
令和 2年 2 月 4日



令和 2 年度予算（案）の編成にあたって 

2020 年、いよいよ東京 2020 大会が開催されます。

品川区では、かねてから「子どもたちへの夢のバトンタッチ」と「まちのにぎ

わいと発展」のスローガンを掲げ、機運醸成やまちづくりに様々取り組んできま

した。

 大会開催に合わせて整備をした五反田リバーステーションや大井ホッケー競

技場周辺の道路整備や無電柱化も着実に進んでいます。また、街中や交通機関な

どにも、大会のエンブレムやキャラクターなどが多く見られ、区の応援キャラク

ターなども活躍し、その機運は高まってきています。

 令和 2 年度は、これまで培ってきた機運醸成等の事業の集大成を行い、大会後

には、それらをレガシーとして未来の品川区を支える礎とします。

 一方、品川区を取り巻く社会経済状況は、大きく変貌しました。

人生 100 年時代という超長寿社会の到来をはじめ、多文化共生や多様な生き

方、さらには AI などに代表される新技術の活用など、新たな時代への対応が必

要となっています。

 こうした課題認識のもと、区の未来の道筋を描く、新たな長期基本計画を検討

してきたところです。様々な貴重な意見を頂戴し、活発な議論を経て、昨年 12
月に計画策定委員会から計画素案の答申をいただきました。これをもとに、新た

な長期基本計画を策定いたします。

 令和 2 年度は、この初年度であり、計画を実現する上で大切な年となります。

 以上のことから、令和 2 年度予算は、東京 2020 大会を区民と一緒に盛り上げ

未来につなぐことと、10 年後の将来像を具現化する新長期基本計画のスタート

ダッシュするための予算とし、新たな課題に果敢にチャレンジします。

編成にあたっては、業務執行体制を中心に事業内容を深く精査し、これまで培

った基金を活用して、一般会計予算を前年度比プラス 0.3％となる 1,883 億 2,500
万円としました。

今後も効果的・効率的な区政運営に努め、健全財政を堅持しながら、区民が真

に必要とする施策を迅速かつ的確に推進します。

      令和 2 年 2 月

品川区長 濱 野  健
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◇品川区長期基本計画について 

1．品川区長期基本計画の策定 

品川区長期基本計画は、2008（平成 20）年 4 月に策定した「品川区基本構想」に掲げる区の

将来像「輝く笑顔 住み続けたいまち しながわ」を実現するため、2009（平成 21）年 4 月に策

定しました（平成 26 年改訂）。 

この度、2018（平成 30）年度をもって計画が終了したことから、区内外の社会経済状況の大

きな変化を捉えるとともに、今後の将来動向についても十分に考慮したうえで、将来に向けた区

の方針と取り組みを示す新たな長期基本計画を策定しています（計画期間：2020（令和 2）年度

～2029（令和 11）年度）。 

2．新計画策定の視点と計画の体系 

（1）未来につなぐ 4 つの視点

訪れたい、住みたい、住み続けたいと思える魅力的で持続可能な品川区を築くために、本計

画は、目標年次である 2029（令和 11）年までに想定される課題の解決やその後の品川区の未

来を見据え、次の 4 つの視点を踏まえて策定しています。

【未来につなぐ 4つの視点】 

 ① 超長寿社会に対応する視点 

 ② 多文化・多様な生き方を尊重する視点 

③ 強 靭
きょうじん

で魅力あるまちを未来につなぐ視点 

④ 先端技術を活用して課題解決と発展を図る視点

（2）「地域」・「人」・「安全」の 3 つの政策分野

 前述の「未来につなぐ 4 つの視点」と世論調査等から浮かび上がる区民ニーズに基づき、

取り組むべき施策を分かりやすく示すため、「地域」・「人」・「安全」の 3 つ政策分野で構成す

る計画体系とします。これら 3 つの政策分野は、いずれも区民生活を支える重要な要素であ

り、相互に連携を図りながら、多様化する区民ニーズに応える取り組みを進めていきます。

【4つの視点と 3つの政策分野のイメージ】 
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◇一般会計 1,883億2,500万円、前年度比0.3％増の予算を編成した。

 ■当初予算の比較 （単位:千円,％）

令和２年度 令和元年度 増減額 伸率

1 一般会計 188,325,000 187,754,000 571,000 0.3

2 国民健康保険事業会計 35,052,658 36,417,815 △ 1,365,157 △ 3.7

3 後期高齢者医療特別会計 8,903,629 8,646,865 256,764 3.0

4 介護保険特別会計 26,100,303 25,492,508 607,795 2.4

5 災害復旧特別会計 1,500,000 1,500,000 0 0.0

 ■一般会計　歳入 （単位:千円,％）

令和２年度 令和元年度 増減額 伸率

51,219,700 47,821,000 3,398,700 7.1

 うち、特別区民税 48,032,000 44,634,500 3,397,500 7.6

11,380,000 8,050,000 3,330,000 41.4

41,000,000 42,100,000 △ 1,100,000 △ 2.6

26,335,378 27,750,525 △ 1,415,147 △ 5.1

17,354,996 16,094,614 1,260,382 7.8

19,908,458 24,978,812 △ 5,070,354 △ 20.3

21,126,468 20,959,049 167,419 0.8

188,325,000 187,754,000 571,000 0.3

 ■一般会計　歳出 （単位:千円,％）

令和２年度 令和元年度 増減額 伸率

851,410 857,861 △ 6,451 △ 0.8

19,627,554 21,179,726 △ 1,552,172 △ 7.3

94,983,511 92,605,479 2,378,032 2.6

13,878,098 12,399,094 1,479,004 11.9

2,701,497 2,743,146 △ 41,649 △ 1.5

26,956,666 31,775,740 △ 4,819,074 △ 15.2

27,768,199 24,550,887 3,217,312 13.1

1,258,065 1,342,067 △ 84,002 △ 6.3

300,000 300,000 0 0.0

188,325,000 187,754,000 571,000 0.3

◇令和２年度予算の概要

 その他

 繰入金（基金繰入金）

 特別区交付金
（都区財政調整交付金）

 都支出金

会　計　区　分

区　　　　　分

 特別区税

 地方消費税交付金

 国庫支出金

計

 総　務　費

区　　　　　分

 議　会　費

計

 教　育　費

 公　債　費

 予　備　費

 民　生　費

 衛　生　費

 産業経済費

 土　木　費

-3-

-3-



◇予算のポイント

歳入は、特別区民税および消費税率改定により地方消費税交付金が伸びているもの

の、都区財政調整交付金は、法人住民税が一部国税化されたことにより、８年ぶりの

減となった。歳出では、武蔵小山、大井町周辺再開発の一部地区が整備完了に伴い減

となっているが、オリンピック・パラリンピック関連、受動喫煙および歩行喫煙対策、

児童相談所移管、環境学習交流施設や福祉施設などの公共施設整備費に予算を増額し

ている。

◇歳入予算・財源の確保

 特別区税の税収見込み 

特別区税の大半を占める特別区民税は、納税義務者数の増、ふるさと納税の拡大

などの減要因を見込み、480 億円、前年度比 34 億円、7.6％増を見込んだ。 

 特別区交付金（都区財政調整交付金） 

都と区および 23 区相互間の財政調整を目的として区へ交付される特別区交付金

は、法人住民税一部国税化の減収の影響により、410 億円、前年度比 11 億円減、2.6％

減を見込んだ。

 徹底した行財政改革 

予算編成にあたっては、業務執行体制を中心に直営事業の委託化など経常的な事

業において精査し、職員のマンパワーを活用する見直しを行った。 

 基金の活用 

区は、これまで堅実な財政運営と職員定数削減、堅調な区税収入などにより、緊

急の課題や将来必要な行政需要に取り組むための基金を積み立ててきた。 

令和２年度予算においては、基金 199 億円を取り崩し区政の喫緊の課題に対応す

る。 

 税源偏在是正措置について

国による法人住民税の一部国税化、地方消費税清算基準の見直し、さらには返礼

品を目的としたふるさと納税の増加による特別区への影響額は、約 2,300 億円（品

川区で約 105 億円（区立学校 2 校分の改築費用に相当する額））に迫る規模が見込

まれている。 

区としては、自治体間で財源を奪い合うことではなく、全国各地域がともに発展

成長しながら共存共栄を図る取り組みを推進していく。 
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№ 担当課 頁

1
オリンピック・

パラリンピック準備課
9

2
オリンピック・

パラリンピック準備課
10

3
オリンピック・

パラリンピック準備課
11

4 指導課 12

5 子ども育成課 13

6 保育課 14

7
保育施設調整担当

保育支援課
15

8 文化観光課 16

9 河川下水道課 17

10
道路課・公園課
・河川下水道課

18

11 品川区清掃事務所 19

12 広報広聴課 20

項　　目

ごみのないキレイな街でおもてなし
～東京2020大会期間中ごみ収集を強化～

訪日外国人向けプロモーション強化とレガシー創出

オリンピック・パラリンピックとそのレガシー

区立保育園の東京2020大会機運醸成

幼稚園・保育園 東京2020大会応援
3競技応援キャラクターグッズで園児の安全対策

しながわへようこそ！船でおもてなし
～会場・主要駅・観光地を結ぶ船の運航～

水辺のにぎわい創出へ
～舟運通勤等社会実験～

東京2020大会まちづくりでおもてなし

東京2020大会を体感しよう！

パラリンピック競技を応援しよう！

しながわハウスで盛り上がろう！

オリンピック・パラリンピック教育の推進
～学校2020レガシーの構築に向けて～

児童センター・すまいるスクールの
東京2020大会に向けた取り組み
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№ 担当課 頁項　　目

13 健康課 21

14 生活安全担当 22

15
木密整備推進課
障害者福祉課

23

16 障害者福祉課 24

17 人権啓発課 25

18 子ども育成課 26

19 スポーツ推進課 27

20 教育総合支援センター 28

21 防災課・庶務課 29

22
高齢者福祉課

・福祉計画課・防災課
30

23 防災課 31

24 道路課 32

25 商業・ものづくり課 33

26 教育総合支援センター 34

27 情報推進課 35

28 情報推進課 36

29 商業・ものづくり課 37

30 商業・ものづくり課 38

31 国保医療年金課 39

32
情報推進課・税務課

・戸籍住民課
・国保医療年金課

40

避難所の対応強化
～停電対策と避難生活の環境改善～

災害時における避難行動要支援者への支援の充実

災害時の緊急情報収集・発信体制の強化
～ドローン・スマホアプリの活用～

災害に強い品川区へ　無電柱化の促進

区の活力を生み出す商店街支援の強化

プログラミング教育の推進
～コミュニケーションロボットの活用～

スマホから区民の疑問を解決！
AIチャットボットで区民サービス向上

特別支援学級の整備

視点２…多文化・多様な生き方を尊重する視点

STOP受動喫煙！防止対策の強化

コンテナ型屋外喫煙所の設置

防災機能の強化と福祉機能の充実
～国家公務員宿舎敷地の活用～

子どもや若者の活動拠点整備の検討

情報通信業への支援を強化

いつでも どこでも 簡単手続き
国民健康保険料Web口座振替受付サービスを導入

キャッシュレス決済の拡大による区民サービスの向上

視点１…超長寿社会に対応する視点

障害者グループホーム等整備費補助を増額
～誰もが地域で共に暮らせる共生社会の実現に向けて～

性的マイノリティ向け交流スペース
「みんなのひろば」を提供

視点4…先端技術を活用して課題解決と発展を図る視点

RPA・AI-OCR活用による業務効率化
～職員の力を区民サービスの充実に～

創業・スタートアップ支援の充実

新長期基本計画スタート（新たな品川区の道を拓く）
～4つの視点と3つの分野～

視点3…強靭で魅力あるまちを未来につなぐ視点

Let's play together！障害者スポーツ
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№ 担当課 頁項　　目

33 商業・ものづくり課 41

34 高齢者福祉課 42

35 児童相談担当 43

36 児童相談所移管担当 44

37 子ども家庭支援課 45

38 生活福祉課 46

39 保育施設調整担当 47

40 保育支援課 48

41 保育支援課 49

42
学校施設担当

・保育施設調整担当
50

43 住宅課 51

44 木密整備推進課 52

45 環境課 53

46 交通安全担当 54

47 都市計画課 55

48 経理課 56

49 情報推進課 57

コミュニティバス導入に向けて

児童虐待の根絶に向けて
「子ども家庭支援センター」の組織化

区民のアイデア発！区のオープンデータを活用した公式アプリ

外国人材受け入れ支援を強化
～中小企業の人材確保をバックアップ～

外国人介護人材受け入れとICT活用を推進
新たな福祉人材確保策

新庁舎建設に向けた庁舎機能検討

分野2…人　すこやか　共生

分野3…安全　あんしん　持続

変化に対応する持続的な区政運営

放置自転車のないキレイな街でおもてなし
～放置自転車の指導整備・撤去・返還～

区立児童相談所の開設に向けて

子どもの食の支援をきっかけに家庭への支援へ
～ガバメントクラウドファンディングを継続実施～

食の支援を通じた自立支援の充実へ
フードパントリーの立ち上げ支援

区立保育園の改築・民営化
～安心で良好な保育環境へ～

高まる保育ニーズへの対応
私立保育園の新規開設支援等

分野1…地域　にぎわい　活力

私立保育園における園庭等の整備を支援

学校と幼稚園の改築
～安全・安心で良好な教育環境に向けて～

高齢者、ひとり親が安心して住み続けられるまちへ
～住まいの確保を支援～

燃えない・燃え広がらない　しながわ
～接道不良宅地改善検討～

（仮称）品川区立環境学習交流施設の整備
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東京2020大会を体感しよう！

◇事業目的

東京 2020 大会期間中、様々なイベントを通じて区民や参加者にオリンピック・パラリ

ンピックを体感してもらい、機運の醸成を図る。 

◇事業内容 

1. 聖火リレー／セレブレーションの開催 

（1）開催日 ： 7月22日（水） 

（2）聖火リレールート ： 東品川海上公園入口～天王洲公園～旧東海道～青物横丁～ 

大井町駅～区役所～しながわ中央公園 

（3）セレブレーション ： しながわ中央公園西側広場にて、ステージプログラムの他、 

最終聖火ランナーが聖火を聖火皿に灯す式典を開催。 

2．東京2020大会観戦ツアー 

区応援競技（ホッケー、ビーチバレーボール、ブラインドサッカーの３競技、コロ 

ンビア共和国パラリンピック事前キャンプ競技のボッチャ、パラ・パワーリフティン 

グ）の観戦ツアーを実施する。 

3．区独自ボランティア「しな助」の活動 

大会期間中、聖火リレー運営補助や区内主要駅・会場周辺駅での会場・観光案内、 

しながわハウス運営補助などの活動を通じて観戦・観光客をおもてなしする。 

◇事業予算   ９２，６１８千円 

（内訳） 聖火リレー／セレブレーションの開催 36,331千円

 東京2020大会観戦ツアー 10,379千円

 区独自ボランティア「しな助」の活動 45,908千円

1964大会聖火リレーの様子            ホッケー観戦       「 しな助」の活動 

※写真：しながわWEB写真館より

問い合わせ：文化スポーツ振興部 オリンピック・パラリンピック準備課長 

電話03-5742-6884 
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しながわハウスで盛り上がろう！

◇事業目的

東京2020大会期間中、ホスピタリティハウス「しながわハウス」を開設して、区内の

大使館・領事館の各国や、区と交流・友好関係にある都市、区の観光や文化などをＰＲす

る。 

また東京2020大会コミュニティライブサイト（※）とも連携して、区民や来訪者によ

る街のにぎわい空間を創出するとともに、品川区の魅力を発信する。 

※競技中継（パブリックビューイング）やステージイベントを実施する会場 

◇事業内容 

1.「しながわハウス」設置概要 

（1）開設期間 ：  7月上旬～9月6日（日） 

（2）設置場所 ： 「スポル品川大井町」フットサルコートの一部（2面） 

2. 事業概要 

（1）区内大使館・領事館の各国や区との交流・友好都市、区の魅力や文化などをＰＲ 

（2）伝統芸能等、区内や交流・有効都市などの各団体によるステージパフォーマンス 

（3）オリンピック・パラリンピック競技体験、キッチンカーコーナー 等 

（4）区応援競技（ホッケー、ビーチバレーボール、ブラインドサッカーの3競技ほか） 

   の競技中継 

◇事業予算  ４１５，２７７千円 

（内訳） 企画、装飾、ＰＲブース・ステージ調整等運営全般 187,585千円

 仮設テント設営・撤去、人工芝撤去、現状復旧全般 145,877千円

 広報周知・啓発、光熱費、手数料等諸経費全般 27,737千円

 競技中継（パブリックビューイング）30日間 54,078千円

「しながわハウス」イメージ図（テント、ステージ、競技体験）

問い合わせ：文化スポーツ振興部  オリンピック・パラリンピック準備課長 

電話03-5742-6884 

-10-



パラリンピック競技を応援しよう！

◇事業目的

東京 2020 パラリンピックに出場するコロンビア共和国代表選手の事前キャンプのサポ

ートや、ブラインドサッカーの公式戦開催と品川区をホームタウンとして活動するチーム

との交流を通じて、パラリンピック競技の周知・啓発を行うとともに選手を応援する。 

◇事業内容 

1. コロンビア共和国パラリンピック事前キャンプ 

（1）対象競技 ： ボッチャ、パラ・パワーリフティング 

（2）練習期間 ： 8月上旬～中旬頃（※期間中に区民交流を実施） 

（3）練習場所 ： 総合体育館、こみゅにてぃぷらざ八潮 

2. ブラインドサッカー公式戦 

（1）ブラインドサッカーワンデーカップ（仮称）開催 

国内トップレベルの大会を区内で開催。体験教室も実施する。 

（2）ブラインドサッカーワールドグランプリ2021（仮称）開催 （区内開催4回目）

日本代表と世界の強豪国の代表チームが出場する、ブラインドサッカー国際大会 

「ワールドグランプリ」を区内で開催。体験教室も実施する。 

3. 「パペレシアル品川」の応援 

品川区をホームタウンとして活動するブラインドサッカーチーム「パペレシアル 

品川」と区民の交流を通じて競技の周知・啓発を行うとともに選手を応援する。 

◇事業予算  ６３，５１２千円 

（内訳） コロンビア共和国パラリンピック事前キャンプ 23,364千円

 ブラインドサッカーワンデーカップ（仮称）開催 2,906千円

 ブラインドサッカーＷＧＰ2021（仮称）開催 36,499千円

 「パペレシアル品川」の応援 743千円

事前ｷｬﾝﾌ゚  事前ｷｬﾝﾌ゚  ﾌ゙ ﾗｲﾝﾄ゙ ｻｯｶー WGP 選手との交流 

問い合わせ：文化スポーツ振興部  オリンピック・パラリンピック準備課長 

電話03-5742-6884 
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オリンピック・パラリンピック教育の推進 
～学校2020レガシーの構築に向けて～ 

◇事業目的

  東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にあたり、競技観戦を含めた

様々な取り組みを通じて興味・関心を高め、「学校2020レガシー」（※）の構築につな 

げる。 

※学校2020レガシー：各学校・園の特色を生かし、家庭や地域等と連携を図りながら、

東京2020大会以降も長く続けていく教育活動 

◇事業内容 

「東京都オリンピック・パラリンピック教育」実施方針に基づき、幼稚園、小学校、中

学校、義務教育学校で講演や体験等の様々な取り組みを実施するとともに、区独自事業

も展開する。 

1．ブラインドサッカー競技体験教室（対象：8年生および教職員研修） 

これまで実施してきた体験教室を継続して実施。 

2．競技観戦補助 

   都が提供する観戦機会に対し、子どもの健康・安全面への対策を含めた対応をする。 

（1）幼児、 児童・生徒等の移動手段確保 

会場までの電車等の移動手段に係る経費を補助する。 

（2）看護師および引率補助者の配置 

暑さによる体調不良や移動中のケガ等、参加幼児、児童・生徒への様々な対

応のため、教職員による引率に加えて看護師や引率補助者を配置する。 

（3）対応用品の購入補助 

熱中症対策やその他観戦にあたって学校が必要とする消耗品等を用意する。 

3．機運醸成応援経費 

    生徒および関係者等に統一ユニフォームを配布し、一体となっての応援をサポート

する。 

4．記念誌作成 

    競技観戦を含めた各学校・園の様々な取り組みを集約した冊子を作成し、「学校

2020レガシー」につなげていく。（発行は令和3年度） 

◇事業予算  １００，３５８千円

問い合わせ：教育委員会事務局  指導課長 電話 03-5742-6830 

（内訳） 都委託事業 11,150千円

 競技体験教室 1,980千円

 競技観戦補助 83,442千円

 機運醸成応援経費 786千円

 記念誌作成 3,000千円
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児童センター・すまいるスクールの 
東京2020大会に向けた取り組み

◇事業目的

 児童センターやすまいるスクール（全児童放課後等対策事業）において、東京 2020 大会

開催にちなんだ各種イベント等を実施し、子どもたちやその保護者の同大会への機運醸成と

児童センター等の利用促進を図る。 

◇事業内容 

1．東京2020大会ラッピング電車“キッズギャラリー号”の走行 

  子どもたちがオリンピックに関連する「みんなの夢」をテーマに描いた絵でラッピング

した東京モノレールの車両を、3月末～東京2020大会終了まで走行させ、5月以降に同列

車への乗車ツアーを実施する。 

2．楽しくボルダリング体験「バロ・クライム」 

  ゆたか児童センターのボルダリングウォールに、「バロ・クライム（※）」のシステム

を導入する（10月以降）。 

 （※）ボルダリング壁のホールドの位置をセンサーで感知し、プログラミングされた映像

を壁にプロジェクターで映すことで、ボルダリングしながらエア・ホッケーやもぐらた

たきなどのゲームを楽しむという新感覚アクティビティ。 

3．ビーチバレーボール体験 

  定期的にビーチバレーボールの現役選手に指導を受けているすまいるスクールの子ども

たちが、オリンピック目前に本番さながらの砂のコートで競技を体験する。 

  (1)開催日 5～6月に実施（教室は平成27年度より月１回程度実施中） 

  (2)会 場 すまいるスクール山中・鈴ケ森・旗台の体育館、大森東水辺スポーツ広場等 

◇事業予算  ５，８９３千円

  （内訳）  ラッピング電車“キッズギャラリー号”の走行   1,300千円 

楽しくボルダリング体験「バロ・クライム」    3,483千円 

ビーチバレーボール体験             1,110千円 

 モノレールラッピング車両案     バロ・クライム      ビーチバレー教室 

問い合わせ：子ども未来部  子ども育成課長 電話 03-5742-6719 
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区立保育園の東京2020大会機運醸成

◇事業目的

 東京2020大会開催にあたり、子どもたちの興味・関心を高めるため、スポーツや世界の

国々を身近に感じる機会を設ける。 

◇事業内容     

1．【新規】実施競技体験 

 区立保育園 5 歳児を対象に、東京 2020 大会実施競技であるホッケー、ラグビー、ボッチ

ャの3競技について、各園が希望した競技の体験教室を1回ずつ実施する。 

2．外国語(英語)体験 

 区立保育園7園に外部講師を招き、英語を用いた簡単なあいさつや歌の体験を行う。 

3．保育園職員向け研修 

 保育園職員を対象に、オリンピック・パラリンピックの歴史、実施競技の採用理由や障害

者スポーツの意義などについて学ぶ研修を実施する。 

◇事業予算  ３，１０８千円

  （内訳）  各種体験事業委託等  3,049千円 

研修講師謝礼       59千円 

問い合わせ：子ども未来部  保育課長 電話 03-5742-3087 
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幼稚園・保育園 東京2020大会応援 
3競技応援キャラクターグッズで園児の安全対策

◇事業目的

 幼稚園・保育園の児童（5歳児）が東京2020大会を観戦・応援する際の熱中症対策およ

び、品川区の園児であることを明確にするため、区のオリンピック・パラリンピック競技応

援関連グッズを配付する。また、グッズを配付することで競技への関心を高め、東京2020

オリンピック・パラリンピックへの機運醸成に寄与する。 

◇事業内容  

 1．観戦時の熱中症対策・安全対策のため、品川区 3 競技応援キャラクターがプリントさ

れた園児用キャップ、タオルを配付する。また各園バスで観戦に向かう。 

 2．保冷バッグや保冷材など、観戦時に必要な熱中症対策物品を区立保育園に配付する。 

 3．私立幼稚園に品川区ビーチバレーボール応援キャラクター“ビーチュウ”がプリント

されたバレーボールセットを配付する。 

◇事業予算  １１，２４７千円

  （内訳）  園児用キャップ     2,585千円 

園児用タオル      1,929千円 

        バス代         6,000千円 

熱中症対策物品購入    450千円 

バレーボールセット      283千円 

品川区3競技応援キャラクター 

左からシナカモン（ホッケー）、ビーチュウ（ビーチバレーボール）、やたたま（ブラインドサッカー）

問い合わせ：子ども未来部  保育施設調整担当課長  電話 03-5742-6037 

子ども未来部  保育支援課長          □電話 03-5742-6540 
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しながわへようこそ！船でおもてなし  

～主要駅・観光地を結ぶ船の運航～

◇事業目的

東京2020大会開催に伴い、品川区へ国内外から多くの来訪が見込まれる。 

区内競技会場（ホッケー、ビーチバレーボール）が水辺に近いエリアにあることを活か

して、訪日外国人を含めた観光客に品川区を楽しんでもらい、にぎわい創出につなげる。 

◇事業内容 

区の水辺の魅力を実感してもらうため、区内主要駅と観光地を船で結ぶ。また、天王洲ア

イルにある船着き場で乗り換えができるようにする他、乗船者には音声ガイドや観光マップ

により周辺の観光情報を提供する。 

1．運航期間  7月25日から8月7日までの14日間（ホッケー競技開催期間） 

2．運航時間  午後1時30分～午後8時30分 (予定) ※ 30分から1時間間隔で運航 

3．使用する船 

流れの穏やかな目黒川・・・開放的な平船 

波の影響のある京浜運河沿い・・・屋形船 

4．運航区間 

五反田（目黒川）～天王洲アイル（天王洲運河）～ホッケー競技会場付近（京浜運河）

～しながわ水族館（勝島南運河）  

◇事業予算   ４６，６００千円

   （内訳）  船運航経費  41,600千円 

 広報経費    5,000千円 

天王洲運河                   目黒川                      京浜運河  

問い合わせ：文化スポーツ振興部  文化観光課長 電話 03-5742-6834 
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【新規】水辺のにぎわい創出へ 

～舟運通勤等社会実験～ 

◇事業目的

 住む人と働く人、地域と来訪者を結び、水辺のにぎわい・活性化を図るため、五反田（目

黒川）および天王洲アイル（天王洲運河）を活用した船による通勤や舟旅の社会実験を行い、

東京都の舟運活性化に関する取り組みと連携しながら舟運事業の活性化を図る。 

◇事業内容 

舟運通勤等社会実験を行い、出勤時間の交通手段や観光の交通手段として有効性を検証

する。また、アンケートなどを行い、利用者のニーズを把握し、水辺のにぎわい創出につな

げる舟運環境を着実に整備する。 

1．航路    五反田（目黒川）～ 天王洲アイル（天王洲運河） 

2．実施日数  30日間 

3．運航便数  14便/日 

4．料金    無料 

◇事業予算   ５７，１７８千円 

問い合わせ：防災まちづくり部  河川下水道課長 電話 03-5742-6793 

五反田(五反田船着場) 天王洲(東品川二丁目船着場)

天王洲アイル 
五反田 

(         ) 
     ) ( 
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プランター花壇 

設置イメージ

【新規】東京2020大会 まちづくりでおもてなし

◇事業目的

東京 2020 大会の開催にあたり、区内の競技会場周辺や公園、橋梁において華やかさやひ

とときの涼しさを提供できるようハード面におけるおもてなしを実施する。 

◇事業内容 

1．東京2020大会花いっぱいおもてなしロード 

大会開催期間中、東京2020大会ホッケー競技会場周辺(八潮4丁目)にプランター花壇

を170基設置し、花をいっぱいにして会場に訪れる方をおもてなしする。

2．ミストで涼しくおもてなしパーク 

区立公園5カ所（しながわ区民公園、西大井広場公園、東品川公園、東品川海上公園、

文庫の森）にミストを設置し、涼しさでおもてなしをする。大会後も引き続き稼働させ、

熱中症対策を行う。(7月～9月実施) 

3．水辺のライトアップ 

「ヒカリの水辺プロジェクト」としてライトアップする区内8橋梁で、季節をイメージし

た色の演出を行うとともに、東京2020大会に向け、毎月24日にオリンピックカラー、毎

月 25 日にパラリンピックカラーにて特別演出し、大会期間中は毎日ライトアップを実施。 

また、目黒川地区の4橋(鈴懸歩道橋、小関橋、三嶽橋、要津橋)と護岸および天王洲地

区の1橋(アイル橋)と護岸のライトアップ等を整備する。

◇事業予算  ６４３，５４２千円 

  （内訳）      プランター花壇設置・維持管理          19,972千円 

                ミスト設置工事                  10,000千円 

                ライトアップ施設維持管理業務委託        17,754千円 

               水辺のライトアップ整備工事等                 595,816千円 

問い合わせ：防災まちづくり部  道路課長    電話 03-5742-6788 

                公園課長    電話 03-5742-6531 

 河川下水道課長 電話 03-5742-6793

花いっぱいおもてなしロード ミスト設置 山本橋（オリンピックカラー） 
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ごみのないキレイな街でおもてなし 
～東京2020大会期間中ごみ収集を強化～ 

◇事業目的

 東京2020大会の開催にあたり、区内に競技会場があることから外国人を含めた観光客

が増加することが予想される。確実にごみを処理するため特別体制を構築して、開催期間

中だれもが快適に過ごせるまちとなるようにする。 

◇事業内容 

1．日曜収集【新規】 

競技会場周辺やにぎわいのあるエリアから出るごみ処理を確実に行うため、商店   

街等の特定地域における日曜収集を実施する。 

2．収集車両の増車 

 期間中は、交通混雑によるごみ収集・運搬への影響が考えられるため、臨時の清掃

車両を投入して円滑にごみ処理を行う体制を構築する。 

3．啓発活動【新規】 

  職員は、作業時に PR 用のワッペンを付け、清掃車両にはマグネットシートを貼付し

て区内を走行することで、「きれいなまち しながわ」を PR するとともに大会への機

運醸成を図る。 

◇事業予算  ３４，２３０千円

  （内訳）  車両等対策経費    30,689千円 

PR経費         3,541千円 

問い合わせ：都市環境部  品川区清掃事務所長 電話 03-3490-7101 

-19-



訪日外国人向けプロモーション強化とレガシー創出

◇事業目的

 東京2020大会開催に伴うまちのにぎわいを契機とし、区外在住者には行ってみたい・住

んでみたいと感じてもらい、区民には区に対する誇りと愛情をさらに深めて住み続けたいと

感じてもらうため、シティプロモーション事業を推進する。 

◇事業内容 

1．訪日外国人向けプロモーション 

（1）外国人フォトグラファーによるインスタグラム投稿【新規】

 区内競技会場周辺を散策しながら二カ国語(日・英)で投稿する。 

 ・実施期間：6月～9月 

（2）英語版観光ガイド発行 

 滞在中の空き時間で体験できる日本の伝統文化を紹介する。 

 ・発行時期：7月中旬～9月上旬(東京2020大会開催期間) 

 ・配布場所：品川駅・高輪ゲートウェイ駅周辺のホテル等 

・発行部数：4,000部 

・掲載内容：旧東海道で体験できる日本の伝統文化 

（着物、履物、屋形船、日本食、盆踊り等） 

2．競技会場周辺の公共交通機関を活用した広告展開 

 競技会場周辺を走行する都営バス(品川営業所)等で区をPR。 

（1）都営バス車体ラッピング 

 ・期間／台数：4月～9月／2台 

 ・路線例：大井町・品川駅～八潮    ⇒大井ホッケー競技場 

     門前仲町～東京テレポート駅 ⇒潮風公園(ビーチバレーボール会場) 

      目黒駅～千駄ヶ谷駅   ⇒新国立競技場、東京体育館 他 

（2）JR京浜東北線 トレインチャンネル・中づり広告 

 ・期間：1週間(東京2020大会開催期間) 

3．エッセイ集「品川区とオリンピック・パラリンピック(仮)」発行【新規】 

東京 2020 大会のレガシーとして、区にゆかりのある著名人によるエッセイ集を発行する。 

 ・仕様／部数／販売価格：A5・162頁／2,500部／2,500円 

◇事業予算  ２０，１９８千円

  （内訳）  観光ガイド発行・交通広告等 14,498千円 

エッセイ集発行    5,700千円 

問い合わせ：企画部  広報広聴課長 電話 03-5742-6611 

投稿写真イメージ(旧東海道周辺の路地) 

ラグビーW杯版 観光ガイド(昨年度発行) 

都営バス(平成30年度より走行中) 
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STOP受動喫煙！防止対策の強化

◇事業目的

日本では、受動喫煙による年間死亡者数は推定約1万5千人と言われており、受動喫煙は

肺がんや虚血性心疾患等、様々な疾患と関連することが明らかになっている。受動喫煙によ

る健康への悪影響を未然に防止するとともに受動喫煙に対する区民等の理解の促進を図る。 

◇事業内容 

1．制度の普及啓発 

  (1)区民および施設の管理権原者（※1）等に対し、新制度（※2）および受動喫煙が健康

に及ぼす悪影響についてホームページ・チラシ等で周知する。 

  (2)施設の管理権原者等を対象とした新制度および受動喫煙防止対策に関する講習会・ 説

明会等を実施する。 

（※1）管理権原者…施設等の設備の改修等を適法に行うことができる権原を有する者。 

（ビル所有者・テナントオーナー・マンション管理組合の理事長など） 

（※2）新制度………平成 30年 7月の改正健康増進法および平成 30 年 6 月の東京都受動喫

煙防止条例を指す。 

2．施設の管理権原者等に対する支援 

喫煙専用室等の設置・運用時における相談指導の実施のため、アドバイザーを派遣する。 

3．喫煙室設置届出受付と義務違反時の助言・指導 

店頭掲示の有無を全件確認。ステッカー未掲示の場合、ステッカーの再送付を行う。 

◇事業予算  ９，７９１千円

  （内訳）  普及啓発費用     6,871千円 

管理権原者等支援他  2,920千円 

問い合わせ：健康推進部  健康課長 電話 03-5742-6742 

-21-



コンテナ型屋外喫煙所の設置

◇事業目的

国の健康増進法の改正や東京都による受動喫煙防止条例の施行により、屋外における受動

喫煙に対する意識が高まる中、屋外指定喫煙所をコンテナ型（閉鎖型化）にすることで、周

囲への煙の影響を抑え、喫煙者と非喫煙者がともに快適に過ごせるまちづくりを進める。  

◇事業内容 

現在運用している指定喫煙所（9 カ所）のうち 2 カ所において、コンテナ型化（閉鎖型

化）を実施。喫煙所内部に空気清浄機を設置し、外部への煙の影響を抑える。また、暑さ対

策としてエアコンを設置する。 

＜コンテナ化実施喫煙所＞ 

1. 大井町信金前指定喫煙所（11月上旬以降実施） 

2. 調整中 

◇事業予算   ２８，９９５千円

  （内訳）    指定喫煙所2カ所コンテナ型化  26,775千円 

電気代               600千円 

メンテナンス費用         1,620千円 

問い合わせ：地域振興部  生活安全担当課長 電話 03-5742-6584 

設置イメージ（写真は足立区のコンテナ型屋外喫煙所） 

※区に寄せられた喫煙マナー等についての苦情 
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【新規】防災機能の強化と福祉機能の充実 

～国家公務員宿舎敷地の活用～ 

◇事業目的

区は現在、防災機能の強化と福祉機能の充実を目的として、国に対し約 1,600 ㎡超の国家

公務員宿舎敷地の用地取得とその後の活用を要望している。 

国有地の具体的な活用案を作成するとともに、早期取得およびその後の早期活用に向けた

検討を進めていく。 

◇事業内容 

1．所在地 西大井 3丁目 11 番 3 号、同 20 号 

2．土地面積 約 1,644 ㎡ 

3．想定用途

  （1）防災機能の強化 

    防災広場、防火貯水槽等整備 

     (2)福祉機能の充実 

    障害者グループホーム、短期入所施設整備 

◇事業予算  １，２９５，０４９千円

  （内訳） 国家公務員宿舎跡地取得費用    1,279,584 千円 

       整備に向けた設計業務等        15,465 千円 

問い合わせ： 

（防災機能強化について）都市環境部  木密整備推進課長 電話 03-5742-6778

（福祉機能充実について）福祉部  障害者福祉課長     電話 03-5742-6706 

本件地 約 1,644 ㎡ 
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障害者グループホーム等整備費補助を増額 

～誰もが地域で共に暮らせる共生社会の実現に向けて～ 

◇事業目的

 障害者の高齢化・重症化が進む中、障害者が安心して地域で暮らせる居住の場の整備が課

題となっている。このような現状を踏まえ、グループホームの施設整備費や開設準備経費な

どを補助することで、民間事業者の参入を積極的に支援し、障害者が住み慣れた地域で暮ら

すことができるグループホームの新規開設を促進し、その運営の充実を図る。 

◇事業内容 

民間事業者がグループホームを新規開設する際の経費を補助する。 

1．施設整備費補助 

障害者グループホームを整備する事業所に対し、総事業費（土地代除く）から東京都の

補助額を引いた金額と区の補助基準額25,000千円（1ユニット※）を比較して、いずれか

少ない方の額を、区が補助する。 

 ※ユニット… グループホームで共同生活を送る 5～9 人程度の少人数グループの単位。

共有スペースであるリビングを囲むようにそれぞれの居室が配置される。 

2．開設準備経費補助 

 (1)家屋借り上げにかかった礼金、仲介手数料 

 (2)開設するのにかかった事務費(給与、職員研修費、物品購入費など） 

3．整備促進補助 

 (1)障害者支援施設等に係る実務経験のある看護師等の有資格者配置への補助 

 (2)新規開設後6カ月間の空室分の家賃補填 

◇事業予算  ５７，００５千円（2ユニット分）

  （内訳）   施設整備費補助     50,000千円 

開設準備経費補助       530千円 

         有資格者配置助成      4,800千円 

開設時施設借上費助成   1,675千円 

問い合わせ：福祉部  障害者福祉課長 電話 03-5742-6706 
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【新規】性的マイノリティ向け交流スペース 

「みんなのひろば」を提供 

◇事業目的

品川区は平成31年3月、「マイセルフ品川プラン ～誰もが自分らしく～」を策定した。

同プランを、全ての区民がいきいきと暮らすことができる豊かで活力ある地域社会を築いて

いくための施策推進の基盤と位置付けている。計画期間は平成31年4 月から10 カ年。 

同プランでは、性的マイノリティへの理解促進と支援を重点施策の一つとしており、これ

まで実施してきた人権関連事業における参加者へのアンケート等の結果、居場所づくりのた

めの「交流の場」を求める声が多く寄せられていた。 

今後、性自認・性的指向の在り方や多様性を認め合い、差別や偏見をなくせるよう、「交

流の場」を提供し、安心して思いや悩みを共有し、自分らしく生きることのできる品川を目

指す。  

◇事業内容 

区は、LGBT（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)や、まだ自分

の性的指向や性自認がはっきりしていない人が自由に集まり会話をしたり、情報等を共有す

ることができる「交流スペース」を、試験的に提供する。 

運営にあたっては、利用者が安心して自己表現できる居場所となるよう、専門のスタッフ

が常駐し、ファシリテーターとして進行を務める。 

1．期 日 7月11日（土）午後2時～4時、令和3年2月13日（土）午後2時～4時 

2．会 場 品川区男女共同参画センター交流室（東大井5-18-1  きゅりあん3階）

3．参加料 無料（予約不要、入退室自由）  

4．対象者 10歳以上（区民以外も可）

◇事業予算  ６００千円

問い合わせ：総務部  人権啓発課長 電話 03-5479-4104 
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【新規】子どもや若者の活動拠点整備の検討

◇事業目的

 核家族や転入者の増加によって地域コミュニティは希薄となり、社会参加の機会が減少す

るなど、子ども・若者は孤立しやすい環境にある。また、不登校やひきこもりなど子ども・

若者を取り巻く課題は複雑化している。そこで、子ども・若者の活動拠点の整備を行い、支

援を強化するとともに、育成支援者の養成・確保を図る。 

◇事業内容 

 児童センターの改築等に合わせ、地域や子ども・若者・子育て世代の声を反映させた形で、

若者の活動拠点の機能をプラスした魅力ある施設について、企画の策定を行う。 

 児童センターは 18 歳までを対象としているため、多目的ホール、交流スペース、カフェ

キッチン、音楽スタジオ、フリースペース等、18 歳以上の若者も主体的に活動できる要素

を加え、気軽に立ち寄れる居場所となる施設を目指す。 

◇事業予算  ６，１１５千円

  （内訳）  基本構想等検討委託           5,555千円 

        検討委員会謝礼              560千円 

＜今後のスケジュール＞ 

    令和２年度    施設内容、および設計、整備場所に関する検討・調整 

    令和２～３年度  整備場所決定、改築工事等の調整 

問い合わせ：子ども未来部  子ども育成課長 電話 03 5742 6719 
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Let's play together！障害者スポーツ 

◇事業目的

 子どもから高齢者まで、障害の有無に関わらず、「いつでも、どこでも、だれでも、いつ

までも」スポーツに親しめる地域共生社会を目指し、障害者スポーツの理解・普及・推進を

図る。 

◇事業内容 

 区立体育館で実施する障害者対象のスポーツ教室、水泳教室、水泳大会に加え、障害者ス

ポーツ指導者を区内施設等に派遣する新規事業を含む、次の4つの事業を実施する。 

1．障害者スポーツチャレンジデー（年1回） 

  各種障害者スポーツ体験、障害者スポーツのアスリートによるデモンストレーションを 

通して、障害者スポーツへの理解を高める。 

2．ユニバーサルスポーツフェスタ（年2回） 

  障害のある人もない人も一緒に楽しめるスポーツ・レクリエーションを通して、交流、 

相互理解を図る。 

3．障害者スポーツ教室 

  知的障害者を対象に、身近な場所でスポーツに親しむための教室を実施する。 

  （1）みんなで走ろう！～fun run ＆ walk～（年6回） 

  （2）フライングディスク教室（年3回） 

4．障害者スポーツ指導者派遣事業【新規】 

  区内の福祉施設等に障害者スポーツ指導員等を派遣し、利用者・スタッフに障害のある 

人が気軽に楽しめるスポーツを体験してもらい、派遣後も各施設にて、自主的に継続して 

取り組めるきっかけを作る。 

◇事業予算   ９，３８７千円

  （内訳）    障害者スポーツチャレンジデー   8,473千円 

  ユニバーサルスポーツフェスタ     457千円 

          障害者スポーツ教室         427千円 

          障害者スポーツ指導者派遣             30千円 

問い合わせ：文化スポーツ振興部  スポーツ推進課長 電話 03-5742-6591 

障害者スポーツ体験の様子（障害者スポーツチャレンジデー） 
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特別支援学級の整備

◇事業目的

個々の特別な配慮を要する児童・生徒の増加傾向が続き、就学・進学時の就学相談の件

数も増加の一途をたどっていることから、支援を必要とする児童・生徒を受け入れるため

の環境を整備し、小学校から中学校（義務教育学校 前期課程から後期課程）まで途切れ

ない支援を行う。 

◇事業内容 

義務教育学校 6 校のうち、前期課程（1 年生～6 年生）に知的障害特別支援学級が未設

置である2校に学級を新規に開設する。令和2年度は令和3年度4月開設に向けた準備を

行う。（対象校：日野学園、荏原平塚学園） 

学級開設の教室工事は7月～9月頃に実施。受け入れ児童数については、令和3年 4月

開設に向けて、就学相談(6月～)を通じ検討する。 

※特別支援学級：教育上特別な配慮を必要とする児童・生徒のために設置する学級 

◇事業予算  ５４，１２０千円

  （内訳）   日野学園     32,550千円 

            荏原平塚学園   21,570千円 

問い合わせ：教育委員会事務局  教育総合支援センター長 電話 03-3490-2016 

★小学校・前期課程知的障害特別支援学級設置状況 

八八潮潮学学園園

浜浜川川小小

伊伊藤藤学学園園

中中延延小小 豊豊葉葉のの杜杜学学園園

上上神神明明小小

荏荏原原平平塚塚学学園園

第第一一日日野野小小
品品川川学学園園

浅浅間間台台小小

日日野野学学園園

●知的障害特別支援学級設置校

★ 令和3年度新規開設対象校(令和2年度開設準備) 

未設置校
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避難所の対応強化 
～停電対策と避難生活の環境改善～ 

◇事業目的

令和元年の台風被災地では、風害により送電線や電柱の倒壊などが起こり、長期にわたり電

源が喪失し、通信の途絶、空調の使用不能などの問題が発生した。 

区では、これまで防災行政無線屋外子局の非常発電設備やスマートフォン等の充電用備蓄の

配備を進めてきた。これに加え、今般の台風を教訓に、避難所等の停電時における電気供給体

制の充実および避難生活の環境改善をさらに進める。 

◇事業内容 

1．可搬型非常用発電機の追加備蓄 

電源喪失時に、空調機の稼働能力を有する大容量タイプの非常用発電機（約 4 kw）を避

難所等に新たに20台導入する。 

2．避難所における生活環境の改善【新規】 

（1）避難所でのプライバシー確保のためパーテーションを100基備蓄する。 

（2）避難所での起居補助のため、簡易ベッドを100台備蓄する。 

（3）非常用発電機で稼働可能なスポットクーラーを学校に60台配備する。 

◇事業予算   ３０，６３０千円

   （内訳）       長期停電時の対策強化    7,582千円 

     避難生活の環境改善   23,048千円 

     ・パーテーション、簡易ベッド  7,898千円 

     ・スポットクーラー  15,150千円 

問い合わせ： 対策強化全般について 防災まちづくり部  防災課長 電話 03-5742-6694 

   2の(3)について      教育委員会事務局  庶務課長 電話 03-5742-6822 

-29-



災害時における避難行動要支援者への支援の充実

◇事業目的           

  首都直下地震等の災害において自ら避難することが困難な避難行動要支援者の安否確認

および円滑かつ迅速な避難誘導体制を充実させるため、町会・自治会でのこれまでの取り

組みに加えて、要介護者など専門性の高い支援が必要な方の避難支援個別計画の作成を促

進するとともに、防災アドバイザーの配置および防災訓練への手話通訳派遣を実施する。 

◇事業内容 

1．避難支援個別計画の作成 

   日々の直接的な介護に関わる在宅介護支援センター等のケアマネジャーを中心に、町

会等の支援体制構築状況と調整を図りつつ、要介護認定者を中心に、発災時における在

宅避難の可否および避難が必要な場合の具体的な避難支援個別計画を作成する。 

2．福祉分野における防災アドバイザーの配置 

   福祉避難所等のあり方や個別マニュアルの整備など、災害時における様々な福祉的な

課題を検討するため、外部の専門家である防災アドバイザーを配置する。 

3．防災訓練への手話通訳者派遣    

   災害発生時の初動対応訓練が中心となる各地区総合防災訓練において「手話通訳者」

を派遣し、聴覚障害者が防災訓練に参加しやすい環境を整え、地域全体の防災力を向上

させるとともに、地域住民との交流を図る。 

◇事業予算  ９，６７３千円

  （内訳）  避難支援個別計画作成委託        9,000千円 

        防災アドバイザー報償費          449千円 

各地区総合防災訓練への手話通訳者派遣   224千円

問い合わせ： 1について    福祉部  高齢者福祉課長 電話 03-5742-6728 

2について    福祉部  福祉計画課長 電話 03-5742-6885 

3について 防災まちづくり部  防災課長 電話 03-5742-6694 
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【新規】災害時の緊急情報収集・発信体制の強化 
～ドローン・スマホアプリの活用～ 

◇事業目的

現在は、災害時、ドローン(無人航空機)による情報収集を行うため、区内民間事業者3社

と災害時協力協定を締結し、区内の被害状況の調査、映像等の区への報告、避難者の誘導な

どの協力を得るようにしている。 

大規模災害時には、業者の協力が得られない場合も想定されるため、今回、区独自でドロ

ーンを保有し、発災時速やかに、区内の被害状況の把握することで区災害対策本部の情報の

高度化を図るとともに、滞留者誘導等を行う体制を整備する。 

 また、災害時において、区では防災行政無線を核として情報発信を行っているが、「聞き

取りづらい」等の声があるため、補完する手段を導入し、災害時において区民が緊急情報を

確実に入手できる態勢を強化する。 

◇事業内容 

1．災害用ドローンによる情報収集・発信の体制強化 

荒天時で運用可能な災害対策用ドローンを導入し、被災状況を迅速に把握するとともに、

多言語で避難誘導アナウンスなどができる体制を整備する。 

2．スマートフォンアプリを活用した緊急情報の発信 

防災行政無線により発信する緊急情報を、従来の屋外スピーカー等に加え、民間企業が

運営するスマートフォンアプリを活用し文字情報で発信することにより、伝達性の向上を

図る。

◇事業予算   １０，７１７千円

  （内訳）     災害対策用ドローンの活用            4,502千円 

   映像送信機の購入                 539千円 

           スマートフォンアプリを活用した緊急情報の発信  5,676千円 

問い合わせ：防災まちづくり部  防災課長 電話 03-5742-6694 

緊急情報です 

搭載カメラでの被災情報等把握 

避難誘導アナウンス（多言語対応） 

Emergency information!! 

防災行政無線の発信情報をスマホで確認 
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災害に強い品川区へ 無電柱化の推進 

◇事業目的

区では、これまで商店街電線類地中化事業をはじめ、都市計画道路事業や市街地再開発

事業など、様々な機会を捉えながら、道路の無電柱化を進めてきた。近年、震災や大型台風

などによる被害が発生した際、倒壊した電柱が避難や救急活動、復旧活動などの妨げになっ

ている実態がある。このため、品川区ではこれまでの取り組みに加え、さらなる防災対策の

視点を取り入れた今後10年間で無電柱化を推進していく路線や施策をまとめた「品川区無

電柱化推進計画」を令和2年に策定し、計画的に無電柱化を推進していく。 

◇事業内容

品川区無電柱化推進計画に基づき無電柱化を推進する。 

1. 対象 

区が管理するすべての道路 

2. 基本方針 

①良好な都市景観の形成 ②安全・円滑な交通の確保 ③防災性の向上

これら3つの基本方針に基づき、整備計画を立案し、防災性など特に緊急性の高い4路

線を選定、無電柱化を推進していく。

3. 取り組み 

国や都等が進める低コスト手法の検討や新たな技術開発等の動向に注視し、計画期間中

でも、積極的に取り入れていくことを基本に、これら開発動向に合わせ、整備路線の追加

など、適宜、計画を見直し、さらなる無電柱化に取り組んでいく。 

令和2年度は、計画に位置付けた4路線について予備設計を行う。 

◇事業予算   １８，０００千円

問い合わせ：防災まちづくり部  道路課長 電話 03-5742-6788 

無電柱化前 無電柱化後 

【無電柱化実施事例】商店街電線類地中化事業（戸越銀座通り） 
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区の活力を生み出す商店街支援の強化

◇事業目的

 商店街は、区民の日常生活を支え、人々が行き交う交流の中心として活気ある地域社会を 

支えている。今後も商店街の活力を維持していくため、商店街が抱える課題の解決を支援す 

るエリアサポーターの活動を支援するとともに、地域経済、商業振興に向けた対策を行う。 

◇事業内容 

1．商店街エリアサポーター 

   商店街組織の高齢化・弱体化により商店街活動の担い手不足が慢性化し、イベント 

や設備への助成金だけでは商店街活動が維持できなくなっている。こうした状況の改善 

に向けて、エリアサポーターにより、商店街が抱える課題やニーズを把握し、解決に向 

けて支援をするとともに、新たな商店街活動の担い手を発掘する。 

＜エリアサポーターの業務＞ (1年目はモデル実施として10商店街程度)

・担当商店街を巡回し、課題やニーズを把握 

・助成金の申請やイベント実施など商店街活動全般を支援 

   ・新たな商店街活動の担い手を発掘 

 2．商店(街)IT導入支援 

   商店街エリアサポーターにより把握した課題やニーズに応じて、(一社)五反田バレー 

等と連携して、商店街や各店舗のデジタル化・IT化を専門的に支援する。 

・商店街への支援（専門家派遣、研修会開催、IT化試験導入等） 

・商店街に加盟する店舗のIT化に要する経費の一部を助成 

・商店(街)へIT導入を支援する専門家（IT導入サポーター）を配置    

・五反田バレー×商店(街)連携イベントを開催 

3．プレミアム付商品券発行拡大の継続 

   令和元年 10 月の消費税率の引き上げや令和 2 年 6月のキャッシュレスポイント還元

制度終了の影響を考慮し、品川区商店街振興組合連合会が発行する総額8億 8,000万円

分（春・秋季ともに4億4千万円分）のプレミアム付商品券について、プレミアム分で

ある8,000万円と事業費を助成する。 

◇事業予算   １５３,１５１千円

（内訳）     商店街エリアサポーター                6,000千円

           商店(街)IT導入支援                   29,606千円 

           共通商品券普及促進（プレミアム付共通商品券事業） 117,545千円 

問い合わせ：地域振興部  商業・ものづくり課長 電話03-5498-6331 

×
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プログラミング教育の推進 

～コミュニケーションロボットの活用～ 

◇事業目的

 プログラミング教育においては、プログラミングの体験を通して、児童のコンピュータへ

の興味・関心を高めるとともに、その有用性に気付き、プログラミングの技能を身に付ける

ことが重要である。 

 このため、コミュニケーションロボットを活用し、自分の意図する活動を実現するために、

どのような動きを組み合わせるとよいかを論理的に考えさせ、「プログラミング的思考」の

育成を図る。 

◇事業内容 

NTT東日本が開発したコミュニケーションロボット「Sota（ソータ）」（※）を用いて

「論理的思考力の向上」、「プログラムの働きやよさへの気付き」や「コンピュータ等を活

用する態度」、「各教科の確実な学び」を目指した取り組みを行う。

親しみやすいロボットを使用することや最先端の技術に触れることで、情報社会への児童

の興味・関心を高める。また、市民科や各教科の学習と関連させることで、各学校が幅広い

教育活動を展開できるよう支援する。 

 Sota は教育総合支援センターが管理。5 月中～下旬以降、希望する学校へ貸し出しを開始。 

※コミュニケーションロボット「Sota」･･･区内小学校でモデル授業を行うなど、品川区が教

育向けソフトウェアの開発に協力 

◇事業予算  ５，６８７千円

   （内訳）   構築作業・運用保守委託   5,600千円 

  通信費             87千円 

問い合わせ：教育委員会事務局  教育総合支援センター長 電話 03-3490-2016 

コミュニケーションロボット「Sota」※プログラムの入力はタブレットを使用 
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【新規】スマホから区民の疑問を解決！ 

AIチャットボットで区民サービス向上

◇事業目的

AI(Artificial Intelligence：人工知能)を活用したチャットボット（自動応答サービス）

の本格運用を進め、区民からの問い合わせに対し、区役所に来庁しなくても24時間365日

問い合わせ可能な環境を形成し、区民サービスの向上を図る。 

◇事業内容 

現在、電話や窓口で応対している、主に子育て世代を対象とした保育・子育て業務や、戸

籍などの業務に、LINEや Webページから24時間365日問い合わせ可能なAIチャットボット

を導入し、区民サービスの向上を図る。 

1． 対象となる区民サービス 

(1) 保育（入園相談案内） 

入園の手引きや提出書類の種類・手続方法など、 

保育園の利用を希望する子育て世代の問い合わ

せに対応。 

 (2) 子育て（子ども手当・医療費助成） 

児童手当・医療費助成や現況届の手続方法など、 

子育て支援制度の利用を希望する子育て世代の 

問い合わせに対応。 

(3) 戸籍（戸籍届出・転出入手続など） 

戸籍の届出や転出入の各手続方法などの問い合

わせに対応。 

2． 導入効果 

AI の活用により 24 時間 365 日問い合わせ可能なサービスを提供し、区民サービスの向上

と業務改善（職員の問い合わせ対応時間の削減）を実現する。 

◇事業予算  ３４，８５１千円

  （内訳）  AIチャットボットによる区民サービス向上  28,682千円 

LINE連携によるチャットボット利便性向上   6,169千円 

問い合わせ：企画部  情報推進課長  電話03-5742-6617 
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RPA･AI-OCR活用による業務効率化 
～職員の力を区民サービスの充実に～

◇事業目的

RPA（Robotic Process Automation：ソフトウェアロボットによる業務自動化）・AI-OCR 

(Artificial Intelligence - Optical Character Reader：人工知能技術を取り入れた光学文字

認識機能)の本格運用を進め、業務の効率化を図り、区職員が付加価値の高い業務に専念で

きる環境を形成し、区民サービスの向上につなげる。 

◇事業内容 

「RPA活用による業務改善の全庁展開」や「AI-OCR活用によるRPA高度化」により、全庁

で業務削減効果を創出する。 

1．RPA活用による業務改善の全庁展開 

令和元年度より実証運用に取り組んでいるRPA活用について、区役所全体の汎用的な

業務を対象にRPA導入・業務自動化を展開し、本格運用を進める。 

【主な対象業務】財務会計システムで行う支払事務 ※約50部署で行う定期業務 

2．AI-OCR活用によるRPA高度化 

紙媒体からテキストデータを高精度に読取・変換できるAI-OCRを実証導入し、RPAと

AI-OCR連携により業務自動化の範囲を拡大・高度化し、さらなる業務改善を実現する。 

【主な対象業務】区民からの申請・届出受付のデータ入力業務など 

3．導入効果 

RPAやAI-OCRを4業務（財務会計システムで行う支払事務の区役所全体での自動化な

ど）に活用し、年間 約3,500時間の業務削減効果の創出を目指す。さらに、業務削減

効果を活用して職員が付加価値の高い業務に専念し、区民サービスの向上につなげる。 

◇事業予算  ２７，８２１千円

  （内訳）      

問い合わせ：企画部  情報推進課長 電話03-5742-6617

RPA活用による業務改善の全庁展開 18,247千円

AI-OCR活用によるRPA高度化 9,574千円
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創業・スタートアップ支援の充実

◇事業目的

 区は、平成15年に西大井創業支援センターを開設後、区内計5カ所に創業支援施設を設

置し、施設ごとに特色を持たせた運営で創業者を支援してきた。 

 近年見られる区内への情報通信業の集積等、時代のニーズや産業構造の変化等に対応する

ため、施設のコンセプトを再構築し、施設をリニューアルする。併せて、事業の急成長を目

指すスタートアップ企業の育成等、起業家の段階に応じた新たなソフトサービスを展開する

ことで、区内外から創業希望者や起業家を呼び込み、区内産業の活性化を図る。 

◇事業内容 

1．武蔵小山創業支援センターリニューアル工事 

   1 階のチャレンジショップや施設外装等を改修し、ショップ機能に加えて、交流スペ

ースや商品POP、チラシ等が作成できる工房を新設する。 

2．西大井創業支援センター創業支援スペース改修設計 

   現況の創業支援スペースおよび会議室等を改修し、民間事業者のノウハウを取り入れ

たコワーキングスペースを新設する。令和2年度は施設のコンセプト作りから運用方法、

空間デザインや什器の選定を行い、令和3年度に工事を開始。 

3．ITスタートアップ支援事業【新規】 

   急成長を目指す起業間もない IT 事業者や起業予定者（IT スタートアップ）を対象に、

事業手法・マインド醸成に寄与するセミナーの開催や参加者の事業計画を個別に支援す

る機会を提供する。その他、五反田バレー（※）企業等の経営者による講演や IT スタ

ートアップが活用できる製品・サービスの紹介・マッチング支援等を実施する。 

※(一社)五反田バレー…平成30年に五反田を本拠地とするベンチャー企業6社で設立 

◇事業予算   １０９，２０５千円

  （内訳）    武蔵小山創業支援センターリニューアル工事     94,970千円 

  西大井創業支援センター創業支援スペース改修設計   6,260千円 

ITスタートアップ支援事業               7,975千円 

問い合わせ：地域振興部  商業・ものづくり課長 電話 03-5498-6331 
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情報通信業への支援を強化

◇事業目的

区内（五反田・大崎地区）に情報通信事業者等が集積していることから、情報通信業への

支援を強化することにより、品川発の新ビジネスの創出および区内産業の活性化を図る。 

◇事業内容

1．イノベーション創出支援

（1）AI・IoT活用イノベーション創出支援 

   ITを活用して地域課題の解決のための事業を実施する区内IT企業を支援する。 

 （2）五反田バレー情報発信・ネットワークづくり支援 

オウンドメディア（企業や組織自らが所有し、ユーザーに向けて情報発信する媒 

体）による五反田バレーの情報発信やイベントを開催する。

（3）SHINAGAWAイノベーションフォーラム開催  

情報通信業向けのシンポジウム、企業交流会およびビジネスマッチングを開催する。

2．人材確保および販路拡大支援

（1）五反田バレー×商店（街）連携事業 【新規】 

 区内IT企業の製品・サービスの認知度アップと新たな販路拡大を図るため、五反 

田バレー×商店（街）の連携イベントを開催する。その他、区内IT企業の製品・サ 

ービスの商店街店舗への導入支援（助成金の交付やサポーターの配置等）を行う。 

（2）エンジニア確保支援 

IT エンジニア向けのイベントの開催やエンジニア確保のための助成金を交付する。 

（3）品川パビリオン共同出展 

販路拡大支援のため、区内IT企業による展示会への共同出展を行う。

3．スタートアップ支援 

（1）ITスタートアップ支援【新規】  

    急成長を目指す起業間もないIT事業者や起業予定者（ITスタートアップ）を対象 

に、事業手法・マインド醸成に寄与するセミナーの開催や参加者の事業計画を個別 

に支援する機会を提供する。その他、五反田バレー企業等の経営者による講演やIT 

スタートアップが活用できる製品・サービスの紹介・マッチング支援等を実施する。 

（2）五反田バレー魅力発信事業 

五反田バレーの認知度アップのための事業提案等を公募、助成金を交付する。 

（3）ITスタートアップ向け創業融資あっせん 

◇事業予算   ９８，８１８千円

（内訳）    イノベーション創出支援           35,164千円 

 人材確保および販路拡大支援          49,290千円 

 スタートアップ支援                     14,364千円 

問い合わせ： 地域振興部  商業・ものづくり課長 電話 03-5498-6331 
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いつでも どこでも 簡単手続き 

国民健康保険料Ｗｅｂ口座振替受付サービスを導入

◇事業目的

現在、品川区の国民健康保険料収納率は23区中総合第1位であるが、安定的な国民保険

事業運営を実現するためにはさらなる収納率の向上が求められている。そこで、確実な納付

が期待できる口座振替の加入率向上のため、いつでもどこでも簡単に手続きができる“Web

口座振替受付サービス”を導入する。 

◇事業内容 

1．概要 

国民健康保険料の口座振替申し込み手続きがインターネットからできるサービス。 書

類作成や届出印が不要で、郵送や窓口持参の手間なく、手軽に特定金融機関からの振替口

座の設定が可能になる。現行の「口座振替依頼書」や窓口による「ペイジー口振受付サー

ビス」を補完する手段として活用する。

2．対象 

(1)新規加入の被保険者 

(2)納付書払の被保険者 

3．開始時期 

  11月 

◇事業予算   ２６，３０９千円

  （内訳）   初期費用     24,409千円 

 ランニング費用   1,900千円 

問い合わせ：健康推進部  国保医療年金課長 電話 03-5742-6674 

【Ｗｅｂ口振】
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【新規】キャッシュレス決済の拡大による 

区民サービスの向上 

◇事業目的

LINE Pay 請求書支払いによる税、国民健康保険料の納付、交通系ICカード決済による窓

口の手数料支払いなどによりキャッシュレス化を図り、区民の利便性の向上を図る。 

◇事業内容 

1．LINE Pay 請求書支払いによる税、国民健康保険料納付 

コミュニケーションアプリ「LINE」のLINE Pay請求書支払いで、24時間いつでも自宅や外

出先からスマートフォンで簡単に特別区民税・都民税、軽自動車税、国民健康保険料の支払

いを可能とする。 

2．交通系ICカード決済による窓口の手数料支払い 

Suica、PASMO等の交通系ICカードで、住民票の写しや印鑑登録証明書等の発行手数料の

支払いを可能とする。 

令和2年度は、住民票の写し等の発行を所管する戸籍住民課窓口で試行運用する。 

◇事業予算   ６，５０１千円

  （内訳）   LINE Pay請求書支払いの開始 5,969千円 

窓口の手数料支払いのキャッシュレス化 532千円 

問い合わせ: 企画部 情報推進課長 電話03-5742-6617

総務部 税務課長 電話03-5742-6661

地域振興部 戸籍住民課長 電話03-5742-6655

健康推進部 国保医療年金課長 電話03-5742-6674
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外国人材受け入れ支援を強化
～中小企業の人材確保をバックアップ～

◇事業目的

技術者不足に悩む区内製造業や区内情報通信業の人材確保、技術者の育成および事業の継

続を支援するため、区内中小企業の外国人材受け入れへの支援を強化する。 

◇事業内容

1.モンゴル高専（※）との科学技術交流事業 【拡充】

モンゴル国の高専卒業生の区内製造業への就職を支援。 

（目標：6社8名 令和元年度実績：2社3名） 

（1）区内製造業向け支援  

    在留資格（就労ビザ）取得に向けた支援、外国人雇用に関する必要な手続きの支

援、就職後の定期的な訪問・面談フォローの実施（定着支援）など。 

（2）モンゴル高専卒業生向け支援

     来日時の生活立ち上げに係る総合的な支援、日本語研修やビジネスマナー等 

各種研修の実施、就職後の定期的な訪問・面談フォローの実施（定着支援）など。 

※モンゴル高専： 

日本の高専をモデルに国際的に活躍できる人材の育成およびモンゴル国の発展

に寄与する工学人材の育成を目指し、平成26年 9月に 3つの高専が開校。令和元

年6月に第1期生が卒業、品川区の区内製造業には、令和元年10月に1名、令和

2年1月に2名が就職。  

2.外国人留学生しながわジョブトーク 【新規】

対象学生：日本の工業系大学に在学するマレーシア人留学生 

    事業内容：外国人留学生との交流イベントや区内企業の見学会の開催、 

企業向け外国人受け入れセミナー、インターンシップ実施 など 

3.外国人採用、定着セミナー・ワークショップ【新規】

    外国人採用の現状や受け入れ方法、外国人材とのコミュニケーション・指導のポイ   

   ント等を紹介するセミナー・ワークショップや、モンゴル高専との科学技術交流事業

の就職受け入れ企業や区内で外国人労働者を雇用する企業の講演会等を開催。 

区内企業に入社したモンゴル高専卒業生 

                       左：令和元年10月入社 

                       右：令和2年1月入社 

◇事業予算   ３５，６８４千円 

（内訳）    モンゴル高専との科学技術交流事業        31,071千円 

  外国人留学生しながわジョブトーク          2,419千円 

 外国人採用・定着セミナー・ワークショップ     2,194千円 

問い合わせ： 地域振興部  商業・ものづくり課長  電話 03-5498- 6331 
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【新規】外国人介護人材受け入れとICT活用を推進 
新たな福祉人材確保策

◇事業目的

 日本の高齢化が進むなか、平成30年に品川区でも後期高齢者（75歳以上）の人数が前期

高齢者（65-74歳）の人数を上回った。今後、何らかの支援を必要とする高齢者の増加は顕

著であり、特に介護需要の高まりに対し、介護の現場における人材確保は喫緊の課題である。 

これまでも区では人材確保・定着に向けた支援に取り組んできたが、今後は外国人介護人

材の確保も視野に入れ、その受け入れにかかる支援のあり方、区と運営法人との役割分担や

人材確保を円滑に進めるための体制を検討する。 

また、人材確保・定着に向けて、介護施設における業務の効率化を図るためのICT導入を

支援し、その効果を検証する。 

◇事業内容 

1．外国人介護人材受け入れの環境整備 

(1)外国人介護人材受け入れの支援 

外国人介護人材の登用における現地面接から受け入れにかけてのアドバイスや様々な側

面からの支援を行う。また、先行して外国人介護人材を受け入れるモデル事業者に対して

支援し、先行事例を作ることで、採用システムの構築を図り、区内全体へ広めていくこと

を目指す。 

 (2)住宅支援 

  外国人介護人材の登用にあたり、外国人の居住支援として法人に対する家賃助成を実施

する。 

2．ICT見守りシステムの設置 

区立の地域密着型多機能ホームにおいて ICT（Information and Communication 

Technology：情報通信技術）によるケアサポートシステムの導入を支援し、利用者の生活

支援および職員の負担軽減を図るとともに、その効果を検証する。 

◇事業予算   ６３，００８千円

  （内訳）   外国人介護人材受入環境整備施策  24,008千円 

 ICT見守りシステムの設置支援    39,000千円 

問い合わせ：福祉部  高齢者福祉課長 電話 03-5742-6728 
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【新規】児童虐待の根絶に向けて 
「子ども家庭支援センター」の組織化

◇事業目的

 平成30年度に品川区役所へ通告があった児童虐待相談件数は、5年前と比べて約1.5倍も

増加し、その件数は年々増加傾向にある。令和6年度の区立児童相談所の開設を見据えて、

児童相談体制の再編、強化が急務となっている。 

 そこで新たに「子ども家庭支援センター」（課）を組織化し、虐待等相談担当の一元化や

警察との連携を強化する。 

◇事業内容 

1．センターの概要

  (1)所在地  二葉1-7-15 

  (2)設 備  事務室、相談室×3、会議室、プレイルーム ほか 

2．虐待等相談対応の一元化  

  これまで、子ども育成課児童相談担当と品川区子育て支援センターで受理・対応してい

た虐待相談などの児童家庭相談を、「子ども家庭支援センター」において一元的に対応す

る。（品川区子育て支援センターは、子育てに関する相談に応じるほか、引き続きショー

トステイ、トワイライトステイなどを実施） 

3．職員の増員（福祉職・心理職）

区立児童相談所の開設に向けて、児童福祉司・児童心理司の確保・育成が不可欠である

ことから、福祉職・心理職を増員し、OJTや研修をとおして職員の育成を図る。 

◇事業予算  ５４，９５５千円

  （内訳）  児童相談事業費  10,238千円 

センター運営費  44,717千円 

◇連携事業

  （仮称）区立児童相談所の開設に向けて（子ども育成課） 

問い合わせ：子ども未来部  児童相談担当課長 電話 03-6421-5241 

子ども家庭支援センター

Copyright INCREMENT P CORP.
Copyright ShinagawaCity.Allrights reserved 
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（仮称）品川区立児童相談所 

整備計画地 

東京都品川児童相談所 

品川消防署 

品川保健センター 

品川健康センター 

Copyright INCREMENT P CORP.
Copyright ShinagawaCity.Allrights reserved 

区立児童相談所の開設にむけて

◇事業目的

地域の子どもの健やかな育ちを守る体制をさらに強化するため、令和6年度（仮称）品川

区立児童相談所の開設に向けて準備を進める。 

◇事業内容

1．新たな児童相談行政のあり方を検討 

 児童相談所設置自治体を参考に、児童相談所の業務・組織体制など、区の特性を生かし

た児童相談行政のあり方について検討を進める。 

2．職員の資質向上 

 東京都児童相談所等への職員派遣を通じて、児童福祉司・児童心理司候補者をはじめと

する職員の資質向上を図る。 

3．施設の整備 

 子供の森公園（北品川3-10）の一部敷地を活用して区立児童相談所の建設工事を行う。 

◇事業予算   １，１１３，９０２千円

  （内訳）   本体工事費等    1,111,800千円 

 その他       2,102千円 

◇連携事業

 児童虐待の根絶に向けて 「子ども家庭支援センター」の組織化 

問い合わせ：子ども未来部  児童相談所移管担当課長 電話 03-6421-5245 
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子どもの食の支援をきっかけに家庭への支援へ 
～ガバメントクラウドファンディングを継続実施～

◇事業目的

 子どもたちに元気な未来を届けるため、子ども食堂の運営支援と、子ども食堂等に来られ

ない家庭に食品を直接配送する「しあわせ食卓事業」を継続実施していく。食の支援をきっ

かけに生活困窮家庭の就労支援、学習支援、住宅入居支援等につなげ、最終的に自立を目指

す。 

また、子どもの食の支援事業をさらに進めるため、ふるさと納税制度を活用した「ガバメ

ントクラウドファンディング2020」を行い、地域の理解を深め、企業参加を推進する。 

◇事業内容

1．子どもの食の支援事業 

(1)子ども食堂の継続支援 

孤食対策や子どもの居場所として期待できる子ども食堂について、地域や企業へ啓発

をし、理解を深め、資金や食品の支援の輪を広げていく。（現在、区内24カ所で開設） 

(2)しあわせ食卓事業 

①ひとり親家庭を中心に、そのほか 18 歳未満の子どもを 3 人以上養育している特別

区民税非課税家庭等を対象に、食の支援を求めている家庭に食品配送を行う。 

②食品配送をきっかけに、実態把握をし、就労支援、学習支援、住宅入居支援等、よ

り効果的に対象家庭へアプローチする。 

2．ガバメントクラウドファンディング 

子どもの食の支援をより充実させるため、今年度に引き続きガバメントクラウドファン

ディングを行う。令和2年度の目標額は500万円。(平成31年度寄付金額：5,573,073円)

◇事業予算   ５，０８５千円 

（内訳）       子ども応援基金への補助         1,000千円 

       しあわせ食卓事業（食品配送代、訪問調査）3,157千円

              ガバメントクラウドファンディング       928千円 

問い合わせ：子ども未来部  子ども家庭支援課長 電話 03-5742-6383 

GCF寄付者の応援メッセージの抜粋 

●品川区の取り組みを応援しています。

●素晴らしい事業だと思います。

●子どもたちの笑顔を見続けたいです。

●特に地元の多くの人に知っていただ

くのにもいい取り組みだと思います。

●あたたかい企画をありがとう。

●子ども食堂がもっと増えてほしい。

●この事業を知り涙が出そうでした。

●区が寄り添ってくれていることを

実感できてうれしいです。

食品配送申請者メッセージの抜粋 
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【新規】食の支援を通じた自立支援の充実へ 

フードパントリーの立ち上げ支援 

◇事業目的

生活困窮者への食の支援をきっかけに、自立に向けた支援を総合的に展開するために、フ

ードパントリー（※）事業の立ち上げ支援を行う。食料の提供を行う中で、顔のみえる関係

をつくり、生活相談を受けられるようにする。相談から見えた課題に対し、民間団体と区が

協働し、連携しながら、生活困窮者に寄り添い、自立に向けた支援を行う。 

※フードパントリー…食の中継地点。経済的困窮により、食料支援を必要としている個

人・家族に直接、食品を提供する活動を指す 

◇事業内容 

1．フードパントリー事業の立ち上げ支援 

区は、フードパントリーの運営ノウハウを持っている事業者と協力し、民間団体が区内

に「フードパントリー」を設置するための立ち上げ支援を行う。

立ち上げ支援の費用は初年度のみ。東京都補助金を活用予定。 

2．都内フードパントリーへの紹介状の発行 

品川区暮らし・しごと応援センター（生活困窮者自立支援相談窓口）に相談にきた生活

に困っている区民が、食料の支援を受けることで自立を図ることができると判断できた場

合、区は区内フードパントリー事業がスタートするまでの間、都内にあるNPOのフードパ

ントリー拠点の紹介状を発行し、食の支援を受けられるようにする。 

◇事業予算   ５，８１０千円

  （内訳）   フードパントリー立ち上げ支援にかかる費用 5,000千円 

フードパントリー利用料           810千円 

問い合わせ：福祉部  生活福祉課長 電話 03-5742-6712 
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区立保育園の改築・民営化 
～安心で良好な保育環境へ～

◇事業目的

 区立保育園は昭和 30～40 年代に開設した園が多く、ほとんどの施設が開園当初の園舎を

適宜改修しながら使用しており、施設の老朽化が進んでいる。施設の耐用年数等を考慮し、

計画的な大規模改修・改築を実施する。また、民間活力の活用、財政負担の低減を図るため、

区立保育園の民営化（運営業務委託）を行う。 

◇事業内容 

1．区立保育園の改築 

老朽度、改修履歴、併設施設等を考慮し、移転先や代替地を確保しながら大規模改修・

改築を実施する。 

2．区立保育園の民営化 

区立保育園は乳幼児教育の中核をなすため、民営化の効果等について十分に検証しなが

ら段階的に推進する。当面は 5園（1年あたり1園）を運営業務委託の手法により民営化

を実施する。令和3年度から開始する、三ツ木保育園の民営化開始に向けた引継ぎを進め

る。 

3．スケジュール  

◇事業予算   １，５４３，８８４千円

（内訳）    八潮西保育園                                   545,881千円 

          三ツ木保育園                                    72,955千円 

南ゆたか・一本橋保育園                        560,697千円 

東大井・大井保育園                          361,821千円 

         民営化調査検討経費               2,530千円 

問い合わせ：子ども未来部  保育施設調整担当課長 電話 03-5742-6037 
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高まる保育ニーズへの対応 
私立保育園の新規開設支援等

◇事業目的

区では、私立保育園の新規開設等を継続的に実施することにより、平成22年度から平成31

年度までに7,929人の受け入れ拡大を実現し、待機児童数は平成31年4月に12人まで減少し

た。しかし、乳幼児の人口や入園申込者数は引き続き増加傾向にあり、保育ニーズはさらに高

まる見込みであるため、事業者に開設経費を補助する等の支援を引き続き実施していく。 

◇事業内容 

1．私立認可保育園 開設経費補助（令和3年度開設） 

国・東京都の事業を活用し、事業者が支払う経費の一部を補助する。 

(1)施設整備等補助  対象経費上限：保育所の定員規模により設定（補助率：15/16） 

(2)開設前家賃補助  対象経費上限：１施設あたり4,100万円（補助率：7/8） 

2．認証保育所から認可保育園への移行支援（令和3年度移行） 

  東京都独自の基準により認証された認証保育所が、認可保育園へ移行するにあたり、認可

基準を満たすために必要となる既存施設の改修経費等の一部を補助する。 

  対象経費上限：１施設あたり3,200 万円（補助率：3/4） 

◇事業予算   ２，３７４，１７９千円

  （内訳）   認可保育園開設経費補助（9園）   2,350,179千円 

 認可保育園への移行支援（1園）     24,000千円 

＜参考＞

1．令和2年度 新規開設等認可保育園定員数 669人 

項目 定員数 施設数/名称 開設時期 

私立認可保育園 669人 10園 

69人 （仮）アソシエ旗の台保育園 4月 

73人 （仮）キッズガーデン五反田駅前 4月 

73人 （仮）キッズラボ中延園 4月 

90人 （仮）こころしながわひがしおおい保育園 4月 

61人 （仮）さくらさくみらい御殿山 4月 

69人 （仮）しなおおコスモ保育園 4月 

30人 （仮）ニチイキッズむさしこやま保育園 4月 

60人 （仮）はぐはぐキッズ二葉 4月 

84人 さんさん森の保育園戸越公園 ※ 4月 

  60人  （仮）クオリスキッズ大井町 11月 

※さんさん森の保育園戸越公園は、認証保育所から認可保育園への移行 

2．令和3年度 新規開設等認可保育園定員数 800人 

(1) 私立認可保育園開設                      定員数：720人、施設数：9園 

(2) 認証保育所から認可保育園への移行   定員数： 80人、施設数：1園 

 ※施設名称、開設時期はいずれも未定 

問い合わせ：子ども未来部  保育支援課長 電話 03-5742-6540 
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【新規】私立保育園における園庭等の整備を支援

◇事業目的

 近年、区内における私立認可保育園は賃貸物件での新規開設が多く、用地の不足等により

園庭の設置が困難なケースが増えている。また、賃貸物件における屋上等の活用については、

現行の国・東京都の補助制度の対象外となっており、保育事業者の費用負担が大きく、活用

推進上の障害になっている。 

このような状況を踏まえ、賃貸物件を活用した私立認可保育園の園庭や水遊びスペース

の整備を支援し、私立認可保育園における園庭等の設置を推進する。 

◇事業内容 

私立認可保育園の外構工事のうち、現行の国・東京都の助成事業において助成対象外と

なっている賃貸物件での園庭等の整備費用について、区が補助を行う。 

1．補助対象 

  園庭（屋上園庭を含む）や水遊びスペースの設置に係る遮熱性人工芝、日よけシェード、

転落防止柵等の施設整備費用 

2．補助限度額 

１施設あたり300万円

◇事業予算   １５，０００千円

  （内訳）   3,000千円×５園 

問い合わせ：子ども未来部  保育支援課長 電話 03-5742-6540 

（屋上園庭・イメージ） 
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学校と幼稚園の改築 
～安全・安心で良好な教育環境に向けて～

◇事業目的

 学校などの教育施設は、児童・生徒・園児が一日の大半を過ごす学習・生活の場となると

同時に、災害時には地域住民の避難所となるため、その安全性の確保は重要である。また、

近年は就学人口が急速に増加しており、教室不足への備えも必要であることから、学校およ

び幼稚園施設を改築し、安全・安心で良好な教育環境を推進する。 

◇事業内容 

1. 芳水小学校 

令和元年度に引き続き、外構を含む改築工事を行う。（5月：竣工） 

2. 城南小学校および城南幼稚園 

令和元年度に引き続き、既存校舎解体・外構工事を行う。（令和3年1月：竣工） 

3. 後地小学校 

令和元年度に引き続き、校舎改築工事を行う。竣工後、外構工事を行う。 

（8月：校舎改築工事 竣工、令和3年1月：外構工事 竣工） 

4. 鮫浜小学校 

令和元年度に引き続き、校舎改築工事を行う。（令和3年7月：校舎改築工事 竣工） 

5. 浜川小学校および浜川幼稚園 

8月より校舎・園舎改築工事に着手する。(令和3年度に園舎、令和5年度に校舎竣工) 

6. 第四日野小学校 

改築工事に伴う実施設計を行う。令和3年度からの改築 

工事に備え、既存プール解体等の準備工事を行う。 

7. 浜川中学校 

改築工事に伴う基本設計を行う。（令和3年度に実施設計） 

8. 今後の改築に向けての調査検討 

 源氏前小学校・城南第二小学校・鈴ケ森小学校について、 

整備計画等の検討を行う。  

◇事業予算     ５，９７０，６７４千円

（内訳）芳水小学校     1,043,612千円   浜川小学校・幼稚園 1,409,701千円 

    城南小学校・幼稚園  523,881千円   第四日野小学校    345,636千円 

後地小学校     1,358,098千円   浜川中学校      112,800千円 

鮫浜小学校    1,152,946千円   調査検討費       24,000千円 

問い合わせ：  

（学校について）教育委員会事務局  学校施設担当課長 電話 03-5742-6045 

（幼稚園について）子ども未来部  保育施設調整担当課長 電話 03-5742-6037 

鮫浜小学校完成予想図 
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高齢者、ひとり親が安心して住み続けられるまちへ 
～住まいの確保を支援～ 

◇事業目的

 高齢者、ひとり親など住まいの確保に配慮が必要な方が、賃貸住宅への入居を断られるケ

ースがある。円滑な入居や、安心して住み続けられる住まいを確保できるように、居住支援

ニーズや課題を把握し、関係機関と具体的な支援策の協議・検討を進めていく。 

◇事業内容 

1．居住支援協議会の開催 

令和2年2月に設立する品川区居住支援協議会を通じて、不動産関係団体・居住支援団

体および関係課と連携・役割分担を行い、貸主と借主をつなげるための具体的な支援策の

協議・検討を行う。

2．セミナー開催【新規】 

不動産関係団体や賃貸住宅オーナー向けに住宅セーフティネット制度(※)の概要や先進

事例を学べるセミナーを実施し、住まいの確保に配慮が必要な方への理解促進を図る。

※住まいの確保に配慮が必要な方の入居を拒まない賃貸住宅の登録や専用住宅にするた

めの改修・入居に向けた経済的支援など貸す側と借りる側それぞれの不安を排除する

制度 

◇事業予算  ８,１０８千円 

   （内訳）    セミナー開催経費等      668千円 

居住支援協議会支援委託   7,440千円 

◇連携事業

 高齢者住宅生活支援サービス事業（高齢者地域支援課） 

 ひとり親家庭住宅入居支援事業（子ども家庭支援課） 

問い合わせ：都市環境部  住宅課長 電話 03-5742-6775 
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＝ 建築可能

＝ 43条許可により
建築可能

＝ 建築不可

【新規】燃えない・燃え広がらない しながわへ 

～接道不良宅地改善検討～ 
_

◇事業目的

区内の木密地域内には、建築基準法第43条(※)における接道の規定により、再建築を行

えない接道不良宅地が多く存在している。これらは、地域危険度が高く、老朽化した木造建

築物が多いことなどから、地震や火災での大きな被害が想定される木密地域の改善を進める

上で障害となる一つの要因である。木密地域の改善をさらに進めるため、接道不良宅地にお

ける建替え方策の検討を行い、地域の不燃化を図る。 

※建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない → 条件満たさない場合は建築不可 

ただし、周辺宅地を含めた共同化や安全上等において支障がないと認められたものは建築

可能 

◇事業内容 

接道不良宅地を多く含む街区を抽出し、個々の宅地における建替え時の課題の抽出、検討

を実施。関係部署と協議を経て、43 条許可等(※)による建替え方策の提案、発信を対象街

区へ行い木密地域内の建替えを促進する。 

<スケジュール> 

令和2年度  検討街区の抽出、建替え手法の検討 

令和3年度  関係部署との協議 

令和4年度  地域へ提案・発信 

◇事業予算  ２，５６３千円

木密地域内の街区イメージ 

問い合わせ：都市環境部  木密整備推進課長 電話 03-5742-6778 
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（仮称）品川区立環境学習交流施設の整備 

◇事業目的

 地球規模の温暖化を背景に、国内では環境に対する学びへの需要が高まっている。未来を

つくる担い手である子どもたちと、子どもを支える人たちをターゲットに、環境を体感して

学べる施設を設置する。 

◇事業内容

1．建物概要 

（1）所 在 地    戸越公園内（豊町2-1） 

（2）延床面積    約1,900㎡（地上3階建て） 

2．施設計画 

（1）ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）の建物計画 

消費エネルギーを最小限に抑え、太陽光発電システム等の「創エネ」設備により、 

施設で使用する実質エネルギー量が一般的な建物の 25％以下となる「Nearly ZEB」を目

指す。 

（2）環境を楽しみながら学ぶ大型映像展示と常設展示 

床・壁に投影する映像装置と人の動きを感知するシステムにより、環境との関わり 

を楽しく疑似体感できる大型映像展示と、体感性を重視した常設展示物を設置する。 

（3）公園施設としての憩いと交流の場 

休憩スペースや情報発信エリア、乳幼児向けのキッズスペース、収納型キッチンな 

どを備えた、様々な用途に使えるラウンジスペースや、地域への貸し出し・講座・イベ

ント等の開催が可能な分割式多目的スペースを設置する。 

3．スケジュール

令和2年度～3年度   建物工事・展示製作および設置 

令和4年度      オープン 

◇事業予算  ８８１，５２０千円

  （内訳）   建物および展示設計費等       77,167千円 

建物工事および展示物製作・設置費 801,339千円 

開設準備委託             3,014千円 

問い合わせ：都市環境部  環境課長 電話 03-5742-6748 

外観イメージ（公園北側） 大型映像展示イメージ外観イメージ（公園南側） 
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放置自転車撤去の様子 放置状況（武蔵小山駅周辺） 

放置自転車のないキレイな街でおもてなし 
～放置自転車の指導警備・撤去・返還～ 

◇事業目的

東京2020大会の開催にあたり、主要駅周辺で放置自転車対策を強化し、道路環境面でお

もてなしを図る。また、区内での放置自転車が多い地区の一つである武蔵小山駅周辺では、

再開発に伴う751台（店舗用251台を含む）収容の民間駐輪場が開設したことから、自転車

の放置禁止区域を拡大し、対策を強化する。 

◇事業内容 

1．警備員増員による啓発強化 

放置自転車を防止するため、自転車への警告札取付けや周辺駐輪場の案内等にあたる警

備員を2名増員し、主要駅周辺において、啓発活動を強化する。 

2．撤去車両台数の増大 

放置自転車の撤去にあたる車両を2台から3台に増やし、撤去活動を強化することによ

り、主要駅周辺の放置自転車を減らして、道路環境を改善する。 

◇事業予算  １３６，８７４千円

（内訳）放置自転車指導警備委託             23,778千円(うち強化分  7,109千円） 

撤去管理返還業務・保管費用徴収委託   113,096千円(うち強化分37,000千円) 

問い合わせ：防災まちづくり部  交通安全担当課長 電話 03-5742-6588 
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コミュニティバス導入に向けて_

◇事業目的

 区内の公共交通は、鉄道が14路線40駅、路線バスは66系統運行しており、利便性の高

い環境にある。一方でバス停から距離がある地域や運行本数の少ない地域、道路が狭く大型

バスを通せない地域も存在する。 

 区内の交通利便性のさらなる向上を目指し、今後整備が予定されている都市計画道路を含

めた将来道路ネットワークも見据えながら、民間の公共交通網を補完する役割として、コミ

ュニティバスの導入を検討する。 

◇事業内容 

令和元年度は、地域交通検討会を設置し、コミュニティバスの導入に向け、区の地域特性

を踏まえた導入効果が期待できる地域の評価などを行った。 

令和2年度は、運行に向けた具体的な事業の検討をするため、会議体をこれまでの地域交

通検討会から道路運送法に基づく地域公共交通会議に移行する。また、運行事業者の選定と

ともに、地域の声を聴きながら試行運行ルートの絞り込みなどを実施していく。 

＜スケジュール＞ 

令和元年度 導入検討 

令和2年度 実施計画 

令和3年度 運行準備・運行開始 

◇事業予算  １１，２８４千円

   （内訳）     基本方針策定等補助業務委託  10,087千円 

   地域公共交通会議運営経費等       1,197千円 

問い合わせ：都市環境部  都市計画課長 電話 03-5742-6757 
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【新規】新庁舎建設に向けた庁舎機能検討

◇事業目的

1968（昭和43）年に建築された本庁舎・議会棟・第三庁舎は、築50年を超え、建物本

体や設備の老朽化が進んでいる一方、区を取り巻く環境変化や多様化する行政需要に対

応する機能が求められている。

【現庁舎の建物概要】 

1．本庁舎・議会棟・第三庁舎  

1968(昭和43)年竣工、地上8階・6階・6階、 

延床面積計29,481㎡ 

2．第二庁舎 

1994(平成6)年竣工、地上8階、 

延床面積13,620㎡ 

◇事業内容 

隣接の広町地区への移転に向け、新庁舎機能の検討を含めた準備を進める。 

1．庁内検討会 

   職員による分野別、横断的なPTにより調査検討を行う。 

2．庁舎機能検討委員会 

  幅広い意見を反映させるため、区内関係団体、公募区民、学識経験者、区議会議員な

どで構成する検討委員会を立ち上げ、審議を行う。 

3．機能検討から移転までの想定スケジュール 

◇事業予算   １９，６００千円

  （内訳）    会議運営経費    2,440千円 

  業務支援委託経費 17,160千円 

問い合わせ：総務部  経理課長 電話 03-5742-6636 
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【新規】区民のアイデア発！ 

  区のオープンデータを活用した公式アプリ

◇事業目的 

オープンデータを活用し、区民のアイデアを「品川区公式アプリ」として具現化すること

により、区民視点での行政サービスを提供し、区民サービスの向上につなげる。 

◇事業内容 

区民視点での行政サービスを提供するために、区民参加型ワークショップを開催し、地域

課題や解決策のアイデアを集め、区民の声をもとに「品川区公式アプリ」を開発する。 

同事業は、2 カ年計画を想定。令和 2年度はアプリの内容を決定して開発事業者を選定し、

令和3年度にアプリ開発・サービス提供を目指す。 

1. アプリの内容決定・開発事業者の選定 （令和2年度事業）

区民の声を集約し、「品川区公式アプリ」のサービス内容を決定する。 

(1)区民参加型ワークショップ 

①アプリ化する区民サービステーマ選定 

②アプリの必要機能などを精緻化して内容決定 

※昨年度までに実施事業「オープンデータを活用した地域課題を解決するワークシ

ョップ」等で寄せられた区民の声（地域課題・テーマ・アイデアなど）も参考とす

る。 

(2)開発事業者の選定 

プロポーザル方式で提案を募り、開発事業者を選定 

2. アプリ開発・サービス提供 （令和3年度事業）

区民・事業者等との協働を通じてアプリ開発を進め、「品川区公式アプリ」のサービス

提供を始める。 

◇事業予算  ２，７８０千円（令和2年度事業分） 

ワークショップ 開発事業者を選定 

プロポーザル中 

問い合わせ：企画部 情報推進課長  電話03-5742-6617

アプリ開発 

機能A 

アイデア 

データ 

オープン 

機能B 

品川区 

アプリサービス提供 

公式 

アプリ
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