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第１ 目的 

 

 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020大会」という。）開催時に

は、臨海部の主要道路などで大会関係車両と港湾関係車両の輻輳による交通混雑が発生すること

が懸念されています。このため、東京都、国及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会組

織委員会（以下「組織委員会」という。）は、東京 2020 大会の円滑な大会運営・輸送の実現と経

済活動の維持との両立を図るため、交通需要を抑制する「2020TDM推進プロジェクト」に取り組ん

でいます。東京港としても大会開催時における円滑な港湾物流を確保するためには、港湾関係車

両の交通量の抑制と時間的分散化が必要となります。 

これまで実施してきたストックヤード（貨物の一時保管場所）での取組は、東京港のコンテナ

ターミナルにおいて貨物の引き取り車両が集中するピークタイム（午後２時～午後４時 30分）を

午前中などの空いている時間帯に分散化することを目的に実施してきました（４ページ参照）。 

しかし、東京 2020大会開催時に向けては都内交通混雑も想定した新たな対策に取り組む必要が

あります。 

このため、東京 2020大会開催時においては 24時間利用可能なストックヤードを３か所増設（城

南島地区・青海地区・中防外地区）し、運用ルールも一時的に変更する予定です。東京港から荷

主等への貨物配送を都内交通混雑の影響が少ない時間帯（夜間・早朝）に分散化していくことで

日中の港湾関係車両の都内交通量を抑制することが可能になります。 

そこで、今年度は城南島地区で新たな運用ルール等を検証するための実証実験を実施します。 

 

第２ 実施内容 

 

１ 実証実験名称 

  東京 2020大会に向けた城南島ストックヤード実証実験 

 

２ 実施期間 

  令和元年８月 19日（月）から同月 30日（金）まで（期間中連続して使用いただけます） 

  ※利用開始時間：８月 19日（月）午前６時から入庫可能 

※利用終了時間：翌８月 31日（土）午前６時完全出庫 

 

３ 利用時間 

  ２４時間利用可能 

 

４ 設置場所 

  東京都大田区城南島六丁目 15番（位置図は別紙１のとおり） 

 

５ 募集区画 

（１）募集区画数 

   ８４区画（うち１割程度をラウンドユース枠として設定） 

※１区画につき、40フィートコンテナ積載シャーシを最大３台まで駐車可能 

※１社あたりの申込区画数の上限はありません。ただし、申込多数の場合は抽選などを行う

場合があります（７ページ参照）。 
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（２）ラウンドユース枠について 

   ラウンドユースとは、輸入に用いた後の空コンテナを港に戻さずに輸出に転用し、空コ

ンテナ輸送を削減する取組です。港の混雑緩和が期待されることなどから募集区画の１割

程度を優先枠とし取組内容を検証します（５ページ参照）。 

ラウンドユース枠は全体の申込数の多寡・抽選の有無にかかわらず、「第３ 応募条件」

を満たしたラウンドユース申込者の中から優先的に割り当てを行います（ラウンドユース

枠で申込多数の場合はラウンドユース申込者の中で抽選などを行う場合があります）。 

なお、ラウンドユース枠に申し込む場合は、「第４ 応募方法及び事業の流れ」に記載の

ラウンドユース事業計画書を別途提出してください。また、ラウンドユース枠で落選した

場合も一般枠の申込として取り扱い、再度抽選を行います（７ページ参照）。 

 

６ 利用料金 

  無料 

 

７ 実証実験の内容・運用方法 

（１）本事業で目指す配送形態 

   東京都、国及び組織委員会では「2020TDM推進プロジェクト」として、交通需要の抑制・

分散化への協力を企業の皆様にお願いしています。そこで、交通需要の分散化の手段のひ

とつとして、ストックヤードを活用した配送トライアルの実証実験を実施します。 

   日中は、特に東京 2020大会開催時の都内交通混雑が見込まれる時間帯であることからコ

ンテナターミナルとストックヤード間の輸送を推奨します。 

一方、夜間・早朝は、都内交通混雑の影響や自動車総台数が比較的少なくなる時間帯で

あることから、この時間を活用しストックヤードから荷主等への配送を行ってください（配

送時間を夜間・早朝にシフト）。 

こうした取組により、日中の都内交通需要を夜間・早朝に分散していき、各事業者にお

ける配送の確実な実施に取り組んで頂きます。 

 

 
 

 

資料 「2020ＴＤＭ推進プロジェクト企業説明会」資料に基づき、東京都港湾局で作成 

※東京ベイゾーン…晴海・有明・台場・豊洲・大井ふ頭地区 
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 （２）運用（駐車）ルール 

  平日 18時時点で「実入コンテナ積載シャーシ」か「空コンテナ積載シャーシ」を１台以

上（区画毎）駐車してください。 

また、18時時点で駐車したコンテナ積載シャーシは翌６時までに出庫してください。 

上記ルールを守っていただければ、空いた時間・スペースはどのような種別のシャーシ

を駐車していただいても構いませんので、有効にご利用ください。 

なお、具体的な駐車ルールは以下のとおりとなります（ルール適用は平日のみ）。 
 

時間 駐車ルール 

６時～18 時 

特になし 

※「実入コンテナ積載シャーシ」、「空コンテナ積載シャーシ」、「コンテナ未積載シャーシ」 

など全ての種別のシャーシの駐車が可能です 

18時 

（判定時間） 

平日 18時時点で「実入コンテナ積載シャーシ」か「空コンテナ積載シャーシ」を

１台以上（区画毎）駐車していること 

※18時時点で駐車したコンテナ積載シャーシは翌６時までに出庫してください。 

18 時～翌６時 

特になし 

※「実入コンテナ積載シャーシ」、「空コンテナ積載シャーシ」、「コンテナ未積載シャーシ」

など全ての種別のシャーシの駐車が可能です。 

 

※24時間以上連続して同一シャーシが駐車し続けることは禁止です。  

※本ルールは城南島ストックヤードのみに適用します。ＴＳＹ（東京港ストックヤード）の運用

ルールには変更ありません。 
 

【参考：2020TDM推進プロジェクトについて】 

東京都、国及び組織委員会が事務局となり、東京 2020 大会の円滑な大会運営・輸送の実

現と経済活動の維持との両立を図るため、交通需要を抑制する取組のこと。 

ＨＰ：https://2020tdm.tokyo/pdf/smooth_biz2.pdf 

 

【参考：ＴＳＹ（東京港ストックヤード）について】 

大井地区（大田区東海四丁目）に設置している輸入実入引取りコンテナを積載したシャー

シの仮置き可能な場所として稼働することで、宵積み貨物引き取りのピークタイム（午後２

時から午後４時 30 分）を避けた実入コンテナの搬出を促進・搬出時間の平準化を図り、東

京港の渋滞緩和を目的とした取組のこと（平成 29年３月から実験的に実施中）。 

ＨＰ：http://www.tptc.co.jp/cms/corporate/file/file2018/TSY2018.pdf 

 

 

https://2020tdm.tokyo/pdf/smooth_biz2.pdf
http://www.tptc.co.jp/cms/corporate/file/file2018/TSY2018.pdf
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 ８ ストックヤード利用イメージ 

 （１）コンテナターミナルなどから搬出されたコンテナをストックヤードに仮置きする場合 

① 都内交通混雑が予想される日中の時間帯はコンテナターミナルから輸入実入コンテナ、

バンプールから空コンテナを搬出し、ストックヤードに仮置きをする。 

② 東京 2020 大会の交通需要の少ない夜間・早朝の時間帯に仮置きしたコンテナを荷主や

車庫等に配送する。 

 
 

（１）などと併用し、４ページの１８時駐車ルールを満たせば、以下のような利用も可能です。 

＜コンテナターミナルやバンプールに搬入するコンテナをストックヤードに仮置きする場合＞ 

    ① 東京 2020大会の交通需要の少ない夜間・早朝の時間帯に荷主や車庫等から輸出実入コン

テナや返却用空コンテナを輸送し、ストックヤードに仮置きをする 

    ② 都内交通混雑が予想される日中の時間帯に仮置きしたコンテナをコンテナターミナルや

バンプールへ搬入する 

 

 
 

 

（２） ラウンドユースを行う場合 

 上記事例の組み合わせであり、あらかじめ夜間・早朝の時間帯に輸出入貨物をマッチン

グさせて片荷輸送を解消し、ラウンド輸送を複数回実施する。 
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第３ 応募条件 

  

次の条件を満たす事業者の方が城南島ストックヤードを利用することができます。 

（１）一般貨物自動車運送事業の許可を受け、東京港を利用している運送事業者であること。 

（２）東京 2020 大会時における日中の都内交通量を抑制するため、交通量の少ない夜間・早朝

の配送トライアルの実証実験に協力する意欲がある事業者であること。 

（３）本要項に記載する内容や関係法令を遵守の上、施設を利用することのできる事業者である

こと。 

（４）【ラウンドユース枠のみ】実施期間中、ラウンドユースの取組を実施することのできる事

業者であること（ラウンドユース事業計画書に具体的な計画を記入するとともに、実績報

告の提出やヒアリングに協力することのできる事業者であること）。 

 

第４ 応募方法及び事業の流れ 

  

 １ 手続きのスケジュール 

日付 ラウンドユース枠 一般枠 

令和元年 6月 24日(月) 実証実験募集開始 

   

令和元年７月 19日(金)17時 実証実験募集締切 

   

 

ラウンドユース枠割り当て（抽選）  

  

一般枠割り当て（抽選） 

   

令和元年７月 23日(火)までに 選定結果の通知・当選者利用手続きの連絡 

  

令和元年７月 23日(火) 当選者利用手続き受付（関係書類提出） 

  

令和元年８月 14日(水) 当選者利用手続き締切 

   

令和元年８月 19日(月) 
実証実験開始 

※午前６時から入庫可能 

   

令和元年８月 30日(金) 
実証実験終了 

※最終利用時間：翌８月 31 日（土）午前６時完全出庫 

  

実証実験終了後 
ラウンドユース事業実績報告書の提出（対象事業者のみ） 

アンケートの提出 
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２ 応募手続き 

項目 ＴＳＹ(※)使用者未登録事業者 ＴＳＹ(※)使用者登録済事業者 

募集期間 令和元年６月 24日（月）から７月 19日（金）17時まで 

提出書類 

①参加事業者申込書【様式１】 

②運輸局発行の一般貨物自動車運送事業

の許可書（写し） 

③ラウンドユース事業計画書【様式２】 

（ラウンドユース枠のみ） 

①参加事業者申込書【様式１】 

②ラウンドユース事業計画書【様式２】 

（ラウンドユース枠のみ） ※当選時には以下の書類も別途提出頂き

ます（応募時は不要） 

④法人登記簿謄本 

（写し不可、３ヵ月以内発行のもの） 

申込方法 メール（提出書類はＰＤＦ形式で添付の上、送付ください） 

申込先 
東京港埠頭株式会社営業企画部 宛 

電子メールアドレス（futo5@tptc.co.jp） 

備考 
実証実験参加申込書などは以下のアドレスよりダウンロードしてください 

http://www.tptc.co.jp/news/detail/521 

   （※）ＴＳＹ…東京港ストックヤードのこと（４ページ参照） 

 

 ３ 選定方法 

（１）ラウンドユース枠（１割程度） 

   上記「２ 応募手続き」に沿って申込をいただいた事業者のうち、「第３ 応募条件」を満

たしたラウンドユース枠申込者の中から優先的に区画の割り当てを行います。 

   ただし、ラウンドユース枠で申込区画数が設定枠数を超過した場合は、１事業者あたり

の区画数の制限や申込者の中での抽選を行った上で、事業者及び区画の割り当てを決定し

ます。 

なお、ラウンドユース枠で落選（区画減を含む）した場合は、下記「（２）一般枠」の申

込として取り扱い、再度選定を行います。 

 

（２）一般枠 

「２ 応募手続き」に沿って一般枠に申込をいただいた事業者と上記「（１）ラウンドユ

ース枠」で落選した事業者を対象に区画の割り当てを行います。 

ただし、申込区画数が設定枠数を超過した場合は、１事業者あたりの区画数の制限や申

込者の中での抽選を行った上で、事業者及び区画の割り当てを決定します。 

     

 ４ 選定結果の通知 

   選定結果については、申込者全員に７月 23日（火）までにメールで通知します。抽選等を

行った結果、申込区画数より少なく当選する場合もありますのでご了承ください。 

   また、当選者に辞退が発生した場合は、別途抽選を行ったうえで落選者に対し繰上当選と

して連絡をする場合などがあります。 

   なお、選定結果の問い合わせや割り当て区画の変更には応じられません。 

   ただし、７月 23日（火）までに選定結果の連絡がない場合は、東京港埠頭株式会社営業企

mailto:futo5@tptc.co.jp
http://www.tptc.co.jp/news/detail/521
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画部（TEL：03-3599-7340）にお問い合わせください。 

 

 ５ 利用手続き 

   当選者には「４ 選定結果の通知」の際に利用手続きなどが記載された利用案内を交付しま

す。利用案内に基づいて使用シャーシ番号の登録など利用手続きを行ってください。 

ただし、利用手続きの際に必要書類を提出できなかった場合は当選を取り消す場合があり

ます。詳細は当選者に交付する利用案内をご確認ください。 

 

 ６ 実績報告書の提出及びアンケートへのご協力 

   実証実験終了後にラウンドユース枠で当選した事業者、またはラウンドユース枠に申込み

一般枠で当選した事業者については、別途指定する期日までに「ラウンドユース事業実績報

告書【様式３】」を提出してください。 

   また、全利用事業者に対してアンケートを送付しますので回答へのご協力をお願いします。 

 

第５ 免責及び賠償等 

 

 １ 東京都及び東京港埠頭株式会社（以下「都及び埠頭会社」という。）は、本施設内において

事故が発生し又は発生するおそれがある時または管理運営上必要と認められる場合は、車両

の移動その他必要な措置を講じることがあります。 

 

 ２ 都及び埠頭会社は、本要項にて定める必要な措置を講じた場合及び天災その他不可抗力に

よって発生した第三者を含む利用者又は利用者間で生じた損害について、責任を一切負わな

いものとします。 

 

 ３ 利用者は、本要項もしくは本施設内に掲出された規定に違反した場合、または故意もしく

は重大な過失により本施設の設備を破損させた場合､それにより第三者を含む他の利用者及

び都及び埠頭会社が被った損害(その結果本施設の全部又は一部を休業しなければならない

場合は､それにより喪失した営業利益を含む｡)を賠償するものとします。 

 

４ 利用者は、上記「１及び２」にて定める行為による駐車位置の変更等によって費用（移動

費用等実損諸費用を含む）が発生した場合についてもこれを賠償するものとします。 

 

第６ その他 

  

 １ 応募書類の虚偽記載や運用ルール違反などがあった際は、利用を取り消す場合があります。 

  

 ２ 割り当てられた区画以外への駐車はご遠慮ください。 

 

３ 火薬類や高圧ガスなどの危険品を積載したコンテナ及び自家用発電機、オーバーワイドコ

ンテナ積載シャーシの本施設への持ち込みは禁止します。 

 

４ 申込数が募集区画に満たなかった場合は、再募集を実施する場合があります。 
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５ ＰＣメール等を受信制限している場合は受信制限を解除いただくか、ドメイン指定受信な

どを設定している場合は、東京港埠頭株式会社からのメールを受信できるように設定してく

ださい。 

   東京港埠頭株式会社ドメイン：@tptc.co.jp 

  

 ６ 本事業において、東京都暴力団排除条例（平成 23年３月 18日東京都条例第 54号）の施行

に伴い、暴力団関係者等の排除に関する事項を以下（１）から（３）の通りとします。 

（１）都及び埠頭会社は、利用者が東京都暴力団排除条例（平成 23 年３月 18 日東京都条例第

54号）に定める暴力団関係者又は東京都が東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和 62

年１月 14 日付 61 財経庶第 922 号）第５条第１項に基づき排除措置期間中の者として公表

した者（ただし、排除措置期間中に限る。）（以下「暴力団関係者等」という。）であること

が判明した場合は、本事業の利用を今後一切禁止することができます。この場合において

は、何ら催告を要しないものとします。 

（２） 利用者は、暴力団関係者等に本事業に係る利用権利の全部又は一部を委託することはし

てはなりません。都及び埠頭会社は、利用者が暴力団関係者等に利用権利を譲渡していた

ことが判明した場合には、利用者に対して、今後一切本事業の利用を禁止し、その他必要

な措置を求めることができます。これにより利用禁止を行った場合の一切の責任は、利用

者が負うものとします。 

（３） 利用者は、本事業の利用に当たって、暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、遅

滞なく都及び埠頭会社、警視庁管轄警察署へ通知しなければなりません。 

 

 ７ 申込事業者情報は当該事業の事務連絡や運営管理、統計分析のために使用します。 

   また、東京港関係事業のご案内を送付させていただく場合があります。 

なお、実証実験終了後に集計処理をした上で個人・個社が特定されない情報については公

表する場合がありますが、企業名・担当者名・連絡先などの個人・個社が特定される情報を

公開することはありません。 

【問い合わせ先】 

■ 本実証実験への申込・運用方法について 

東京港埠頭株式会社営業企画部営業企画課 

電話：03-3599-7340 Email：futo5@tptc.co.jp  

担当：佐藤・定森 

■ 本実証実験の制度全般について 

東京都港湾局港湾経営部振興課 

電話：03-5320-5547 

担当：傳法・岡本 

mailto:futo5@tptc.co.jp

