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23年度施政方針

緊急課題にスピードをもって臨み緊急課題にスピードをもって臨み
将来を見据えた堅実なまちづくりを区民の皆さんとともに将来を見据えた堅実なまちづくりを区民の皆さんとともに

　区民のライフスタイルや価値観が大きく変わり、地域社会の状況も変
化しています。区民の皆さんがどのような思いや願いをもって暮らして
いるか、行政の担い手として常に心を配り、区民の声に耳を澄まし、聴
く姿勢が必要です。区民とその代表である区議会とともに、区は何をな
すべきか、どう実行していくかを考えることが区政の理念である協働の
第一歩と考えます。
　これまで協働を推進するための具体的なしくみづくりに取り組んでき
ました。協働への理解や意識が着実に進む中で、数多くの協働事業を展
開しています。引き続き、協働を区政運営の基本に位置づけ、区民と一
体となり私たちのまち・品川区をつくりあげていきます。

●三つの緊急課題へのスピードをもった取り組み
　23年度は、22年度に引き続き、緊急課題である経済対策、待機児童対策、高齢者の住まいと安心対
策の3点を重点的施策と位置づけ、将来を見据えた中長期的な視点をもちつつ、スピード感を持って積
極的に取り組みます。
●長期基本計画の着実な実現
　長期基本計画は策定から3年目を迎えました。この間の社会経済情勢や区民ニーズなどの変化に、柔
軟かつ的確に対応するため、全事務事業の評価を行うとともに、総合実施計画の見直しを行いました。
23年度は第二次総合実施計画のもとで、長期基本計画に掲げる各事業の着実な実現に取り組みます。

区民との協働によるまちづくりの推進

　23年の第1回区議会定例会は2月23日に開会し、23年度一般会計予算案や各種議案を審議してい
ます。開会にあたり濱野区長は、区政運営の基本方針と施策について所信を表明しました。

　昨年10月、区民の皆様にご信任をいただき、引き続き区長の重責を担わせていただくこととなりました。
　昨年実施した品川区世論調査の結果、約9割の区民の方から「品川区に住み続けたい」と回答をいただき、大変
うれしく思うと同時に、責任の重さを痛感しております。二期目においても、区民が直面する緊急的な課題にスピー
ド感を持って対処するとともに、長期基本計画を着実に実現していきます。品川区のさらなる発展に向けて、皆さ
んと力を合わせ、「輝く笑顔　住み続けたいまち　しながわ」をめざします。
○施政方針の全文は、区ホームページでご覧になれます。

三つの緊急課題と長期基本計画の実現に向けた新規・拡充する主な事業については、2・3ページでご紹介します  ➡

　引き続く景気低迷の中で、区には、地域の活性化や区民
生活の安定を図るための積極的な事業展開が求められて
います。
　区は、5年ぶりに全ての事務事業の評価を実施し、おお
むね2億5千万円を削減するなど、行財政改革をさらに推進
するとともに、これまでに培った財政力（基金）を有効に
活用し、緊急課題への迅速な対応と長期基本計画の着実
な実現をめざした予算としました。

23年度は緊急課題への取り組みと長期基本計画の着実な実現を

　わが国の社会経済情勢は、長引く景気低迷の中で、回復への期待が高
まるものの、円高による企業収益への影響や個人消費の低迷など、依然
として厳しい状況にあります。
　また、少子高齢化の進展や人口減少などの社会構造の変化は、経済や
社会保障、財政など、多方面に影響を及ぼしています。
　区政を取り巻く環境が一段と厳しさを増す中で、健全財政を維持しな
がら区民の期待に応えていくために、行財政改革をさらに推進し、「小さ
な区役所から大きなサービスの提供」をめざし、全力で取り組んでいき
ます。

効率的・効果的な区政運営で
小さな区役所から大きなサービスを
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23年度予算の主な項目（案）

23年度予算の主な項目（案）

　大企業では景況感に回復の兆しがあると言われて
いるものの、中小企業は依然として厳しい状況に置
かれています。地域経済の前進のために、高い技術
をもつ中小企業の支援や商店街の振興などに取り組
んでいきます。

23年度予算の主な項目（案）
中小企業緊急特別支援資金融資あっせんの継続
　………………………………………… 677,012千円
プレミアム商品券6億円分の発行助成 …80,200千円
公共事業の前倒し発注・中間前払い金制度の活用
　……………………………………………74,178千円
商店街共同装飾灯助成 ……………………38,434千円
ものづくり地域企業ネットワーク再生事業、大崎もの
づくり産業支援プロジェクト ……………26,331千円

　23年度は、既存施設の有効活用に続き、社会福祉法
人などの民間活力による保育施設の開設を誘致する施
策を積極的に展開していきます。それにより、受け入
れ枠は538人増え、22・23年度の2カ年で1,100人
を超える拡大となります。待機児童対策は、中長期的
な視点のもと、将来の需要動向を踏まえ、財政負担と
のバランスのとれた施策を推進していきます。

23年度予算の主な項目（案）
私立保育園・認証保育所の開設支援 … 276,964千円
区立保育園の定員拡大・弾力化 …………10,626千円
幼保一体施設開設（北品川すこやか園） … 127,786千円
保育ママ制度の拡充 ………………………74,626千円
短時間就労対応型保育室 …………………47,098千円
幼稚園預かり保育の充実 …………………44,413千円

　超高齢社会を目前に控え、高齢者の安心生活を支え
るための基盤整備は急がなければならない課題です。
5月に開設する区内8カ所目となる八潮南特別養護老
人ホームでは、個人のプライバシーを尊重した「個室
的しつらえの多床室」を整備しました。見守り機能を
備えた新しいタイプの高齢者住宅の整備や成年後見制
度を活用した住み替えの支援にも取り組んでいきます。
さらに、これまで町会・自治会との協働により進めてき
た見守り活動の区内全域での展開をめざします。

23年度予算の主な項目（案）
特別養護老人ホームなどの増設
　＜八潮南中学校・杜松小学校跡＞ … 128,108千円
新しいタイプの高齢者住宅の整備 …… 993,757千円
住み替え相談センターの設置 …………… 1,000千円
認知症高齢者グループホーム整備助成 … 262,000千円
地域見守りネットワークの拡大 ………… 2,775千円

　まちのにぎわいの大きな力である多様な区民活動を支えながら、地域と
の協働によりにぎわい都市の実現をめざします。活動拠点となる基盤整備
を進め、協働を推進するためのしくみを充実していきます。
　産業振興に向けた取り組みとしては、不況からの脱却に向けて懸命に努
力し前進を試みる中小企業を支援するため、区内企業のネットワークを再
構築するなどの総合的な経済対策を推進します。
　観光については、待望の羽田空港の国際化もスタートし、国際都市東京
の表玄関として、品川区の発展の可能性はますます高まっています。今後
は、都市型観光アクションプランに羽田空港国際化対応事業を盛り込み、
区の魅力を世界へと発信していきます。
　品川区文化芸術・スポーツ振興ビジョンに基づき、22年度には第1回品
川区民芸術祭2010を開催しました。今後も、より質の高い文化芸術に親
しんでいただけるよう取り組みます。
※緊急経済対策については、上記「三つの緊急課題」を参照。

　社会構造の変化に伴い、家庭での養育の機能や地域の子育て力の低下が
危惧されます。これまで成長段階にあわせた子育て支援を推進し、親と子
がともに学び育つことのできる地域社会の形成に取り組んできました。子
どもたちの健やかな成長を、地域社会全体で見守ることのできる環境整備
に努めます。6校目の施設一体型小中一貫校となる豊葉の杜学園は、25
年4月の開校に向け本体工事に着手します。保幼小のスムーズな接続によ
り小一プロブレムなどを解決するため、保幼小ジョイント期カリキュラム
を本格的に実践していきます。
※総合的な待機児童対策については、上記「三つの緊急課題」を参照。

三緊急課題への継続的取り組み
つの

高齢者の住まいと安心対策
高齢者の安心生活を
支えるための基盤整備

区民活動の拠点となる基盤整備
地域力（町会・自治会活動）支援事業 …………… 4,274千円
荏原第三・第五地域センター改築、荏原平塚中学校跡の整備
　………………………………………………… 320,343千円
区民活動交流施設「こみゅにてぃぷらざ八潮」運営 … 89,934千円
協働を推進するための施設・制度の整備 ………… 7,938千円
産業振興・観光と国際化への取り組み
商店街イベント資金貸付事業創設 ……………… 20,500千円
住居と店舗の分離改修費用助成 …………………… 3,000千円
羽田空港国際化への対応、観光情報拠点（大井1丁目）の開設
　……………………………………………………… 5,150千円
商店街振興のための実態調査 …………………… 10,500千円
文化芸術・スポーツの振興
文化・スポーツ施設整備（平塚小学校跡） … 565,320千円
五反田文化センタープラネタリウム ………………… 948千円
品川区民芸術祭の開催 …………………………… 22,208千円
品川歴史館特別展「幕末の江戸湾防備と品川御台場」 … 9,980千円
新修品川区史の編さん ………………………………… 166千円
大井町行政サービスコーナーでの図書等取り次ぎサービス
　……………………………………………………… 6,478千円

学校教育
小中一貫校の建設（品川学園、豊葉の杜学園） …7,157,615千円
体験型経済学習の専用施設「スチューデント・シティ、ファイ
　ナンス・パーク」の再開（品川学園に併設） …… 4,827千円
小・中学校の改築 …………………………… 2,395,575千円
学力向上プランの推進 ……………………………… 5,907千円
八潮学園ものづくり授業 ……………………………… 900千円
小中一貫教育要領　特別支援教育編作成 …………… 480千円
子育ち・親育ち
親育ち支援事業の拡充（小中高生と赤ちゃんのふれあい事業）
　………………………………………………………… 729千円
青少年の地域貢献活動を通した親離れ子離れのすすめ … 1,285千円
幼児教育の充実（保幼小ジョイント期カリキュラムの実践～ス
　クール・ステイ事業モデル実施） ……………… 2,338千円
人権尊重
ＤＶに関する相談機能の充実 ………………………… 531千円

長期基本計画の五都市像の実現
つの

だれもが輝く　にぎわい都市

未来を創る　子育て・教育都市

総合的な待機児童対策
民間活力による保育施設の
開設を誘致

緊急経済対策
地域経済の活性化に向けた
総合的な経済対策の推進

豊葉の杜学園イメージ図

品川区民芸術祭記念合唱団演奏会
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23年度予算の主な項目（案）

23年度予算の主な項目（案）

　高齢者や障害のある方が住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らし続
けるには、自助・共助・公助のしくみがバランスよく機能することが大切
です。
　町会・自治会やＮＰＯ法人などとの協働を積極的に推進し、公的サービ
スと共助の重層的な連携により地域の課題解決に取り組んできました。こ
の度改訂した地域福祉計画では、区民と区との協働を基本方針に、相談・
支援・情報・基盤の四つを施策の柱として、福祉施策を総合的に展開して
いきます。
※高齢者の住まいと安心対策については、左記の「三つの緊急課題」を参照。

　環境への取り組みは継続が大切です。環境に対する意識や行動が区民
や事業者に定着し、地球環境にやさしい地域社会づくりを進めています。
23年度は区民の行動をさらに一歩進めることを目標に、地球温暖化対策
などの各施策を着実に推進します。
　清掃事業では、「陶器・ガラス・金属ごみ」の排出実態を踏まえ、4月か
ら収集回数を週1回から月2回へと変更します。
　品川区の生き物の生息状況や公園の樹木の実態調査を行い、身近な自然
の大切さを考える機会とします。
　4月から品川区景観計画の運用が始まります。景観まちづくりへの理解
や行動を区民の皆さんに広げていくため、シンポジウムの開催や景観アド
バイザーの配置など、啓発に努めます。

　安全で安心なまちづくりには、地域の防災力の向上と、利便性や快適性
の高い都市基盤の整備が必要です。
　住宅・建築物の耐震化を促進するための支援制度を拡充し、災害に強い
まちづくりを進めます。
　地域特性に応じた魅力ある都市空間の形成に向け、まちづくりの指針と
なる「（仮称）品川区まちづくりマスタープラン」の策定を進めます。
　防犯や交通安全への取り組みとして、区内警察署と協議してきた「区民
の安全向上に関する協働宣言」を安全・安心都市の実現に向けた大きな一
歩としていきます。
　災害対策のためにＡＥＤ付き自動販売機を区立公園などに設置し、売り
上げの一部を公園の維持管理費に充てるとともに、災害時の区民への飲料
供給にも利用します。

みんなで築く　健康・福祉都市

次代につなぐ　環境都市

暮らしを守る　安全・安心都市

高齢者福祉
高齢者の在宅生活の安心と安全確保
　（荏原地区の地域センター内に相談拠点設置） … 5,920千円
ＮＰＯ法人と協働で認知症予防 …………………… 1,169千円
いきいき健康マージャン広場の拡充 ……………… 2,260千円
障害者福祉
障害児の放課後等預かり事業の拡充 …………… 22,948千円
重症心身障害児（者）通所施設の整備 ………… 29,650千円
精神障害者のための地域生活安定化支援 ………… 6,452千円
健康の推進
小児用肺炎球菌ワクチン接種助成 ……………… 56,981千円
子宮頸

けい

がんワクチン接種助成 …………………… 39,425千円
ヒブワクチン接種助成 …………………………… 27,535千円
自殺予防・うつ病予防対策の推進（うつ相談、講演会、ストレ
　スチェック「こころの体温計」など） …………… 3,518千円

環境再生
エコカー導入促進助成 ……………………………… 4,163千円
エコアクション21認証取得支援 …………………… 1,722千円
事業所への省エネ診断、新エネ機器設置支援 …… 8,024千円
暮らしの中の電力シェイプ作戦 ……………………… 180千円
アスベスト調査助成 ………………………………… 2,513千円 
涼のみち整備 ……………………………………… 13,419千円
雨水利用タンク設置助成制度の拡充 ………………… 600千円
不用園芸土の拠点回収 ………………………………… 713千円
水とみどり
目黒川活用交流イベント …………………………… 3,333千円
生物多様性実態調査、樹種調査、樹木診断 …… 44,836千円
子どもたちの楽しめる絵本のような公園づくり
　（東品川海上公園にミッフィー広場を整備） …… 5,450千円
区立公園の分煙徹底 …………………………………… 317千円
しながわ水族館開館20周年記念イベント………… 7,550千円

災害に強いまちづくり
小・中学校への消火ポンプ設置、操法マニュアル作成
　……………………………………………………… 4,062千円
住宅・建築物耐震化支援制度拡充（補強設計助成の新設など）
　……………………………………………………192,545千円
品川シェルター設置助成の要件緩和 ……………… 6,000千円
市街地整備・交通環境
東急大井町駅の可動式ホーム柵整備への助成 … 93,300千円
（仮称）品川区まちづくりマスタープラン策定 … 15,114千円
エコ＆バリアフリー住宅改修助成 ………………… 8,092千円
親元近居支援事業（三世代すまいるポイント） …… 3,451千円
都市計画道路補助163号・205号線の道路整備工事
　…………………………………………………1,081,223千円
北品川地区の商店街電線類の地中化 ……………360,000千円
橋梁長寿命化計画に基づく修繕（浜川橋、弁天橋、荏川橋など）、
　公園整備〔（仮称）鮫洲入江埋立地公園、国文学研究資料館
　跡地公園）〕 ………………………………………749,816千円

ミッフィー花壇
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【23年度当初予算案の財政規模】
予算額（前年度比）

一般会計 1,378億8,516万1千円（0.9％減）
国民健康保険事業会計 366億4,689万 円（1.8％増）
後期高齢者医療特別会計 65億9,674万4千円（3.7％増）
介護保険特別会計 183億5,679万2千円（3.9％増）

一般会計の歳出を　　　　　　　　にたとえると…

　23年度予算は、緊急課題への重点的な取り組みと長期基本計画の着実な実現を
主眼に編成しました。全事務事業を対象とした事務事業評価において、必要性や効
率性の観点から検証を行い、約2億5千万円を削減しました。
　さらに業務執行体制の見直しなどにより、人件費などの義務的経費の抑制に努める
とともに、計画的に推進してきた小中一貫校や特別養護老人ホームなどの施設整備
の完了などによる投資的経費の減により、23年度一般会計予算は1,378億8,516万1
千円とし、22年度当初予算との比較では約13億円、0.9％マイナスの予算としました。

民生費 教育費 土木費 総務費

430円 168円
◎保育園待機児童解消　
◎特別養護老人ホームなどの整備
◎障害児の放課後等預かり事業

など

◎小中一貫教育の推進
◎小中一貫校の建設
◎小・中学校の改築　

など

衛生費 公債費 産業
経済費 議会費

83円 27円 19円 7円
◎各種がん検診、予防接種
◎ごみ収集、資源リサイクル
◎生物多様性実態調査

など

◎学校・公園・社会福祉施設整備
費などの償還

◎プレミアム商品券の発行
◎中小企業事業資金融資あっせん
◎観光情報拠点の開設

など
予備費 2円

一般会計

保育園運営、高齢者や
障害のある方など福祉
の充実のために

小・中学校教育や図書
館などの運営のために

130円
◎文化芸術・スポーツ活動施設の
　整備
◎こみゅにてぃぷらざ八潮の運営
◎区民芸術祭

など

文化芸術・スポーツ、
平和事業、防災や生活
安全のために

134円
◎都市計画道路整備
◎しながわ区民公園改修など　　
◎住宅・建築物耐震化支援

など

道路・公園・住宅など
のまちづくりのために

保健衛生や環境対策の
ために

公共施設の整備などを目的に
借り入れたお金を返すために

商工業の活性化のために 区議会の運営のために

当初予算案の概要

歳入
1,378億

8,516万1千円

歳出
1,378億

8,516万1千円

特別区税
382億 431万円

特別区交付金
（都区財政調整交付金）
356億円

国庫支出金
215億1,605万1千円

繰入金
102億6,114万8千円

その他　47億9,129万5千円
繰越金　24億円
諸収入　33億5,532万3千円

予備費　3億円
議会費　9億9,190万1千円
産業経済費　26億5,595万3千円　

都支出金
70億9,269万3千円

地方消費税交付金
53億5,000万円

特別区債
48億3,060万円

使用料及び手数料
44億8,374万1千円

特別区税
382億 431万円

特別区交付金
（都区財政調整交付金）
356億円

民生費
593億4,439万8千円

教育費
231億8,796万3千円

土木費
184億4,133万7千円

総務費
178億8,913万2千円

衛生費
113億6,728万円

公債費
37億719万7千円

民生費
593億4,439万8千円

　不況の長期化、少子高齢化の進展による社会構造の変化など、区政を取り巻く
環境はますます厳しくなり、健全財政を維持しつつ多様化する区民のニーズに応え
ていくためには、行財政改革のさらなる推進が必要です。
　23年度は多角的に行政サービスのあり方の検証・見直しを行い、より効率
的で効果的な区政運営をめざしていきます。
　事務事業評価は、各事業を見直す有効な手法の一つです。22年度に
実施した評価をさらに一歩進め、区民参加による評価制度の構築に取り
組んでいきます。厳しい経済環境のもとでは、区民の負担の公平性
の検証も必要です。
　施設運営については、保養施設などのあり方の検討を進めます。

区有財産の有効活用を図ることも重要であり、取り組みの一つとして、庁舎駐車場
を民間事業者に運営させ、維持管理経費の削減と収入確保を図ることで、区民サー
ビスに還元していきます。
　日曜開庁は開始以来、6万人を超える方が来庁され、窓口サービスの多様な展
開の必要性を実感しており、一層の充実に向け検討していきます。
　国では、基礎自治体への権限委譲に関する法案が議論されており、都区
の事務配分のあり方とも密接な関連があるので、今後の動向を見守っていき
ます。また、都区間での事務配分と移管については現在全項目の検討が終
わり、今後は具体化に向けた検討へと進みます。住民に一番身近な自治体
として引き続きしっかりと取り組んでいきます。

区政運営の基本姿勢 行財政改革をさらに進め、都からの事務移管に引き続き取り組みます
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●費用の記載のないものは無料
●対象は原則として
　区内在住・在勤・在学の方

平成23年
（2011）
3/11

日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員

¥ ＝費用・料金　参＝参加方法　　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催
＝E-mail　　　HP＝ホームページ（http://）情報館 情報館は5～8ページです

医療機関の24時間案内
●東京都保健医療情報センター（ひまわり）　☎5272－0303 ●品川消防署　☎3474－0119
●救急相談センター　　　　　　☎＃7119 ●大井消防署　☎3765－0119
　　　　　　　　IP電話などは　☎3212－2323 ●荏原消防署　☎3786－0119

日4月5日㈫・13日㈬・19日㈫・22日㈮
午後2時～4時（全4回）
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内効率のよい酸素の取り入れ方、呼吸
器リハビリなど
講師／／宮川哲夫（昭和大学大学院医学
博士）他

人18歳以上の慢性呼吸器疾患の方と家
族50人（抽選）
申3月24日㈭（必着）までに、はがき
で教室名、住所、氏名、電話番号を健
康課公害補償係（〠140－8715品川区
役所☎5742－6747）へ

呼吸器リハビリ教室

＝内科 ＝小児科 ＝歯科 ＝接骨 ＝薬局内 小 薬歯 骨

応急診療所 行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

小内
薬

小

  小児平日夜間／／午後8時～午後11時（受付は午後10時30分まで）

月～金曜日 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学病院中央棟4階

  休日昼間・夜間／／午前9時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

3月13日㈰
20日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分まで）

3月13日㈰

　　　藤川医院 大　井 7 －29－ 2 ☎3771－1764
　　　成田歯科医院 南品川 1 － 4 －24 ☎3472－8070
　　　歯科滝沢医院 西品川 2 －21－ 8 ☎3493－0703
　　　健康館なつ整骨院 東五反田 1 －19－ 2 ☎3444－3472
　　　小山接骨院 戸　越 5 －10－ 7 ☎3782－7568

3月20日㈰

　　　石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477
　　　東川歯科医院 南品川 1 － 8 － 8 ☎3450－2887
　　　とよつぐ歯科クリニック 平　塚 1 － 6 －20 ☎3788－0907
　　　つじ接骨院 南品川 2 － 8 －13 ☎3471－0263
　　　工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

  土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

3月12日㈯ 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181　　　　　　　　　　　　　　　昭和大学病院中央棟4階

3月19日㈯
　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383

小

内 小

薬
薬

小内

歯

骨

歯

小

骨

内

歯

骨

歯

小

骨

内

ろば康ひ健

※重病の方は119番をご利用ください。

お子さんの急な病気に困ったら　小児救急電話相談☎＃8000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IP電話などは☎5285－8898
月～金曜日午後5時～午後10時　土・日曜日、祝日午前9時～午後5時 

教室名 日時（全14回） 会場 定員

空手道 4/5～7/12の火曜日
午後6時30分～7時30分 総合体育館

〠141－0022 東五反田2－11－2
☎3449－4400 Fax3449－4401

各
30人

剣　道

4/6～7/13の水曜日
午後4時～6時

4/7～7/14の木曜日
午後5時～7時

戸越体育館
〠142－0042 豊町2－1－17
☎3781－6600 Fax3781－6699

15人

柔　道

4/7～7/14の木曜日
午後6時30分～7時30分 総合体育館 30人

4/6～7/13の水曜日
午後6時30分～7時30分 戸越体育館 20人

人小・中学生（抽選）　￥各3,400円（保険料込）
申3月18日㈮までに、往復はがきかFAXで教室名、住所、氏名、電話番号、
新学年を各会場へ　※通年の教室で継続可能。

日4月17日㈰午後2時～4時　場中小企業センター（西品川1－28－3）
内式典、懇親会　※軽食有り。
人ひとり親家庭で、4月に小・中・高校に入学するお子さんと保護者
主催／／品川区母子寡婦福祉連合会
申3月22日㈫までに、電話で子育て支援課児童家庭相談係☎5742－6589へ

少年少女武道教室

ひとり親家庭「新入学お祝い会」

いきいき筋力向上トレーニング　参加者とトレーニング協力員募集
コース 日時（全24回） 会場 対象（抽選） 内容 費用

いきいき

5月9日からの月・木曜日　
午前10時～11時30分

いきいきラボ関ヶ原
（東大井6－11－11）

次のすべてにあてはまる方
①区内在住でおおむね65歳以上
②自力で会場への往復ができる
③現在運動をするのに支障がない
④3月22日㈫（品川第一区民集会所午前・午後）、25日㈮（荏
原いきいき倶楽部午前）、28日㈪（いきいきラボ関ヶ原午前）
に行う説明会のいずれかに必ず出席できる　各16人

筋力トレーニングマシンを使っ
たトレ―ニング、ウオーキング、
ストレッチ運動などを通して日
常生活に必要な動作をスムーズ
に行える筋力づくりやバランス
維持

各
7,200円

5月10日からの火・金曜日　
午前10時～11時30分

荏原いきいき倶楽部
（荏原6－2－8）

5月10日からの火・金曜日　
午後2時～3時30分 品川保健センター

（北品川3－11－22）
はつらつ 5月9日からの月・木曜日

午後2時～3時30分 上記にあてはまり、体力に自信のある方16人 上記に加え、もう一歩進んだ体
力づくり 9,800円

わくわくクッキング東大井教室
日4月14日～6月23日の木曜日
午前10時～11時30分（全10回）
※調理実習（4回）のときは午
後1時まで。
場東大井地域密着型多機能ホーム
（東大井5－8－12）
人区内在住のおおむね65歳以
上で、会場への往復ができる方

10人（先着）
￥2,000円（材料費別）
申4月7日㈭までの午前11時～午
後5時に、本人が電話でみんな
の食育ステーション☎5783－
0881へ
問高齢者いきがい課
☎5742－6733

申3月17日㈭までの月～金曜日午前10時～午
後5時に、本人が電話でコナミスポーツ＆ライ
フ 0120－919－573へ
問高齢者いきがい課いきいき事業係
☎5742－6733

月・木曜日 午前9時30分～正午 いきいきラボ関ヶ原
午後1時30分～4時 品川保健センター

火・金曜日 午前9時30分～正午 荏原いきいき倶楽部
午後1時30分～4時 品川保健センター

内会場の準備、トレーニングの補助など
人各6人（選考）　謝礼／／1回2,000円
申電話でコナミスポーツ＆ライフへ

●トレーニング協力員

アサリの生態と潮干狩りの楽しみ方を大森貝塚
の紹介とあわせて展示します。
日3月19日㈯～5月9日㈪
※ナメダンゴ親子は3月16日㈬から登場します
（クリオネと同時展示）。
￥1,300円（800円）、65歳以上1,200円（700
円）、小・中学生600円（400円）、4歳以上300
円（200円）
※区内在住の方は住所（65歳以上の方は年齢も）
が確認できるものを各自提示すると（　）内の
金額になります。
場問同水族館（勝島3－2－1しながわ区民公園
内☎3762－3433）

しながわ水族館は10
月に開館20周年を迎
えます。24年3月ま
で楽しい企画をたく
さん開催します。

しながわ水族館「潮干狩り展」

（

（

）

）
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　区内在住・在勤・在学の方
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日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　　　人＝対象・定員
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高齢者の積極的な社会参加を図るため、区内在住
でおおむね60歳以上の方に、区の指定するボラン
ティア活動1回につき、1ポイント（年間50ポイン
ト上限）を付与します。ためたポイントは区内共
通商品券への交換か福祉施設などに寄付もできま
す。事前にボランティアセンターなどで申し込み
が必要です。

ボランティア対象施設／
区が指定する高齢者施設、障害者施設など（さわ
やかサービス、ほっと・サロンの活動も含む）
※申込用紙はボランティア対象の施設でも配布。
※詳しくはお問い合わせください。

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

ボランティア募集
品川ボランティアセンター☎5718－7172

HP  shinashakyo.jp/volunteer/

品川区地域貢献ポイント事業
品川ボランティアセンター☎5718－7172
高齢者いきがい課いきいき事業係☎5742－6733

●書道講師
高齢者施設で書道を通して交流を
図ります。
日月1回　時間と曜日は相談で
場ケアホーム西五反田（西五反田3）
●傾聴ボランティア
高齢者施設で利用者の話し相手を
します。
日週1回から（水～土曜日）
13:30～15:00で時間は相談で
場西大井在宅サービスセンター
（西大井2）
●お楽しみクラブ手伝い
高齢者施設でレクリエーション（体
操・ゲームなど）の補助をします。
日週1回から　（月～木・土曜日、祝日）
13:30～15:30
場東品川在宅サービスセンター
（東品川3）

●下膳の手伝い
高齢者施設で昼食時の下膳をします。
日週1回から　（金・土曜日）
11:30～12:30
場荏原在宅サービスセンター（荏原2）
●園芸水やり
テラスの花壇や食堂内の植物への
水やりをします。
日週1回から　（月・水・金曜日）
9:30～11:30で時間は相談で
場中延特別養護老人ホーム（中延6）
●手芸指導
高齢者に簡単な手芸品やビーズ製
品の作り方を教えます。
日週1回から（月～土曜日、祝日）
13:00～15:00
場デイサービスセンター友の里旗
の台（旗の台4）

ポ

ポ ポ

さわやかサービス協力会員募集
さわやかサービス☎5718－7173
HP  shinashakyo.jp/sawayaka/

ポ

■使用済みの切手・テレホンカード類（未使用も可）を品川ボランティ
アセンター（〠140－0014大井1－14－1）へ送ってください

ポ ポ

さわやかサービスは高齢者や障害者を対象とし
て、家事援助を中心に、区民相互の助け合いを支
援する有償のボランティアサービスです。地域の
助け合い活動に参加しませんか。
内掃除、食事作り、外出の付き添い、福祉車両（車
椅子ごと乗れる車両）の運転など

謝礼／1時間700円（交通費支給）
人18歳以上の方

【協力会員募集説明会】
日3月22日㈫午後2時～3時30分
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

大井町駅東口・西口第2区営自
転車等駐車場を移設します
　池上通り大井陸橋耐震補強工事実施
に伴い、9月から25年7月頃まで、同陸
橋下の駐車場を移設します。
　これにより、4月利用分より定期利用
の6カ月更新ができなくなります。ご理
解・ご協力をお願いします。
問土木管理課自転車対策係
☎5742－6786

障害者のための職業相談
日3月25日㈮午後1時～4時
※1人30分。
場心身障害者福祉会館（旗の台5－2－2）
人区内在住で就職を希望する障害者
申電話かFAXでハローワーク品川（☎
3588－8631 Fax3589－3623）へ

ニュージーランド地震救援金募
金箱を設置します
　2月22日にニュージーランド・クラ
イストチャーチ近郊で発生したマグニ
チュード6.3の地震は、甚大な被害をも
たらしましたが、友好都市オークラン
ド市には被害が及びませんでした。こ
の地震で被災された方に心からお見舞
い申し上げます。
　品川区国際友好協会では、被災され
た方を支援するため、協会窓口に救援
金募金箱を設置しましたので、ご協力
をお願いします。
　なお、救援金は、日本赤十字社を通
じて被災者の方々の救援活動に役立て
られます。
開設時間／／3月31日㈭までの月～金曜
日午前9時～午後5時　※祝日は除く。
募金設置場所・問品川区国際友好協会
（第三庁舎4階☎5742－6517）
●直接送付される方は、日本赤十字社
の救援金振込窓口へお送りください
金融機関／郵便局・ゆうちょ銀行
口座番号／00110－2－5606
口座名義／日本赤十字社
※振替用紙の通信欄に「ニュージーラ
ンド地震」と書いてください。
※詳しくは、HP www.jrc.or.jp/へお問い
合わせください。

子どもすこやか医療費助成
　病気やけがなどによって受診された
場合、健康保険診療の自己負担分を区
が助成します。
　子ども医療証をお持ちでない方は申
請してください。
人区内在住で15歳まで（中学3年生以
下）のお子さん　※申請した日から医
療費助成対象になります。
申お子さんと保護者の健康保険証、印
鑑を持って子育て支援課へ
●有効期限が3月31日の乳幼児医療証
か子ども医療証をお持ちの方へ
①4月から小学生になる「乳幼児医療証」
をお持ちの児童には、4月1日から有効
の「子ども医療証」を3月下旬にお送り
します。
②中学3年生（15歳）への助成は、3月
31日で終了します。
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
問子育て支援課児童手当係
（本庁舎7階☎5742－6721）

高年齢者向け「マンション清
掃ミニ就職面接会」
日3月23日㈬午後1時～4時
職種／／マンション清掃
人おおむね55歳以上の就職希望者
※当日、写真付き履歴書をご持参ください。
場申電話でサポしながわ（北品川3－
11－16品川第一地域センタービル2階
☎5783－5539）へ

介護者教室
より良い認知症介護のために
認知症のある方を支えるチームケアに
ついて学びます。
日3月26日㈯午後1時30分～3時
人20人（先着）
場申3月25日㈮までに、電話で月見橋
在宅サービスセンター（南大井5－2－
17☎5767－0626）へ

介護者教室～認知症になって
も住めるまちづくりのために
認知症を理解して、みんなでサポート
してみませんか。
日3月23日㈬午後1時30分～3時30分
人25人（先着）
場申3月22日㈫までに、電話で西大井
在宅サービスセンター（西大井2－4－4
☎5743－6125）へ

シルバー人材センター
入会出張相談
自分にあった仕事が見つかります。
日3月30日㈬午前10時～午後3時
人区内在住で、健康で働く意欲のある
60歳以上の方
場参当日、荏原第五区民集会所（二葉
1－3－37）へ
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713
※55歳からの無料職業相談所「サポし
ながわ」の入会相談も開催します。

介護者教室
えっ？「栄養失調」が現代病？
誰でも「低栄養」になってしまう危険が
あります。「低栄養」を予防・改善する
簡単な食事法を栄養士が紹介します。
日3月16日㈬午後1時30分～3時
人20人（先着）
場申3月15日㈫までに、電話で西大井
在宅サービスセンター（西大井2－4－4
☎5743－6125）へ

さくら会　臨時職員募集
日月～金・日曜日＝午前7時30分～9時
木・日曜日＝午前11時45分～午後1時
15分・午後5時30分～7時30分
※曜日、時間帯、回数は相談。
場ケアセンター南大井
（南大井5－19－1）　
内食事介助
資格／ヘルパー2級以上若干名（選考）
時給／1,000円　※交通費支給。
申電話連絡の上、履歴書をさくら会（〠
140－0013南大井5－19－1☎5753－
3900）へ郵送

リサイクルショップ「リボン」
アルバイト募集
日週3日程度（時間交代制）
旗の台店＝午前10時30分～午後7時
大井町店＝午前10時30分～午後5時45分
内販売、受託品の受け付けなど
時給／／900～1,100円（交通費支給）
場申電話で同ショップ旗の台店（旗の台
5－13－9☎5498－7803）か、大井町店
（広町2－1－36☎5742－6933）へ

スポーツ

バドミントン一般開放
日3月15日㈫・22日㈫・29日㈫
①午後1時～3時30分
②午後3時45分～6時15分
￥1回200円
※①②の両方に参加すると1日300円。
運営／／八潮地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動できる
服装で費用を持ってこ
みゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）へ
問文化スポーツ振興課
スポーツ係

障害者スポーツフリー利用
会場 曜日 費用（保険料）
総合
体育館

第1土曜日（全10回）
※5月、24年1月除く 300円

戸越
体育館

第3土曜日（全11回）
※8月除く 330円

※時間は午前9時30分～11時30分。
日4月～24年3月
内軽スポーツなど
人自分で身の回りのことができ、会場
まで通える小学3年生以上の方
参初回に、費用を持って会場へ

志賀高原発哺温泉スキー教室
日4月1日㈮午後11時～4月3日㈰午後9時
（大井町駅前集合・解散、往復バス、ホ
テル1泊、車中1泊）
宿泊／／薬師の湯
人高校生以上で初級以上の方40人（先着）
￥19,000円
申3月23日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

フォークダンス初心者教室
日4月1日～22日の金曜日
午前9時20分～11時20分（全4回）
場ウェルカムセンター原・交流施設
（西大井2－5－21）
内フォークダンスと基本ステップ
￥2,520円（保険料込）
申3月20日㈰までに、はがきで教室名、
住所、氏名、年齢、電話番号をスポー
ツ協会へ

お知らせ スポーツ

求人



硬式テニスクラブ対抗戦
日内4月3日㈰＝リーグ戦
24日㈰＝順位別トーナメント戦
場しながわ区民公園（勝島3－2）
内ダブルス団体戦
（男子、女子、ミックス）
人区内在住か在勤の方、連盟登録者
16チーム（先着）
￥1チーム12,000円
連盟登録チーム9,000円
主催／品川区テニス連盟
申3月27日㈰までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ

空手道教室
日4月5日～8月30日の火曜日
午後7時30分～8時30分（全20回）
※通年の教室で継続可能。
場総合体育館
人16歳以上の方30人（抽選）
￥9,600円（保険料込）
申3月18日㈮までに、往復はがきか
FAXで教室名、住所、氏名、年齢、電
話番号をスポーツ協会へ

食の安全・安心を考える講演会
食のエキスパートに学ぶ
食品衛生術
日3月25日㈮午後2時～4時
人180人
場参当日、講堂（第三庁舎6階）へ
問生活衛生課食品衛生担当
☎5742－9139

区民プロデュース型講座
講演会を開催する団体を
募集します
区民を対象にした講座や講演会を、区
に代わり企画し開催していただきます。
テーマ／／地域社会、文化芸術・スポー
ツの振興、青少年育成・支援、家庭教
育の振興や若者支援、高齢社会、人権
啓発・男女共同参画、平和・環境問題
など
※昼間開催する場合や家庭教育の支援
関連の講座は幼児の保育を行っていた
だきます。
内6月20日～24年3月31日に、
①講座は1回2時間で5～10回開催
（委託料10万～20万円）
②講演会は2時間で1・2回開催
（委託料1万～6万円）
人社会教育関係団体に登録して1年以上
経過し、10人以上の会員で構成する団
体（選考）
①講座7団体　②講演会4団体
※受講者が、①講座は30人以上、②講
演会は70～100人を見込めること。
申請書配布場所／／

文化スポーツ振興課、文化センター
※区ホームページからダウンロードも
できます。
申4月22日㈮までに、申請書を文化ス
ポーツ振興課へ持参
※自主グループ講師派遣と重複不可。

第110回高齢者と介護者のた
めの料理教室
心と体に良い料理を作りましょう。
日3月22日㈫午後1時30分～4時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
人20人（先着）
￥600円
申3月17日㈭までに、電話で成幸ホー
ム☎3787－5393へ

日曜サークルスタッフ募集
生涯学習の一環として、軽度の知的障
害のある方の余暇活動を支援します。
日内①原則として月1回程度の日曜日に
開催するサークル（年間14回）
②サークル運営のための会議など（年
間数回）
※活動費の一部を区が負担します。
人20～60歳くらいで年間を通して活動
でき、障害者の活動支援に理解や関心
のある方若干名（選考）
申3月25日㈮までに、電話で文化スポー
ツ振興課生涯学習係へ
○区ホームページから電子申請もでき
ます。
説明・面談／3月27日㈰①午前10時②
午後1時、③29日㈫午後6時のいずれか

ウェルカムセンター原・交流
施設の教室
①親子で社交ダンス入門
日4月9日～23日の土曜日
午後1時30分～3時（全3回）
人5歳児～小学生と保護者15組（抽選）
￥1組3,000円（保険料込）
②簡単レンジクッキング教室
日4月9日㈯午前10時～正午
内のり巻き（文銭まき）、そばむし羊か
ん、すまし汁、鳥の照焼き
人10人（抽選）
￥1,000円（材料費込）
③脳の疲れを癒す手のツボ療法入門
日4月10日㈰午後1時～3時
人30人（抽選）
￥1,000円（教材費込）
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
申3月26日㈯（必着）までに、往復は
がきで教室名、番号、住所、氏名、年齢、
電話番号を同施設（〠140－0015西大
井2－5－21）へ
※定員に満たない場合は、中止するこ
とがあります。
問大井第三地域センター
☎3773－2000

メイプルセンターの講座
①スイーツデコ～フェイクスイーツを
作って小物入れをデコっちゃおう
日4月10日㈰、5月8日㈰、6月12日㈰
午前10時～正午（全3回）
人12人（先着）　￥8,250円（教材費込）
②ゆっくりパソコン教室＜入門＞
日4月11日～6月13日の月曜日
午後1時30分～3時（全6回）
人9人（先着）
￥21,000円（テキスト代別）
③やさしい上絵付け
青白磁の茶碗に菖蒲を描く
日4月15日㈮午前10時～午後1時
人10人（先着）　￥3,900円（教材費込）
④江戸風鈴の絵付け教室
日4月16日㈯午後1時30分～3時30分
人16人（先着）　￥3,450円（教材費込）
⑤世界のマッサージを学ぼう
自宅で簡単にできるセルフマッサージ法
日4月23日㈯、5月28日㈯、6月25日㈯
午前10時～正午（全3回）
人14人（先着）　￥6,750円（教材費込）
⑥ウクレレ＜ビギナークラス＞
日4月9日～6月25日の土曜日
午後1時～2時15分（全11回）
※3月19日㈯の見学可。
人12人（先着）
￥15,400円（テキスト代別）
－－－－－－－－　  共　 通　  －－－－－－－－
場申電話で同センター（西大井駅前☎
3774－5050）へ

「いきいきカラオケ広場」で
仲間づくり・健康づくり
登録期間／／4月1日～24年3月31日
場カラオケルーム歌広場
目黒・大森店＝月～日曜日、祝日
五反田店＝月～金曜日　※祝日は除く。
内室料半額（ソフトドリンク付き）
※目黒・大森店の土・日曜、祝日の室
料は3割引になります。
※室料は、会場・時間帯により異なり
ます。※飲食料金は自己負担。
人区内在住の60歳以上で構成された5
人以上のグループ
申はがきに「カラオケ広場」とし、グルー
プ名、代表者の氏名・電話番号、全員
の氏名・住所・生年月日を高齢者いき
がい課いきいき事業係（〠140－8715
品川区役所☎5742－6733）へ

第177回日曜コンサート
日3月20日㈰午後1時30分～3時
曲目／ガーシュイン「ラプソディー・
イン・ブルー」他
出演／／品川クラシック音楽協会
場参当日、中小企業センター3階レク
ホール（西品川1－28－3☎3787－3041）へ

ミニ青空市の開催
マイバッグをご持参ください。
日3月17日㈭午前10時から
内安全安心な有機無農薬・減農薬栽培
の野菜と果物の販売
場問消費者センター
（大井1－14－1☎5718－7181）

田植え体験とマス釣り
品川＆早川ふるさと交流
地元の小学生とともに田植えを行い、
マス釣りやバーベキューを楽しみます。
日5月14日㈯午前7時30分～15日㈰午
後5時30分（区役所集合・解散、1泊2日、
往復バス）
宿泊／／町営ヘルシー美里（温泉）
人区内在住か在勤の方41人（抽選）
※小学生以下は保護者同伴。
￥10,000円、小学生以下6,000円
（交通費・宿泊費込）
申3月22日㈫（必着）までに、はがき
かFAXに「田植え」とし、参加者全員
の住所・氏名・年齢・性別・電話番号
を地域活動課市町村交流担当（〠140
－8715品 川 区 役 所 ☎5742－6856 
Fax5742―6877）へ

品川介護福祉専門学校
オープンキャンパス
春一番、介護の“学ぶ＆働く”を見に
来ませんか。
日3月27日㈰午前10時～正午
内介護の仕事紹介、学校紹介・見学、
在校生・卒業生を交えたトークタイム
など
人介護福祉士をめざしている方
場申3月25日㈮までに、電話で同校☎
5498－6364へ
※学校見学も随時実施しています（要
予約）。

品川清掃工場見学会
日3月26日㈯午前10時～11時30分
（現地集合・解散）
内ビデオなどによる説明、施設見学
人50人（先着）
場申3月24日㈭までに、電話で品川清
掃工場（八潮1－4－1☎3799－5353）へ

「早川ファンクラブ」新会員募集
内年3回程度、早川町の祭り（山菜祭り、
紅葉とそば祭りなど）参加、ハイキング、温
泉巡りなど　
※会員の企画により実施。
人区内在住か在勤で、早川町の自然・
文化に興味のある方30人程度（抽選）
￥年1,000円　
※実費負担有り。
申電話で早川ファンクラブ・真武☎
3493―8949（午後6時～8時）へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

（7）

講座・講演

催　し ★

★

問い
合わせ

●文化スポーツ振興課　Fax5742－6585・6893
〠140－8715  広町2－1－36 第二庁舎6階
　●スポーツ係　☎5742－6838
　●生涯学習係　☎5742－6837
　●文化振興係　☎5742－6835・6

●品川区スポーツ協会・総合体育館
受付時間 : 午前9時～午後7時
※土・日曜、祝日は5時まで。
〠141－0022　東五反田2－11－2
☎3449－4400　Fax3449－4401

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600
Fax3781－6699

●品川保健センター
〠140－0001　北品川3－11－22　☎3474－2225
●大井保健センター
〠140－0014　大井2－27－20　☎3772－2666
●荏原保健センター
〠142－0063　荏原2－9－6　☎3788－7016

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

クレー射撃 3/27㈰
筑波射撃場
（茨城県）

当日午前9時
に会場へ

8,000円
○トラップの部　○スキートの部（各100発）　
※弾は各自持参、銃砲等所持・猟銃用火薬類等譲受許可証を携帯のこと

ソフトテニス
4/10㈰

しながわ区民公園
（勝島3－2）

3/20㈰
1組800円

中高生1組500円

4/10　○中学男子・女子
4/17　○高校男子・女子　○一般男子・女子

○壮年（45歳以上）男子・女子
※予備日5月15日㈰しながわ区民公園4/17㈰

有明テニスの森
（江東区有明2－2－22）

4/1㈮

少林寺拳法 4/17㈰
戸越体育館

（豊町2－1－17）

4/8㈮
500円

小中高生300円
○単独演武（級の部、段の部）　○自由組演武（一般段の部）
○規定組演武（小学生の部、一般段外の部、一般段の部）

卓球 4/17㈰ 3/29㈫
500円

18歳以下300円
○一般男子・女子　○壮年（45歳以上）男子・女子
○18歳以下の男子・女子　※全種目シングルストーナメント戦

申各申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※年齢は、ソフトテニスは大会日当日、卓球は24年4月1日現在。
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● 八潮南特別養護老人ホームなど開設
● 杜松小学校の跡地利用計画案
● 品川シルバー大学
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古紙配合率70％再生紙を使用しています

品川区

品川区は、サービス精神、
チャレンジ精神、新感覚
でイメージアップ運動を
進めています。

アナログ放送は、あと9カ月で終了します
　総務省東京都中央テレビ受信者支援
センター☎6743－0500
問
デジサポ東京中央
☎6743－0500

1月22日㈯、荏原文化センターで、「地域のチカラで
孤立死防止　高齢者等地域見守り活動報告会＆講演
会」を開催。第1部は三つの町会・自治会から活動報
告があり、第2部では「なぜ地域で助け合うことが大
切か　見守り活動の意義とポイント」をテーマに講演
会が行われました。

防災

1月14日㈮・15日㈯、品川区防災フェア開催

1月20日㈭、品川・大井・荏原の区内3消防署長が
地区ごとの取り組みや災害状況などを報告

1月20日㈭、戸越二丁目区民消火隊と五友會が
地域防火防災功労賞の受賞を報告

2月7日㈪、江戸消防記念会に防災意識の普及・
啓発への協力に対する感謝状を贈呈

1月21日㈮、第一日野小学校を会場に、品川区教育委
員会研究学校（園）が保幼小の連携をテーマにした
共同研究発表会を開催し、全国から700人を超える教
育関係者が参加しました。

教育委員会研究学校(園)
保幼小共同研究発表会

地域のチカラで
孤立死防止

しながわ写真ニュース

区議会のケーブルテレビ放送
3月22日㈫に行われる予算特別委員会総括質疑の様子が、ケーブルテ
レビ品川で放送されます。

3月29日㈫ 4月3日㈰〈再放送〉
品川自民党区議団

14:00
〜
22:00

民主品川

14:00
〜
22:00

品川区議会公明党 品川区議会無所属クラブ

日本共産党品川区議団 品川区議会無所属の会

民主品川 品川・生活者ネットワーク

品川区議会無所属クラブ 品川自民党区議団

品川区議会無所属の会 品川区議会公明党

品川・生活者ネットワーク 日本共産党品川区議団

税

問品川税務署☎3443－4171　荏原税務署☎3783－5371

●22年分所得税・贈与税の申告と納付の期限は、3月15日㈫です
●22年分個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納付の期限は、3月31日
㈭です
・納税は、振替納税かe－Tax（国税電子申告・納税システム）をご利用ください。
・納付書で納付される場合は、納付書に金額などを記入の上、近くの金融機関
で必ず上記の納付の期限までに納付してください。

税のたより

※ケーブルテレビで放送された会議の様子は、放送終了後に品川区議会ホー
ムページで配信します。またDVD、ビデオテープを貸し出していますので、
希望の方は電話で区議会事務局☎5742－6810へ。4月10日㈰は東京都知事選挙の投票日です

期日前投票をご活用ください

●期日前投票のできる場所・期間・時間

会場 期間 時間

品川区役所　第二庁舎６階 3月25日㈮～4月9日㈯ 午前8時30分～午後8時
※土日も受け付けます地域センター（13カ所） 4月3日㈰～9日㈯ 

※地域センターの窓口では、平日の午後5時以降と土・日曜日は期日前投票の受付の
み行います。住民票の写しの発行などの通常業務は行いませんのでご注意ください。
問選挙管理委員会事務局☎5742－6845

こみゅにてぃぷらざ八潮こみゅにてぃぷらざ八潮
オープニングイベントを開催オープニングイベントを開催

選挙人名簿に登録があり、投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで、
投票所へ行くことができないと見込まれる方は、事前に期日前投票所で投票ができ
ます。投票の際には、ご自分の入場整理券をお持ちください。

3月26日は3月26日は
「非核平和都市品川宣言」「非核平和都市品川宣言」
制定日です制定日です

日3月14日㈪～28日㈪　場本庁舎・第二庁舎3階連絡通路
問総務課平和担当☎5742ー6625

区では、核兵器廃絶と恒久平和確立の願いを込め、昭和60年3月26日
に「非核平和都市品川宣言」を制定しました。これを記念して広島・長
崎平和使節派遣の成果発表資料や被爆当時の写真などの展示をします。
この機会に、あらためて戦争の悲惨さや平和について考えてみませんか。

シンボルマーク

2月1日㈫に区民活動交流
施設「こみゅにてぃぷらざ
八潮」がオープンしました。
同施設は文化芸術・スポー
ツやレクリエーション活動、
地域活動・協働を推進し、
八潮地域の活性化を図るこ
とを目的としています。オー
プニングイベントには、展
示や発表、講座など約30団
体が参加しました。

国税庁ホームページHP www.nta.go.jp/

1月30日㈰に




