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月～金曜日午前9時～午後5時（祝日・年末年始を除く）
※午後5時には閉庁になりますので、時間に余裕を持ってお越しください。

品川区就業センターでは、区とハローワークが連携し、地域
に根差した就業支援に取り組んでいます。
お気軽にご利用ください。

職業相談・紹介コーナー

4人の専門相談員が丁寧な対応で相談に応じています

就職活動したいけど
履歴書の書き方がわからない

子育てが一段落したので
仕事を見つけたい

内職相談

職業
相談・紹介

ものづくり・経営支援課就業支援担当
（西品川1－28－3中小企業センター2階☎5498－6352）

問い合わせ

起業して、
自分のお店を持ちたい

事業所の求人申し込みや雇用保険（失業保険）
関係の手続き、職業訓練関係の相談はハロー
ワーク品川（港区芝大門1－3－4☎3433－
8609）で行っています。

ハローワーク品川の専門相談員が相談をお受けします。また、応募状況の確認
や求人企業への連絡を行い、求職活動がスムーズに行えるようサポートします。

求人検索
全国のハローワークの求人情報をパソコンで検索できます。また、就業センター
内の掲示板には区内企業のおすすめ求人もピックアップ求人として掲示してい
ます。

区内在住の方に縫製やアクセサリーの組み立てなど、今までの経験を生かせる
事業所を紹介します。
○内職を出したい企業や商店の皆さんからのお仕事の依頼も受け付けています。

思いを
サポートします！！
働きたい！働きたい！働きたい！

   、品川区では。まい就業支援・創業支援特集： 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。

おおむね55歳以上の方の働きたい思いをサポートする無料職業紹介・相談窓口です。
● 毎月ガイダンスを行い、効果的な就職活動の仕方をお教えします。
● キャリアカウンセラーによる就職相談が受けられます。
●求職者募集中です。

日2月19日㈭午後1時～3時30分
（受付は正午～午後3時）
参加事業所数／10社程度
場 参当日、履歴書を持って中小企業
センターへ

高齢者
支援

合同就職面接会
年4回開催

6台のパソコンが設置された
求人検索コーナー

品川区就業センター
（中小企業センター1階☎5498－6353）
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〈
広
告
〉 2 月 11 日祝日初開催！！　確定申告無料相談会

場所：きゅりあん　5階・第 1講習室　時間：10時～ 16 時 ( 受付：15 時 30 分 終了）

※譲渡所得・贈与税のご相談はできません。本相談会では申告書を提出できません。

所得税 決算書 帳簿記載

皆様の疑問・質問にお答えします。　お気軽にお立ち寄りください。

主催：東京税理士会品川支部 税務支援対策部

さまざまな就業をサポートします！

未就業の方や大学生、転職希望の方が多く訪
れています。皆さんの悩みに真摯に向き合い
話し合っています。話し合うことで皆さんは
自己分析ができ、明確な目標が見えてくるよ
うです。その一歩を踏み出すためのお手伝い
をしています。初めて就職活動を行う方には、
求人の応募・面接の仕方などのアドバイスも
行っています。仕事に対してもやもやとした
気持ちが募り就職活動が進まない人は、一度
足を運んで欲しいです。

現在、相談窓口には幅広い世代の女性が相談に訪れてい
ます。育児と仕事の両立に悩む子育て世代や子育て後の
再就職を目指す世代の皆さんに、ブランクの長さや経験
不足の不安を払しょくし、就職活動の最適な進め方など
を提案しアドバイスを行っています。

若者
支援

キャリアカウンセラー 神宮律子さん

キャリアカウンセラー 山川純子さん

ものづくり・経営支援課就業支援担当（西品川1－28－3中小企業センター2階☎5498－6352）問い合わせ

火～金曜日午後1時～5時
（祝日・年末年始を除く）

金曜日午前10時～正午
（祝日・年末年始を除く）

※1回50分（予約制）。

※1回50分（予約制）。

わかもの就業相談

女性向け就業相談

就業支援セミナー
企業の人事採用選考に携わっている講師が自己分析、応募書類の書き方、面
接対策・模擬面接などのセミナーを開催しています。

「基礎から押さえるシリーズ」
アナタの魅力を書面で伝える
～応募書類作成のポイント～
日2月12日㈭
午後1時30分～4時30分
場中小企業センター
講師／中川誠（人事採用コンサルタント）
人39歳以下で就職活動中の方20人（先着）
申電話で、ものづくり経営支援課就業支援担当へ

30歳以下の若者を対象に、ビジネス研修と区内中小企業での就業
体験の場を提供することで、就業体験企業への雇用につながりま
した（25年度27人、26年度29人）。

39歳以下の若者の就職活動の進め方から仕事に関する悩みに、専門相談員がアドバイス。
就職活動の基礎から実践までを学べるセミナーも随時開催しています。

女性
支援

「子育て中の再就職」「家庭と仕事を両
立する働き方」「就職活動の進め方」
などに専門相談員がお答えします。

都立城南職業
能力開発センター

　新たに職業に就かれる方、求職中の方などを対象とした職業訓
練施設です。建築・電気関係など13科目の4月生募集を2月5日㈭
まで行っています。
　詳しくは同センターかハローワーク品川にお問い合わせください。
問同センター（東品川3－31－16☎3472－3411）

職業に必要な知識・技能を
習得したい方へ

若者就業体験事業
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電子＝区ホームページから電子申請可　　●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

   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＞）
2月14日㈯・28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。

■使用済みインクカートリッジの回収
区役所・地域センターなど26カ所に回収箱を設置し
て、家庭で使用済みになったインクカートリッジを、
回収しています。

   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・年齢を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。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。
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
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）。
●大井町店「キッチン用品フェア」
募集期間／1月22日㈭～2月5日㈭
販売期間／2月1日㈰～24日㈫
※出品は1人1回限り5点まで、予約してお持ちください。

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）
取扱商品／衣服など日用品
●旗の台店「毛皮コート」の出品募集
日1月23日㈮～27日㈫午後1時～4時
※出品は1人1回限り10点まで、予約なしで身分証明
書を持ってお越しください（上限3万円）。

   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」を掲載（1日発行）
し、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。3月号の掲載は、2月19日㈭までに電話か
FAXでお申し込みください。
   フリーマーケット
■お越しください
●2月12日㈭午前10時～午後1時　※雨天中止。
場峰原公園（大崎3－17）
問菊田☎3490－8407

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。

問
品
川
区
清
掃
事
務
所
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崎
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–
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–
１
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–
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９
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–
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）

Fax

起業・経営相談などに、約70人の専門アドバイザーがきめ細やかなアドバイスを行います。また、
センター6階にはオフィスが8室、1階にはチャレンジショップを3店開設。さまざまな角度から起業
家をバックアップしています。

女性
支援

　起業への第一歩を踏み出すためにセンターがサ
ポートします。
　女性のための起業スクール「MU★SAKO」では、
起業の心構え、市場調査、プレゼンテーション方法
などを実践方式で行っています。

小山3－27－5（キッズ＆ビズ武蔵小山内）☎5749－4540
www.musashikoyama-sc.jp/

今回で4回目となる女性のためのビジネスプランコン
テスト、決勝プレゼンテーションです。女性ならでは
のアイデアで、品川区の地域性をいかしたビジネス
プランを聞くことができます。起業したいとの思いの
ある方は、ぜひこの機会に見学にお越しください。
※見学は事前申し込み。詳しくはお問い合わせくださ
い。

○同時開催「羽ばたけ！アントレーヌ」
手作り商品・サービスをテーマとする女性起業家の
タマゴたちが、お客様の声を今後にいかすために実
施するテスト販売イベントです（来場自由）。

日時 3月15日㈰午後1時30分～5時
場所 スクエア荏原ひらつかホール
　　　　（荏原4－5－28）

武蔵小山創業支援センター

起業に必要なノウハウを学ぶセミナーやイベント、人脈づくりの交流の場の提供など、
起業への熱い思いが実現できるよう、支援しています。

品川区立
品川産業支援交流施設

「S
シ ッ プ

HIP」

企業、大学・研究機関、個人等が相互に連
携し交流・情報交換できるビジネス拠点で
す。オープンラウンジ（月額会員制）はどな
たでもコワーキングスペースとして利用でき、専門のコーディネーター
が経営ノウハウなどのサポートも行います。イベントホール、事務室、
会議室、工房も併設されています。
問品川ビジネスクラブ（指定管理者）☎6303－9867
ものづくり・経営支援課ものづくり支援係☎5498－6333

区では、この他製造業や情報関連サービス業な
どのオフィス・スペースなどを設けて創業を支
援しています。
・西大井創業支援センター（西大井1－1－2）
・天王洲創業支援センター（東品川2－2－25）
・広町創業支援センター（広町1－5－28）
詳しくはお問い合わせください。
問ものづくり・経営支援課☎5498－6333

所在地／北品川5－5－15
大崎ブライトコア3・4階
www.ship-osaki.jp/

6月にオープン！

チャレンジショップで起業
エステティックサロン　マチュール
山口美紀さん

「MU★SAKO」の一期生として起業のノウハウを学び、チャレンジ
ショップで念願のエステティックサロンを起業しました。武蔵小山駅
からすぐの便利な立地で起業でき、起業後もすぐそばに相談できるス
タッフがいてくれるのはとてもラッキーなことだと思います。起業し
て1年が経ちますが、起業スクールで学んだ実践内容や心構えがとて
も役に立っています。

将来は区内でお店を
継続して行きたいです

ウーマンズ
ビジネスグランプリ
2015 in 品川
～決勝ファイナル～

入居者募集中

事務局スタッフの皆さん



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　 ＝ホームページ (http://）

2015年1月21日号4

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） 6日㈮ 18日㈬ 13日㈮
うつ病あんしん相談 27日㈮ 18日㈬ 4日㈬
高齢期のこころの相談 24日㈫ 17日㈫ 17日㈫・25日㈬
児童思春期のこころの相談 4日㈬ 26日㈭ 26日㈭
問各センターへ

保健センターのこころの健康専門医相談 2月

キッズクラブ
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

●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・6836

●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

ファイル情報 
問い
合わせ

●園庭開放
　月～土＝平塚保（午前10時～午後4時）
　月～金＝ 二葉保・冨士見台保（午前9時～正午）、西品川保（午前

9時30分～11時）、東五反田保（午前10時～正午）、伊藤
保（午前10時30分～正午）、大井保、北品川保、大崎保

　火＝伊藤幼（午後2時～3時）
　水＝台場保、第一日野すこやか園（午後0時30分～2時30分）
　水・金＝荏原保
　4日㈬＝城南幼（正午～午後1時30分）
　4日㈬・18日㈬＝平塚すこやか園
　10日㈫・17日㈫・24日㈫＝西中延保
　16日㈪・25日㈬＝八潮わかば幼（午前10時30分～11時45分）

●身体測定
　3日㈫＝西五反田保
　4日㈬＝品川保
　5日㈭＝東大井保
　6日㈮＝東品川保
　12日㈭＝西中延保
　17日㈫＝荏原西保
　18日㈬＝西五反田第二保（乳児）
　19日㈭＝西五反田第二保（幼児）
●作品展
　4日㈬～6日㈮＝大井保
　19日㈭・20日㈮＝滝王子保

●園公開
　20日㈮＝台場幼
●お店屋さんごっこ
　19日㈭・20日㈮＝八ツ山保
●避難訓練
　6日㈮＝源氏前保
●リズム遊び
　木＝南大井保
●リズム遊びとパネルシアター
　18日㈬＝ゆたか保
●保育展
　18日㈬～20日㈮＝五反田保

●まめまき
　3日㈫＝ 大井保、ゆたか保、

三ツ木保、西品川
保、南ゆたか保、
八ツ山保、東品川
保、小山台保、大
井倉田保、荏原西
保、五反田保

●保育体験
　年間を通して実施

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

むし歯撃退教室
日2月10日㈫午前10時～11時30分
内知って得するむし歯予防（話）、効果
的な歯みがき・フッ化物使用法（実技）
人歯が8本生えた1歳5カ月までのお子さ
んと保護者15組（先着）
場申1月23日㈮から、電話で大井保健セ
ンター☎3772－2666へ

思春期家族教室
日2月2日㈪午後2時～4時
講師／袖本礼子（臨床心理士）
人不登校・ひきこもりなどでお困りの家
族
場 申電話で品川保健センター☎3474－
2904へ

呼吸器リハビリ太極拳講習会
日3月9日㈪午後2時～4時
場五反田文化センター
（西五反田6－5－1）
内気功で呼吸法を学び、太極拳で筋力
をつけて、ぜん息の息苦しさを克服する
講師／談衛東（気功療法太極拳講師）
人品川区認定の公害健康被害被認定者、
区内在住か在勤の気管支ぜん息患者、家
族50人（抽選）
申2月25日㈬（必着）までに、はがきで
講習会名、住所、氏名、年齢、電話番号、
在勤の方は勤務先の名称・所在地、公害
健康被害被認定者は認定番号を健康課
公害補償係（〠140－8715品川区役所
☎5742－6747）へ

健康ガイド

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）

1月25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）

1月25日㈰

 たつのこどもクリニック 大　井 1 －32－16 ☎3775－8600
 大木歯科医院 北品川 1 － 8 －12 ☎3740－4182
 清水坂歯科医院 戸　越 2 － 1 －20 ☎3783－2200
 篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407
 中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分まで）

1月24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

1月31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

※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　

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

眼科の救急診療
日・月・水・
土曜日・祝日

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・火・金・
土曜日・祝日

昭和大学病院附属東病院
西中延2－14－19　☎3784－8383

木曜日
（祝日を含む）

荏原病院
大田区東雪谷4－5－10　☎5734－8000

小

小

内

内

内

小

小

小

歯

歯

骨
骨

内 小
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薬

薬

キリトリ線

キ
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ト
リ
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応 急 診 療 所
小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

●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

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
※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。

　2月に参加できる主な事業 ※保＝保育園、幼＝幼稚園

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

※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をご覧ください。
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2月2日㈪は特別区民税・都民税（普
通徴収）第4期分の納期限です
6月に送付した納付書で納めてください。
口座振替・自動払込やコンビニエンススト
アでの納付、携帯電話を利用したモバイル
レジでの納付もできます。納期限を過ぎる
と、督促状が発送されることがあります。
問税務課収納管理係☎5742－6669
区営住宅入居者募集
現在、空きのある家族向け住宅の入居者
を募集します。
募集住宅（全5戸）／大井二丁目（大井2－
1－25）＝1戸、南大井一丁目（南大井1－
13－7）＝1戸、東大井三丁目18号棟（東
大井3－6－18）＝2戸、西五反田五丁目
14号棟（西五反田5－6－14）＝1戸
申込用紙配布場所／都市計画課（本庁舎6
階）、地域センター、文化センター（荏原
は休館中）、サービスコーナー、住み替え
相談センター、品川宅建管理センター
※部数に限りがあります。
申1月28日㈬まで配布する申込用紙を、2
月5日㈭（必着）までに、品川宅建管理セ
ンター（〠142－0052東中延1－4－5－
101）へ郵送
※申込資格など詳しくはお問い合わせく
ださい。
●申込用紙休日配布窓口

日程 会場

1月24日㈯ 荏原第三区民集会所
（平塚1－13－18）

1月25日㈰ 本庁舎3階ロビー
※時間は午前10時～午後4時。
問品川宅建管理センター☎5749－8661
都市計画課住宅運営担当☎5742－6776

国民年金保険料は免除・納付猶予制
度があります
保険料を納めることが困難な場合は、本
人・配偶者・世帯主の前年所得が基準以
下であれば、納付を免除する「保険料免
除制度」があります。また、失業したば
かりの方の所得を審査対象としない「特
例免除」や世帯主の所得を審査対象とし
ない「若年者納付猶予制度」（学生を除く、
30歳未満対象）もあります。申請期間は、
申請時点の2年1カ月前の月分までです。
※所得などにより審査しますので、忘れ
ずに税申告をしてください。

申請に必要なもの／
・年金手帳や基礎年金番号がわかるもの
・失業した方は、離職票か雇用保険受給
資格者証など
※詳しくはお問い合わせください。
問国保医療年金課国民年金係
（本庁舎4階☎5742－6682）

住宅の個別相談会
ファイナンシャルプランナー・建築士・
弁護士が住宅に関する相談に答えます。

日程 会場

①2月  5日㈭・  7日㈯ 荏原第四区民集会所
（中延5－3－12）

②2月12日㈭・14日㈯ 荏原第三区民集会所
（平塚1－13－18）

③2月19日㈭・21日㈯ 大崎第二区民集会所
（大崎2－9－4）

④2月26日㈭・28日㈯ 荏原第五区民集会所
（二葉1－1－2）

※時間は午後1時30分～5時30分。
申前日までに電話で、相談したい専門家
と相談内容を都市計画課木密整備担当☎
5742－6779へ
※空いていれば当日相談も可能です。

家庭用電気式生ごみ処理機購入費の
一部を助成します
集合住宅などでも使用できる家庭用電気
式生ごみ処理機の購入費を助成します。
人区内在住で、家庭用電気式生ごみ処理
機を購入予定の方
※購入日から3カ月を経過していない方も
対象となります。
助成額／本体購入価格の3分の1
（上限20,000円）
申はがきに「生ごみ処理機」とし、住所、
氏名、電話番号、購入予定金額を品川区
清掃事務所（〠141－0032大崎1－14－1
☎3490－7098）へ
助成方法／助成の決定通知が届いた後、
販売店などで発行された領収書か区指定
の証明書を添えて申請

第8期廃棄物減量等推進員募集
ごみの減量とリサイクル活動の推進に自
ら積極的に取り組む方を募集します。
任期／4月1日から2年間
人区内在住か在勤で、20歳以上の方20
人程度（選考）
主な活動内容／ごみの排出抑制と分別の
徹底を実践、清掃・リサイクル活動を普
及啓発、地域の廃棄物の排出状況を報告
活動費／年2,000円分の区内共通商品券

申2月27日㈮（必着）までに、はがきに「推
進員希望」とし、住所、氏名、生年月日、
性別、電話番号を品川区清掃事務所（〠
141－0032大崎1－14－1☎3490－7098）へ

自宅のリフォーム、増改築工事のた
めの融資をあっせんします
工事前にご相談ください。
対象工事／自宅（工事後に居住する区内
にある住宅を含む）のリフォーム、建て
替え（50㎡以上80㎡未満。ただし、木造
住宅密集地域内の場合は面積を問わな
い）、増改築工事
あっせん条件／金額＝10万～1,000万円
負担利率＝年利1.3％（災害復旧工事、耐
震補強工事、アスベスト除去工事は年利
0.5％。木造住宅密集地域内における耐震
補強工事は年利0.3％）
返済方法＝10年以内の元金均等月額償還
（繰り上げ返済は一括返済のみ可）
申込要件／次の全てにあてはまる方
①区内在住の20歳以上の方で1年以上同
一の住宅に居住している
②前年の所得が1,200万円以下で、かつ
年間返済金額の3倍以上ある
③住民税を滞納していない
④都内か近県に住所があり、十分な保証
能力がある20～64歳の連帯保証人を立て
られるか信用保証機関などを利用する
⑤申込者、連帯保証人とも現在この融資
を受けていない
※家屋・土地が賃借の場合は所有者から
工事の承諾を得ていること。
※建て替え、増築工事の場合は建築確認
の手続きが必要です。
※あっせん後、金融機関で融資の審査が
あります。
問都市計画課住宅運営担当
☎5742－6777

特別区職員採用試験23区合同説明会
日3月1日㈰午前10時～午後4時
内各区・組合ブース、技術・専門職の個
別相談、採用試験概要説明　他
人27年度以降の特別区職員採用試験の受
験希望者4,000人程度
場参当日、直接早稲田大学15・16号館（新
宿区西早稲田1－6－1）へ
問特別区人事委員会事務局任用課
☎5210－9787
品川区人事課人事係☎5742－6628
※詳しくは www.tokyo23city.or.jp/
saiyou-siken.htmをご覧ください。

2015年農林業センサスを行います
　この調査は、日本の農林業・農山村地域
の実態を明らかにする基本的な調査です。
　1月中旬から調査員が農林業を営む全
ての世帯や企業を訪問し、調査を行いま
す。調査内容は、統計以外の目的には使
用しません。ご協力をお願いします。
問地域活動課統計係☎5742－6869

介護者教室
日2月14日㈯午前10時～11時30分
場戸越台特別養護老人ホーム
（戸越1－15－23）
内サービス付き高齢者住宅と特別養護老
人ホームについての説明
人20人（先着）
申2月10日㈫までに、電話で戸越台在宅
介護支援センター☎5750－1053へ

千代田区立神田一橋中学校通信教育
課程の生徒募集
人都内在住か在勤で、次のいずれかにあ
てはまる方40人（選考）
①尋常小学校か国民学校初等科を修了し
たが高校の入学資格がない
②現行制度での義務教育未修了で学齢相
当年齢を超過し①に準ずる
選考日／3月1日㈰午前10時から
申2月25日㈬（消印有効）までに、同校
で配布する願書を神田一橋中学校通信教
育課程（〠101－0003千代田区一ツ橋2
－6－14☎3265－5961）へ郵送か持参
問学務課学事係☎5742－6828
品川歴史館は展示替えのため休館します
日2月3日㈫～6日㈮
問同館☎3777－4060

区が回収するペットボトル店頭回収
廃止のお知らせ
コンビニエンスストアなどの店頭に出さ
れたペットボトルは区で回収してきまし
たが、資源ステーション回収が定着して
きたことなどを踏まえ、2月末をもって区
の店頭回収は終了します（各店舗が販売
したものは各店舗において回収する予定
です）。3月以降、家庭から出たペットボ
トルはお店に持ち込まず、週1回の資源の
日に、お近くの資源回収ステーションに
お出しください。
問品川区清掃事務所リサイクル推進係
☎3490－7098

お知らせ！

9人制クラス別バレーボール大会
日2月15日㈰午前9時から
場総合体育館　他
種目／一般男子・女子
※家庭婦人の参加も可。
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2月4日㈬までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ
※主将会議は、2月11日㈷午後7時から総
合体育館。

場講習会＝総合体育館
検定試験＝日野学園温水プール（東五反田2－11－2）
人18～55歳の各種泳法にたん能で健康な方10人（先着）
￥2,500円（プール入場料・テキスト代別）
※検定試験合格者に認定証を授与、公認指導員として品川区水
泳連盟に登録。
主催／品川区水泳連盟
申スポーツ協会で配布する募集要項を確認のうえ、2月10日㈫
までに、費用を持って同協会へ

クラブカップ女子（硬式テニス）
日3月22日㈰午前8時45分受付
※予備日は3月29日㈰。
場有明テニスの森
（江東区有明2－2－22）
試合方法／女子ダブルス3本、トーナメン
ト戦（6人編成）
人区内在住か在勤の方、連盟登録者30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8日㈰までに、費用を持ってスポー
ツ協会へ（2月16日㈪を除く）

レッツ スポーツ

講習会（全3回）
2月14日㈯午後6時30分～9時20分
2月15日㈰午後5時30分～8時50分
3月 1 日㈰正午～午後5時

検定試験 3月21日㈷午前9時～午後3時30分

実技 100m個人メドレー＝男子1分40秒、女子1
分50秒以内（年齢加算あり）、潜行15m

学科 水泳知識と心得、健康知識、水泳指導法、
安全と健康など

水泳指導員養成講習会・検定試験

障害者との交流スポーツ教室
「フォークダンス」をしましょう
日2月14日～3月14日の土曜日
午後2時～3時30分（全5回）
人16歳以上の視覚障害者と健常者20人
（抽選）
￥150円（保険料）
場申2月4日㈬（必着）までに、電話か往
復はがき、FAXで教室名、住所、氏名、
年齢、電話・FAX番号、障害の程度を戸
越体育館へ

共
　
　
通

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 …… 20,510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

シルバーパスの
お知らせ

電子
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品川区清掃事務所
27年度専門非常勤職員募集
勤務場所／品川区清掃事務所（大崎1－
14－1）・荏原庁舎（平塚1－10－11）
勤務内容／ごみの収集作業
勤務日数・時間／月16日（月～土曜日）
午前7時40分～午後4時25分（休憩1時間
含む）
報酬／月額196,800円　※交通費支給。
任用期間／1年間（4月1日～28年3月31日）
人18歳以上（高校生不可）で、清掃事業
に熱意と能力のある方若干名（選考）
申1月31日㈯（消印有効）までに、履歴
書（写真貼付）を品川区清掃事務所（〠
141－0032大崎1－14－1☎3490－7705）
へ郵送か持参
※履歴書は返却しません。

環境学習講座
①お茶のおいしい入れ方を学びましょう
日2月21日㈯午後2時～4時
講師／千田康之（伊藤園品川支店長）
人中学生以上の方20人（抽選）
持ち物／エコバッグ
②LEDを使って小さな行灯（あんどん）
を作りましょう
日2月22日㈰午後2時～4時
講師／立川敦子（照明コンサルタント）
人中学生以上の方30人（抽選）
持ち物／筆記用具
───────共　　通───────
場申2月4日㈬（必着）までに、往復はが
きかFAXで講座名、番号、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
※ shinagawa-eco.jpからも申し込め
ます。

冒険遊び場プレーパートナー養成講座
「外あそびわくわく！」
地域で、外遊びを中心とした子育てを支
援するパートナーを養成する全4回の連続
講座です。公開講座は1回のみでも参加で
きます。
番号 日程 内容

① 2月  3日㈫
公開講座「子どもの『あぶない』
とのつきあい方」
（講師：天野秀昭〈日本冒険遊
び場づくり協会理事〉）

② 2月17日㈫ 公開講座「北浜こども冒険ひろばの魅力」
③ 3月  3日㈫ 事故対応シミュレーション
④ 3月10日㈫ ケースワーク
※時間は午後7時～9時。
場品川第一区民集会所
（北品川3－11－16）
人20人、①②のみ各70人（先着）
￥1,500円、①②のみ各500円
申1月31日㈯（消印有効）までに、往復
はがきかFAX、Eメールに「連続講座」
か「公開講座（①か②も記入）」とし、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号をふれあい
の家－おばちゃんち（〠140－0001北品川
2－28－19☎・Fax3471－8610 fureai@
obachanchi.org）へ
※詳しくは obachanchi.org/をご覧く
ださい。
問子育て支援課☎5742－6720

早春のフラワーアレンジメント教室
日2月8日㈰
①親子の部＝午前10時～正午
②一般の部＝午後2時～3時
講師／山口昌哉（プランツモジュール社長）
人区内在住か在勤の方①小中学生と親13
組26人②26人（抽選）
場申1月31日（土）（必着）までに、往復
はがき（①は1枚1組②は1枚2人まで）で
教室名、番号、参加者全員の住所・氏名・
電話番号をしながわ区民公園管理事務所
（〠140－0012勝島3－2－2☎3762－
0655）へ

文化講演会「水の都　江戸・東京」
水に育まれた江戸・東京の歴史を語ります。
日2月22日㈰午後2時～4時
講師／陣内秀信（法政大学デザイン工学
部教授）
人16歳以上の方90人（抽選）
場申2月6日㈮（必着）までに、往復はが
き（1人1枚）に ｢文化講演会希望｣ とし、
住所、氏名、年齢、電話番号を品川歴史館
（〠140－0014大井6－11－1☎3777－
4060）へ

障害者移動支援従事者（障害者ガイ
ドヘルパー）養成研修
研修を修了すると知的障害児・者などの
外出サービスを行うことができます。
日2月14日㈯・15日㈰ 
午前9時30分～午後5時30分
※他に6時間30分の実習あり。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内理念や心構え、障害に関する基本的な
知識や技術
人30人（先着）
￥5,000円（教材費・実習費込）
申2月12日㈭までに、電話かFAX、Eメール
でみらい（☎6429－8110 Fax6429－
8111 honbu@npo-mirai.org）へ
問障害者福祉課知的障害者福祉担当
☎5742－6711

ワークライフバランス講演会
従業員に子育ての場を提供することや、
従業員満足度を上げる方法など、企業事
例を交えて具体的にお話しします。
日2月6日㈮午後2時～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内企業を取り巻く環境と今なすべきこと、
人材の課題を解決できるか・実践編、ワー
クライフバランス助成事業利用者の事例
発表
講師／白土健（大正大学人間学部教授）、
小沼毅（子育て品川参与）
人中小企業経営者・従業員の方50人（先着）

申電話かFAXで、住所、氏名、電話番号
をものづくり・経営支援課経営支援係
（☎5498－6334 Fax5498－6338）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戸越銀座「茶禅草堂」～中国茶の魅力
日2月21日㈯午後1時～3時
人20人（先着）　￥2,500円（材料費込）
②ふわふわマシュマロ粘土で作ろう
マカロンタワーでhappyバレンタイン
日2月3日㈫午後1時～3時
人6人（先着）　￥3,300円（教材費込）
③基礎から学べる色鉛筆アートレッスン
日1月28日～3月25日の水曜日
午前10時～正午（全4回）
人15人（先着）
￥8,000円（教材費込）
※全5回のうち2回目からの途中入会。
───────共　　通───────
場①中小企業センター（西品川1－28－
3）、②③メイプルセンター（西大井駅前）
申電話で、メイプルセンター☎3774－
5050へ

催　し
品川＆早川ふるさと交流「秘湯・早川
の名湯めぐりとフォッサマグナ見学」
日2月28日㈯～3月1日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤で中学生以上の方15人
（先着）
￥11,250円（1泊3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

●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・6836

●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

ファイル情報 
問い
合わせ

講座・講演

場マイガーデン南大井（南大井1－13みなみ児童遊園内）
人区内在住の方　※今までに2回以上利用した方は不可。
￥1区画（約10㎡）＝22,000円（11カ月分）
申2月3日㈫（必着）までに、往復はがきに「マイガーデン」とし、住所、氏名、電
話番号、動機を公園課公園維持担当（〠140－8715品川区役所☎5742－6789）へ
※家族内での複数応募や、必要事項が書かれていない場合は落選となります。
※他人名義の利用はできません。

マイガーデン南大井
（区民農園）を
利用しませんか

4月～28年2月利用期間 32区画（抽選）募 集 数 公開抽選会を
行います
日　時

2月6日㈮午後2時
会　場
261会議室

（第二庁舎6階）

求　人

● 申告書の作成は国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」をご利
用ください

画面の案内に従って金額などを入力すれば税額などが
自動計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税
及び地方消費税の申告書や青色申告決算書などが作
成できます。作成した申告書は印刷して郵送などで提
出、また、「e－Tax（国税電子申告・納税システム）」
を利用してインターネットで送信できます。
※e－Taxを利用するには事前準備が必要です。
※e－Taxを利用したインターネット送信による確定申
告では、内容を入力することにより添付書類の提出を
省略することができます（一部の添付書類を除く）。
※詳しくは、e－Tax・作成コーナーヘルプデスク☎
0570－01－5901へお問い合わせください。

●確定申告書作成会場の開設
税務署の確定申告書作成会場は、2月9日㈪から開設
します。
○税務署での相談・受付は平日のみ行っています。た
だし、2月22日㈰と3月1日㈰は品川税務署で品川税務
署・荏原税務署合同会場として相談・受付を行います。

●公的年金等を受給されている方へ
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公
的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
の場合は、確定申告書の提出は不要です（確定申告
が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合が
あります。詳しくは品川区役所税務課☎5742－6663
～6へお問い合わせください）。
※所得税の還付を受けるための確定申告書を提出する
ことはできます。

4月26日執行の品川区議会議員選挙に立候
補を予定している方を対象に、立候補予定
者説明会を開催します。
日2月12日㈭午後2時から
場 参当日、印鑑を持って253会議室（第二
庁舎5階）へ
※資料や提出書類を配り、記載方法・添付
書類・選挙運動の注意点などを説明します。
※出席者は立候補予定者1人につき2人以内
とします。
問選挙管理委員会事務局☎5742－6845

区議会議員選挙立候補予定者説明会

税 の た よ り 国税庁ホームページ  www.nta.go.jp/

問品川税務署（港区高輪3－13－22）☎3443－4171
　荏原税務署（中延1－1－5）☎3783－5371 4月26日㈰に

品川区議会議員選挙
が行われます
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区民の方
（区内在住・在勤）

利用月の6カ月前の1日より
8月分の受付／2月1日㈰より
※夏季期間（品川荘：8月8～16日、光林荘：8月11～16日）
は抽選

区民以外の方 利用月の4カ月前の1日より

○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上記施設へお問い合わせください。

※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。
※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。
※夏季期間（品川荘：8月8～16日、光林荘：8月11～16日）は繁忙期です。2月28
日㈯締め切りで抽選となります。
※光林荘：8月1～10日、17～26日は小学校夏季施設などの利用となり、一般の方は
利用できません。
※区民の方は区の補助により料金の割引があるので、区民料金が設定されています。
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）。

午前9時～午後6時

各施設へお問い合わせください

保養所をご利用ください！

問地域活動課☎5742－6687

予約受付

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

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

品川荘 光林荘 お出掛け
ください

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）

　★2月のプラネタリウム

日内土・日曜日、祝日
※投影時間は約50分。
①午前11時＝親子向け投影 ｢ふゆのおほしさま｣　「リーベルタース天文
台だより～冬の星座の物語」
②午後1時30分③午後3時30分＝特集のお話 ｢オリオン座の赤い星｣
※各回とも、前半は当日の星空解説。
※2月7日㈯・21日㈯の③は休止。
人①小学3年生以下のお子さんと保護者86人②③各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

   1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣
天体写真家林完次さんによる、星空の
生解説です。
日2月21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 2月の天体観望会
　「冬の大三角と冬のダイヤモンド」
日2月13日㈮午後6時30分～8時
講師／松谷研、宮坂憲央
人80人（抽選）
※中学生未満は保護者同伴。

￥1は2月10日㈫、2は2月3日㈫（必着）までに、往復はがき（4人まで）
で講座名、住所、電話番号、参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢を同セ
ンターへ
※定員に満たない場合は、1は2月12日㈭、2は2月5日㈭午前10時から
電話受付（先着）。

共通

親子シート
もあるよ

4月に区の組織を改正します
　区は、26年4月に改訂した長期基本計画の実現に向け、様々な施策を着実に実施するとともに、2020年東京オリン
ピック・パラリンピックの開催など、新たな時代に即した施策を積極的に展開するため、この4月から組織を大幅に改
正します。
　なお、窓口の変更などの詳細については、3月に本紙などでお知らせします。
問い合わせ 企画財政課☎5742－6607

現行の組織 新しい組織

名称 名称 主な取り扱い業務 改正のポイント

企画部 企画部 区政の企画・総合調整、財政、施設整
備、広報広聴、情報システム　など －

総務部 総務部
条例の立案、平和、人権啓発、男女共
同参画、職員の人事・福利、財産管理、
契約、区税、危機管理　など

危機管理体制の強化を図ります。

地域振興事業部

地域振興部
地域活動・協働の推進、生活安全、国
際化、戸籍・住民記録、産業振興、消
費生活　など

2020年東京オリンピック・パラリンピックの
開催を見据え、更なる文化スポーツの振興を
図るため、文化スポーツ部門を独立した部と
します。また、観光部門を統合し、全庁横断
的に観光施策を推進します。文化スポーツ振興部

文化芸術・生涯学習、観光、スポーツ、
2020年東京オリンピック・パラリン
ピック　など

子ども未来事業部 子ども未来部 児童福祉、青少年育成、子育て支援　
など

少年少女スポーツ部門を文化スポーツ振興部
に移行し、一体的に施策を推進します。

健康福祉事業部
福祉部 高齢者福祉、介護保険、障害者福祉、

生活保護、生活困窮者自立支援　など 区民の健康づくりを推進するとともに、介護
保険制度の改正に的確に対応するため、部を
再編します。健康推進部 保健衛生、国民健康保険、後期高齢者

医療、国民年金、保健所　など

都市環境事業部 都市環境部
都市計画、都市開発、都市景観、密集
市街地整備、住宅、建築、環境、清掃・
リサイクル　など

木造住宅密集地域の解消を図るため、体制の
強化を図ります。

防災まちづくり事業部 防災まちづくり部 道路、公園・緑化、河川・水辺・下水道、
交通安全、防災　など

災害に強いまちづくりを推進するため、体制
の強化を図ります。

教育委員会事務局 教育委員会事務局 学校教育・学校施設、図書館、文化財
の保護　など

児童・生徒、保護者等からの相談窓口の一元
化を図ります。

※会計管理室、区議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局については今までどおりです。



● 健康センター・総合体育館コース型プログラム
●  品川区消費生活展・社会貢献活動しながわ

古紙配合率80％再生紙を使用しています

次号予告　2月1日号

　

平成27年（2015）

1/21
1943号

！2020年

2020年東京大会開催決定の瞬間

輝 け 　2013年9月8日（日本時間）、アルゼンチン・ブエノスアイ
レスで行われたIOC総会において、オリンピック・パラリンピッ
ク大会の2020年の開催地が東京に決定したことは記憶に新
しいのではないでしょうか。東京での同大会の開催は1964年
に続いて2回目。招致としては2016年大会（リオデジャネイ
ロに決定）に引き続いての立候補で、見事雪辱を果たした結
果となりました。発表当日は区も第二庁舎3階ロビーを開放し、
早朝にもかかわらず集まった約150人の区民の皆さんと職員
が決定の瞬間を共にし喜びを分かち合いました。
　さて、2020年の大会では区内でも2カ所で4つの競技が行

われる予定です。潮風公園（東八潮）では“ビーチバレーボー
ル”、大井ふ頭中央海浜公園（八潮4－1）では“ホッケー ”“ブ
ラインドサッカー ”“脳性麻

ま ひ

痺者7人制サッカー ”の熱戦が期待
されています。
　また、区ではスポーツ関連のイベントはもちろんのこと、
外国の方をおもてなしするための取り組みとして“英語少し通
じます商店街プロジェクト”や“小中学校での英語教育の充実”
なども進めています。
　今後、このコラムでは2020年東京オリンピック・パラリン
ピック大会に関連する話題を取り上げ紹介していく予定です。

No.1

特別区民税・都民税（住民税）に関するお知らせ
問い合わせ 税務課課税担当（本庁舎4階☎5742－6663～6）

27年度特別区民税・都民税（住民税）の申告受付が始まります

税制度の一部が変わります

事業主の皆さんへ

2月16日㈪～3月16日㈪
●月～金曜日：午前8時30分～午後5時
　受付場所／141会議室（本庁舎4階）
※火曜延長窓口（午後5時～7時）は税務課窓口（本庁舎4階）です。
●日曜日：午前8時30分～午後5時
　受付場所／税務課窓口
○申告書は、2月3日㈫に発送を予定しています。

従業員（給与所得者）の個人住民税は、事業主（給与支払者）
が支払う給与から差し引いて納入する「特別徴収」が原
則です。東京都と都内全62区市町村では、26～28年度
を推進期間として、オール東京で特別徴収を推進してい
ます。ご理解とご協力をお願いします。

区では、「エルタックス」というシステムを使い、インターネットで給与支払報告
を送信できるサービスを提供しています。全国の地方公共団体が共同で運営して
いるシステムで、複数の地方公共団体へ給与支払報告のデータを一括して送信す
ることができ、事業所の事務軽減を図ることができます。

住民税の申告をしなくてもよい方
•税務署に所得税の確定申告をする
•給与所得のみで、勤務先から品川区へ給与支払報告書の提出がある
•区内の申告納税者の控除対象配偶者や被扶養者で収入がなかった
年金所得者の方へ
確定申告の提出が不要で、次にあてはまる方は住民税の申告が必要です。
•年金支払者に申告していない扶養控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除がある
•年金天引き以外で納付した社会保険料がある
•生命保険料控除や地震保険料控除がある
•医療費控除がある　など
※所得税の還付がある場合は、税務署へ確定申告をしてください。

1.住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充

　住宅ローンを利用してマイホームの新築・購入・増改築などをしたとき、所得
税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方で所得税から控除しきれなかっ
た額がある場合、翌年度の住民税（所得割）の税額控除を受けることができます。
　25年度の税制改正による消費税率の引き上げに伴う対応として、対象期間が29
年末まで4年間延長されるとともに、控除限度額が拡充されます。

※改正後の控除限度額は、住宅の取得などに適用される消費税率が8％か10％の
場合に適用されます。
※この控除を受けるには税務署に確定申告をする必要があります。給与所得者の
方は、控除を受ける最初の年に確定申告をすると、翌年以降は勤務先での年末調
整を通じて控除が受けられます。

2. 上場株式等の譲渡所得および配当所得に係る軽減税率の
特例措置の廃止

　21年1月1日から25年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合の譲渡所
得に係る軽減税率の特例措置、特定口座内保管上場株式等の譲渡等により生じた
源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する軽減税率の特例措置、および上場株式
等の配当等に係る軽減税率の特例措置は、25年12月31日をもって廃止され、26
年1月1日以後は本則税率が適用されています。

25年から49年までに生じる所得についての所得税には、復興特別所得税（所得税
額の2.1％）が課せられます。 
※26年分以降についての所得税15％は、復興特別所得税が適用されて「15．
315％」の税率になります。

居住年 26年3月まで 26年4月から29年12月まで

控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5％
（最高97,500円）

所得税の課税総所得金額等×7％
（最高136,500円）

21年1月1日～25年12月31日 26年1月1日以降

10％（所得税7％、住民税3％） 20％（所得税15％、住民税5％）

受付
期間

個人住民税ＰＲキャラクターぜいきりん

給与支払報告書の提出はｅＬＴＡＸ（エルタックス）で

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。


