
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、区主催イベント等を中止・延期としています。
詳しくは区HPをご覧いただくか、担当課へお問合せください。

国の緊急事態宣言に伴う
小・中学校・保育所等の対応について

「令和2年（第43回）隅田川花火大会」
の中止決定について

●始業式および入学式等の日程の変更について
　国の緊急事態宣言および都教育委員会から
の要請を受け、始業式および入学式等の日程
について、下記のとおり変更します。
　なお、実施内容については、今後の国の専
門家会議や都並びに都教育委員会の動向によ
り変更する場合があります。
※小中学校等の臨時休業期間（5月6日㉁ま
で）につきましては、変更はありません。
●幼稚園・石浜橋場こども園（短時間）
休業期間 5月6日㉁まで　 始業式 5月7日㈭
入学式 5月8日㈮午前
●小学校　 休業期間 5月6日㉁まで　 始業式 5
月7日㈭　 入学式 5月7日㈭
●中学校　 休業期間 5月6日㉁まで　 始業式 5
月7日㈭　 入学式 5月8日㈮午後
※各学校（園）では臨時休業期間中に、電話
等による子供たちの健康状態の把握、学校

（園）再開に向けた準備、学習および教育
内容の保証に向けた教育活動の見直しを
行っています。
問合せ公立幼稚園・小学校・中学校について
は指導課 TEL（5246）1453　こども園に
ついては学務課 TEL（5246）1414
●認可保育所等への登園自粛の要請について
　台東区内の保育所等につきましては、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため下記の期
間登園の自粛を要請します。ただし、医療従
事者等、仕事を休むのが困難なご家庭につい
ては、園にご相談のうえ保育利用申請書のご
提出をお願いします。なお、実施内容につい
ては、今後の状況により変化する場合があり
ます。
期間5月6日㉁まで
※保育料につきましては区HPをご覧ください。
問合せ児童保育課 TEL（5246）1233

広報
令和2（2020）年　4月20日 第1251号　（2）

3一部休止するサービス一覧
No サービス内容 施設名 電話番号

1 体育施設の個人利用
各小中学校スポーツ
ひろば （5246）5853

2 学校開放 各小中学校体育館、
校庭、会議室等 （5246）1421

3 あそびひろばの利用

日本堤子ども家庭支
援センター （5824）2535

台東子ども家庭支援
センター （3834）4577

寿子ども家庭支援セ
ンター （3841）4631

日本堤子ども家庭支
援センター谷中分室 （3824）5532

4 おやこるーむの利用
浅草保健相談セン
ター （3844）8177

1休館する施設一覧
No 施設名 電話番号
1 浅草文化観光センター （3842）5501
2 旧東京音楽学校奏楽堂 （3824）1988
3 朝倉彫塑館 （3821）4549
4 下町風俗資料館 （3823）7451

5 下町風俗資料館付設展示場（旧吉田屋酒店） （3823）4408

6 一葉記念館 （3873）0004
7 書道博物館 （3872）2645
8 江戸たいとう伝統工芸館 （3842）1990
9 老人福祉センター （3833）6541
10 入谷老人福祉館 （3873）9036
11 橋場老人福祉館 （3876）2365
12 三筋老人福祉館 （3866）2417
13 上野健康増進センター （3847）9475
14 千束健康増進センター （5603）0085
15 環境ふれあい館ひまわり （3866）8098
16 社会教育センター清島温水プール （3842）5353
17 少年自然の家霧ケ峰学園 0266（52）0257

18 中央図書館※ブックポストは利用可 （5246）5911

19 中央図書館浅草橋分室※ブックポストは利用可
（5246）5911
（中央図書館）

20 中央図書館谷中分室※ブックポストは利用可
（5246）5911
（中央図書館）

21 根岸図書館※ブックポストは利用可
（5246）5911
（中央図書館）

22 石浜図書館※ブックポストは利用可
（5246）5911
（中央図書館）

23 すこやかとしょしつ※ブックポストは利用可
（5246）5911
（中央図書館）

24 くらまえオレンジ図書館※ブックポストは利用可
（5246）5911
（中央図書館）

25 池波正太郎記念文庫 （5246）5915

26

児童館
※一部事業の対象者のみ利用可（千
束・玉姫・台東・池之端・松が谷・
今戸・寿・谷中）

（5603）2229
（台東区社会福祉
事業団児童課）

27 男女平等推進プラザ※3月31日から新規予約中止 （5246）5816

28 台東一丁目区民館※3月31日から新規予約中止 （3834）4408

No 施設名 電話番号

29 東上野区民館※3月31日から新規予約中止 （5807）1520

30 上野区民館※3月31日から新規予約中止 （5815）8612

31 金杉区民館※3月31日から新規予約中止 （3876）2653

32 金杉区民館下谷分館※3月31日から新規予約中止 （3873）1731

33 谷中区民館※3月31日から新規予約中止 （3828）9292

34 浅草橋区民館※3月31日から新規予約中止 （3851）4646

35 寿区民館※3月31日から新規予約中止 （3842）8654

36 雷門区民館※3月31日から新規予約中止 （3843）9492

37 馬道区民館※3月31日から新規予約中止 （3872）1891

38 清川区民館※3月31日から新規予約中止 （3876）3567

39 台東区民会館※3月31日から新規予約中止 （3843）5391

40 たなか舞台芸術スタジオ※3月31日から新規予約中止 （5808）7327

41 産業研修センター※3月31日から新規予約中止 （3872）6780

42 検査センター※3月31日から新規予約中止 （3841）9300

43 環境ふれあい館ひまわり※3月31日から新規予約中止 （3866）8098

44 社会教育センター※3月31日から新規予約中止 （3842）5351

45 千束社会教育館※3月31日から新規予約中止 （3874）5450

46 小島社会教育館※3月31日から新規予約中止 （3861）5063

47 根岸社会教育館※3月31日から新規予約中止 （3876）2103

48 今戸社会教育館※3月31日から新規予約中止 （3873）4140

49 台東リバーサイドスポーツセンター※3月31日から新規予約中止 （3872）3181

区立施設の休館および一部サービスの休止延長について
　新型コロナウイルス感染防止のため、5月6日㉁まで、一部施設の休館およびトレーニング室などの休止を延長しました。休館および休止するサー
ビスは下記の通りです（4月14日時点）。なお、新型コロナウイルスの状況によって、さらに期間の延長や施設等の追加の可能性があります。

No 施設名 電話番号

50 柳北スポーツプラザ※3月31日から新規予約中止 （3865）2614

51 たなかスポーツプラザ※3月31日から新規予約中止 （5808）7410

52 荒川河川敷運動公園運動場※3月31日から新規予約中止 （5246）5853

53 江戸川河川敷野球場※3月31日から新規予約中止 （5246）5853

54 隅田公園リバーサイドギャラリー※3月31日から新規予約中止 （5246）1321

55 生涯学習センター※3月31日から新規予約中止 （5246）5827

56 上野桜木会館※3月31日から新規予約中止 （3828）9292

57 憩いのガーデン （5246）1323
58 隅田公園案内所 （5246）1321
59 浅草公会堂 （3844）7491

2施設は開館しているが、3月31日から
　新規予約を中止している施設一覧
No 施設名 電話番号
1 松が谷福祉会館※会議室のみ対象 （3842）2671

5月6日まで国から緊急事態宣言が発出されています。新型コロナウイルス感染につながる人と人との接触を極力減らすため、
区役所への来庁も最小限にとどめていただくようご協力をお願いします。

●ご自宅からパソコンや郵送などで一部の行政手続きを行うことができます
　一部の行政手続きについて、ご自宅のパソコンやスマートフォンから行える電子申請・届出サービスを実施してお
りますので、積極的にご活用ください。
　詳しくは、右記のQRコードよりご確認ください。

　7月11日㈯の花火大会実施に
向け、準備を進めてまいりました
が、新型コロナウイルス感染症
拡大により、感染症拡大防止お
よび地元の皆さんや来場される
方の健康と安全確保を第一とし
て、令和2年の開催は中止を決定
しました。また、延期開催もあり
ません。開催を楽しみにされてい
た皆さんには大変ご迷惑をおか
けしますが、ご理解のほど、よろ
しくお願いします。なお、来年の
日程については、現在調整中です。
●市民協賛のお申込みについて
　市民協賛の募集を中止しま
す。既に申込みされた皆さんに
は、ご迷惑をおかけしまして誠
に申し訳ありませんが、ご理解

のほど、よろしくお願いします。
なお、協賛金のお振り込みはい
ただいておりませんので返還等
の手続きはありません。
▷問合せ
　花火大会全体に関する問合せは
　墨田区役所文化芸術振興課内
隅田川花火大会実行委員会事
務局 TEL（5608）1111
　市民協賛に関する問合せは
　台東区役所観光課内隅田川花
火大会実行委員会市民協賛受
付台東事務局
　 TEL（5246）1111

隅田川花火大会▶︎
公式HP　


