
新型コロナウイルス感染拡大防止による休業施設等一覧（観光施設等）　　（2020.9.17現在）
※こちらに掲載していない施設についても休業等の場合がございますので、お手数ですが各施設のホームページ等でご確認をお願いいたします。

市町村名
(あいうえお順）

観光施設名
営業状況

（休業・時間短縮等）
電話番号 備　　考

一関市 館ヶ森アーク牧場 当面の間臨時営業体制 0191-63-5100

一関市 猊鼻渓
9月中
定期便8:30～最終15:00

0191-47-2341

一戸町 岩手県立児童館いわて子どもの森
7/10(金)～当面の間
時間短縮　9:00～16:00
第二駐車場は閉鎖

0195-35-3888

岩泉町 岩泉観光ガイド
観光ガイド休止
当面の間

0194-22-4755

岩泉町 龍泉洞

営業時間短縮
当面の間10:00～16:00(制限あり)
龍泉洞科学館は当面の間閉鎖
キャンプ場は今シーズン営業休止

0194-22-2566

岩手町 岩手沼宮内カントリークラブ
7月1日(水)から営業再開
一部利用制限あり

0195-62-5511

大船渡市 碁石海岸レストハウス
営業時間短縮
　売店:9:00～15:00
  食堂:11:00～14:00土日祝

0192-29-2121

金ケ崎町 金ケ崎要害歴史館 一部利用制限あり 0197-42-3060 県内居住者のみ入館可

金ケ崎町 白糸まちなみ交流館 一部利用制限あり 県内居住者のみ入館可

金ケ崎町 千田正記念館 一部利用制限あり 県内居住者のみ入館可

金ケ崎町 軍馬の郷六原資料館 一部利用制限あり 県内居住者のみ入館可

釜石市 釜石情報交流センター
時短営業
9:00～21:00

0193-27-8751

釜石市 ミッフィーカフェかまいし
休業中
当面の間（11月頃まで）休業

0193-55-6707

釜石市 釜石大観音
時間短縮営業　10:00～16:00
一部拝観場所の制限あり

0193-24-2125

新型コロナウィルス感染症対策の
一環として下記のとおり休館。
9月28日(月)～10月2日(金)
10月7日(水)～10月9日(金)

北上市 サトウハチロー記念館
休館
～開館時期未定

0197-65-5401

久慈市 小袖海女センター
時間短縮営業
5月7日(木)～　9:00～16:30

0194-54-2261
売店・展示見学は可能
今シーズン素潜り実演は中止

久慈市 久慈琥珀博物館
8/1～通常営業
入場制限あり

0194-59-3831
館内見学者が30名様になった場
合、一旦お待ちいただく場合があ
ります。

葛巻町 くずまきワイン
工場見学受入中止
当面の間

0195-66-3111

九戸村 道の駅おりつめ　オドデ館
当面の間時間短縮営業
9:00～18:00

0195-42-4400 九戸村ふるさと振興公社

雫石町 道の駅　雫石あねっこ 店舗により異なります 019-692-5577

住田町 滝観洞 一部営業（入洞のみ） 0192-48-2756
食堂及び滝流しそば
土日祝日(10:30～16:00)営業

住田町 まち家世田米駅 9/1～当面の間休館 0192-22-7828

滝沢市 岩手県滝沢森林公園 ネイチャーセンター入館制限あり 019-688-5522
森林公園、トイレは通常通り利用
可能

遠野市 道の駅 遠野風の丘 店舗により異なります 0198-62-0888

https://www.arkfarm.co.jp/
http://www.geibikei.co.jp/
http://www.iwatekodomonomori.jp/
https://www.iwaizumikankou.com/
http://www.iwate-ryusendo.jp/
https://www.princehotels.co.jp/golf/numakunai/
https://ogawa-corp.hp.gogo.jp/pc/index.html
http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/docs/2017071900014/
http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/docs/2017101300012/
http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/docs/2017122800027/
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Center/%E9%87%9C%E7%9F%B3%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-1725490417720156/
https://en-trance.jp/miffy
http://kamaishi-daikannon.com/
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/search/facility/kyouikubunkashisetu/11637.html
http://www.kuji-tourism.jp/ama/amacenter/
http://www.kuji.co.jp/museum
https://www.kuzumakiwine.com/
http://www.vill.kunohe.iwate.jp/docs/206.html
https://www.anekko.co.jp/
https://rokando.sumita-gayagaya.jp/?fbclid=IwAR2eMdq1w70GXU8z4EH3nCnWmiY9xLtBwc7g-IS_a5uSLIuDjdm8kMop31o
http://machiya-sumita.iwate.jp/?fbclid=IwAR2SKJiVdNb3aVhsUCtg72LsfVSKfjWRawpSF0L6y0O49f2h8m9zmFcYIEk
https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/takizawa_fp/index.html
http://kazenooka.tonofurusato.jp/index.html
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遠野市 伝承園
営業時間短縮9:00～16:00
工芸館は8/28～当面の間休館

0198-62-8655

遠野市 遠野ふるさと村
見学時間
9:00～16:00(最終受付15:00）

0198-64-2300
食堂　団体予約のみ。
売店　当面の間休み。

遠野市 遠野郷土人形民芸村
臨時休業
当面の間

0198-62-1335

二戸市 カシオペアメッセ・なにゃーと
一部施設利用定員制限あり
展望台利用不可（当面の間）

0195-23-7210

八幡平市 八幡平レストハウス 食堂営業休止 0195-78-3500 八幡平市観光協会

八幡平市 岩手山焼走り国際交流村
休憩室の利用制限あり
食堂週末営業

0195-76-2013

花巻市 花巻広域公園
県民ゴルフ場の土日祝の入浴利用不
可（シャワー可）。貸し用具類は利
用不可

0198-27-3586

花巻市 ワインシャトー大迫
有料試飲　10:00～16:00
無料試飲提供当面の間中止

0198-48-3200

花巻市 ガラス体験工房　森のくに
時間短縮営業(一部体験休止)
10:00～16:00(体験は15:00まで)

0198-48-3009

平泉町 平泉レストハウス
時間短縮営業 10:00～14:00
1階ﾚｽﾄﾗﾝ・売店・中尊寺第一駐車場
内おやすみ処たばしね1階売店

0191-46-2011
9/19～9/22「レストラン源」「お
やすみ処たばしね2階レストラ
ン」オープン

平泉町 毛越寺
坐禅・写経体験
一般の受け入れは中止

0191-46-2331 ※小中高校生の教育旅行は可

平泉町 平泉文化遺産センター 団体利用の場合は事前に要連絡 0191-46-4012

洋野町
大和の丘森林公園
（キャンプ場を含む）

閉園
当面の間

0194-66-2570
洋野町水産商工課
0194-65-5916

普代村
黒崎キャンプ場・オートキャンプ
場

入場規制有
5月12日(火)～

0194-35-2115 普代村農林商工課

宮古市 崎山貝塚縄文の森ミュージアム 中止の体験メニューあり 0193-65-7526

宮古市 北上山地民俗資料館 展示解説や体験講座は当面の間休 0193-76-2167

宮古市 道の駅　やまびこ館
営業時間短縮
当面の間

0193-85-5011

宮古市 道の駅　区界高原
営業時間短縮
当面の間

0193-77-2266

盛岡市 盛岡市こども科学館
感染の恐れのある展示物･イベント
等は規制あり

019-634-1171

盛岡市 一ノ倉邸
建物内の利用、見学休止
当面の間

019-646-1817 庭園内の見学のみ可能

盛岡市 桜顔酒造 酒蔵見学を中止 019-622-6800

矢巾町 余熱利用施設ふれあい館
休館
4月25日(土)～当面の間

019-697-3835

山田町 鯨と海の科学館
7月15日(水)～一部開館
9:00～16:00

0193-84-3985

陸前高田市
まちなか広場交流施設
ほんまるの家

時間短縮営業
9:00～17:00

0192-47-3389

http://www.densyoen.jp/
http://www.tono-furusato.jp/
https://tonojikan.jp/kanko/ningyomura.php
https://nanyato-sisetu.com/
https://www.hachimantai.or.jp/rest_house/index.html
https://www.hachimantai-ss.co.jp/~yakehashiri/
http://sposhin.echna.ne.jp/hanamakikouikikouen/index.html
https://edelwein.co.jp/
http://www.edel-support.com/morinokuni1.php
http://www.hiraizumi2011.jp/resthouse/
http://www.motsuji.or.jp/index.html
https://www.town.hiraizumi.iwate.jp/index.cfm/26,1040,128,277,html
https://hirono-kankou.jp/%e5%a4%a7%e5%92%8c%e3%81%ae%e4%b8%98%e6%a3%ae%e6%9e%97%e5%85%ac%e5%9c%92%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97%e5%a0%b4-2/
https://hirono-kankou.jp/%e5%a4%a7%e5%92%8c%e3%81%ae%e4%b8%98%e6%a3%ae%e6%9e%97%e5%85%ac%e5%9c%92%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97%e5%a0%b4-2/
https://www.vill.fudai.iwate.jp/kanko/index.html
https://www.vill.fudai.iwate.jp/kanko/index.html
https://www.city.miyako.iwate.jp/bnka/sakiyamamuseum/sakiyama_museum1.html
http://kitakamisanchi.city.miyako.iwate.jp/
https://www.miyako-kawai.com/yamabikokan/
https://www.miyako-kawai.com/kuzakaikogen/
https://kodomokagakukan.com/
http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/kankyo/hogo/1017881.html
http://sakuragao.com/
https://www.town.yahaba.iwate.jp/docs/2018012400020/
https://yamada-kujirakan.jp/
https://www.honmaru.org/
https://www.honmaru.org/

