2020/8/28時点
分類

開館・休館状況
（▲当面の間、休館、一部休館する施設）

施設名

7/1～再開
※休止中：都庁おもいでピアノの演奏（展示は実施）、ＶＲスコープ「Tokyo Future Travel
Scope」、記念スタンプ、北展望室カフェスペース及びお土産コーナー

都庁展望室

都庁舎

▲

中止：都庁舎団体見学

問い合わせ
（担当・電話・URL等)
財務局 建築保全部
展望室専用案内電話 03-5388-7890
財務局建築保全部庁舎管理課
03-5388-2267
生活文化局広報広聴部都民の声課都民情
報ルーム
03-5388-2277

URL

https://www.yokoso.metro.tokyo.lg.jp/tenbou/index.html

https://www.yokoso.metro.tokyo.lg.jp/dantai/index.html

都民情報ルーム

6/1～利用再開（時間変更）：都政資料の貸出・返却・複写、 有償刊行物の販売
※休止中：都政資料の閲覧、閲覧席使用、 写真・映像コーナー、情報公開・情報提供関連の相談

第一本庁舎２階 オリンピック・パラリンピック フラッグ
展示コーナー

7/1～再開

オリンピック・パラリンピック準備局計画推進部
事業推進課 電話：03-5388-2494

6/1～受付再開：申請
継続（夜間延長再開）：受取り

東京都パスポート電話案内センター
03-5908-0400
（月～水曜日9:00～19:00、木・金曜日・
日曜日9:00～17:00、土曜日・祝日（日
曜日と重なる祝日は除く）は自動音声による
ご案内になります）

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/passport/

東京観光情報センター
（東京都庁、バスタ新宿、羽田空港、京成上野、多
摩）

６/１～ 営業再開 ※営業時間は短縮

産業労働局観光部受入環境課
03-5320-4800

https://www.gotokyo.org/jp/plan/tourist-info-center/index.html

全国観光PRコーナー

６/１～ 営業再開 ※営業時間は短縮

産業労働局観光部受入環境課
03-5320-4800

https://www.gotokyo.org/jp/plan/japanese-prefectural-tourism-promotion-corner/index.html

都庁舎 各パスポートセンター
等
旅券課（新宿パスポートセンター）
旅券課有楽町分室（有楽町パスポートセンター）
旅券課池袋分室（池袋パスポートセンター）
旅券課立川分室（立川パスポートセンター）
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https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/iken-sodan/room/room/index.html

https://www.yokoso.metro.tokyo.lg.jp/kengaku/index.html#h2-02

2020/8/28時点
分類

開館・休館状況
（▲当面の間、休館、一部休館する施設）

施設名

問い合わせ
（担当・電話・URL等)

URL

東京都庭園美術館

6/1～再開
※休止中：一部の展示室や設備

東京都庭園美術館 03-3443-0201
（10:00～18:00）
レストラン デュ パルク 03-6456-4929
（11:00～22:00）

東京都江戸東京博物館

6/2～再開
6/13～再開 貸出施設（小ホール、会議室、学習室1,2）
7/8～再開 貸出施設(大ホール)

江戸東京博物館
03-3626-9974
（9:00～17:00）

江戸東京たてもの園

6/2～再開
※休止中：一部カフェ

江戸東京たてもの園
042-388-3300
https://www.tatemonoen.jp/
（4～9月 9:30～17:30/10～3月 9:30
～16:30）

東京都写真美術館

6/2～再開
6/5～再開 カフェ
6/20～再開 ホール

東京都写真美術館
03-3280-0099
（10:00～18:00）

https://www.teien-art-museum.ne.jp/

http://edo-tokyomuseum.or.jp/

https://topmuseum.jp/

https://www.mot-artmuseum.jp/

東京都現代美術館

6/2～再開
7/1～再開（講堂等の施設貸出）
※休止中：こどもとしょしつ

東京都現代美術館 03-5245-4111
(10:00～18:00）

東京都美術館

7/1~再開
※休止中：一部レストラン

東京都美術館 03-3823-6921
（9:30～17:30）

https://www.tobikan.jp/

東京文化会館

6/8～ 再開 チケットサービス
6/10～再開 音楽資料室
6/18～再開 会議室
6/20～再開 小ホール
6/28～再開 大ホール

東京文化会館 03-3828-2111
（9:00～22:00）

https://www.t-bunka.jp/

東京芸術劇場

6/8～再開
6/18～再開 コンサートホール
6/29～再開 シアターウエスト
7/24~再開 シアターイースト
7/30~再開 プレイハウス

東京芸術劇場 03-5391-2111（9:00
～22:00）

東京都渋谷公園通りギャラリー

6/2～再開

東京都渋谷公園通りギャラリー
03-5422-3151 （11:00～19:00）

https://inclusion-art.jp/

トーキョーアーツアンドスペース本郷

6/2～再開

トーキョーアーツアンドスペース本郷
03-5689-5331 （11:00～19:00）

https://www.tokyoartsandspace.jp/

かちどき橋の資料館

6/2～再開

道路管理部保全課
03-5320-5295

美術
館・博
物館等

レストラン、カフェ
（https://www.mot-artmuseum.jp/guide/shop/）

https://www.geigeki.jp/
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レストラン、カフェ
（https://www.geigeki.jp/
house/shop.html）

2020/8/28時点
分類

開館・休館状況
（▲当面の間、休館、一部休館する施設）

施設名

６/１～開館：トレーニングルーム以外
６/８～開館：トレーニングルーム
６/１～開館：トレーニングルーム以外
６/８～開館：トレーニングルーム

駒沢オリンピック公園総合運動場
東京武道館
若洲海浜公園ヨット訓練所

東京スタジアム（味の素スタジアム）

東京体育館

▲

東京辰巳国際水泳場
体育施
設等

https://www.tef.or.jp/tb/index.jsp

東京都障害者総合スポーツセンター
電話：03-3907-5631

https://tsad-portal.com/mscd

東京都多摩障害者スポーツセンター
電話：042-573-3811

https://tsad-portal.com/tamaspo

６/１～開館：味の素スタジアム、AGFフィールド、アミノバイタルフィールド、フットサル施設(屋内）
・フットサル施設（屋外）については、組織委員会が東京2020大会の準備に伴う仮設オーバーレイ工事
中
・新たな占用期間については組織委員会と調整中

東京スタジアム（味の素スタジアム）
電話：042-440-0813

https://www.ajinomotostadium.com/

・組織委員会が東京2020大会の準備に伴う仮設オーバーレイ工事中
・新たな占用期間については組織委員会と調整中

東京体育館
電話：03-6380-4832

https://www.tef.or.jp/tmg/index.jsp

8/21~令和3年 3/31：競技団体による大会利用・練習利用
※上記以外の都民の皆様等の利用については、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、改めてお知らせ
いたします。

東京辰巳国際水泳場
電話：03-5569-5061

https://www.tef.or.jp/ttisc/index.jsp

６/１～開館：運動場
６/８～開館：庭球場、体育館
６/15～開館：洋弓場、プール、卓球室、サウンドテーブルテニス室、多目的室、トレーニング室
６/１～開館：体育館
６/15～開館：プール、卓球室、サウンドテーブルテニス室、トレーニング室

東京都多摩障害者スポーツセンター

URL

駒沢オリンピック公園総合運動場
電話：03-3421-6199
東京武道館
電話：03-5697-2111
若洲海浜公園ヨット訓練所
電話：03-5569-6703

６/１～開館

東京都障害者総合スポーツセンター

問い合わせ
（担当・電話・URL等)

https://www.tef.or.jp/kopgp/

http://www.tptc.co.jp/park/03_06

有明テニスの森公園テニス施設

▲

・組織委員会が東京2020大会の準備に伴う仮設オーバーレイ工事中
・新たな占用期間については組織委員会と調整中

有明テニスの森公園テニス施設
電話：03-3529-3301

http://www.tptc.co.jp/park/02_03

武蔵野の森総合スポーツプラザ

▲

・組織委員会が東京2020大会の準備に伴う仮設オーバーレイ工事中
・新たな占用期間については組織委員会と調整中

武蔵野の森総合スポーツプラザ
電話：042-488-8607

https://musamori-plaza.com/

カヌー・スラロームセンター

7/27~12/28：競技団体による練習利用
※上記以外の都民の皆様等の利用については、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、改めてお知らせ
いたします。

カヌー・スラロームセンター
電話：03-6808-6100

https://canoe-slalom.tokyo/

海の森水上競技場

8/22~12/28：競技団体による練習利用
※上記以外の都民の皆様等の利用については、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、改めてお知らせ
いたします。

海の森水上競技場
電話：03-3599-5420

https://www.uminomori.tokyo/

夢の島公園 アーチェリー場

9/1~令和3年 3/31：競技団体によるアーチェリーの大会利用等
※芝生保全のため、アーチェリー利用に限定し、当面、広場としての一般開放は行いません。

夢の島公園アーチェリー場
電話：03-3522-1588

https://www.yumenoshima.jp/archery/
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2020/8/28時点
分類

開館・休館状況
（▲当面の間、休館、一部休館する施設）

施設名

8/22~令和3年 1/14：競技団体による大会利用・練習利用
※東京2020大会の準備や会場のコンディション維持のため、原則サブピッチのみ、ホッケー利用に限り、ご使
大井スポーツセンター
用いただけます。
電話：03-3790-2378
※上記以外の都民の皆様等の利用については、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、改めてお知らせ
いたします。
資料閲覧、利用請求：公文書館整理閲覧
担当 042-313-8440
6/1～再開
貸出し施設：公文書館庶務担当 042※休止：常設展
313-8460
※6/22より閲覧室の事前予約制終了、研修室の貸出し開始
常設展、企画展：公文書館史料編さん担
当 042-313-8450
6/1～再開（限定的サービスのみ提供）
東京都立中央図書館
※閲覧・複写サービス（来館：事前予約のみ）、電話レファレンス
03-3442-8464
※書架への立ち入り（6/22～）
6/1～再開（限定的サービスのみ提供）
東京都立多摩図書館
※閲覧・複写サービス（来館：事前予約のみ）、電話レファレンス
※書架への立ち入り（6/22～）
042-359-4020
※中止：定例映画会、16ミリ映写機講習会
6/1～再開
東京都埋蔵文化財センター経営管理課
※体験コーナーについては、６月下旬から一部再開を予定
※図書コーナーについては当面の間休止
042-373-5296
※遺跡庭園「縄文の村」(復元住居内については当面の間立入禁止)

大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場

公文書館

都立中央図書館
図書館
等
都立多摩図書館

東京都立埋蔵文化財調査センター

旧前田家本邸洋館

東京都水道歴史館
東京都水の科学館
奥多摩 水と緑のふれあい館

6/27～再開
※バスツアー等の団体の受け入れ、ガイドボランティアによるガイドは休止

教育庁地域教育支援部管理課
03-5320-6862

6/2～再開
※参加人数を絞るなどコロナ対策を取った上で、イベントを再開
6/2～再開
※参加人数を絞るなどコロナ対策を取った上で、イベントを再開

水道局サービス推進部サービス推進課
03-5320-6326
水道局サービス推進部サービス推進課
03-5320-6326
水道局浄水部管理課
03-5320-6437
水道局浄水部管理課
03-5320-6437
下水道局 総務部広報サービス課
03-5320-6515
下水道局 総務部広報サービス課
03-5320-6515
下水道局 総務部広報サービス課
03-5320-6515

6/5～一部の展示を除き再開

水道・
小河内ダム展望塔
下水道

6/5～再開

東京都虹の下水道館

6/2～再開
※中止：一部の展示、有明水再生センターガイドツアー、お仕事体験、団体利用

国重要文化財
プ）場施設

6/1～再開

旧三河島汚水処分場喞筒（ポン

各水再生センター等(施設見学)

問い合わせ
（担当・電話・URL等)

▲

一部休館
※中止：各施設及び蔵前水の館見学
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URL

https://seaside-park.jp/park_ooisports/hockey/

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/01soumu/archives/

https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.tef.or.jp/maibun/index.jsp

https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/maedatei.html

http://www.suidorekishi.jp/
http://www.mizunokagaku.jp/
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/kouhou/pr/okutama/

https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/kouhou/pr/ogochi/

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/tour/guide/index.html

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/tour/guide/index.html

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/tour/guide/index.html

2020/8/28時点
分類

開館・休館状況
（▲当面の間、休館、一部休館する施設）

施設名

URL

豊洲市場（PRコーナー、見学者通路（飲食・物販
エリアを含む））

6/8～再開
※中止：団体見学、抽選制せり見学

豊洲市場管理課
03-3520-8211

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/toyosu/kenngaku/

大田市場（展示室、見学者通路）

6/8～再開
※中止：団体見学

大田市場市場管理課
03-3790-8301

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/kengaku/

食肉市場（お肉の情報館）

6/8～再開
※中止：団体見学

食肉市場管理課
03-5479-0656

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/kengaku/

一部休館

豊島市場 03-3918-0301
淀橋市場 03-3363-1428
足立市場 03-3882-4301
板橋市場 03-3938-0171
世田谷市場 03-3417-0131
北足立市場 03-3857-7181
多摩ニュータウン市場 042-375-9211
葛西市場 03-3878-2000

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/kengaku/

市場

各市場（一般見学等）

人権プラザ

その他

問い合わせ
（担当・電話・URL等)

統計資料室
ウェルネスエイジ
東京都戦没者霊苑
城北労働・福祉センター

▲

6/3～再開
一般相談は、月曜日から金曜日まで、電話、Eメール、手紙により実施。
（公財）東京都人権啓発センター
法律相談は毎週火曜日（午後１時から午後４時まで）に、電話で実施。
03-6722-0082
「インターネットにおける人権侵害」に関する法律相談（要予約）は、6/3から事前予約を受け付け、6/11
から、毎週木曜日（午後１時から午後４時まで）に、電話で実施
統計部調整課資料管理担当
6/1～再開：統計資料等の閲覧及び複写サービス
03-5388-2523
福祉保健局 総務部企画政策課
6/9～再開
03-5320-4202
福祉保健局 生活福祉部計画課
6/3～再開
03-5320-4076
（公財）城北労働・福祉センター
6/1～再開 （娯楽室・敬老室）
03-3874-8089
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https://www.tokyo-hrp.jp/

https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/hokans/hs-index.htm

http://www.fukushizaidan.jp/201wellness/index.html

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/senso/reien.html

http://homepage33.la.coocan.jp/

2020/8/28時点
分類

開館・休館状況
（▲当面の間、休館、一部休館する施設）

施設名
東京都薬用植物園

6/2～再開（薬用植物園）
※休館：薬事資料館

障害者福祉会館

6/1～再開:利用公開（貸館）

東京しごとセンター

6/1～再開

東京臨海部広報展示室ＴＯＫＹＯミナトリエ

6/2再開（月曜休室）

東京港のご案内（視察船事業）

▲

晴海客船ターミナル

5/27～再開
※館内施設等は順次再開

レインボーブリッジ

5/26～再開：遊歩道

東京ゲートブリッジ

5/26～再開：歩道部

都電おもいで広場 （土日祝開場）

6/20～再開

定期券発売所（都営地下鉄定期券発売所、日暮
里駅定期券発売所）
案内所（上野御徒町ツーリストインフォメーションセン
その他
ター、都庁前駅「都営交通案内所」)

5/25～再開
6/19～再開

三ノ輪橋おもいで館

5/28～再開

消防博物館（消防防災資料センター）

6/12~一部の展示を除き再開

東京消防庁消防技術安全所展示室

6/12～再開

池袋防災館（池袋都民防災教育センター）

6/19～一部再開（地震体験等）

本所防災館（本所都民防災教育センター）

6/19～一部再開（地震体験、都市型水害体験等）

立川防災館（立川都民防災教育センター）

6/12～一部再開（地震体験、シアター等）

東京ウィメンズプラザ

6/1～再開
※制限付き利用再開（ホール・その他貸出施設、図書資料室、交流コーナー）

消費生活総合センター

6/1～再開 図書資料室(利用時間等変更）
※休止中：貸出を目的としない図書の閲覧、資料・雑誌の閲覧、DVD・インターネットの視聴

多摩消費生活センター

6/1～再開 図書資料室
※休止中：貸出を目的としない図書の閲覧、資料・雑誌の閲覧、DVD・インターネットの視聴
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問い合わせ
（担当・電話・URL等)
薬用植物園
042−341−0344
障害者福祉会館
03-3455-6321
東京しごとセンター総合相談係
03-5211-1571
港湾局総務部広報・国際担当
03-5320-5524
港湾局総務部広報・国際担当
03-5320-5524
港湾局港湾経営部振興課
03-5320-5548
港湾局港湾経営部経営課
03-5320-5607
港湾局港湾経営部経営課
03-5320-5607
都営交通お客様センター
03-3816-5700
都営交通お客様センター
03-3816-5700
都営交通お客様センター
03-3816-5700
都営交通お客様センター
03-3816-5700
東京消防庁広報課
03-3212-2111（内線2315）
東京消防庁消防技術安全所
03-3466-1515
東京消防庁防災安全課
03-3212-2111（内線4228）
東京消防庁防災安全課
03-3212-2111（内線4228）
東京消防庁防災安全課
03-3212-2111（内線4228）
東京ウィメンズプラザ
03-5467-1711
消費生活総合センター協働連携事業担当
03-3235-4167
（平日9:00～17:00）
多摩消費生活センター
042-522-5119 （平日9:00～17:00）

URL
http://www.tokyo-eiken.go.jp/lb_iyaku/plant/

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/syoukan/index.html

https://www.tokyoshigoto.jp/
http://www.tokyoport.or.jp/minatorie/

https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/yakuwari/ship/shisatsusen/

http://www.tptc.co.jp/terminal/guide/harumi

https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/pamphlet/rainbow/

https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/kanko/gatebridge/

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/toden/kanren/omoide.html

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/branch/

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/kanren/tic.html

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/toden/kanren/omoidekan.html

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/ts/museum.html

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-gijyutuka/profile02.html#2

https://tokyo-bskan.jp/bskan/ikebukuro/

https://tokyo-bskan.jp/bskan/honjo/

https://tokyo-bskan.jp/bskan/tachikawa/

http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/

