
※ 申込み方法・説明会場は裏面をご覧下さい

近隣の皆様へ 

しながわ区民公園北側ゾーンにおける改修計画に関する 

説明会のお知らせ 

日頃より品川区のまちづくり行政にご理解いただき、誠にありがとうございます。 

しながわ区民公園は、開園から35年以上が経過し施設が老朽化しているため、公園

を北側・中央・南側の３つのゾーンに分け、段階的に再整備を進めています。中央・南

側については、整備を完了し、本年秋ごろから北側ゾーンの改修工事を予定しておりま

す。 

北側ゾーンの改修計画については、近隣住民や公園利用者を対象としたアンケートを

2回（令和 2年 12 月と令和 3年 3 月）実施するとともに、各スポーツ団体とのヒア

リングを行い、これらの結果を反映し、改修計画（別紙参照）を作成しております。 

つきましては、改修計画に関する説明会を下記のとおり開催いたします。（説明会で

の主な説明内容は、同封した別紙内容になります。） 

なお、本計画については電話などでもご意見をお伺いいたしますので、ご意見がある

場合は、説明会前日までにご連絡ください。 

新型コロナウイルス感染症対策のため、説明会への参加は事前申込（裏面参照）とさ

せていただきます。会場は新型コロナウイルス感染症対策を十分に行います。また、ご

来場の際はマスクを着用し、手指消毒をお願いいたします。 

◆申込み・お問合せ先 

連絡先：品川区 防災まちづくり部 公園課 公園建設担当 （担当：種元・中西） 

ＴＥＬ   ０３－５７４２－６８０１ 

ＦＡＸ   ０３－５７４２－９１２７ 

Ｅmail   koen-koen@city.shinagawa.tokyo.jp 

QR コード 品川区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内 しながわ区民公園ページへリンク 

《品川区からのお知らせです》

（QRコード）

日 時  令和3年 6月1日（火） 午後 6時～午後7時30分(予定) 

場 所  しながわ区民公園パークセンター（裏面参照） 

 説明会の日程および会場  

建 設 委 員 会 資 料
令 和 ３ 年 ５ 月 １ ７ 日
防災まちづくり部公園課

配布日：令和 3 年 5 月 18 日



新型コロナウイルス感染症対策のため、事前申込（定員 25 名）とさせていただき

ます。電話・メール・FAX・公園内申込み（パークセンター） にて、 

令和 3年 5月 25日（火）を目途にご連絡お願いします。 

定員を超過した場合は、日時・場所の変更することがございます。お手数ですが、

連絡先（電話もしくはメール）の記載をお願いします。 

例） メールの場合  

件名：しながわ区民公園北側ゾーン説明会 参加申込み 

本文：氏 名 品川 太郎 

連絡先 （電話番号） もしくは （メールアドレス） 

※無料駐車場がないため、お車での来場はご遠慮下さい 

※午後５時以降は公園入口が一部閉鎖されますので、公園中央口からお越しください 

改修箇所および説明会会場 

説明会会場 

しながわ区民公園 

パークセンター 

中央口 

こちらからお越しください 中央ゾーン 

南側ゾーン 

改修箇所 

しながわ区民公園 

北側ゾーン 

（品川区勝島3-2-2） 

説明会 事前申込方法 



○北側ゾーン改修整備内容と工事予定 

（整備内容） 

工事名称 主な整備個所 内 容 

第１期工事

(令和3～4年度) 

桜の広場 桜の広場の更新・北口周辺整備 

園 路 バリアフリー化・災害時に活用する主要園路整備 

第 2期工事

(令和4～5年度)
運動施設 少年野球場、テニスコート、少年サッカー場 

（工事予定） 

年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

月 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 

第 1期

工事 

第 2期

工事 

◆連絡先・お問合せ先 

連絡先：品川区 防災まちづくり部 公園課 公園建設担当 （担当：種元・中西） 

ＴＥＬ ０３－５７４２－６８０１ 

ＦＡＸ ０３－５７４２－９１２７ 

Ｅmail  koen-koen@city.shinagawa.tokyo.jp 

ＱＲコード :品川区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内 しながわ区民公園ページへリンク 

（QRコード）

工事 

説明会 

工事 

説明会 
※スポーツ施設の閉鎖期間は、

別途周知します。 

（別 紙）

令 和 3 年 5 月 1 8 日 

しながわ区民公園北側ゾーン改修計画（案）について 

しながわ区民公園北側ゾーン（運動施設含む）の改修について２回のアンケート(令和2年

12 月～令和 3年 1 月、令和 3年 3月)を実施しました。多くの方にご協力いただき、あり

がとうございました。 

アンケートの意見やスポーツ団体へのヒアリング結果を反映し、改修計画案を作成しまし

た。令和３年６月１日（火）に改修整備について説明会を行う予定ですが、説明の内容が十分

に伝わるよう、かつ、説明会に来場できない場合も、改修計画の内容が周知されるよう改修計

画の内容をまとめましたので、ご覧ください。 

現 況 課 題

第一回 アンケート 結果 （回答数：273名）

第二回 アンケート 結果 （回答数：328名）

・園路などのバリアフリー未対応 （勾配がきつい、凹凸がある）

・経年劣化によるスポーツ施設などの老朽化 （フェンスや照明柱など） 

・倒木の恐れがある樹木の整理（強い台風により倒木が発生）

・防災機能の確保（災害時に活用する主要園路整備など）

目 的：公園改修に向けた要望事項の聴取  

（主な意見） 

・近隣・利用者 → うっそうと樹木が繁っているところを明るくしてほしい 

樹木については極力切らないでほしい 

・スポーツ団体 → サッカー場の新設 ／ 野球場の天然芝要望 ／ ナイター設置 

概ね、多くの賛成を得たため、第二回アンケート案を基本として改修計画案とします。

ナイターについては、現況と同様に設置しません。 

目 的：改修案個別項目における意向の確認  



健康づくり推進

・距離標（移動距離がわかるもの）を設置

・休憩用に東側園路に50ｍ間隔でベンチ設置

・健康遊具の配置

【 改修計画の方針 】

・バリアフリー対応 （勾配や舗装の改善・トイレの洋式化・バリアフリートイレ）

・スポーツ施設の更新・拡充 （施設の更新・少年サッカー場新設・健康づくり推進）

・桜の広場の更新（樹木の剪定・更新）

・防災機能の確保（災害時に活用する主要園路整備・マンホールトイレ・ソーラー照明・広場整備）

桜の広場

・現況の面積を確保

・ソメイヨシノだけでなく、多様な品種の桜を新植

(オオシマ、カワヅ、ヤマ、ウワミズ、ヒカン等)

・日よけ・机つきのベンチなど憩える空間を確保

・どんぐりの森・土系舗装の歩道を設置

・小高い築山(2.5ｍ程度)にデッキ・ベンチを設置

・トイレの更新（バリアフリー化）

しながわ区 公園北側ゾーン改修計画 案 令和３年５月

品川区公園課

少年野球場

・天然芝

・ナイター設備なし

・２面

(Ａ面 少年野球専用、Ｂ面少年・成年兼用)

・内野舗装 防塵性を高めた土舗装

・防球ネット・フェンス (H10ｍ)

(現況防球フェンス高 Ｈ4ｍ～７ｍ)

・スプリンクラーの更新

モミジの
小路

少年サッカー場

・人工芝

・ナイター設備なし

・サッカーコート

(60m×40m)

・フットサルでも
利用可

・防球ネット(H8.0m)

テニスコート

・４面（現況と同配置）
・人工芝張替え
・フェンス・照明柱更新

桜の広場

Ａ面

Ｂ面

北口1

北口2

桜口

野球場口

自転車置き場

自転車置き場

マンホールトイレ

マンホールトイレ

勝島の森

・樹木の整理（剪定・間引き）

・遊歩道の保全

どんぐりの森

自転車置き場

自転車置き場

バスケットエリア

・ゴール 2基

・アスファルト舗装

トイレ

懸垂+腹筋台 うんてい 平行棒

（トイレ イメージ図）

ベンチ（東側園路約50ｍ間隔）

（ﾃﾝﾄｼｪﾙﾀｰ（日よけ）イメージ）

ﾃﾝﾄｼｪﾙﾀｰ（日よけ）

（健康遊具 イメージ）

防災機能の確保

・災害車両の通行できる園路確保

・マンホールトイレ設置（10基×2か所）

・ソーラー照明設置 2基

・災害時の広場確保（少年サッカー場追加） （例：園路 中央ゾーン）


