
一般開放船着場
2022年6月14日現在

防災船着場名 越中島防災船着場 桜橋防災船着場 明石町防災船着場 浜町防災船着場

江東区越中島１－３地先　 台東区今戸１－１地先 中央区明石町８地先 中央区日本橋浜町１丁目地先

JR越中島駅　徒歩３分 地下鉄浅草　徒歩15分 地下鉄築地駅　徒歩８分 都営新宿線浜町駅　徒歩5分

形状

全長３０m　喫水２mまで 全長３０m　喫水２mまで 全長４０m　喫水２mまで 全長３０m　喫水２mまで

利用可能日
　（年末年始を除く）

４月～１０月：１０：００～１７：００ ４月～１０月：１０：００～１７：００

１１月～３月：１０：００～１６：００ １１月～３月：１０：００～１６：００

防災船着場名 箱崎町防災船着場 両国防災船着場 ① 両国防災船着場　② 葛西臨海公園防災船着場

中央区日本橋箱崎町３６地先 墨田区横網１１地先 墨田区横網１１地先 江戸川区臨海町六丁目地先

地下鉄水神宮前駅　徒歩８分 ＪＲ両国駅　徒歩3分 ＪＲ両国駅　徒歩3分 ＪＲ「葛西臨海公園」駅　徒歩１０分

形状

全長４０m　喫水２mまで 全長３０m　喫水２mまで 全長２０m　喫水２mまで 全長５０m　喫水２．５mまで

利用可能日 期限限定で開放
　（年末年始を除く） 令和4年7月15日～令和4年9月30日まで

４月～１０月：１０：００～１７：００

１１月～３月：１０：００～１６：００

利用料金

旅客定員４５名以上 　５，０００円/回数

旅客定員２６名以上　４４名以下 　２，０００円/回数

旅客定員１３名以上  ２５名以下 　１，０００円/回数

旅客定員１２名以下 　　６００円/回数

　全長４０フィート以上

　全長４０フィート未満

(詳細は大田区ホームページ参照）

防災船着場名

所在地

形状

利用可能日　

（年末年始を除く）

料金

　９００円（２５％割引）

東京都管理船着場

大田区管理船着場

毎日
前日予約（月～金　受付）

下記の料金表のとおり　（＊使用料金は前払いとなります）

全長２０m　喫水２mまで

９：００～２２：００利用時間帯

登録・予約・問合せ

都の防災船着場を1日2回利用する場合の取扱い

羽田空港天空橋船着場

大田区羽田空港一丁目１番２号

船舶区分

非営業船

公益財団法人　東京都公園協会　水辺事業部　水辺ライン課

８，０００円（２０％割引）

所在地

利用可能船舶

毎日

９：００～１７：００

営業船

大田区　　地域基盤整備第二課　水面管理（糀谷・羽田地域基盤整備事務所内）

９：００～２２：００

１，５００円（２５％割引）

利用可能船舶

登録・予約・問合せ

電話０３－３７４１－３１６８　（土日祝日および年末年始を除く））

　２，０００円　/ 回

公益財団法人　東京都公園協会　水辺事業部　水辺ライン課

利用時間帯

電話０３－５６０８－８９５５　（９時～１７時　（土日祝日および年末年始を除く））

所在地

利用時間帯

浮桟橋型式

平日のみ 毎日

動力船（水上オートバイを除く）

毎日 毎日

９：００～２２：００

利用可能船舶

９：００～２２：００

浮桟橋型式

小型船かつ一定の条件を備えた船舶　（詳細はお問い合わせください）

毎日

　　【料金表】　令和５年３月３１日までの期間　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた舟運業者の支援の為、使用料金半額　（上記8箇所）

電話０３－５６０８－８９５５　（９時～１７時　（土日祝日および年末年始を除く））

１，０００円　/ 回

３，０００円（２５％割引）

浮桟橋型式

動力船（水上オートバイを除く）

登録・予約・問合せ



旅客定員４５人以上

旅客定員１３人以上４４人以下

旅客定員１２以下

(詳細は墨田区ホームページ参照）

防災船着場名

所在地

形状

  午前9時から午後3時30分まで

 （※毎年6月1日から8月31日までは、午前9時から午後5時まで開場します。）

料金

　定員12人以下

　定員13人以上25人以下

　定員26人以上44人以下

　定員45人以上

(詳細は台東区ホームページ参照）

防災船着場名

所在地

形状

利用可能日　

（年末年始を除く）

旅客定員４５人以上

旅客定員１３人以上４４人以下

旅客定員１２以下

墨田区管理船着場

台東区管理船着場

１，５００円

船舶区分

利用可能船舶

1,500円

　　４５０円

２，０００円

　　【料金表】

450円600円

４，０００円

毎日

電話０３－５６０８－８９５５　（９時～１７時　（土日祝日および年末年始を除く））

吾妻橋一丁目23番地先 押上一丁目1番地先

1日1回使用する場合 1日２回以上使用する場合

登録・予約・問合せ
墨田区　都市整備部　都市整備課　河川担当

電話０３－５６０８－６２９４　（土日祝日および年末年始を除く））

その他

【休場日】12月31日から1月3日、毎月第1日曜日、
　　　　　　9月第2・3日曜日

１隻につき1回当りの使用料

750円

９：００～２２：００

　　【料金表】

船舶の種類
一隻につき1回当りの使用料

公益財団法人　東京都公園協会　水辺事業部　水辺ライン課

下記の料金表のとおり

利用時間帯

利用可能日　

登録・予約・問合せ

浮桟橋型式

電話０３－５６０８－８９５５　（９時～１７時　（土日祝日および年末年始を除く））

1日２回以上使用する場合

台東区花川戸二丁目1番地先 (隅田川右岸）

台東区　東上野4丁目5番6号　　台東区　都市づくり部道路管理課（占用担当）

5,000円 4,000円

1,000円

2,000円

1日1回使用する場合 1日2回以上使用する場合

台東区浅草東参道二天門防災船着場

利用時間帯 ９：００～１８：００

　　【料金表】

船舶区分
１隻につき1回当りの使用料

４，０００円

登録・予約・問合せ

登録・予約・問合せ

　　６００円

接岸式(11m 3箇所)

1日1回使用する場合

５，０００円

小型船かつ一定の条件を備えた船舶　（詳細はお問い合わせください）

全長３０m　幅５m  乾舷高約　1m

毎日

浮桟橋(40m×6m）

吾妻橋船着場 おしなり公園船着場

公益財団法人　東京都公園協会　水辺事業部　水辺ライン課

電話０３－５２４６－１３０２　FAX ０３－５２４６－１３１９  （土日祝日および年末年始を除く）

　　６００円

１，５００円

　令和５年３月３１日までの期間　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた舟運業者の支援の為、使用料金半額　

令和５年３月３１日までの期間　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた舟運業者の支援の為、使用料金半額　

　　４５０円

５，０００円

２，０００円



(詳細は江東区ホームページ参照）

防災船着場名 　高橋乗船場 　夢の島乗船場

　高橋３番地先 　夢の島二丁目１番地先

大江戸線白河清澄駅
徒歩5分

JR京葉線新木場駅
徒歩20分

形状 浮桟橋型式 浮桟橋型式

規模・水深 L：２０ｍ×B：５m・水深（変動） L：２０ｍ×B：５m・水深（変動）

利用可能船舶

防災船着場名
　小名木川クローバー橋

乗船場
　番所橋乗船場

　北砂一丁目２番地先 　東砂二丁目１４番地先

都営新宿線住吉駅　徒歩20分
都営新宿線東大島駅

徒歩15分

形状 岸壁形式 岸壁形式

規模・水深 L：２４ｍ×B：１ｍ・水深1.45m L：２７ｍ×B：４ｍ・水深2.0m

利用可能船舶

利用可能日・時間帯

　定員12人以下

　定員13人以上25人以下

　定員26人以上44人以下

　定員45人以上

江東区管理船着場

所在地

扇橋閘門及び荒川ロックゲートを通過する乗船場

　①4月1日から5月31日及び9月1日から翌年3月31日
  　　（毎月第1日曜日、9月第2・第3日曜日及び12月29日から
       　　翌年1月3日までを除く）
       　 午前9時から午後4時まで
　②6月1日から8月31日（毎月第1日曜日を除く）
        　午前9時から午後5時30分まで

扇橋閘門及び荒川ロックゲートを通過する乗船場

　①4月1日から5月31日及び9月1日から翌年3月31日
  　　（毎月第1日曜日、9月第2・第3日曜日及び12月29日から
     　　  翌年1月3日までを除く）
      　 午前9時から午後3時30分まで
　②6月1日から8月31日（毎月第1日曜日を除く）
      　 午前9時から午後5時まで

浮桟橋型式

　門前仲町一丁目１番地先

利用可能日・時間帯

5,000円 4,000円

1日2回以上使用する場合

600円 450円

電話０３－３６４２－５０９９　（土日祝日および年末年始を除く））

　黒船橋乗船場

1,000円 750円

動力船（水上オートバイを除く）

登録・予約・問合せ
江東区土木部　施設保全課庶務係

2,000円 1,500円

所在地

船舶の種類
一隻につき1回当りの使用料

1日1回使用する場合

隅田川から直接アクセスできる乗船場

　①4月1日から5月31日及び9月1日から翌年3月31日
      　（12月29日から翌年1月3日までを除く）

       　  午前9時から午後4時30分まで
　②6月1日から8月31日

     　 　 午前9時から午後6時まで

動力船（水上オートバイを除く）

令和５年３月３１日までの期間　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた舟運業者の支援の為、使用料金半額　

　亀戸中央公園乗船場

　亀戸八丁目２２番地先

東武線亀戸水神駅　徒歩10分

岸壁形式

L：２０ｍ×B：５ｍ・水深（変動）

東京メトロ東西線門前仲町駅
徒歩5分

L：２０ｍ×B：３．５ｍ・水深2.5m


