
　品川警察署では、区と連携し、自転車が安心して走れる環境づくりや自転車利用者
の交通ルールの周知、マナーの向上に向けた各種対策を行ってきました。ハード面では、
自転車走行レーンや自転車ナビマークの設置、ソフト面では、小・中学生、高齢者を
中心に、交通安全教材を使った教室や、スタントマンが体を張って自転車事故の再現
をするスケアードストレイト方式の教室を行っています。また、悪質な違反者の取り
締まりも強化しました。その効果もあり、自転車による交通事故件数が減っています。
マナー向上のため、警察・区で行っている交通安全教室に参加しましょう。

   、品川区では。まい自転車の正しい乗り方を学ぼう特集： 21日号ではテーマを設けて、
品川区内の「動き」をお伝えしています。
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交通ルールを守り、安全・快適な
自転車運転を心がけましょう

交通安全教室を機会にもう一度自転車ルールを学び直しましょう
品川警察署交通課長　中尾利幸さん

品川区内の交通事故・自転車事故件数
平成15年 23年 24年 25年

交通事故件数 1,895 1,227 1,111 939
自転車事故件数 592 492 396 388

違反を
してい

ると、

こんな

危険な
目に！！

問い合わせ 土木管理課交通安全係☎5742－6782

車道の左端に、ナビマークや青色で舗装された自転車走行レ
ーンも増えています。

自転車走行はナビマークを目印に！

自転車走行レーンを色分けした道路自転車ナビマーク

自転車の手放し運転、並
列走行、ヘッドフォンの
着用、携帯電話操作など、
このどれもが違反です。
視界が狭くなり、走行す
る他の自転車や歩行者に
気づかないことも。

10年前と比較すると、交通事故は半
数以下に、自転車事故は約35％の減
となっています。
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6月2日㈪大崎中学校にて、スケアードストレイト方式の自
転車安全教室が行われました。目の前で次々と再現されて
いく自転車事故に声をあげ驚く生徒たち。命の大切さやルー
ル違反の危険性、そして正しい乗り方がどれだけ大切か、
この体験から多くのことを学べたようです。

自転車安全教室を体験

時速40km
で走行する

車

と衝突する
自転車。マ

ネ

キンの首が
取れるほど

の

破壊力です
。

野澤莞太くん（9年2組）
40kmのスピードであの衝撃にびっくりしまし
た。あれが自分だと思ったらぞっとしました。
携帯を操作しながらの片手運転走行は絶対に
やってはいけないと思いました。

こ ん な 意 見 も !

！

！
！

今日の指導を見
て、いつ自分が
事故にあっても
おかしくないん
だなと思いまし
た。 実際に起こりそうなものばかりでとても怖かったです。

本当に勉強になること
ばかりだったので、こ
れからの日常生活に生
かしていきたい。

「自分だけなら」という
気のゆるみから大きな
事故になるという事が
わかりました。

今日の体験教室
で学んだ事を理
解するだけでな
く、行動に移す
事が大切だと思
います。

警察官の「臆病
になる勇気を持
て」という言葉
を聞いて、その
通りだなと思い
ました。

礒田奈菜子さん（9年1組）
スタントマンがトラックに
巻き込まれるところは本当
に怖かったです。改めて曲
がり角は注意しないといけ
ないと思いました。

運転手から
見える範囲

や

曲がり角で
のタイヤ軌

道

など、巻き
込み事故を

再

現しました
。

目の前で起
こる

危険な事
故の

数々に生徒
たち

も真剣な表
情に

変わってい
きま

した。

向坪涼夏さん
（9年3組・生徒会長）
マナー違反がどれだけ危険
かがわかりました。この安
全教室を全生徒で共有でき
たのは本当に良かったで
す。これからも自転車マ
ナーを一つ一つ守っていき
たいです。

実演の最後
に、中尾さ

んから一

言「この教
室を体験し

て事故は

怖いと思っ
て欲しい。

そうすれ

ば自転車に
乗るときに

、その怖

さを思い出
して交通ル

ールを

守ってくれ
ると思いま

す」

禁止されて
いる傘差し

運転。視

野が極端に
狭くなり衝

突の危険

性が高い行
為です。

普段何気なくルー
ルを守らずに自転
車運転をしてしま
うと思わぬ事故に
つながり、危険に
さらされてしまう
とわかりました。

住宅修築資金融資あっ旋・エコ＆バリアフリー住宅改修助成

●お気軽にお問い合わせください

五反田法律事務所五反田法律事務所
品川区東五反田1－13－12 いちご五反田ビル5階

☎3447－1361 ★五反田駅東口　徒歩１分

相続・
遺言  

交通
事故

債務
整理 不動産離婚
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  ご協力ください
■拠点回収
（古着、廃食用油、不用園芸土、小型家電＜特定品目＞）
8月9日㈯・23日㈯午前10時～正午＝小学校など
29カ所　小学校（台場・三木・第一日野・第三日野・
後地・小山・第二延山・大原・鈴ケ森・浅間台・京陽・
城南第二・立会・旗台・大井第一・延山・宮前・芳水・
伊藤）、小中一貫校（日野・伊藤・豊葉の杜学園）、地
域センター（品川第一・大崎第一・大井第二・大井第三・
八潮）、区役所、品川区清掃事務所　※雨天決行。

■インクカートリッジの回収
家庭で使用済みになったインクカートリッジを区役
所・地域センターなど26カ所で回収しています。

   リサイクル情報紙「くるくる」
「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」を紹介しています。
毎月1日発行で地域センター・図書館などの区施設な
どに置いてあります。9月号の掲載は、8月22日㈮まで
に電話かFAXでお申し込みください。

   リサイクルショップ「リボン」
18歳以上の方はどなたでも出品できます。希望の方は
電話か店頭で予約してください。
※出品時、住所・年齢の確認できるものが必要です。
手数料／出品1点につき100円（家具は300～500円）
定休日／両店とも水曜日
※販売実費として、売り上げの42％をいただきます。
※不用品交換情報ボードは無料です。希望の方は来店
してください。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。

旗の台店
旗の台5－13－9　旗の台駅南口下車　☎5498－7803
営業時間／午前11時～午後7時（祝日は午後5時まで）
夏季休業／8月3日㈰～16日㈯
取扱商品／衣服など日用品
●旗の台店「サンダル、スニーカー、靴」の出品募
集
日7月24日㈭～28日㈪午後1時～4時
※身分証明書を持って、予約なしでお越しください。
※出品は1人1回10点まで。
※詳しくはお問い合わせください。

大井町店
広町2－1－36　第三庁舎2階　☎5742－6933
営業時間／午前10時～午後5時30分
夏季休業／8月12日㈫～16日㈯
取扱商品／家具、インテリア用品、贈答品など
※家具など、自分で持ち込みできない方に運送業者を紹
介します（運送料は有料）。

回収時間外に、回収品目を施設に置いていく行為は
おやめください。
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Fax

資源持ち去り防止テープを
ご活用ください

　品川区が回収する古紙の持ち去りを防止する
ため、資源持ち去り防止テープを地域センター、
品川区清掃事務所（品川・荏原庁舎）で配布し
ています。
　持ち去り行為の減少のために、資源持ち去り
防止テープをぜひご活用ください。

道路交通法が
改正されました

①自転車は、車道が原則、歩道は例外
　 道路交通法上、自転車は軽車両に位置付けられています。歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
②車道は左側を通行

　  自転車は車道の左端に寄って通行しなければなりません。
③歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行

　  歩道ではすぐ停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
④安全ルールを守る

　下記は禁止された行為です。違反すると罰金や科料の対象となります。

　 児童・幼児の保護責任者
は、児童・幼児を自転車
に乗車させる場合は、乗
車用ヘルメットをかぶら
せるようにしましょう。

⑤ 子どもはヘルメット着用

自転車は自動車と同じ「車両」です。交通ルールを知らずに、違反運転をしていると非常に危険です。正しい交通ルー
ルを学び、自転車を安全に利用しましょう。

自転車安全利用五 則

●自転車も飲酒運転は禁止 ●夜間はライトを点灯●二人乗りは禁止

●並列走行は禁止
罰則 罰則

罰則

罰則

罰則
5年以下の懲役または100万
円以下の罰金
※酒に酔った状態で運転した場合

3カ月以下の懲役または5万
円以下の罰金

3カ月以下の懲役または5万
円以下の罰金
※一時停止の標識を守り、狭い道
から広い道へ出るときは徐行する

2万円以下の罰金または科料

2万円以下の罰金または科料
※ 「並進可」の標識のある場所以
外では禁止

5万円以下の罰金
※ 前照灯および尾灯または反射機
材をつける

●信号を守る

●交差点での一時停止と安全確認

罰則

■家庭用電気式生ごみ処理機購入費の一部を助
成します
助成額・対象など詳しくはお問い合わせください。
○区ホームページから電子申請もできます。

●自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側に限定されました。
● 警察官は、ブレーキに不備のある自転車に対して、停止させて検査を行い、
応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになりました。

自転車利用者に対する法改正（25年12月1日施行）

歩道

車
道

歩
道
の

走
行
は
例
外

歩
道
は

歩
行
者
優
先

車
道
の
右
側
は

走
行
禁
止

問品 川 警 察 署☎3450－0110　　　大 井 警 察 署☎3778－0110
　大 崎 警 察 署☎3494－0110　　　荏 原 警 察 署☎3781－0110
　東京湾岸警察署☎3570－0110

警察署では、関係団体などと連携して様々
な交通安全教室を開催しています。開催
日程や会場など、また、改正された道路
交通法の詳細については、最寄りの警察
署の交通総務係にお問い合わせください。

交通事故防止のため、明るく
目立つ色の服装や反射材を身
に付けて、車の運転者に自分
の存在をアピールしましょう。
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ろば康ひ健

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://）

●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26年
（2014）
7/21情報館 情報館は4～7ページです。

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） 1日㈮ 6日㈬ 22日㈮
うつ病あんしん相談 22日㈮ 6日㈬ 6日㈬
高齢期のこころの相談 26日㈫ 19日㈫ 19日㈫・27日㈬
児童思春期のこころの相談 6日㈬ 28日㈭ 28日㈭

保健センターのこころの健康専門医相談 8月

問各センターへ

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

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）

7月21日㈷
27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）

7月21日㈷

 林医院 東大井 3 －21－12 ☎3761－7780
 服部デンタルクリニック 南大井 6 －26－ 2 ☎5471－4622
 新井歯科医院 平　塚 2 －15－14 ☎3784－7084
 飯塚接骨院 南大井 4 －11－ 6 ☎3763－3270
 荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520

7月27日㈰

 赤沼医院 大　井 2 －21－10 ☎6809－9236
 はぎさわ歯科 西大井 6 －13－12 ☎3778－0418
 米山歯科 小　山 3 － 2 －10 ☎3794－0235
 成進整骨院 大　井 3 － 2 － 2 ☎3775－3166
 せきね接骨院 戸　越 5 －19－12 ☎3784－2161

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

7月26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

小

小

内

内

内

小

小

小

歯

歯

歯

歯

骨

骨

骨

骨

内 小

薬
薬

※重病の方は119番をご利用ください。
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）　 ●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎5272－0303 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323 
●品川消防署　　　　 ●大井消防署　　　　●荏原消防署
　☎3474－0119　　　 ☎3765－0119　　　☎3786－0119　

2020東京オリンピック・パラリンピックの予定競技を見に行きます。
日8月30日㈯（総合体育館午前9時集合・午後5時30分解散、往復バス）
場駒沢オリンピック公園総合運動場体育館（世田谷区）
内バドミントン観戦、バドミントンの話　他　※昼食は各自用意。
人小学5年生～中学生40人（抽選）
申8月10日㈰（消印有効）までに、往復はがきかFAXに「バドミント
ン」とし、住所、氏名（ふりがな）、学校名、学年、電話番号、保護
者の氏名をスポーツ協会へ

日8月20日㈬午後2時～4時
講師／斎藤昭義（東京ガス中央支店地域広報グループ課長）
人小学生25人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。
持ち物／万華鏡を持ち帰る袋
場申7月31日㈭（必着）までに、往復はがきかFAXで講座名、参加
者の住所・氏名・年齢・電話番号かFAX番号を環境情報活動センター
（〠140－8715品川区役所第三庁舎3階☎・Fax5742－6533）へ
※ HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

保育園・幼稚園をチャイルドステーションとしてご利用ください

人生後57日～就学前のお子さんと保護者、妊産婦の方（先着）
※定員は実施園、実施内容により異なります。
申利用日の3日前までの午後2時～5時に､ 希望の園へ
問実施園、保育課運営係☎5742－6724

●園庭開放
　月～土＝平塚保（午前10時～午後4時）
　 月～金＝大井保、北品川保、大崎保
　　　　　東五反田保（午前10時～正午）
　5日㈫・19日㈫＝西中延保
●身体測定
　 5日㈫＝東品川保、荏原西保、五反田保
6日㈬＝品川保、五反田保

　19日㈫＝西五反田第二保（幼児）
　20日㈬＝西五反田第二保（乳児）
●体の話
　26日㈫＝中原保

●おはなし会
　29日㈮＝大井倉田保
●絵本の広場開放・すくすく計測タイム
　21日㈭＝西中延保
●リズム遊び
　7日㈭・21日㈭・28日㈭=南大井保
●保育体験
　年間を通して実施

　8月に参加できる主な事業 ※保＝保育園、幼＝幼稚園

※日程など詳しくは各園へお問い合わせく
ださい。各園の問い合わせ先は区ホーム
ページでご覧ください。

不登校・ひきこもりなどのお子さんの悩みを持つ家族同士で話し合う教室です。心理
士が助言します。
日8月4日㈪午後2時～4時
場申電話で品川保健センター☎3474－2904へ

思春期家族教室

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

がん検診・健康診査など
　職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。
　検診の種類によって日時などが異なります。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、
健康課へお問い合わせください。

乳がん検診（予約制）＊…34歳以上（偶数年齢時） 各医師会、契約医療機関、検診車
子宮がん検診＊…20歳以上（偶数年齢時）

契約医療機関

大腸がん検診…40歳以上
喉頭がん検診（予約制）…40歳以上（喫煙者など）
前立腺がん検診…55歳以上の男性
胃がんリスク検診＊（50・55・60・65・70・75歳）
35歳からの健康診査（35～39歳）
女性の健康診査（16～34歳の女性）
胃がん検診（予約制）…40歳以上 各医師会

肺がん検診（予約制）…40歳以上
一般コース 各医師会、契約医療機関
ヘリカルCTコース 各医師会

成人歯科健診＊（40・45・50・55・60・65・70歳） 契約医療機関
障害者歯科健診…20～35歳 各歯科医師会へ電話で事前連絡
結核検診（予約制）…65歳以上 契約医療機関

肝炎ウイルス検診（予約制）…受けたことがない方 品川・荏原保健センター
契約医療機関

健
康
診
査

問40～74歳の方
　 ・品川区国民健康保険の方＝国保医療年金課保健指導係☎5742－6902
　 ・品川区国民健康保険以外の方＝加入する医療保険者にお問い合わせください。
　75歳以上の方＝国保医療年金課高齢者医療係☎5742－6937

○ 乳がん検診は、現在希望者が多く翌々月以降の予約となることがあります。
健康課☎5742－6743　品川区医師会☎3474－5609　荏原医師会☎3783－5167
品川歯科医師会☎3492－2535　荏原歯科医師会☎3783－1878

一部有料

＊受診券有り

スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー第2回　バドミントン

環境学習講座「ガス管を使ったリサイクル万華鏡作り」

日日・月・水・土曜日・祝日
診療機関／東邦大学医療センター大森病院（大田区大森西6－11－1） ☎3762－4151
日日・火・金・土曜日・祝日
診療機関／昭和大学病院附属東病院（西中延2－14－19）☎3784－8383
日木曜日（祝日も含む）
診療機関／荏原病院（大田区東雪谷4－5－10）☎5734－8000
※緊急手術や重症患者対応時は、診療をお待ちいただくか他院を紹介する場合があります。

日曜日、祝日＝午前9時～翌日午前8時
月～金曜日＝午後5時～翌日午前8時
土曜日＝正午～翌日午前8時

診療
時間

眼科の救急診療

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 
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26年全国消費実態調査を行います
この調査は、「統計法」に基づく国の調
査で、家計の面から国民生活の実態を明
らかにする目的で行われ、調査結果は行
政施策などの重要な資料として利用され
ます。区内一部地域のご家庭に調査員が
伺いますので、調査へのご協力をお願い
します。
調査期間／9月～11月
※7月中旬より調査員が世帯の確認のた
め訪問します。
調査対象／総務大臣の定める方法により
選定した区内指定地域（南大井・荏原・
北品川）のうち約36世帯
※地域は変更される場合があります。
調査事項／家計簿の記入など
問地域活動課統計係☎5742－6869

児童扶養手当・特別児童扶養手
当の現況届の提出のお知らせ
●児童扶養手当の資格をお持ちの方
児童扶養手当現況届をお送りしていま
す。現況届は8月に資格更新の確認を行
うためのものです。現在、手当が支給さ
れている方や、支給停止の方も必ず提出
してください。
提出期間／8月1日㈮～29日㈮
○児童扶養手当を受給して5年、もしく
は事実があってから7年経過している方
は、一部支給停止除外申請書もお送りし
ていますので併せて提出してください。
●特別児童扶養手当の認定の資格をお
持ちの方
毎年所得状況届（現況届）を提出する必
要があります。手当が支給されている方、
支給停止の方で資格がある方には、8月
上旬に現況届を送ります。
提出期間／8月11日㈪～9月10日㈬
───────共　　通───────
※各自、認定基準に応じた書類を個別に
案内していますので、同時に提出してく
ださい。
※提出期限を過ぎると振込予定日に振り
込まれない場合があります。
問青少年育成課手当・医療助成係
☎5742－6721

マンション管理士・一級建築士
を派遣します
内マンション管理士＝マンションの維持
管理や管理組合の運営についての相談
一級建築士＝マンションの大規模修繕に
ついての相談
※1回2時間程度。土・日曜日も可。
人区内にある分譲マンション管理組合
※1組合につき各3回まで。
申電話で、都市計画課住宅運営担当☎
5742－6777へ

保育ママ利用者募集のお知らせ
区が認定した事業者が事務所ビルなどの
一室を利用し、保育ママによる家庭的な
保育を行います。新規で事業所型2カ所
の保育ママ利用者を募集します。
利用開始日／9月1日㈪　
基本利用時間／午前8時～午後6時の8時
間以内
施設名／①こどもヶ丘保育園大井町園
（大井1－48－9）
②星のおうち戸越銀座
（平塚2－5－12）
認定事業者／
①チャイルドビジョン②JBSナーサリー
人0～2歳児各12人（選考）　
基本保育料／月20,000円
申し込み要件／週3日以上かつ1日4時間
以上就労をしている方
申込書などの配布場所／保育課、区立
認可保育園
申7月22日㈫～8月11日㈪に申込書と必
要書類を保育課入園相談係（第二庁舎7
階☎5742－6725）か区立保育園へ持参

多子家庭に学校給食費を補助し
ます
受付期間／8月6日㈬まで
人区内在住で次の全てにあてはまる方
①小・中学校に在学するお子さんが3人
以上いる
②3人目以降のお子さんが品川区立の小・
中学校に在学中
③生活保護世帯・就学援助受給世帯でない
④26年度区民税所得割課税額（住宅借
入金等特別税額控除、寄付金税額控除
の適用前の額）の合計が基準額以下の
世帯
※対象となる世帯には通知と申請用紙を
送付しています。
問学務課保健給食係☎5742－6829

塾代を支援します
中学3年生と高校3年生の学習塾などの
受講料や受験料を貸し付けます。
貸付額／受講料＝実費（上限200,000円）
高校受験料＝実費（上限27,400円）
大学受験料＝実費（上限105,000円）
人次の全てにあてはまる方
・世帯の生計中心者
・預貯金などが600万円以下
・土地・建物を所有していない（自己居
住用は除く）
・都内に1年以上住民登録をしている
・生活保護受給世帯でない
・課税所得か総収入が一定基準以下
扶養
人数

課税所得
（年間） 総収入（年間）

0 50万円以下 176万円以下
1

60万円以下
260万円以下

2 320万円以下
3 380万円以下

問生活福祉課相談係☎5742－6545

お知らせ

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・日曜日、祝日は午後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

国民健康保険高齢受給者証を郵送します

シルバーパスのお知らせ

国民健康保険に加入している70～74歳の方（後期高齢者医療制度の
被保険者を除く）に送付します。自己負担割合は26年度の住民税課
税所得（課税標準額）をもとに判定しています。
●課税所得が145万円以上の方と同一世帯の70～74歳の方＝3割
●課税所得が145万円未満の方＝2割（生年月日が昭和19年4月1日以
前の方は特例措置により1割）
●課税所得により3割負担となる方でも、次のいずれかにあてはまる
方は、申請により負担割合を2割（生年月日が昭和19年4月1日以前
の方は1割）に変更することができます
①世帯の中で国民健康保険に加入している70歳以上の方が1人で、総
収入（必要経費等控除される前の金額）が383万円未満
②70歳以上の方が2人以上（後期高齢者医療制度加入者を含む）で、
総収入の合計が520万円未満
必要書類／確定申告書の写しか公的年金や給与などの源泉徴収票など
※国民健康保険に加入している70歳以上の方、後期高齢者医療制度
に加入している方全員分が必要。
問国保医療年金課資格係（本庁舎4階☎5742－6676）

70歳以上で希望する方に、都内バス、都営地下鉄、都電などを利用
できるシルバーパス（有効期限9月30日）を発行しています。
￥26年度の区民税が課税の方 ………………10,255円
26年度の区民税が非課税の方 ……………… 1,000円
※26年度課税でも、合計所得金額が125万円以下の方は1,000円。
問東京バス協会☎5308－6950

￥参加費のほか、年間登録費2,000円
（保険料込）
申7月31日㈭までに、往復はがきで教
室名、コース、住所、氏名、年齢、電
話番号、泳力（クロールで何m、Ｘは
背泳・平泳ぎも）をスポーツ協会へ
※学校在籍者以外の方には後日、健康
診断などの結果表を確認させていただ
きます。
※Ｗ1・Ｗ2・ＨＱは水中での運動を含む。
※ＨＸは初心者～平泳ぎを習いたい方。

教室名 コース 対象 日程 曜日 時間 回数 参加費 募集人数
（抽選） 会場

一般夜間

Ｐ1 55～70歳 9/7～
27年3/29 日 17:30～18:30 各

28回 各21,000円

各10人 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

Ｐ2 16～65歳 18:30～19:30
Ｑ 9/4～3/26 木 19:30～21:00 29回 21,750円
Ｘ 18～50歳 9/7～3/29 日 28回 21,000円

遊水歩行 Ｗ1 40～75歳 9/1～3/30 第3を除く
月

  9:30～11:00 各
17回 各12,750円Ｗ2 11:30～13:00

アクアマスターズ ＨＸ

16～65歳

9/3～3/25 水 19:30～21:00 28回 21,000円 5人 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）アクアジョイ ＨＱ 9/5～3/27 金 29回 21,750円 10人

みんなの水泳教室 ＴＰ 9/6～3/7 第1・3・5
土   9:30～11:00 14回 10,500円 5人 戸越台中学校温水プール

（戸越1－15－23）

一般夜間
ＳＱ 9/3～3/25 水

19:30～21:00
28回 21,000円 20人 品川学園温水プール

（北品川3－9－30）

ＹＱ 9/2～3/31 火 27回 20,250円 10人 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

●打ち水で真夏のまちに涼しい風を
期間／7月23日㈬大暑～8月23日㈯処暑
江戸の昔からの暮らしの知恵である「打ち水」を各家庭で行い、真夏のまちに
涼しい風を吹かせましょう。打ち水には、風呂の残り湯や雨水などの再利用水
を使い、環境に配慮しましょう。
※打ち水用品の貸し出しも行っています。
●打ち水百景写真コンクール
打ち水風景の写真をお寄せください。最優秀1作品には品川区内共通商品券1万
円分、優秀5作品には5千円分、佳作10作品には3千円分を進呈します。
申8月29日㈮（必着）までに、住所、氏名、年齢、電話番号、撮影した日時・
場所、タイトル、作品を環境課環境推進係（〠140－8715品川区役所本庁舎6階）
へ郵送か持参
○区ホームページから電子申請もできます（ファイルサイズは1枚2MBまで）。
※応募は個人・団体とも3枚まで。組み写真不可。
※詳しくは区ホームページか、地域センターなどで配布するちらしをご覧ください。
●打ち水百景写真展開催
打ち水百景写真コンクールで募集した写真を展示します。
日10月19日㈰～30日㈭午前8時30分～午後5時15分
※土曜日を除く。火曜日は午後7時まで。最終日は正午まで。
場第二庁舎3階ロビー

問環境課環境推進係☎5742－6755

「打ち水大作戦
しながわ2014」

水 泳 教 室

真夏の
気温を
2℃

下げよう！
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区内の中小企業者を支援します
コンサルティング費用や出産・育児対策
に関して助成・奨励金の交付をします。
①BCP策定費用助成
助成対象／ BCP（事業継続計画）を策
定するためのコンサルティング費用や耐
震診断費用
助成額／経費の3分の2（限度額100万円）
②ワーク・ライフ・バランス費用助成
助成対象／ワーク・ライフ・バランスに
係るコンサルティング費用
助成額／経費の3分の2（限度額100万円）
③事業所内育児支援事業助成
助成対象／事業所内の育児スペース整備
費用（工事費、賃料）やベビーシッター
を雇う経費
助成額／経費の2分の1（限度額100万円）
④配偶者出産休暇制度奨励金
交付対象／5月以降、配偶者の出産時に
通常の有給休暇とは別に規定された特別
休暇を取得した従業員がいる事業者
奨励金額／10万円（1回に限る）
※予算がなくなり次第終了します。
───────共　　通───────
申請期間／①～③は9月30日㈫、④は
27年3月31日㈫まで
※申請資格・方法など、詳しくは区ホー
ムページをご覧いただくかお問い合わせ
ください。
問ものづくり・経営支援課経営支援係
☎5498－6334

26年度就学義務猶予免除者など
の中学校卒業程度認定試験
人次のいずれかにあてはまる方
①病気などにより、就学義務を猶予か免
除されている
②やむを得ない事由により登校すること
ができず卒業することができなかった
③就学猶予か免除に相当する事由がある
と認められる
※詳しくは、お問い合わせください。
願書受付期間／8月28日㈭～9月16日㈫
（消印有効）
試験日／10月30日㈭
受験案内等配布場所／東京都義務教育
課小中学校係（都庁第二本庁舎27階）
願書提出先／文部科学省生涯学習推進
課認定試験第一・二係
（千代田区霞が関3－2－2☎5253－4111
内線2643・2024）
問学務課☎5742－6828

飼い猫の不妊・去勢手術費の一
部を助成します
対象／品川区に住民登録をしている方が
飼っている生後6カ月以上の猫
※1世帯1頭。
助成（先着）／
去勢（オス）＝4,000円、40頭
不妊（メス）＝8,000円、55頭
※獣医師会でも同額を助成。
申8月1日㈮～10月17日㈮に、生活衛
生課で配布する申請用紙を同課庶務係
（〠140－8715品川区役所本庁舎7階☎
5742－9132）へ郵送か持参
○区ホームページから電子申請もできます。
助成方法／区指定の動物病院で、10月1
日㈬～31日㈮に手術を受けたときに、手
術料金から助成金額を差し引き

シルバー人材センター入会出張相談
日7月25日㈮午前10時～午後3時
場大崎第一区民集会所
（西五反田3－6－3）
人区内在住で、健康で働く意欲のある
60歳以上の方
問シルバー人材センター東大井支所
☎3450－0713

リユース（再生・再利用）の協
力店舗を募集します
家具や電気製品などの修理・修繕ができ
る店舗を区民の皆さんにお知らせして循
環型社会を推進していきます。
申8月29日㈮までに、電話かはがき、
FAXで住所、店舗名（ふりがな）、扱って
いる物（家具など）、電話番号を品川区清
掃事務所（〠141－0032大崎1－14－1☎
3490－7098Fax3490－7041）へ

品川介護福祉専門学校（昼間2
年制）学校説明会

日時 説明会名
8月10日㈰
午前10時～正午 体験授業③

8月23日㈯
午後1時30分～3時30分 体験授業④

8月28日㈭
午後6時～7時30分

イブニング
説明会

※体験授業は毎回内容が異なります。
内学校案内（学費・授業内容・就職状況・
入学選考）、個別相談など
人介護福祉士をめざしている方
場参当日、直接同校（西品川1－28－3
☎5498－6364）へ
※学校見学も随時受付中（要予約）。

ジェネリック医薬品（後発医薬
品）差額通知を送ります
品川区国民健康保険に加入しており、現
在処方されている薬をジェネリック医薬
品に切り替えた場合、薬代の自己負担額
に500円以上の軽減が見込まれる方にそ
の金額をお知らせします。
通知時期／7月下旬
※6月下旬に通知を受け取った方には、
今回の通知は送りません。
●ジェネリック医薬品への切り替えを希
望する方は、かかりつけの医師か薬剤師
にご相談ください。
問国保医療年金課給付係
☎5742－6677

6人制クラス別バレーボール大会
日8月17日㈰午前9時から
場総合体育館、日野学園（東五反田2－
11－1）
種目／男子、女子
試合方法／クラス別トーナメント戦
※敗者戦あり。
￥1チーム12,000円、連盟登録チーム
6,000円
主催／品川区バレーボール連盟
申8月6日㈬までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（7月22日㈫を除く）
※主将会議は8月13日㈬午後7時から総
合体育館。

秋季レディース硬式テニス大会
日9月12日㈮午前9時から
場しながわ区民公園（勝島3－2）
試合方法／ダブルストーナメント戦
※敗者戦あり。
人区内在住か在勤の方、連盟登録者40組
（先着）
￥1組3,000円、連盟登録者2,500円
主催／品川区テニス連盟
申8月29日㈮までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（7月22日㈫・8月18日㈪を
除く）

プレママ・プチママタウン1
産前産後のバランスボールエクササイズ
と交流会を行います。
日①9月20日㈯ ②9月27日㈯
午前10時30分～正午
講師／高橋葉子（マドレボニータ認定産
後セルフケアインストラクター）

人区内在住で運動制限のない、初めてお
子さんを産んだ0歳児の母子各8組と22
週以降の妊娠中の方各12人（先着）
※0歳児は託児あり。
場申7月22日㈫～8月9日㈯に、電話か直
接①は旗の台児童センター（旗の台5－
19－5☎3785－1280）②は水神児童セ
ンター（南大井5－13－19☎3768－2027）
へ

産業技術高等専門学校オープンカレッジ
①論理と科学の散歩道
日8月30日㈯・31日㈰
午後2時～5時（全2回）
内誰もが抱く素朴な疑問を、論理的・科
学的視点から解明
②電動工具の正しい使い方
日8月30日㈯・31日㈰
午前9時～午後4時（全2回）
内電動工具を安全に正しく使う方法、箸
立ての製作
───────共　　通───────
人中学生以上の方①40人②10人（抽選）
￥①1,400円②9,000円
申8月14日㈭（消印有効）までに、はが
きかFAX、Eメールで講座名、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号
を同校（〠140－0011東大井1－10－
40 Fax3471－6338 office@s.metro-
cit.ac.jp）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

区民プロデュース型講演会
「聴覚障害について考えるつどい」
聴覚障害者が抱えている問題を理解し、
共に歩むことの大切さを学びます。
日程（全2回） 内容
8月23日㈯ 手話と私パートⅡ

10月25日㈯ ろう弁護士として～弁護士の状況、活躍
※時間は午後2時～4時。
※手話通訳あり。
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
講師／田中清（NHKニュースキャスター）他
人70人（抽選）
運営／品川区聴覚障害者協会
申8月8日㈮までに、往復はがきに「品川
区聴覚障害者協会」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を文化スポー
ツ振興課文化振興係へ

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://）

●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26年
（2014）
7/21情報館 キッズクラブ・健康ひろばは4ページ、シニアクラブは5ページです。

スポーツ

講座・講演

お知らせ

区の選挙啓発で使用するポスターを募集します。
投票参加の呼びかけなど、選挙について自由に描いてください。
人区内在学の小学生～高校生（1人1点）
画用紙の大きさ／四つ切り（54.2㎝×38.2㎝）、八つ切り（38.2㎝×27.1㎝）
画材／自由（絵の具に限りません）
※特選・入選の方には賞状と賞品を、応募者全員に参加賞を差し上げます。
※委員長賞の作品は選挙啓発事業に使用します。
申9月12日㈮までに、作品の裏右下に区名、学校名、学年、氏名（ふりがな）
を書いて選挙管理委員会事務局（第二庁舎6階☎5742－6845）へ持参

明るい選挙啓発ポスターコンクール作品募集
～夏休みに描いてみよう！～

申申込締切日までに費用を持ってスポーツ協会へ（7月22日㈫、8月18日㈪を除く）

競技名 日程 会場 申込
締切日 費用 内容

ソフト
テニス

9/7
㈰

しながわ区民公園
（勝島3－2）

8/17
㈰ 1ペア500円 〇中学男子・女子

9/14
㈰

有明テニスの森
（江東区有明2－2）

8/24
㈰

1ペア800円
高校生ペア500円

〇高校男子・女子
〇一般男子・女子　
〇壮年男子（45歳以上）
〇壮年女子（45歳以上）

※予備日は9月28日㈰しながわ区民公園。

品川区民スポーツ大会第64回 秋季

発売開始／7月23日㈬
　窓口販売：午前9時から／きゅりあん・スクエア荏原・メイプルセンター
　午前10時から／Ｏ美術館（初日のみ午前9時から）・しながわ観光協会
　電話予約：午前10時から／チケットセンターキュリア
　インターネット予約：午前9時から／ HP www.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。
※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。
※託児はありません。
問チケットセンターCURIA（キュリア）☎5479－4140♪品川区出身の若手指揮者

原田慶太楼と、
同世代のピアニスト
イリヤ・ラシュコフスキーが
聴衆を魅了します。

日12月6日㈯午後3時開演（午後2時15分開場）
※午後2時40分から指揮者のプレトークあり。
場きゅりあん（大井町駅前）　　
曲目／ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番ニ短調
ショスタコーヴィチ：交響曲第5番ニ短調
￥3,000円、高校生以下1,500円（全席指定）

新日本フィルハーモニー交響楽団と若き芸術家の響演
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パパママ応援プログラム「思春期から
青年期へと成長する子どものサポート」

番号 日時
（全3回） テーマ／講師

①
9月2日㈫
18:30～
20:30

キャリアカウンセラーに
よるコーチング～家庭と
仕事の両立・笑顔で受験
を乗り切るコツ
小巻亜矢（ハロードリー
ム実行委員会代表理事）

②
9月4日㈭
14:00～
16:00

中・高校生の知っておき
たい心の病～その対処と
予防
石川憲彦（林試の森クリ
ニック院長）

③
9月4日㈭
18:30～
20:30

誰にでも起こりうるネッ
ト依存～現状とその対応
三原聡子（久里浜医療セ
ンター臨床心理士）

場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人小学校高学年～高校生のお子さんの
保護者と関心のある方80人（先着）
※③は中・高校生の受講可。
託児／②のみ1歳～就学前のお子さん12人
（先着）　※おやつ代100円。
申8月22日㈮までに、往復はがきかFAXで
講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話・FAX番号、②で託児希望の方はお子さ
んの氏名（ふりがな）・月年齢・性別を子育
て支援課在宅子育て支援係（〠140－8715
品川区役所☎5742－6720 Fax5742－
6351）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

市民後見人養成講座
市民後見人として活動するための基礎と
実務に関する講座です。
日9月6日㈯・13日㈯・27日㈯、10月4
日㈯・11日㈯・18日㈯
午前10時～午後5時（全6回）
※9月6日㈯は午前9時30分から。
内市民後見概論、成年後見制度の基礎・
実務、関係制度・法律、課題演習　他
※講座修了後、実務研修（30時間）も
あります。
人区内在住か在勤で、全回出席できる
20～74歳の方30人（先着）
￥2,000円（資料代）
場申8月29日㈮までに、電話で品川成年
後見センター（大井1－14－1☎5718－
7174）へ

小山台高等学校公開講座
多文化講座～世界と出会おう
日8月25日㈪～28日㈭
午後6時～8時30分（全4回）

内西アジア・東アジア・アフリカの文化
や言葉、音楽
人20歳以上の方20人（抽選）
￥1,000円（教材費別）
場申8月8日㈮（消印有効）までに、往
復はがきで講座名、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、性別、電話番号を同校（〠
142－0062小山3－3－32）へ
問文化スポーツ振興課生涯学習係

ワークライフバランス講座
①「断捨離～自分らしい生き方のすすめ」
日9月4日㈭午後1時30分～3時30分
講師／川畑のぶこ（断捨離アンバサダー）
②「一生衰えない脳のつくり方・使い方
～脳のアンチエイジング術～」
日9月11日㈭午前10時～正午
講師／築山節（脳神経外科専門医）
───────共　　通───────
人各30人（先着）
託児／1歳から就学前のお子さん各10人
（先着）
場申電話かFAXで講座名、番号、住所、
氏名、年齢、電話番号、託児希望の方
はお子さんの氏名・年齢・性別を男女共
同参画センター（東大井5－18－1☎
5479－4104 Fax5479－4111）へ

シニアＩＴリーダー講習会
日8月27日㈬～29日㈮
午前10時～午後4時（全3回）
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内ＩＴリーダー概論の講義・演習、ＩＴス
キルの実習
人区内在住で、次の全てにあてはまり、
全回出席できる55歳以上の方12人（選考）
①Eメールを日常的に使用している
②9月13日㈯のシルバー成年式でイベン
トコーナーの運営に協力できる
￥500円（教材費）
申8月1日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「ＩＴリーダー」とし、住所、氏名、
年齢、電話番号、自己PR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 Fax5742－
6882）へ

メイプルカルチャー講座
現在募集中の講座です。定員になり次第
締め切ります。
①万華鏡を作ろう！
日7月31日㈭午後1時15分～3時
人小学生以上16人（先着）
￥A＝5,000円、B＝8,000円（教材費込）
②親子プレ・ピアノ教室＜年中グループ
レッスン＞（全4回）

日7月26日～9月13日の土曜日
午前10時40分～11時20分
※全5回のうち2回目からの途中入会。
人4～6歳のお子さんと親4組（先着）
￥7,600円（テキスト代別）
───────共　　通───────
場申電話でメイプルセンター（西大井駅
前☎3774－5050）へ
●8月12日㈫～16日㈯の受付時間は、午
前9時～午後4時に変更します。

ごみ・資源追っかけ隊員募集
小型家電のリサイクル過程を取材します。
日8月20日㈬午前7時50分～午後5時30
分（区役所集合・解散、往復バス）
場品川区資源化センター（八潮1）、リー
テム水戸工場（茨城県東茨城郡）他
人区内在住で、リサイクルに関心のある
小学生以上の親子40人（抽選）
申8月1日㈮（必着）までに、電話かはがき、
FAXに「追っかけ隊」とし、参加者全員
の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番
号を品川区清掃事務所（〠141－0032大
崎1－14－1☎3490－7098Fax3490－
7041）へ
※昼食は各自。

品川＆早川ふるさと交流
夏休み自由研究プラン
早川町の自然に詳しいスタッフと一緒
に、夏の自由研究が楽しくできます。
日8月1日㈮～8日㈮、20日㈬～31日㈰
のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の方
￥6,750円、小学生6,120円（1泊2食付
き宿泊費、プログラム参加費、消費税）
※区内在住の方は、年度内3泊まで2,000
円の助成が受けられます。
申電話でヘルシー美里☎0556－48－
2621へ
問地域活動課市町村交流担当
☎5742－6856

消費者センターパネル展示
気をつけて！若者を狙う悪質商法
日8月4日㈪～29日㈮
午前8時30分～午後5時15分
※土曜日は除く。火曜日は午後7時まで。
場第二庁舎3階ロビー
問同センター☎5718－7181

品川＆山北ふれあい交流
第32回丹沢湖花火大会
約2,500発の打ち上げ花火、水中花火が
湖面を彩ります｡ 品川区から「大井権現
太鼓保存会」が出演します。
日8月10日㈰午後4時～9時頃
場山北町「丹沢湖花火大会」会場
交通／「谷峨駅」からバス（臨時バス運行）
内ふるさと物産展、演芸大会、太鼓演奏、
ソーラン山北、花火大会
問同実行委員会事務局☎0465－75－
3646、地域活動課市町村交流担当☎
5742－6856

品川区民芸術祭2014
品川区民作品展　出展作品募集
部門 仕様

書　道

半切以下（全紙不可）、条
幅（仮表装可）、巻き物、額、
短冊
※高さ200cm（脚20cm含
む）のパネル展示のため掲
出に制約あり

写　真
四つ切り以上半切以下（デ
ジカメはA4以上）
台紙・パネル・額付き
※組は四つ切りで3枚まで

絵　画 6～25号　額付き
手工芸＊1

縦・横・高さ各100cm以内華　道
その他＊2
＊1 押し花絵・ちぎり絵・パッチワーク・能面
などは、手工芸に含みます。

＊2 その他は、上記以外の部門で盆景などです。
※作品はそのまま展示できるようにして
ください。
※華道・盆景などの作品は、期間中出品
者が管理してください。　　　　　　　
日11月12日㈬～16日㈰
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
人16歳以上の方（アマチュアに限る）
出品点数／全部門を通じて1人1点（本人
が1年以内に制作した未発表のものに限る）
作品搬入／11月11日㈫
表彰式／11月15日㈯
作品搬出／11月16日㈰・17日㈪
応募方法／9月30日㈫（必着）までに、
申込用紙を文化スポーツ振興課文化振興
係へ郵送か持参
※申込用紙は地域センター、文化センター
などで配布。区ホームページからダウン
ロードもできます。

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・日曜日、祝日は午後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

催　し ★

★

問地域活動課☎5742－6687

　予約受付 

必要事項（代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人数など）を電話かFAX、ホー
ムページ予約フォームで各施設へ直接お申し込みください。

施設名・住所・連絡先 区民（区内在住・在勤）の方 区民以外の方

伊東市広野1－3－17
☎0557－35－0321
Fax0557－35－0345
HP www.shinagawasou.com/

利用月の
6カ月前の1日より

27年2月分の受付／
8月1日㈮より

※年末年始（12月27日～27年
1月3日）は1月分と一緒に受け
付け、7月31日㈭締め切りで抽
選。

利用月の
4カ月前の1日より

日光市細尾町676－1
☎0288－54－0988　
Fax0288－54－0954
HP www.korinsou.com/

※予約受付は先着順。ただし繁忙期は抽選、締め切りはそれぞれの受付
開始月の月末。
※光林荘は11月10日㈪から21日㈮までと12月1日㈪から19日㈮までの期
間（土曜日を除く）は、施設改修のため休館となります。
※区民の方は区の補助による料金の割り引きがあるので、宿泊時に住所な
どが確認できるもの（運転免許証、健康保険証、社員証など、障害者の方
は障害者手帳など）を宿泊者全員分お持ちください（確認できない場合は
補助は受けられません）。
○品川荘・光林荘を経営する民間事業者が運営する他の施設も利用できます。
詳しくはホームページをご覧いただくか左記施設へお問い合わせください。

品川荘

光林荘

受付時間　午前9時～午後6時

保養所をご利用ください！ 各施設へお問い合わせください

家族で

●楽しい旅行

仲間で

●サークル・青少年合宿

会社で

●宿泊研修・社員旅行

みんなで

●伊豆・日光観光



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。

● 夏休みを楽しもう
● 品川産業支援交流施設

次号予告　8月1日号
平成26年（2014）

広　報

7/21
1921号

古紙配合率80％再生紙を使用しています

五反田文化センタープラネタリウム 場問同センター （〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451）

　★8月のプラネタリウム
日土・日曜日（８月15日㈮～31日㈰は夏休みスペシャル投影企画あり。詳しくは下表参照）
①午前11時 ②午後1時30分 ③午後3時30分
※土・日曜日の各回ともに、前半は当日の星空解説。投影時間は約50分。
※水～金曜日の投影時間は約25分。
A：親子向け投影「なつのおほしさま」「リーベルタース天文台だより～夏の星座の物語」
B：特集のお話「夏だ！流星だ！」
C：親子向け投影  五反田文化センターオリジナルアニメ「リーベルタース天文台だより～ひばるり
の十二星座めぐり」
D：宇宙の謎に迫る  アメリカ自然史博物館の最新作「見えない宇宙を探る～ダークユニバース」
人①小学3年生以下のお子さんと保護者86人②③各回86人（先着）　※小学生未満は保護者同伴。
￥各200円、4歳～中学生50円　観覧方法／当日、会場へ

保険料は制度を支える大切な財源です

　介護保険制度が創設され15年目を迎えました。区では区内20カ所
の在宅介護支援センターを中心とした地域での暮らしを支えるため
の品川独自の総合的なしくみにより、適切な介護保険制度の運営に
努めています。
　今号では、25年度介護保険制度の運営状況のあらましをお知らせ
します。詳しくは区ホームページなどでご覧になれます。

25年度 26年度 うち75歳以上
総人口 366,852人 370,361人 －
高齢者人口 74,856人 76,828人 36,528人
高齢化率 20.4％ 20.7％ 9.9％

（住民基本台帳　各年度4月1日現在）

第1号（65歳以上） 第2号
（40～64歳）

24年度 25年度 25年度65～74歳 75歳以上
被保険者数 75,512人 77,514人 40,358人 37,156人 126,056人
認定者数 12,457人 13,004人 1,910人 11,094人 380人
認定率 16.5％ 16.8% 4.7% 29.9% 0.3%

※被保険者は、住民基本台帳人口のほか、住所地特例者（区外の施設入所者など）を含む。

（各年度3月31日現在）

65歳以上の要介護認定者数

　　
歳入のうち、介護保険料は48.4％であり、残りは税金などにより構成されています。
また歳出は、保険給付費の割合が9割以上を占めており、そのほかに地域支援事業
費として2％程度が介護予防事業などの充実のために充てられています。

　
保険給付費は、介護サービ
スの利用者の増加などによ
り24年度と比べ3.6％伸び
ています。そのうち、在宅
サービス費が5.8％増加し
ているほか、認知症高齢者
グループホームなど、地域
での生活を支援する地域密
着型サービス費も6.9％増
加しています。

（単位100万円）

26年4月1日現在、区の高齢
者人口は76,828人となり、
区民の約5人に1人が65歳以
上の高齢者となっています。

介護保険料は所得に応じ13段階に区分されています。
そのうち、保険料が第3段階・第4段階（世帯全員が
区民税非課税）で、収入・資産・扶養の状況などが一
定の要件を満たしている場合に、申請により介護保険
料が第2段階と同じ額（基準額の4割）に減額されます。
問高齢者福祉課介護保険料係☎5742－6681

（人）

25年度24年度0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000 12,457

4,430

8,027 要介護
64.8％

13,004

4,5714,571

8,4338,433

要介護1
2,654人
20.4%

要介護2
1,664人
12.8%

要介護3
1,672人
12.9%要介護4

1,390人
10.7%

要介護5
1,053人
8.1%

要支援1
2,816人
21.7%

要支援2
1,755人
13.5%

25年度
13,004人

要支援
35.2％

＜要介護度別内訳＞
（各年度3月31日現在）

（40～64歳）
5,614

4,340

国・都・区の税金など
10,451（50.8％）

介護保険料
9,954（48.4％）繰越金  175

その他     5

第1号保険料
（65歳以上）

国庫支出金
    4,333

都支出金
  2,972

区からの
繰入金
 3,146

第2号保険料

歳入
20,585

25年度

市町村特別給付 

25年度

その他
市町村特別給付 

在宅サービス（介護給付）

在宅サービス（予防給付）

施設サービス

（単位‥100万円）

24年度

地域密着型サービス

25 1,521
896

9,765

19,375

6,029

1,139

25 1,430
896

9,242

18,695

6,037

1,065

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
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14,000

16,000

18,000

介護保険制度の運営状況
高齢者福祉課介護保険担当☎5742－6927問い合わせ

　
要介護認定を受けている高齢者は前年度と比べ547人増と伸びています。後期高齢
者（75歳以上）では約3割の方が認定を受けています。

親子シートも
あるよ

区民の約5人に1人が高齢者（65歳以上）です 介護保険は約半分を税金で支えています

保険給付費（介護にかかる費用）が増えています

高齢者の約6人に1人が要介護認定を受けています

11,286

6,029

準備基金積立金  30

地域支援事業費  498
財政安定化基金  0

事務費など  296
認定審査会事務費  190
繰越金  176　　
諸支出金  20

市町村特別給付 25
その他  896

在宅
サービス

地域密着型サービス　1,139

施設
サービス

保険給付費
19,375（94.1％）

歳出
20,585

25年度

対象者数（26年3月） 構成比 徴収率（25年度）
特別徴収 65,314人 84.3％ 100.0％
普通徴収 12,200人 15.7％ 78.6％
合　計 77,514人 100％ 96.9％

※特別徴収は年金などの収入から差し引かれます。
※普通徴収は口座振替や納付書で支払います。

第五期（平成24年度～26年度）の第1号
被保険者（65歳以上）の保険料基準額は
4,700円（第四期は3,900円）で、23区で
も2番目に負担が軽くなっており、サービ
スの充実を図るとともに負担軽減に努めて
います。皆さんのご協力をお願いします。

低所得者の方の保険料減額

25年度

2日
㈯

3日
㈰

9日
㈯

10日
㈰

15日
㈮

16日
㈯

17日
㈰

20日
㈬

21日
㈭

22日
㈮

23日
㈯

24日
㈰

27日
㈬

28日
㈭

29日
㈮

30日
㈯

31日
㈰

① 11:00～ A A A A C C C C C C C C C C C C C
② 13:30～ B B B B D D D D D D D D D D D D D
③ 15:30～ B B B B D － B D D D B B D D D B B

1 3は8月5日㈫、2は7月29日㈫（必着）までに、往復はが
き（1 2は4人まで）で講座名、住所、電話番号、参加者の
氏名（ふりがな）・年齢・学年、 3は希望日時を同センターへ
※定員に満たない場合は、1 3は8月7日㈭、2は7月31日㈭
午前10時から電話受付（先着）。

   3 天文工作教室「ふしぎ星座カードを作ってみよう」
日8月13日㈬・14日㈭ ①午前10時～正午②午後2時～4時
人小学2～4年生各20人（抽選）　※お子さんだけで工作します。
持ち物／筆記用具、作品を入れる袋
￥300円（保険料込）

   1 特別投影
 　　「林完次の星空散歩」
日8月16日㈯午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（抽選）
￥300円、小・中学生100円

   2 8月の天体観望会
 　　「夏の大三角とさそり座」
日8月8日㈮午後7時～8時30分
人80人（抽選）
※中学生未満は保護者同伴。

共
通


