年末年始の都立施設の休館の状況
施設区分

施設名

休館状況等

期間

動物園

恩賜上野動物園

休館

１２月２６日から２月７日まで

動物園

井の頭自然文化園

休館

１２月２６日から２月７日まで

動物園

多摩動物公園

休館

１２月２６日から２月７日まで

水族園

葛西臨海水族園

休館

１２月２６日から２月７日まで

有料庭園

旧岩崎邸庭園

休館

１２月２６日から２月７日まで

有料庭園

旧芝離宮恩賜庭園

休館

１２月２６日から２月７日まで

有料庭園

旧古河庭園

休館

１２月２６日から２月７日まで

有料庭園

清澄庭園

休館

１２月２６日から２月７日まで

有料庭園

小石川後楽園

休館

１２月２６日から２月７日まで

有料庭園

殿ヶ谷戸庭園

休館

１２月２６日から２月７日まで

有料庭園

浜離宮恩賜庭園

休館

１２月２６日から２月７日まで

有料庭園

向島百花園

休館

１２月２６日から２月７日まで

有料庭園

六義園

休館

１２月２６日から２月７日まで

植物園

神代植物公園

一部休館

１２月２６日から２月７日まで

植物園

夢の島熱帯植物館

休館

１２月２６日から２月７日まで

問合せ先
（担当部署・電話など）
恩賜上野動物園 教育普及課
03-3822-5811
井の頭自然文化園 教育普及係
0422-46-1100
多摩動物公園 教育普及課
042-591-1689
葛西臨海水族園 教育普及係
03-3869-0284
旧岩崎邸庭園サービスセンター
03-3823-8340
旧芝離宮恩賜庭園サービスセンター
03-3434-4029
旧古河庭園サービスセンター
03-3910-0394
清澄庭園サービスセンター
03-3641-5892
小石川後楽園サービスセンター
03-3811-3015
殿ケ谷戸庭園サービスセンター
042-324-7991
浜離宮恩賜庭園サービスセンター
03-3541-0200
向島百花園サービスセンター
03-3611-8705
六義園サービスセンター
03-3941-2222
神代植物公園サービスセンター
042-483-2381
夢の島熱帯植物館管理事務所
03-3522-0281

URL（プレス発表、施設HP等）

備考

https://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/

2/8（月）は通常の休園日

https://www.tokyo-zoo.net/zoo/ino/

2/8（月）は通常の休園日

https://www.tokyo-zoo.net/zoo/tama/
https://www.tokyo-zoo.net/zoo/kasai/
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index035.html
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index029.html
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index034.html
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index033.html
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index030.html
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index036.html
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index028.html
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index032.html
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index031.html

https://www.tokyo-park.or.jp/jindai/index.html 有料区域を休園、2/8（月）は通常の休園日

https://www.yumenoshima.jp/botanicalhall/
http://www.tokyo-eiken.go.jp/lb_iyaku/plant/

植物園

東京都薬用植物園

休館

１２月２６日から当面の間まで

東京都健康安全研究センター企画調整部健 http://www.tokyo-eiken.go.jp/
康危機管理情報課03-3363-3152
http://www.tokyo-eiken.go.jp/yakuyogyozi/
http://www.tokyo-eiken.go.jp/lb_iyaku/plant/kaienbi-kyuenbi/

ＰＲ施設

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

休館

１２月２３日から２月７日まで

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：03‐5320-7768

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

ＰＲ施設

東京都虹の下水道館

休館

１２月２５日から２月７日まで

下水道局 総務部広報サービス課
03-5320-6515

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

ＰＲ施設

東京臨海部広報展示室ＴＯＫＹＯミナトリエ

休館

１２月２６日から２月７日まで

港湾局総務部総務課広報・国際担当
03－5320－5524

http://www.tokyoport.or.jp/minatorie/index.html 2/8（月）は通常の休室日

ＰＲ施設

東京都水道歴史館

休館

１２月２３日から２月７日まで

水道局サービス推進部サービス推進課
電話：03-5320-6326

https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/

ＰＲ施設

東京都水の科学館

休館

１２月２３日から２月７日まで

水道局サービス推進部サービス推進課
電話：03-5320-6326

https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/
・プレス発表
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pre

ＰＲ施設

奥多摩 水と緑のふれあい館

休館

１２月２３日から２月７日まで

水道局浄水部管理課
電話：03-5320-6437

ss/r02/press201222-01.html
・施設HP
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/kou
hou/pr/okutama/
・プレス発表
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pre

ＰＲ施設

小河内ダム展望塔

休館

１２月２３日から２月７日まで

水道局小河内貯水池管理事務所
0428-86-2211

ss/r02/press201222-01.html
・施設HP
https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/kou
hou/pr/ogouchi/
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施設区分

施設名

休館状況等

期間

問合せ先
（担当部署・電話など）

URL（プレス発表、施設HP等）

https://www.tokyo-hrp.jp/

休館期間中も、令和２年12月29日（火）から令和３年１月３日（日）の年末年
始休館日及び祝日を除き、人権相談（一般相談・法律相談）を電話等で受け
付ける。
（詳細：東京都人権プラザホームページ https://www.tokyo-hrp.jp/）

2/8（月）は通常の休館日

ＰＲ施設

東京都人権プラザ

休館

１２月２４日から当面の間まで

（公財）東京都人権啓発センター
03-6722-0082

ＰＲ施設

消防博物館（消防防災資料センター）

休館

１２月２６日から２月７日まで

東京消防庁広報課
03-3212-2111（内線2315）

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

ＰＲ施設

東京消防庁消防技術安全所展示室

休館

１２月２６日から２月７日まで

東京消防庁消防技術安全所
03-3466-1515

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

ＰＲ施設

池袋防災館（池袋都民防災教育センター）

休館

１２月２６日から２月７日まで

東京消防庁防災安全課
03-3212-2111（内線4228）

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

ＰＲ施設

本所防災館（本所都民防災教育センター）

休館

１２月２６日から２月７日まで

東京消防庁防災安全課
03-3212-2111（内線4228）

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

ＰＲ施設

立川防災館（立川都民防災教育センター）

休館

１２月２６日から２月７日まで

東京消防庁防災安全課
03-3212-2111（内線4228）

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

博物館

かちどき 橋の資料館

休館

１２月２６日から２月７日まで

建設局道路管理部保全課
電話03-5320-5295

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/road/kanri/gaiyo/kachidoki/index.html

体育施設

東京体育館

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
スポーツ推進部調整課
電話：03-5320-7713

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

体育施設

駒沢オリンピック公園総合運動場

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
スポーツ推進部調整課
電話：03-5320-7714

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

体育施設

東京武道館

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
スポーツ推進部調整課
電話：03-5320-7715

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

体育施設

東京辰巳国際水泳場

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
スポーツ推進部調整課
電話：03-5320-7716

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

体育施設

有明テニスの森公園テニス施設

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
スポーツ推進部調整課
電話：03-5320-7717

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

体育施設

若洲海浜公園ヨット訓練所

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
スポーツ推進部調整課
電話：03-5320-7718

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

体育施設

武蔵野の森総合スポーツプラザ

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
スポーツ推進部調整課
電話：03-5320-7719

https://www.musamori-plaza.com/

体育施設

東京都障害者総合スポーツセンター

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
スポーツ推進部調整課
電話：03-5320-7720

https://tsad-portal.com/mscd

体育施設

東京都多摩障害者スポーツセンター

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
スポーツ推進部調整課
電話：03-5320-7721

https://tsad-portal.com/tamaspo

体育施設

東京スタジアム（味の素スタジアム）

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
スポーツ推進部調整課
電話：03-5320-7722

https://www.ajinomotostadium.com/

体育施設

海の森水上競技場

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
大会施設部施設整備第一課
電話：03-5320-7801

https://www.uminomori.tokyo/

体育施設

夢の島公園アーチェリー場

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
大会施設部施設整備第一課
電話：03-5388-2479

https://www.yumenoshima.jp/archery/

体育施設

カヌー・スラロームセンター

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
大会施設部施設整備第一課
電話：03-5320-7801

https://canoe-slalom.tokyo/

体育施設

大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
大会施設部施設整備第一課
電話：03-5388-2872

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

体育施設

東京アクアティクスセンター

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
大会施設部施設整備第一課
電話：03-5388-2872

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

体育施設

有明アリーナ

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

オリンピック・パラリンピック準備局
大会施設部施設整備第一課
電話：03-5388-2479

https://ariake-arena.tokyo/
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備考

１ 団体による専用使用の新規予約の受付中止
使用中止期間中の利用を対象とした団体による専用使用の新規予約につ
いては受付中止。なお、すでに予約済みの利用予定団体については感染
防止策を徹底した上で利用可能
２ 個人使用の中止
使用中止期間中の個人使用については使用中止。ただし、一部の施設に
ついては、すでに予約済みの利用者は感染防止対策を徹底した上で利用
可能
3 施設管理者が主催する事業等の開催中止
使用中止期間中の施設管理者が主催する事業等については開催中止。な
お、すでに予約済みの利用者等がいる事業については、原則開催予定だ
が、一部中止・延期する場合もある
（詳細については施設のホームページ参照）

施設区分

施設名

図書館

都議会図書館

図書館

休館状況等

期間

休館

１２月２５日から２月７日まで

都立中央図書館

一部休館

１２月２８日から２月７日まで

図書館

都立多摩図書館

一部休館

１２月２８日から２月７日まで

図書館

東京都立埋蔵文化財調査センター

休館

１２月２８日から２月７日まで

図書館

旧前田家本邸洋館

休館

１２月２８日から２月９日まで

図書館

東京都公文書館

休館

１２月２７日から２月７日まで

公園

御岳インフォメーションセンター

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

御岳ビジターセンター

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

奥多摩ビジターセンター

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

高尾ビジターセンター

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

小笠原ビジターセンター

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

大島公園海のふるさと村

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

奥多摩湖畔公園山のふるさと村

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

八丈植物公園ビジターセンター・温室

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

大島公園動物園・椿資料館・椿園

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

小峰ビジターセンター

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

大島町仲の原園地（バーベキュー施設）

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

八丈町大潟浦園地（バーベキュー施設）

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

八丈町南原園地（バーベキュー施設）

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

奥多摩都民の森

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

檜原都民の森

休館

１２月２６日から当面の間まで

公園

東京港野鳥公園

休館

１２月２６日から２月７日まで

公園

若洲ゴルフリンクス

休館

１２月２９日から２月７日まで

公園

若洲海浜公園海釣り施設

休館

１２月２６日から２月７日まで

市場

豊洲市場

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

市場

大田市場

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

市場

食肉市場

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

市場

豊島市場、淀橋市場、足立市場、板橋市場、世田谷市場、北足立市
場、多摩ニュータウン市場、葛西市場

一部休館

１２月２３日から２月７日まで

問合せ先
（担当部署・電話など）
議会局調査部調査企画課
電話：03－5320－7158
都立中央図書館
03-3442-8451
都立多摩図書館
042-359-4020
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団
東京都埋蔵文化財センター
電話 ０４２（３７３）５２９６
教育庁地域教育支援部管理課
電話 03-5320-6862
総務局総務部公文書館庶務担当
042-313-8460

URL（プレス発表、施設HP等）
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/info/notice-04.html
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1010035/1012493/1012536.html

来館サービスの一時休止

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1010035/1012493/1012536.html

来館サービスの一時休止

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1010035/1012493/1012548.html

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1010035/1012493/1012550.html

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

環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3508
環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3509
環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3510
環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3511
環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3512
環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3513
環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3514
環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3515
環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3516
環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3517
環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3518
環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3519
環境局自然環境部緑環境課自然公園担当
電話03-5388-3520
環境局自然環境部緑環境課保全担当 電話
03-5388-3555
環境局自然環境部緑環境課保全担当 電話
03-5388-3556
港湾局臨海開発部海上公園課
03-5320-5575
港湾局臨海開発部海上公園課
03-5320-5575

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/11osima/park/www/htdocs/parkindex.html

港湾局臨海開発部海上公園課
03-5320-5575

https://www.tptc.co.jp/park/03_07

豊洲市場管理課
03-3520-8211
大田市場市場管理課
03-3790-8301
食肉市場管理課
03-5479-0656
豊島市場 03-3918-0301
淀橋市場 03-3363-1428
足立市場 03-3882-4301

https://www.omekanko.gr.jp/
https://www.ces-net.jp/mitakevc/index.html

https://www.ces-net.jp/okutamavc/
https://www.ces-net.jp/takaovc/
https://www.tokyo-park.or.jp/nature/ogasawara/
https://www.town.oshima.tokyo.jp/site/umifuru/

https://www.yamafuru.com/
https://www.tokyo-park.or.jp/nature/hachijo/

https://www.tokyo-park.or.jp/nature/komine/index.html
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/11osima/doboku/index.html

https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/09
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/09hatijou/

https://www.tomin-no-mori.jp/
https://www.hinohara-mori.jp/index.html
https://www.tptc.co.jp/park/03_08
https://wakasu.golftk.com/

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1010035/1012493/1012537.html

・一般見学中止、豊洲市場PRコーナー休止（12月23日～2月7日）
・抽選制のせり見学中止（12月26日～2月７日）

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1010035/1012493/1012537.html

一般見学中止、大田市場展示室休止

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1010035/1012493/1012537.html

一般見学中止、食肉市場お肉の情報館休止

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1010035/1012493/1012537.html

一般見学中止

・報道発表
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodoha

展望室

都庁展望室

休館

１２月２３日から２月７日まで

財務局 建築保全部
展望室専用案内電話
03-5388-7890

ppyo/press/2020/12/21/27.html
・展望室のご利用案内
https://www.yokoso.metro.tokyo.lg.jp/tenbo
u/index.html

その他

国重要文化財 旧三河島汚水処分場喞筒（ポンプ）場施設

休館

１２月２５日から２月７日まで

下水道局 総務部広報サービス課
03-5320-6515

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

その他

都電おもいで広場

休館

１２月２６日から２月７日まで

都営交通お客様センター
03-3816-5700

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/news/toden/2020/tdn_i_202012239475_h.html

その他

東京国際クルーズターミナル

休館

１２月２６日から２月７日まで

港湾局港湾経営部振興課
03-5320- 5529

https://www.tptc.co.jp/terminal/guide/cruise
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備考

施設区分

施設名

休館状況等

期間

その他

晴海客船ターミナル

休館

１２月２６日から２月７日まで

その他

東京ゲートブリッジ歩道部

休館

１２月２６日から２月７日まで

その他

統計資料室

休館

１２月２４日から２月２８日まで

その他

東京都戦没者霊苑

休館

１２月２８日から当面の間まで

問合せ先
（担当部署・電話など）
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
総務局統計部調整課
電話：03-5388-2523・2524
生活福祉部計画課援護恩給担当
03-5320-4078
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URL（プレス発表、施設HP等）
https://www.tptc.co.jp/terminal/guide/harumi
https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/kanko/gatebridge/
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/hokans/hs-index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/senso/index.html

備考

