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都市型観光について 

～各種イベントの取組み状況と今後のあり方について～

１．しながわ観光のコンセプト・目標 

    繰り返し訪れて楽しいまち しながわ 

      ～日常の生活環境に着目した官民連携による都市型観光の推進～ 

２．しながわ観光の戦略と施策

 （１）観光コンテンツの充実と情報発信

 （２）連携による魅力向上と魅力的な環境づくり

 （３）しながわ観光を支える体制の充実

３．観光コンテンツの充実と各種イベントの取組み

 （１）ウォーターフロントを核とした賑わい創出 ～水辺の観光利用の促進 

主なイベント 会場（実施時期） 実施団体 

しながわフェスウィーク 2017 品川・港南エリア（４月） 実行委員会 

第１０回しながわ運河まつり 東品川海上公園（４月） 実行委員会 

大崎センタービル 2017  
目黒川の桜イベント 

大崎センタービル（４月） 東京建物 

天王洲キャナルフェス 2017 
天王洲第３水辺広場 
（４月・8 月、９月・11 月～２月） 

天王洲キャナルサイド活
性化協会 

しながわ・おおた水辺の観光フェスタ 東品川海上公園ほか（１０月） 実行委員会 

Ｅボートで遊ぼう！ 勝島運河（１０月） 勝島運河倶楽部 

桜・菜の花まつり 2018 しながわ花海道（３月） 
ＮＰＯ法人しながわ花海
道 

 （２）商店街活用 

主なイベント 会場（実施時期） 実施団体 

かむろ坂桜のライトアップ かむろ坂（４月） 実行委員会 

ムサコフェス  
第６回「ムサコたけのこ祭り」 

武蔵小山駅前（４月） 
ムサコフェス実行委員会
（周辺商店街） 

五反田夏祭り 2017 
～GOTANDA Summer ＦＥＳ 

JR 五反田駅東口ロータリー（７月）
五反田仲通り共栄会・ 
五反田駅前商店会 

第 37 回 品川納涼祭 西大井広場公園（８月） 二葉中央商店会 

第 63 回 大井どんたく夏まつり 大井町駅前中央通り（８月） 実行委員会（７商店街） 

第 20 回 子どもと家族の夕涼み広場 戸越公園駅前南口（８月） 戸越公園駅前南口商店会

第 20 回 とごしぎんざまつり 戸越銀座商店街（８月） 戸越銀座商店街連合会

第 22 回目黒のさんままつり JR 目黒駅東口（９月） 目黒駅駅前商店街 

第 6 回中延よさこい祭 中延商店街周辺（９月） 中延商店街振興組合 
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第 30 回しながわ夢さん橋 2017 大崎駅夢さん橋周辺（１０月） 
実行委員会（大崎駅西
口商店会 他） 

第 3 回品川キッズハロウィンパレード 北品川本通り商店街（１０月） 実行委員会 

戸越銀座ハロウィン 戸越銀座商店街（１０月） 戸越銀座商店街連合会

2017 大井町ハロウィン 大井町駅前中央通り（１０月） 大井町商店街７連合 

第 7 回一番祭り物産展 ムサコマルシェ 武蔵小山一番通り商栄会（１０月） 
武蔵小山一番通り商栄
会 

うしろじ祭り 後地小学校（１１月） 後地商店連合会 

戸越公園南口秋の祭典 戸越公園駅前南口商店会（１１月）
戸越公園駅前南口商店
会 

togoshi 八満マルシェ 戸越八幡神社 
togoship（地元商店主の
任意団体） 

区商連 大商業まつり 
中小企業ｾﾝﾀｰ、しながわ中央公
園西側多目的広場 

区商連 

西小山夜イベント 西小山駅前広場（３月） 西小山商店街 

第 12 回 なかのぶジャズフェスティバル 荏原文化センター（3 月） 実行委員会 

 （３）歴史資源活用 

主なイベント 会場（実施時期） 実施団体 

しろへびサミット in しながわ 上神明天祖神社 他（９月） 実行委員会 

第 27 回しながわ宿場まつり 旧東海道品川宿周辺（９月） 実行委員会 

えばら観光フェア  
西小山物語～Hanamachi～ 

西小山駅前（１０月） 区・観光協会 

 （４）スポーツ 

主なイベント 会場（実施時期） 実施団体 

第６回大井東京マラソン大会 大井陸上競技場（７月） 実行委員会 

合戦フェス 大井競馬場（７月） 実行委員会 

体育の日スポーツイベント 総合体育館、戸越体育館（１０月） 区 

ブラインドサッカー東日本リーグ しながわ中央公園（１１月） 
日本ブラインドサッカ
ー協会 

IBSA ブラインドサッカー ワールドグランプリ 2018 天王洲公園野球場（３月） 
日本ブラインドサッカ
ー協会 

 （５）文化・芸術 

主なイベント 会場（実施時期） 実施団体 

サムライアイランドエクスポ 2017 天王洲（4 月） 実行委員会 

リオから東京へ 
－建築が繋ぐオリンピックと都市計画－ 

寺田倉庫、 
建築倉庫ミュージアム（5 月～6 月） 

（一社）日本建築文
化保存協会 

伝統日本文化体験めぐり IN SHINAGAWA 区内神社ほか（７月） 区・観光協会

Ｒｅ：animation 10 潮風公園（7 月） 実行委員会 

真夏の東京蚤の市 大井競馬場（８月） 実行委員会 

品川アーティスト展 
きゅりあん、 
大井町駅前デッキ（９月） 

品川文化振興事業
団 
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TOYKO ART BOOK FAIR2017 寺田倉庫（１０月） 
（一社）東京アートブ
ックフェア 

Ｏ美術館企画展 林 敬二展 Ｏ美術館（１０月～１１月） 文化振興事業団 

ドキュ・メメント＠品川宿 品川宿一帯（１１月） 実行委員会 

GOTENNYAMA ART&TECHNOLOGY WEEK2017 御殿山トラストシティ（１１月） 実行委員会 

第 28 回 伝統の技と味／しながわ展 きゅりあん（１月） 
区・品川区伝統工芸
保存会 

日本イラン建築・都市会議 建築倉庫ミュージアム（２月～３月） 
（一社）日本建築文
化保存協会 

大井町ポップカルチャーフェスタ 2018 大井町どんたく通り（３月） 実行委員会 

「江戸里神楽」を観る会 六行会ホール（３月） 区 

 （６）ショートトリップ 

主なイベント 会場（実施時期） 実施団体 

品川凹凸地形散歩 御殿山パワースポットめぐり 御殿山周辺（１０月） 区・観光協会 

東急沿線しながわ商店街謎解きウオーク 
 リアル謎解きゲーム 

区内７商店街（11 月） 区・観光協会 

明治維新ゆかりの地まち歩き 洗足池～立会川（１１月） 区・観光協会 

東海道ウォーキングイベント 品川宿～川崎宿（３月） 区・大田区連携 

 （７）その他 

主なイベント 会場（実施時期） 実施団体 

交流都市地方物産展（千葉県物産展フェア） イトーヨーカドー大井町店（１０月） 区 

交流都市地方物産展 イオンスタイル品川シーサイド（２月） 区 

全国シティプロモーションサミット 2017in Shinagawa きゅりあん（１０月） 区 

大井町イルミネーション 大井町駅西口周辺（１０月～１月） 区・観光協会 

目黒川イルミネーション 
目黒川大崎橋～居木橋 
（１１月～１月） 

区・実行委員会 

西恋山イルミネーション 西小山駅前広場（２月～３月） 区・観光協会 


