急事態措置期間

生活環境部 健康増進課 母子手帳発行 条件付きで実施（完全予約制） 緊急事態措置期間
・島外渡航者は２週間は、予約制限
・発行時間の短縮（15分以内）

生活環境部 健康増進課
健康相談・赤ちゃん計測
特定保健指導

条件付きで実施（完全予約制） 緊急事態措置期間 ・島外渡航者は２週間は、予約制限

生活環境部 健康増進課 乳幼児検診 感染状況に応じて、判断 緊急事態措置期間
・同伴者１名に制限
・県外渡航後２週間は、受診制限
・時間指定

生活環境部 環境衛生課 クリーンセンター焼却棟 通常通り 緊急事態措置期間 ごみ搬入者の氏名等記録

生活環境部 環境衛生課 クリーンセンターリサイクル棟 通常通り 緊急事態措置期間 ごみ搬入者の氏名等記録

生活環境部 環境衛生課 クリーンセンタープラザ棟 休館 緊急事態措置期間

※学校関係施設見学については受入可
能
※引っ越しに伴う受入可。要電話連
絡。

農林水産部 農政課
イムギャーマリンガーデン施設
（駐車場、トイレ、シャワー）

　感染予防対策を徹底するなどの条
件付きで開放。

緊急事態措置期間

農林水産部 農政課
来間地区遊歩道公園
（展望台、トイレ）

　感染予防対策を徹底するなどの条
件付きで開放。

緊急事態措置期間

農林水産部 農政課 長崎ふれあい遊歩道
　感染予防対策を徹底するなどの条
件付きで開放。

緊急事態措置期間

農林水産部 農政課 女性若者等活動促進施設
　感染予防対策を徹底するなどの条
件付きで使用許可

緊急事態措置期間

農林水産部 農政課 東地区構造改善センター
　感染予防対策を徹底するなどの条
件付きで使用許可

緊急事態措置期間
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更新日：令和３年９月１２日

部　名 課　名 施設又は事業名 対　応 対応日 備　考

宮古島市における新型コロナウイルス感染症対策に係る各施設等の対応について

農林水産部 農政課 いなうの郷 指定管理者による判断 緊急事態措置期間
 指定管理者との情報共有を密にし、必
要な注意喚起を行うが、利用制限及び
休業の判断は指定管理者による

農林水産部 農村整備課
健康ふれあいランド公園
島尻マングローブ公園
来間東農村公園

通常通り 　

農林水産部 農村整備課 地下ダム資料館 閉鎖
開始：令和３年８月２０日～
緊急事態措置期間中

農林水産部 農村整備課
下地農村環境改善センター
伊良部前里添多目的施設
伊良部長浜多目的施設

午後８時閉館

農林水産部 農村整備課

宮原第２水辺公園
前浜（皆愛）農村公園
池原地区農村公園
皆福地下ダム公園

通常通り 　 　

農林水産部 水産課 海中公園

通常営業：
　海中観察施設10:00～17:00
時短営業：
　カフェ11:00～15:00
　　(本来は16:00迄)

令和３年４月１日以降 対応は、指定管理者の判断による。

農林水産部 水産課 海業支援施設

通常営業：
　おおばんまい食堂11:00～15:00
　水産加工品販売部
　（時間は個別事業者による）

令和３年４月１日以降 対応は、指定管理者の判断による。

農林水産部 みどり推進課

熱帯植物園
学びの森
林間広場（植物園側）
林間広場（添道側）

通常どおり
（閉鎖なし）

建設部 都市計画課 パイナガマ海空すこやか公園

・利用可
（午後８時までとする。）
・遊具、トイレ等については感染拡
大防止を図り、利用可とする。
・バーベキュー及びキッチンカーに
ついては、禁止とする。

緊急事態措置期間
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更新日：令和３年９月１２日

部　名 課　名 施設又は事業名 対　応 対応日 備　考

宮古島市における新型コロナウイルス感染症対策に係る各施設等の対応について

建設部 都市計画課

パイナガマビーチ
城辺総合公園
福里公園
大嶽城址公園
盛加越公園
カママ嶺公園
平成の森公園
池原公園
大野越公園
下地公園
東平安名崎公園
荷川取公園
サニツ浜ふれあい公園

・遊具、トイレ等については感染拡
大防止を図り、利用可とする。
※パイナガマビーチ（シャワー室・
駐車場）を禁止とする

緊急事態措置期間

建設部 都市計画課

城辺運動公園野球場
カママ嶺公園テニスコート
カママ嶺公園市営球場
スケートパーク
伊良部カントリーパーク陸上競技場
下地公園テニスコート、
下地野球場

・緊急事態措置期間ではあるが、沖
縄県緊急共同メッセージの期間を継
続して運動施設を利用禁止とする。

緊急事態措置期間
※沖縄県緊急共同メッセージで
定められた期間の継続(8月16日
～8月31日）

建設部 港湾課 平良港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ（研修室） 利用不可 緊急事態措置期間

建設部 港湾課 ﾄｩﾘﾊﾞｰﾏﾘｰﾅﾄｲﾚ、海浜Ⅱﾄｲﾚ 閉鎖 緊急事態措置期間

生涯学習部 生涯学習振興課

総合体育館
市陸上競技場
市民球場
多目的前副運動場
平良多目的屋内運動場
こども広場

下地体育館
上野体育館
上野陸上競技場
城辺陸上競技場

・屋内体育施設については、閉館。
・屋外体育施設については、利用
可。ただし、児童生徒は不可（大会
に係る競技補助等も含む）。(19時ま
で）　　　　　　　　　　　　・宮
古島市陸上競技場内のトレーニング
室は利用不可。）
・市（教育委員会を含む）主催事業
は中止。
・各種団体のイベント等の活動自粛
要請。

令和３年９月14日より
　　緊急事態宣言中」期間

・感染防止対策を徹底して運営
・宮古島市の感染状況次第で、施設の
制限を行う場合あり。

生涯学習部 生涯学習振興課 文化ホール

開館(19時まで）。
児童生徒の使用は不可。
市（教育委員会を含む）主催事業は
中止。
一般利用については、収容率50％以
下で利用可。

令和３年９月14日より
　　緊急事態宣言中」期間

・感染防止対策を徹底して運営
・宮古島市の感染状況次第で、施設の
制限を行う場合あり。
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更新日：令和３年９月１２日

部　名 課　名 施設又は事業名 対　応 対応日 備　考

宮古島市における新型コロナウイルス感染症対策に係る各施設等の対応について

生涯学習部 図書館
市立図書館
（城辺分館含む）

貸出・返却のみ。滞在時間30分ま
で。開館時間は10時から18時まで
（日曜17時30分まで）。移動図書館
及び自主事業休止。

令和３年９月14日より
　　緊急事態宣言中」期間

・感染防止対策を徹底して運営
・宮古島市の感染状況次第で、施設の
制限を行う場合あり。

生涯学習部 公民館
中央公民館
（地区公民館含む）

開館(18時まで）
市（教育委員会を含む）主催事業は
中止。一般利用及びサークル利用に
ついては、収容率50％以下で利用
可。ギャラリーは利用不可

令和３年９月14日より
　　緊急事態宣言中」期間

・感染防止対策を徹底して運営
・宮古島市の感染状況次第で、施設の
制限を行う場合あり。

生涯学習部 総合博物館 総合博物館
開館(16時半まで）。
市（教育委員会を含む）主催事業は
中止。

令和３年９月14日より
　　緊急事態宣言中」期間

感染防止対策を徹底して運営
※最終入館 16時まで
・宮古島市の感染状況次第で、施設の
制限を行う場合あり。

教育部 学校教育課 幼稚園、小・中学校
・学校施設の外部団体の使用は自
粛要請

緊急事態措置期間

教育部 教育施設課 休校・廃校施設 全面利用禁止 緊急事態措置期間 対応継続
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