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※機種によっては正しく表示されない場合があります。 スマートフォン用

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity

・「しながわ百景」新たな風景を加えて
　リニューアル
・図書館で“本の福袋”を貸し出し
・「品川区・ジュネーヴ市友好憲章締結25周
年記念展示」を品川歴史館で開催

・東京2020フラッグツアー歓迎セレモニー／フラッグを区役所に展示
・2020年に向けてホッケー・ビーチバレーボール・ブラインドサッカーの品川
区3競技応援キャラクターがお披露目

・「伝統の技と味 しながわ展」開催
・しながわ中央公園拡張部分が防災機能を備えてオープン

・しながわ防災体験館 来館者数1万人達成
・区と包括協定を結ぶ区内4大学が「しながわ
大学連携推進協議会」を設立

・「西恋山イルミネーション」初開催
・アトレ大井町店と期日前投票所設置に係る協定を締結
・しながわ観光大使にサンリオの“シナモロール”が就任

・品川区制70周年記念式典開催
・住民票の写し等の証明書用紙をシティプロ
モーションのロゴなどを盛り込んだ新たな
改ざん防止用紙に変更

・都市計画道路補助205号線整備事業完了（大
井三ツ又～西大井）

・広報しながわ 電子書籍で配信スタート
・大森駅水神口に地下機械式駐輪場を開設
・品川区3競技応援キャラクターラッピングバス運行開始
・「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に参加

・地域密着型多機能ホーム東五反田倶
く ら ぶ

楽部開設
・「しながわこども冒険ひろば」がしながわ区
民公園内にオープン

・大井三丁目ゆうゆうプラザ開設
・区独自のオリンピック・パラリンピック学習
教材「ようい、ドン！しながわ」　で初授業

・SNS（フェイスブック、インスタグラム）を活用したシティプロモーションが本格始動

・上大崎特別養護老人ホーム開設
・支え愛・ほっとステーション5カ所を新規開設、区内
全13地域センターへの設置が完了

・「国立大学法人東京学芸大学と品川区との連携協力に
関する協定」を締結

・「交通の発展とともに歩んだ品川の歴史」展を区役所
で開催

・「しながわ子ども食堂フォーラム」初開催
・“しながわ体操”完成記念イベント開催
・「品川“くるみ”認知症ガイド」を65歳以上の方がいる世帯に全戸配布
・連携事業を行う福井県坂井市からしながわ花海道へ市の花「ユリ」のプレゼント

・東京都議会議員選挙を執行
・しながわ水族館で区民から募集したアイデ
アをもとにした“～夢の水槽～「地球」” お披
露目

・八潮の地名を加えてリニューアルした「品川
音頭2017」（岩本公水さんの歌唱）発表

・「伝統日本文化体験めぐり IN SHINAGAWA」開催
・「品川区旗の台駅周辺地区バリアフリー計画」策定

・坂井市区民交流ツアー初開催
・トルコ代表チームと車いすバスケット
ボール国際交流イベント開催

・「しながわ子ども食堂ネットワーク会
議」初開催

・モンゴル国の高等専門学校の学生を招へい／科学技術分野での交流スタート
・「ふくしまつり2017＆1000日前フェスタ」合同開催
・「しながわ観光フェア2017」各地で開催
・東京モノレールをメディアジャック／区長が東京モノレール浜松町駅の一日駅
長に就任

・オリジナルフレーム切手「シナモロールのしながわお空のお散歩」販売開始
・「品川薪

たきぎのう

能」11年ぶりに開催

・「アール・ブリュット展 in 大崎」開催
・30周年を迎えた「しながわ夢さん橋」
開催

・シェアサイクルスタート
・「えばら観光フェア 西小山物語～H

ハ ナ マ チ

anamachi～」
　初開催
・衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査を執行
・「全国シティプロモーションサミット2017 in Shinagawa」開催
・シティプロモーション動画「P

プ ロ ミ ス

romise ～シナガワにきっと～」公開／区民300
人が参加

・ARでたのしむまち歩きアプリ「わ！しながわ巡り（ココシル品川）」配信開始

・グループホーム金子山開所
・「品川子育てメッセ2017」開催
・「男女共同参画推進フォーラム2017」開催
・区長とのタウンミーティング開催
・「マイナンバー制度による情報連携」本格運用開始
・「交通安全宣言50周年記念しながわ交通安全フェア」開催
・八潮北公園にスケートボード・フットサル場開設
・23区初の記念用“オリジナル婚姻届”配布開始

・区内一斉防災訓練実施
・人権週間「講演と映画のつどい」「しながわ
　人権のひろば2017」開催
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品川区3競技応援キャラクター初お披露目
（1/14） “～夢の水槽～「地球」”お披露目（7/15）

記念用“オリジナル婚姻届”配布開始
（11/22）

しながわ観光大使“シナモロール”就任（2/13）
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シティプロモーションサミットで
「Promise～シナガワにきっと～」
初披露（10/26）

区内一斉防災訓練実施（12/2）

品川区制70周年記念式典開催（3/21）

「ようい、ドン！しながわ」で初授業（5/12）

「品川“くるみ”認知症ガイド」
全戸配布（6月下旬～7月上旬）

区民と区との協働で
「輝く笑顔 住み続けたいまち しながわ」
を目指したまちづくり品 川 区

トルコ代表チームと車いすバスケットボール国際交流
イベント（8/27）
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　19年6月、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下健全化法という）
が制定されました。健全化法は、自治体の財政に影響を与えるすべての会計などを
対象に、健全化に関する4つの比率の公表の制度を設け、その比率に応じて健全化を
図るための計画を策定する制度を定めています。
　28年度決算に基づく品川区の健全化判断比率は下表のとおりで、いずれの比率も
早期健全化基準値を下回っています。

（期首純資産残高） ＋ （当期変動高）
　　　期末資産残高   
　28年度末純資産額 9,512億7千万円

　普通会計以外に、下記の会計を区分しています。
歳入 歳出

国民健康保険事業会計 437億7,324万円 423億8,033万円

後期高齢者医療事業会計 48億4,434万円 47億8,610万円

介護保険事業会計（保険事業） 231億1,661万円 229億1,887万円

介護保険事業会計（介護サービス） 5億8,705万円 5億8,705万円

公営企業会計（介護サービス） 51億5,635万円 51億5,635万円

金額 構成比

A

義務的経費 619億4,595万円 38.9％
人件費 244億9,348万円 15.4％ 職員の給与・退職金、議員の報酬など

扶助費 354億6,271万円 22.3％ 生活保護費、高齢者や障害者への手当、保育施設助成など
公債費 19億8,976万円 1.2％ 区債の償還金

B 投資的経費 395億725万円 24.8％ 道路・公園・施設の整備や用地取得など

金額 構成比

C

消費的経費 577億9,370万円 36.3％
物件費 265億2,652万円 16.7％ 物品購入、業務委託など
補助費等 70億4,008万円 4.4％ 各種助成金や負担金など
積立金 79億5,285万円 5.0％ 基金としての資金積み立て

繰出金 149億5,757万円 9.4％ 国民健康保険、介護保険など特別会計を支える経費
その他 13億1,668万円 0.8％ 施設の維持補修費など

健全化判断比率 品川区
品川区に適用される基準など

早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 ̶　̶　（赤字でないことを示す） 11.25％ 20.00％
連結実質赤字比率 ̶　̶　（赤字でないことを示す） 16.25％ 30.00％ 
実質公債費比率 △△  4.2％ 25.00％ 35.00％  
将来負担比率 ̶　̶　（将来負担がないことを表す） 350.00％

●実質赤字比率
　一般会計などを対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。28年度の
実質収支は、44億8,755万7千円（4.59%）の黒字により「－」表示となります。
●連結実質赤字比率
　全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。28年度の連結実
質収支は、61億3,645万6千円（6.27%）の黒字により「－」表示となります。
●実質公債費比率
　借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化したもので３カ年平均で算
出します。算定の結果、早期健全化基準の25.0％を大きく下回る△4.2％となりま
した。
●将来負担比率
　一般会計などが将来負担すべき実質的な負債を把握するための比率です。28年度
は、将来負担額に対し充当可能財源が上回る結果となり、将来負担比率は、「－」表
示となります。

積極的に取り組んだ主な施策

オリンピック・パラリンピックを契機とした発展をめざして
区内開催・応援3競技のキャラクターの公募・認定とPR強化、競技体験や競技
選手との交流、大井ふ頭中央海浜公園周辺の無電柱化、品川英語力向上推進プ
ラン、都市型観光プランの推進など
子育て・教育施策
私立保育園などの新規開設支援、子育てネウボラ相談員の配置、オアシスルー
ムの増設、品川コミュニティスクールの拡充推進など
住み慣れた地域で暮らせる高齢期をめざして
特別養護老人ホームの整備開設、認知症グループホームの整備、認知症対策の
拡充、緊急介護人材確保支援など
防災対策の強化　災害に強いまちづくり
災害復旧基金の創設、木造住宅密集地域の改善推進、住宅の耐震化支援、しな
がわ中央公園の拡張整備など

各分野別の取り組み

だれもが輝くにぎわい都市
町会・自治会への活動支援の強化、プレミアム付き区内共通商品券の発行助成、
区内中小企業の事業承継支援と雇用の維持拡大など
未来を創る子育て・教育都市
公有地を活用した保育施設の設置、「しながわパパママ応援アプリ」の配信、い
じめ防止対策の推進、マイスクール五反田の開設、子どもの体力向上の推進な
ど
みんなで築く健康・福祉都市
高齢者多世代交流支援施設「ゆうゆうプラザ」の開設、障害児者総合支援施設
の整備、ロタウイルスワクチン予防接種費用助成など
次代につなぐ環境都市
公園整備、省エネ・節電啓発事業、区内全施設LED化の計画的整備など
暮らしを守る安全・安心都市
市街地再開発、JR大井町駅可動式ホーム柵整備助成、防犯カメラの維持管理費
助成など

歳出総額を人件費や物件費などの性質別に分類すると
次のようになります  　　　特別区税

  469億5,365万円
　　　　（28.5％）

（24.9％）

  その他
  48億15万円

（2.9％）

  特別区財政調整交付金
  409億9,289万円

国・都支出金  
424億5,202万円  

（25.8％）

地方消費税交付金  
102億5,539万円  

（6.2％）

使用料・手数料  
53億9,535万円  

（3.3％）

繰越金  
50億5,026万円  

（3.1％）

繰入金  
45億6,384万円  

（2.8％）

諸収入  
40億7,982万円  

（2.5％）
  議会費  

（議会運営など）
  8億909万円（0.5％）

  民生費 
（子どもや高齢者の福祉、生活保護など）

  697億3,078万円（43.8％）

  衛生費  
（ごみ処理、予防接種など）
  111億6,342万円（7.0％）

労働費  
（勤労者福祉施設運営など）

5億132万円（0.3％）

商工費  
（商工業振興、消費者対策など）
18億5,577万円（1.2％）

教育費  
（小・中学校、図書館の維持運営など）

190億9,035万円（12.0％）

災害復旧費  
（被災に伴う経費）
681万円（0.0％）

公債費  
（借入金の償還）

19億8,976万円（1.2％）

土木費  
（道路、公園整備など）

342億8,600万円（21.5％）

消防費  
（防災、水防など）

32億899万円（2.0％）

  総務費 
（戸籍事務、地域センター維持管理など）

  166億461万円（10.4％）

※表中の構成比率はそれぞれ小数点第２位で四捨五入しているため、合計は100.0％とならない場合があります。

　区は、これまで培ってきた財政力と健全財政のもと、効率的な行財政運営
に努め、区の独自性を発揮した新規事業に積極的に取り組んでいます。
　28年度決算の財政状況を示す指標は下表のとおりで、引き続き財政の健
全性を堅持しています。

指標 品川区 23区平均

経常収支比率

財政の硬直化の度合いを示
す指標で、おおむね70～
80％が望ましいとされてい
ます

71.8％ 79.3％

人件費比率 歳出（支出）に占める人件
費の割合です 15.4％ 16.6％

基金（積立金）
現在高

区の貯金にあたるもので、
健全な財政運営を確保する
ために積み立てています

　916億円＊ 759億円

地方債現在高

区の借入金で、現在の区民
の方だけでなく将来の区民
の方にも負担していただく
ものです

　147億円 224億円

28年度決算にみる財政の状況

●資産 9,824億3千万円 
現在、区が保有している財産

〔内訳〕
・公共資産 8,759億4千万円
  　道路、橋、公園、学校など

・投資など 713億3千万円
  　 基金、積立金、有価証券、
出資金など

・流動資産 351億5千万円
  　 現金預金（53億円）や未
収金（税）など

●負債 311億6千万円
次世代が負担する借入金（特
別区債）など、将来返済する
必要がある債務

〔内訳〕
・固定負債 279億6千万円
  　 特別区債など

・流動負債 32億円
  　 翌年度償還分など

●純資産 9,512億7千万円
現在まで既に負担済みの正味
価値の総額

　国の指針に基づき、自治体の会計をわかりやすく、透明性を高めるため、区の普通会計について、4つの財務諸表を作成しました。

貸借対照表とは、一時点において保有する資産、負債、純資産を
記載したものです。下表は左に区の資産、右に負債と純資産が記
載され、28年度末の財政状況がまとめられています。

区の純資産（資産から負債を引いた残り）が28年度
中にどのように増減したかを示しています。

●期首純資産残高　27年度末純資産額
 9,420億4千万円

計　9,824億3千万円 計　9,824億3千万円

●当期変動高 92億3千万円
　財源調達（特別区税、国・都補助金など）
 1,471億5千万円
　純経常行政コスト △1,378億5千万円
　資産評価替えによる変動額 △3千万円
　その他 △4千万円

＋
＝

＊定額運用基金3億円を除く

※各表において端数処理の関係のため合計が一致しない場合があります。

区の財政状況についてお知らせし
区では、「品川区財政状況の公表に関する条例」に基づき、年2回、区の財政状況についてお知らせしています。
今回は、28年度の決算のあらまし、財政健全化判断比率、29年度上半期の財政状況についてお知らせします。
問い合わせ 財政課（☎5742－6610 Fax5742－6870）

一定期間の収益と、それを得るために要
した費用を示して、その期間における利
益（損失）を表にしたものです。

●経常行政コスト 1,451億4千万円
1年間に提供された行政サービス（資産
形成に供された部分を除く）に要したす
べての費用

〔内訳〕
・人件費など 260億3千万円
  　区職員給与費、議員報酬など

・物件費など 368億3千万円
  　 光熱水費、物品購入費、減価償却費、
施設の修繕費など

・社会保障給付費など 819億7千万円
  　 社会保障給付費、団体への補助金、
国民健康保険・後期高齢者医療・介
護保険への負担金など

・その他 3億1千万円
   　未払債権、地方債の利子など

●経常収益 72億9千万円
　 行政サービスの利用で区民の皆さん
が負担する使用料・手数料など

－

＝

（経常行政コスト）  －  （経常収益）
　純経常行政コスト　 1,378億5千万円

行政コスト計算書1 資金収支計算書（キャッシュフロー計算書）2

純資産変動計算書3

貸借対照表（バランスシート）4
一定期間内の現金の増減と残高により、現金の流
れを示します。区がどのような活動に資金（現金
預金等）を必要としているかを表しています。

●期首資金残高　27年度末資金額 50億5千万円

●当期収支 2億5千万円
　経常的収支 　307億3千万円
　公共資産整備収支 △211億2千万円
　投資・財務的収支 △93億6千万円

＋
＝

（期首資金残高） ＋ （当期収支）
　　期末資金残高   
　28年度末資金額 53億円

1,645億4,337万円歳 入 1,592億4,690万円歳出

社会保障・税一体改革による地方消費税増収分36億7,584万円
は、子ども・子育て支援や高齢者福祉の充実など、社会保障費
に充当しました。

普　通　会　計

財政状況を表す4つの表
公営事業会計

財政健全化判断比率

28年度に実施した主な事業

合計（A+B+C）＝1,592億4,690万円

4つの表から見た品川区の財政状況

 これらの表から区の資産、負債が明らかになり、健全な財
政を保っていることがわかります。
● 経常行政コストは、「社会保障給付費など」が819億7
千万円と全体のおよそ56％を占めており、福祉に多くの
経費がかけられています。
● 区民1人当たりの資産はおよそ255万円、負債はおよそ8万
円です。
● 純資産（9,512億7千万円）が、道路や学校などの公共資
産（8,759億4千万円）を上回っていることから、将来の
負担がないことがわかります。

ます 　地方財政状況調査（以下、決算統計）に基づき、28年度決算の
あらましをお知らせします。
　決算統計は、全国の自治体で、統一的な財政状況の把握や分析
をするために、各自治体の決算状況を、同じ基準に基づいて集計し
たものです｡
　決算統計の会計は、普通会計と公営事業会計に分かれています｡

28年度

決算の
あらまし

区ホームページ
でも公表して
います

東日本大震災からの復旧・
復興のための臨時的措置と
して改定された特別区民税
均等割増額分1億1,188万
円は、防災・減災対策経費
に充当しました。
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　皆さんから納めていただいた特別区税を主な財源として、公園や道路の整備を
はじめ、学校・社会福祉施設の運営、生活保護、保健衛生など区行政の大部分を
経理する会計です。

　特定事業を行うにあたって、一般会計の歳入歳出と切り離して経理を明確にす
る必要がある場合に設けています。

歳入 予算現額 収入済額 収入率
特 別 区 税 444億7,912万 円 221億9,198万 円 49.9％
地 方 消 費 税 交 付 金 103億 円 60億1,725万3千円 58.4％
特 別 区 交 付 金 388億 円 169億2,114万6千円 43.6％
国 ・ 都 支 出 金 464億6,149万9千円 124億1,408万2千円 26.7％
繰 　 　 入 　 　 金 80億6,439万6千円 0円 0.0％
そ 　 　 の 　 　 他 201億2,554万9千円 110億2,838万8千円 54.8％

計 1,682億3,056万4千円  685億7,284万9千円 40.8％

歳出 予算現額 支出済額 支出率
民 生 費 761億9,431万4千円 333億9,589万4千円 43.8％
土 木 費 388億5,989万9千円 48億5,059万4千円 12.5％
総 務 費 188億6,858万6千円 61億4,624万5千円 32.6％
教 育 費 162億4,704万8千円 55億9,881万5千円 34.5％
そ の 他 180億6,071万7千円 70億5,186万8千円 39.0％

計 1,682億3,056万4千円 570億4,341万6千円 33.9％

会計 予算現額 収入済額 支出済額
国民健康保険事業会計 442億6,982万 　円 180億1,847万4千円 173億5,871万6千円
後期高齢者医療特別会計 79億3,271万1千円 34億6,854万3千円 26億3,470万2千円
介 護 保 険 特 別 会 計 249億3,941万8千円 109億8,213万2千円 99億5,705万8千円
災 害 復 旧 特 別 会 計 15億　　　　　 円 0円 0円

国民健康保険事業会計 約5万7千世帯、8万4百人の方が加入する国民健康保険関係の経理
を行っています

後期高齢者医療特別会計 75歳以上の方（65歳以上で一定の障害のある方を含む）の医療を経
理する会計で、現在被保険者の方は約3万9千人です。

介護保険特別会計 介護保険を経理する会計で、現在、65歳以上の被保険者の方は約8
万2千人です。

災害復旧特別会計 災害時における救助、災害の復旧および災害からの復興を円滑に行
い、その経理状況を明確にするため29年度に設置した会計です。

区の財政状況についてお知らせします 29年度上半期の財政状況 29年4月1日～9月30日

一般会計

特別会計

　区民の皆さんから納めていただく特別区税は、歳入予算の27.0％を占
めています。この予算額を人口で割ると11万4,961円、世帯数で割ると
20万6,640円となります。

区分 29年度 28年度 増減 対前年伸び率
特 別区税予算額 444億7,912万円 433億1,660万円 11億6,252万円 2.7％
1人あたりの負担額 114,961円 113,225円 1,736円 1.5％
1世帯あたりの負担額 206,640円 204,135円 2,505円 1.2％
人　　　　　　　口 386,905人 382,572人 4,333人 1.1％
世　　　　　　　帯 215,249世帯 212,196世帯 3,053世帯 1.4％

（9月30日現在）

※人口、世帯数は、各年度10月1日現在の住民基本台帳による。

土地 （123万9,194.99㎡） 6,135億7,061万円
建物        （80万4,145.61㎡） 1,612億6,418万円
地上権   （6,653.65㎡） 12億9,959万円
工作物・立木・浮桟橋 82億  192万円
有価証券・債権など 80億7,858万円
物品 118億9,771万円
基金 937億4,536万円

計 8,980億5,795万円

（9月30日現在）

　特別区債は、公園や道路、学校施設などの整備で特に多額の資金を必
要とする場合に、政府や銀行などから長期にわたり返済する資金を借り入
れ、事業資金を調達するものです。29年度上半期は、8億1,506万円の
元金を償還しました。新規の借り入れはありません。

29年3月31日現在 29年9月30日現在 増減
147億4,391万4千円 139億2,885万4千円 △8億1,506万円

　区民1人あたりの
保有額は、232万
1,133円 で、28年
度下半期（29年3
月31日現在）より
も、6,448円 増 と
なっています。

一時借入金は、支払資金が不足した場合
に、その不足を補うために一時的に銀行
などから借り入れる資金です。29年9月
30日現在、借入残高はありません。

一時借入金の現在高
0円

区民の税負担の状況

区有財産の保有状況

地方債（特別区債）の状況

29年9月30日現在の
区の保有している財産

29年9月30日現在の
特別区債の残高

五反田文化センター

プラネタリウム
　★1月のプラネタリウム
特別投影などの回を除き開催しています。詳しくはホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。
日内●土・日曜日、祝日①午前11時＝小学3年生以下親子向け投影 ②午後1時
30分 ③午後3時30分＝特集のお話、●ヒーリングプラネタリウム＝5日㈮午後7
時、●星空ゼミ＝13日㈯午後3時30分
人各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、直接会場へ

  1 特別投影 ｢林完次の星空散歩｣

日1月20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

場問同センター（〠141－0031西五反田6－5－1
☎3492－2451Fax3492－7551）
shinagawa-gotanda-planetarium.com/

  2 1月の天体観望会「オリオン座」

日1月26日㈮午後6時30分～8時
人80人（抽選）
※中学生未満は保護者同伴。

★お昼のくつろぎプラネタリウム
（無料）
日水・木曜日午後0時35分～50分

申1は1月9日㈫、2は1月16日㈫（必着）
までに、往復はがき（4人まで）でイベ
ント名、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1月11日
㈭、2は1月18日㈭午前10時から電話受
け付け（先着）。

共通

○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。

○ 区民の方は区の補助により料金の割引があるので、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）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）。
○ 次に該当する区内在住者は区民料金から1,000円割引と
なります。
　 ①乳幼児同伴の父母または養父母（2人まで）②要介護
高齢者の家族介護者（2人まで。要介護状態区分「要介
護1～5」）③高齢者（70歳以上）④障害者（児）と同伴
の介護者1人（障害の等級など条件あり）
※宿泊時に確認できるもの（乳幼児医療証、介護保険被保
険者証写し、身体障害者手帳など）をお持ちください。

区民の方
（区内在住・在勤・在学）

利用月の6カ月前の1日より
7月分の受付／1月1日㈷より

区民以外の方 利用月の4カ月前の1日より

電話受付　　午前9時～午後6時伊東市広野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

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

乳幼児の子育て、
介護リフレッシュに

問い合わせ／地域活動課
（☎5742－6687 Fax5742－6877）

しなが わ 水 族 館「しな水のお正月」「しな水のお正月」「しな水のお正月」

期間／1月2日㈫～8日㈷
入館料／1,350円（800円）、小・中学生600円（400円）、4歳～就学前300円
（200円）、65歳以上1,200円（700円）
※区内在住・在勤・在学の方は住所などが確認できるものを提示すると、（　）
の金額になります。
※火曜日休館（1月2日は開館）。
場所・問い合わせ／しながわ水族館（勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－
3433 Fax3762－3436 http://www.aquarium.gr.jp）

戌
いぬどし

年にちなんだ干
え と

支水槽では、
12月28日㈭からイヌザメなどを

先行展示します！！

水中ショーでは、午後1時・3時の
回に、ダイバーが着物を着て魚たち
へお年玉をプレゼントします！！

イルカショーやアシカショー、アザラシショーも
お正月バージョンで公開します。
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品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   5日㈮ 10日㈬ 19日㈮
うつ病あんしん相談 26日㈮ 10日㈬ 10日㈬
高齢期のこころの相談 19日㈮ 16日㈫ 17日㈬
児童思春期のこころの相談 10日㈬ 11日㈭ 25日㈭
問各保健センターへ

保健センターのこころの健康専門医相談 1月

日1月16日㈫・23日㈫、2月6日㈫・20日㈫午前10時～11時30分（全4回）
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
人区内在住か在勤で、離乳食2回食以降の乳児（初回日に7・8カ月）と保護者20組（抽選）
※保護者1人での参加も可能です。 ※原則、お子さんをおぶっての参加です。
運営／品川栄養士会
申問1月5日㈮（必着）までに、往復はがきかFAXに「離乳食レッスン」とし、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話・FAX番号、Eメールアドレス、お子さんの氏名・月
齢を子ども育成課庶務係（〠140－8715品川区役所☎5742－6692 Fax5742－
6351）へ

2回食からの離乳食レッスン（第6クール） 電子

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。
日1月12日㈮午後2時～4時
場申問電話で、品川保健センター☎3474－
2904へ

日1月10日㈬午後1時30分～3時30分
内講演会「家族の対応のヒント2」
人精神障害者の家族と関係者30人（先着）
場申問電話で、荏原保健センター☎3788－
7016へ

思春期家族教室 精神保健家族勉強会

グループで体を動かす方法を学びます。
日1月18日㈭午後1時30分～3時30分
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの神経難病の方と家族30人（先着）
持ち物／タオル、飲み物
場申問電話で、荏原保健センター☎3788－7016へ

難病の方のためのリハビリ教室

健康ガイド 〠140－0001  北品川3－11－22  
☎3474－2225　Fax3474－2034

品川保健
センター

〠140－0014  大井2－27－20  
☎3772－2666　Fax3772－2570

大井保健
センター

〠142－0063  荏原2－9－6  
☎3788－7016　Fax3788－7900

荏原保健
センター

キッズクラブ
グリーンコンシューマー体験 in 大崎ニューシティ 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

ミニ講習を受けた後、大崎ニューシティで環境に配慮
した商品を探して、発表します。
日2月24日㈯午後1時30分～4時
場大崎ニューシティ（大崎駅前）
人区内在住か在学の小学生15人（抽選）
申1月31日㈬（必着）までに、はがきに「グリーンコ
ンシューマー体験」とし、住所、氏名、学年、日中連
絡のつく保護者の電話番号・Eメールアドレスを品川
区商店街連合会（〠141－0033西品川1－28－3）へ
※ shoren.shinagawa.or.jp/からも申し込めます。
問品川区商店街連合会
（☎5498－5931 Fax5498－5933）
環境課環境推進係
（☎5742－6755 Fax5742－6853）

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 Fax5742－6350）

骨盤ケア・腱
けんしょうえん

鞘炎予防など、産後の体にやさしい運動を助産師が指導します。
日1月18日㈭、2月1日㈭・15日㈭、3月1日㈭午前10時～11時30分（全4回）
場大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）
人区内在住か在勤で、生後1～3カ月の乳児と母親15組（先着）
※同室での見守り託児あり（先着6人）。
申問1月9日㈫（必着）までに、往復はがきかFAXに「産後ママのボディケア第6クー
ル」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話・FAX番号、Eメールアドレス、見
守り託児希望の方はお子さんの氏名（ふりがな）・月齢を子ども育成課庶務係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6692 Fax5742－6351）へ

自分でできる産後ママのボディケア（第6クール） 電子

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

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分で終了）

月～金曜日
　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
 ※外傷は対応できません 昭和大学病院中央棟4階
　●12月29日㈮は休診。休日昼間・夜間をご覧ください。

  休日昼間・夜間／午前9時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）
12月23日㈷

24日㈰
29日㈮
30日㈯
31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分で終了）

12月23日㈷

 ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
 三ツ木診療所歯科 西品川 2 －13－20 ☎3491－2456
 健デンタルクリニック 荏　原 3 － 8 － 3 ☎5749－3718
 つじ接骨院 南品川 2 － 8 －13 ☎3471－0263
 しおざわ接骨院 西中延 2 －18－20 ☎5702－8158

12月24日㈰

 赤沼医院 大　井 2 －21－10 ☎6809－9236
 藤田歯科クリニック 西品川 3 － 5 － 8 ☎3491－3333
 辛島歯科医院 小　山 5 － 8 －20 ☎3781－2627
 スズキ整骨院 南大井 4 － 9 －21 ☎3763－3816
 押田接骨院 小　山 2 － 8 －13 ☎3787－8036 

12月29日㈮

 岩端医院 大　井 1 －55－14 ☎3775－1551
 おくの歯科医院 戸　越 4 － 7 －14 ☎3788－8241
 北村歯科クリニック 旗の台 1 － 8 － 1 ☎3781－8090
 山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137
 誠道館清水接骨院 小　山 2 － 6 －10 ☎3783－0685

12月30日㈯

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
 JUN歯科クリニック 南品川 2 － 4 － 1 ☎5783－5580
 古沢歯科診療所 二　葉 4 －14－16 ☎3781－5068
 大井三ツ又上条接骨院 大　井 3 － 2 － 2 ☎3775－3166
 上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

12月31日㈰

 ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
 おの歯科クリニック 南品川 3 － 4 －12 ☎5783－6556
 大木歯科医院 戸　越 5 －18－ 8 ☎5751－2418
 品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
 中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

※重病の方は119番をご利用ください。　※受付時間にご注意ください。

応 急 診 療 所

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6時～午後11時　土・日曜日、祝日、12/29～1/3／午前9時～午後11時

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局
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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 Fax5285－8080 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323

子育て中の食の悩みから高齢者の食生活まで栄養士がアドバイスをします。

運営／品川栄養士会　申当日、直接会場へ
問健康課健康づくり係（☎5742－6746 Fax5742－6883）

食に関する相談

日時 会場
1月15日㈪12:00～15:00 区役所啓発展示室（第二庁舎3階）
1月17日㈬13:00～16:00 武蔵小山商店街パルム会館（小山3－23－5）

※塩分の測定を希望する方は汁物（みそ汁など）を持参してください

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

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
※12/29～1/3は祝日扱いです。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。

キリトリ線

ファイル情報 
〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
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。

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

　1月に参加できる主な事業 ※園庭開放の日程など詳しくは区ホームページをご覧いただくか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に掲載しています。

●作品展
16日㈫～18日㈭＝清水台保
24日㈬～26日㈮＝東中延保
●身体測定
9日㈫＝西五反田保、荏原西保（0・1歳）、
五反田保（幼児）、10日㈬＝西五反田第二
保（乳児）、11日㈭＝五反田保（乳児）、西
五反田第二保（幼児）、16日㈫＝東品川保

●もちつき会
10日㈬＝北品川保、東品川保、小山台保、11日㈭＝三ツ木保、西大井保、
一本橋保、旗の台保、八潮南保、12日㈮＝ゆたか保、西中延保
●その他のイベント
12日㈮＝浜川幼（未就園児親子登園）、12日㈮・26日㈮＝南大井保（リズ
ム遊び）、15日㈪＝伊藤幼（未就園児交流会）、17日㈬＝大井倉田保（おは
なし会）、23日㈫＝台場幼（3歳児交流会）、25日㈭＝西中延保（絵本の広
場開放）

保＝保育園、幼＝幼稚園
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ファイル情報 
〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
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。

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

登録調査員募集
事前に登録し、統計調査実施時に統計調
査員として活動します。
日30年度調査から順次
内調査対象への訪問、調査票の配布・記
入依頼・回収・整理
報酬／調査によって異なる
人次にあてはまる方30人程度（選考）
・・30年4月1日現在、満20～74歳　 ・・区
内での調査活動が可能な所に居住　ほか
※面接を1月30日㈫～2月1日㈭に行いま
す（予定）。
※詳しくはお問い合わせください。
申問1月12日㈮（必着）までに、地域活
動課統計係で配布する申込書を同課統計
係（〠140－8715品川区役所第二庁舎6
階☎5742－6869  Fax5742－6750）へ
郵送

生活にお困りのときはご相談ください
生活上の不安や困っていることを一緒に
考え、状況に応じた相談・支援を行います。
場暮らし・しごと応援センター
（第二庁舎3階）
人区内在住の方（生活保護受給中の方は
対象となりません）
開設時間／月～金曜日午前9時～正午・
午後1時～5時　※祝日・年末年始を除く。
問同センター☎5742－9117
生活福祉課相談係
（☎5742－6714 Fax5742－6798）
　品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
社会人対象オープンキャンパス情報
日1月20日㈯午後2時～4時
内在校生・卒業生インタビュー、学校案
内（学費・授業内容など）、個別相談
人介護福祉士をめざしている方
場参問当日、直接同校（西品川1－28－
3☎5498－6364 Fax5498－6367）へ
※学校見学も随時受付中（要予約）。

お正月！本の福袋
いつもと違う本を読んでみませんか。児童
書は年齢ごとに、一般書はテーマごとに、
貸し出し用の本が3冊入っています。
日1月4日㈭から　※無くなり次第終了。
※各館40～80袋用意。
場区立図書館全10館　※大井町・武蔵小
山サービスコーナーでは実施しません。

問品川図書館
（☎3471－4667 Fax3740－4014）

　品川区清掃事務所
30年度専門非常勤募集
勤務場所／品川区清掃事務所品川庁舎（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10分～午後4時25分のうち7時間
45分
報酬／月額196,800円　※交通費支給。
任用期間／4月1日～31年3月31日
人清掃事業に熱意と能力のある方若干名
（選考）
申問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事業
係（〠141－0032大崎1－14－1☎3490
－7051 Fax3490－7041）へ郵送か持参
※履歴書は返却しません。

江戸の町民が愛した品川野菜  3
日1月14日㈰午後2時～3時30分
内品川かぶなどの江戸野菜、品川神社で
開催される「品川蕪

かぶ

品評会」について
人30人（先着）
場申問電話か直接、大崎図書館（大崎2－
4－8☎3495－0660 Fax3493－9979）へ

市民後見人養成講座（全6回）
認知症の高齢者などを支援する市民後見
人を養成します。
日2月10日㈯ ・11日㈰・18日㈰・24日
㈯午前9時20分～午後4時10分、3月4
日㈰・11日㈰午後1時20分～4時20分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内在住か在勤で、20～75歳の方30
人（先着）　※年齢は申し込み時点。
￥3,000円
申1月31日㈬までに、往復はがきで住所、
氏名、年齢、電話番号を市民後見人の会
（〠140－0014大井1－15－1品川成年
後見センター分室）へ
問品川成年後見センター
（☎5718－7174 Fax6429－7600）

1月の区議会
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
22日㈪午後1時
行財政改革特別委員会／23日㈫午後1時
オリンピック・パラリンピック推進特別
委員会／25日㈭午後1時
議会運営委員会／26日㈮午後1時
※傍聴券は、開会の1時間前から配付します。
問区議会事務局
（☎5742－6809 Fax5742－6895）

コンビニ交付休止日のお知らせ
メンテナンスのため、12月23日㈷はコン
ビニエンスストアでの証明書交付サービ
スを終日休止します。
問情報推進課番号制度担当
（☎5742－6619 Fax5742－7164）

第220回東京都都市計画審議会
日2月6日㈫午後1時30分
場都庁特別会議室（第一本庁舎北42階）
傍聴人数／15人（抽選）
申1月16日㈫（消印有効）までに、往復
はがき（1人1枚）で住所、氏名、電話番
号を東京都都市計画課（〠163－8001東
京都都市整備局）へ　
※付議予定案件は、東京都都市整備局ホー
ムページをご覧いただくか東京都都市計
画課へお問い合わせください。
問東京都都市計画課☎5388－3225
品川区都市計画課
（☎5742－6760 Fax5742－6889）

八潮図書館　工事のお知らせ
工事期間／2月1日㈭～3月下旬（予定）
天井・トイレ改修工事のため、予約資料の
貸し出し・返却のみ受け付けます。詳しく
は図書館ホームページをご覧ください。
問八潮図書館
（☎3799－1414 Fax3790－3442）

Ｏ美術館臨時休館のお知らせ
大崎ニューシティの停電のため、1月14日
㈰は臨時休館します。
問Ｏ美術館
（☎3495－4040 Fax3495－4192）

塾代などを支援します
中学3年生、高校3年生の学習塾などの費用
や受験費用について貸し付けを行います。
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80,000円）
申込最終締切／2月9日㈮
人次の全てにあてはまる方
・・20歳以上で、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
・・暴力団員が属する世帯の構成員でない
・・世帯（父母など養育者）の総収入か合
計総所得が一定基準以下
世帯
人数 一般世帯 ひとり親世帯

2 2,717,000円以下 3,018,000円以下
3 3,343,000円以下 3,788,000円以下
4 3,864,000円以下 4,415,000円以下
5 4,415,000円以下 4,832,000円以下
※営業所得など、給与収入以外の所得がある
場合は、総所得で確認

※詳しくはお問い合わせください。
問生活福祉課相談係
（☎5742－6545 Fax5742－6798）
　事業所用LED照明設置費用の一部を
助成します
対象／次の全てにあてはまる事業者（先着）
・・未使用のLED照明を区内の事業所などに
設置
・・区内施工業者を利用する工事を伴い、
設置費用が10万円以上（消費税を除く）
・・中小企業基本法に定める中小企業者
・・法人事業税などを滞納していない
・・設置対象物件の所有者か賃借人
※賃借人の場合は、所有者から設置など
の承諾を得ていること。
・・過去にこの制度の助成を受けていない
助成額／設置費用の10％（上限30万円）
申問3月20日㈫（必着）までに、環境課
で配布する申請書を同課環境管理係（〠
140－8715品川区役所本庁舎6階☎5742
－6949 Fax5742－6853）へ郵送か持参
※予算額に到達した時点で受け付けを終
了します。　※申請書は区ホームページ
からダウンロードもできます。

   ご協力ください
■拠点回収
（古着・古布、廃食用油、不用園芸土、小型家電<特定品目>）
1月13日㈯・27日㈯午前10時～正午＝小学校など
31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・源氏前・小山台）、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カ所で回収しています。

   リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）
「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」を紹介し、区施
設などに置いてあります。2月号の掲載は、1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）
※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。
定休日／両店とも水曜日
大井町店   広町2－1－36　第三庁舎2階

☎5742－6933 Fax5742－6945
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「小型家電・小型の置き時計」出品募集
募集期間／1月7日㈰～13日㈯
※新品か新品同様で汚れや破損がなく1年以内の保証書
がついているもの。1人5点まで。
旗の台店   旗の台5－13－9　旗の台駅南口下車

☎5498－7803 Fax5498－7804
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
※詳しくはお問い合わせください。
●旗の台店「婦人・紳士靴」「毛皮」の出品募集
募集期間／12月22日㈮～26日㈫午後1時～4時
※毛皮は1着3万円まで。ロング丈は除く。
※出品は1人1回限り10点まで、予約なしで身分証明書
をお持ちください。

問
品
川
区
清
掃
事
務
所
（
〠
１
４
１
０
０
３
２
大
崎
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０
９
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４
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０
７
０
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）

Fax

  ご協力ください

  リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）

   リサイクルショップ「リボン」

品川区は「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に参加し、拠点回収で集めた小型家電を東京2020大会のメダル製作に提供しています。

注射針は区では回収できません。「使用済み注射針回
収薬局」の看板のある薬局へお持ちください。

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。

お知らせ！

30年版ごみ・リサイクルカレ
ンダーを地域センターなど区
内の施設で配布しています。
ご自由にお持ちください。

家庭用電気式生ごみ処理機購入費の一部助成
助成額・対象など詳しくはお問い合わせください。

電子

ごみ・リサイクル
カレンダー

求　人

講座・講演
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▲「カタログポケット」
このアイコンが目印

配信中！

　環境学習講座
おいしいお茶の入れ方を学びましょう
伊藤園の環境に配慮した取り組みも紹介
します。
日1月20日㈯午後2時～4時　
人20人（抽選）
持ち物／エコバッグ
場申問1月9日㈫（必着）までに、往復
はがきかFAXで講座名、参加者全員の住
所・氏名・電話番号かFAX番号を環境情
報活動センター（〠140－0003八潮5－
9－11こみゅにてぃぷらざ八潮☎・Fax
5755－2200）へ　※ shinagawa-eco.
jp/からも申し込めます。

中小企業パソコン教室（エクセル初級）
日1月23日㈫～25日㈭
午後6時～9時（全3回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人区内中小企業事業主か在勤者10人（先着）
￥1,500円（テキスト代）
申電話で、フォーティネットパソコンス
クール☎3842－6453＜火～金曜日午
前10時～午後5時＞へ
問商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6334 Fax5498－6338）

しながわ学びの杜
もり

①専門講座「浮世絵の魅力」
日2月7日～3月14日の水曜日
午後2時～4時（全6回）
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
内浮世絵の成立と発展、浮世絵から見る江
戸文化、鑑賞の楽しみ方
人16歳以上の方90人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん（おやつ代実費）
￥1,500円
②地域講座「地域の魅力発信！　エン
ターテインメントのチカラ」
日2月1日～3月1日の木曜日
午後2時～4時（全4回）
場品川歴史館（大井6－11－1）
内映画のロケ地など観光資源となるエン
ターテインメントの側面とまちとの関わり
人16歳以上の方50人（抽選）
￥1,000円
────────共通────────
申問1月15日㈪（必着）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、手話通訳希望の
有無、①で託児希望の方はお子さんの氏
名（ふりがな）・月年齢・性別を文化観
光課生涯学習係へ

　品川＆早川ふるさと交流
「温泉巡りとシシ鍋料理を楽しむ会」
日2月24日㈯～25日㈰
（区役所午前7時30分集合・午後5時30
分頃解散、1泊2日、往復バス）
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤で、1時間程度山道を
歩ける方40人（抽選）
￥14,000円、小学生以下9,000円
（交通費・宿泊費込）
申1月11日㈭（必着）までに、はがきか
FAXに「シシ鍋」とし、参加者全員の住
所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電
話番号を京王観光東京南支店（〠160－
0022新宿区新宿2－3－10新宿御苑ビ
ル2階 Fax3359－2570）へ
問地域活動課市町村交流担当
（☎5742－6856 Fax5742－6878）
　品川＆早川ふるさと交流
山里体験ツアー「和子さんとみそづくり」
日1月27日㈯～28日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の方16人

￥14,250円（1泊3食付き宿泊費・プロ
グラム参加費・消費税込）
※区内在住の方は、事前申請で年度内3
泊まで2,000円の助成が受けられます。
申1月24日㈬までに、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 Fax5742－6878）

たこあげ、羽根つきをしよう
少年野球場を一般開放します。
日12月29日㈮～1月3日㈬
午前9時～午後4時
※たこや羽根、羽子板は持参。
場問しながわ区民公園
（勝島3－2☎3762－0655 Fax3767－8258）
鮫洲運動公園（東大井1－4☎5462－
8160 Fax6433－0167）
　戸越台複合施設作品展
「私のお気に入り」
日1月19日㈮～27日㈯午前10時～午後
4時　※27日は午後1時まで。
内施設利用者や地域の方が創作した手
芸・工作・絵画・写真などの展示
場問戸越台特別養護老人ホーム（戸越1－
15－23☎5750－1054 Fax5750－1055）

〈
広
告
〉

催　し

CSR（社会貢献活動）講演会
と活動事例発表会

日時／2月7日㈬午後2時30分～4時30分
（午後2時開場）
会場／きゅりあん小ホール（大井町駅前）
内容／講演「変わる日本の教育を支える　
『教育ＣＳＲ』を考える」
講師／若江眞紀（キャリアリンク代表取締
役）
対象・定員／企業（事業所）のＣＳＲ担当者、
ＣＳＲに関心のある方200人（先着）
申込方法・問い合わせ／1月29日㈪（必着）
までに、はがきかFAXに「CSR講演会」とし、
企業名（事業所名）、住所、氏名、役職、業種、
電話番号・FAX番号、Eメールアドレスを総
務課（〠140－8715品川区役所☎5742－
6625 Fax3774－6356）へ　　　　
○区ホームページから電子申請もできます。

レッツ スポーツ

時間 種目

１
月
８
日
㈷

  9:30～10:30 やさしいヨーガ
10:45～11:45 脂肪燃焼ステップ＆筋トレ＊
12:00～13:00 ボディバランス（姿勢調整）
19:00～20:00 ヨーガ入門
20:10～21:10 骨盤調整ヨーガ

人16歳以上の方各20人（先着）　￥1種目400円
場参問当日、運動できる服・タオル・飲み物（＊
は上履きも）を持って、直接総合体育館へ

総合体育館トレーニング室
成人の日 特別プログラム

日1月28日㈰午前9時
場戸越体育館
種目／上級者ダブルスの部＝上級混合119歳以下
（合計年齢）、上級混合120歳以上（合計年齢）
上級者シングルスの部＝男子59歳以下、女子59
歳以下、男子60歳以上、女子60歳以上
初級ダブルスの部＝初級混合
初級者シングルスの部＝初級男子、初級女子
※シングルスとダブルスの重複に限り、1人2種目
出場可（女子は男子種目・混合種目に出場可）。
※年齢は30年4月1日現在。
￥シングルス＝850円、ダブルス＝1組1,500円
（ボール代・保険料込）
申問1月9日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ
（12月29日㈮～1月3日㈬を除く）

第24回区民マスターズラージボール卓球大会

日2月1日～22日の木曜日午前10時～11時30分（全4回）
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
人区内在住か在勤の方15人（抽選）　※男性も可。
￥2,000円（保険料込）　※なぎなたは無料で貸し出し。
主催／品川区なぎなた連盟
申問1月13日㈯（必着）までに、往復はがきかFAXで教室名、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、性別､ 電話番号をスポーツ協会へ

なぎなた初心者教室

日1月14日・2月11日～25日の日曜日午後1時30分～3時（全4回）
人小学生以上の方　￥1回100円
運営／大井地区スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で、上履き・タオル・飲み物を持っ
て、直接山中小学校（大井3－7－19）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

大井地区バウンドテニス教室

日1月20日～3月31日の土曜日午後6時～7時45分
人小学生以上の方20人（先着）　￥6,000円
主催／品川区少林寺拳法連盟
場申問当日、費用を持って、直接戸越体育館へ

少林寺拳法初心者教室

明るい選挙啓発
ポスターコンクール作品展
小・中・義務教育・高等学校から応
募があった全649作品を展示します。
期間／1月4日㈭～14日㈰
午前8時30分～午後5時15分
会場／区役所第二庁舎3階ロビー、
本庁舎・第二庁舎連絡通路
問い合わせ／選挙管理委員会事務局
（☎5742－6845 Fax5742－6894）

＊1　勤務校により異なる。
＊2　 社会保険、有給休暇あり。交通費別

途支給。
＊3　 書類選考通過者を学校へ提示（各学

校で面接など実施）。

申込方法／1月19日㈮（必着）までに、教員免許状の写しと履歴書（備考欄に
職種を記入）を、指導課（〠140－8715品川区役所）へ郵送
送付先・問い合わせ／①②＝指導課教職員人事係（☎5742－6831 Fax5742
－6892） ③＝指導課学校地域連携係（☎5742－6595 Fax5742－6892）

番号 職種 応募資格 募集人数 勤務場所 勤務日数 勤務時間 報酬など 選考方法

① 産育休代替
教職員

応募教科の教員免許取
得者（取得見込含む） 若干名

区立
小学校・
中学校・
義務教育
学校

週5日 午前8時15分
～午後4時45分＊1

東京都要綱
参照＊2

書類
選考
＊3

② 区費非常勤
講師

小学校か中学校の教員
免許所持者 名簿登載

人数
各30人
程度

週4日
以内

午前8時15分
～午後4時45分
1～5時間／日＊1

時給
2,300円

③
習熟度別
学習指導
助手

小・中学校か高校いず
れかの教員免許取得者
（取得見込含む）

配置校と相談 時給
1,600円

30年度　非常勤講師などの採用候補者を募集します

「富士山から日本を変える」野口 健
環　境
講演会

日時／2月24日㈯午後2時～4時（午後1時30分開場）
※手話通訳あり。　※環境表彰式を同時開催。
会場／スクエア荏原ひらつかホール（荏原4－5－28）
定員／300人（抽選）
※託児（2歳～就学前）、親子室（2歳未満）あり（抽選）。
※就学前のお子さんは入場できません。

申込方法・問い合わせ／1月31日㈬（消印有効）までに、往復は
がき（1枚4人まで）かFAXに「環境講演会」とし、代表者の住所、
参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、託児など希望の
方はお子さんの氏名・年齢、車いすで来場の方はその旨を環境課（〠
140－8715品川区役所☎5742－6755 Fax5742－6853）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

富士山やエベレストで清掃登山に取
り組んできた体験をもとに、環境問
題について語っていただきます
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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。

● 新春特集

施設名 12月28日㈭

12
月
29
日
㈮
〜
1
月
3
日
㈬
は
お
休
み
で
す

1月4日㈭

区役所、しながわ防災体験館、地域センター、区民集会所、行政サービスコーナー、保健セ
ンター、健康センター、心身障害者福祉会館、児童センター、公園運動施設、体育館（スポー
ツ協会）、公園運動施設予約センター、こみゅにてぃぷらざ八潮、文化センター、品川歴史館、
環境情報活動センター、暮らし・しごと応援センター、教育総合支援センター、しなかんPLAZA（し
ながわ観光協会）、就業センター

平常どおり開庁・開館 平常どおり開庁・開館

コンビニエンスストア　証明書交付サービス 平常どおり利用可 平常どおり利用可

消費者センター 平常どおり開庁・開館
電話相談は午後4時まで

平常どおり開庁・開館
電話相談は午後4時まで

中小企業センター 開館＊1 開館＊1

シルバーセンター＊2 午前9時～正午
（入浴なし）

平常どおり開館
（入浴あり）

ゆうゆうプラザ 平常どおり開館
（入浴なし）

平常どおり開館
（入浴あり）

きゅりあん、スクエア荏原 受け付けのみ
午前9時～午後5時

受け付けのみ
午前9時～午後5時

メイプルセンター 受け付けのみ
午前9時～午後4時

受け付けのみ
午前9時～午後4時

戸越台中学校温水プール（一般開放） 午後3時30分～8時50分〈2コマ〉 午後3時30分～8時50分〈2コマ〉

豊葉の杜学園温水プール（一般開放） 午前9時30分～午後2時50分
午後5時30分～8時50分 午前9時30分～午後8時50分〈3コマ〉

品川学園温水プール（一般開放） 午後5時30分～8時50分 午後5時30分～8時50分

八潮学園温水プール（一般開放） 午後5時30分～8時50分 休場

日野学園温水プール（一般開放） 休場 午前9時30分～午後8時50分
〈3コマ〉

図書館 平常どおり開館 ＊3 平常どおり開館

リサイクルショップ「リボン」 平常どおり開店 ＊4 休業

年末年始の区の窓口、施設案内年末年始の区の窓口、施設案内年末年始の区の窓口、施設案内

＊１   施設利用は午前9時～午後4時30分、受け付けは午前8時45分～午後5時
＊２   目的外使用は年末12月28日㈭まで、年始は1月4日㈭から実施（事前申込制）

＊３   品川・荏原・大井・大崎図書館のみ12月29日㈮・30日㈯午前9時～午後5時開館
＊４   29日㈮は旗の台店は午後5時まで、大井町店は午後3時まで開店、30日㈯～1月4日㈭は休業

12月終わりの収集日

12
月
31
日
㈰
〜
１
月
３
日
㈬

は
お
休
み
し
ま
す

1月始めの収集日

燃やすごみ

月・木曜日地区 28日㈭ 4日㈭
火・金曜日地区 29日㈮ 5日㈮
水・土曜日地区 30日㈯ 6日㈯
月・水・金曜日地区 29日㈮ 5日㈮
火・木・土曜日地区 30日㈯ 4日㈭

資源

月曜日地区 25日㈪ 8日㈷
火曜日地区 26日㈫ 9日㈫
水曜日地区 27日㈬ 10日㈬
木曜日地区 28日㈭ 4日㈭
金曜日地区 29日㈮ 5日㈮
土曜日地区 30日㈯ 6日㈯

12月終わりの収集日 12
月
31
日
㈰
〜
１
月
３
日
㈬
は
お
休
み
し
ま
す

1月始めの収集日

陶器
ガラス
金属ごみ

第
１・３
収
集
地
区

月曜日地区 18日㈪で終了しました 15日㈪
火曜日地区 19日㈫で終了しました 16日㈫
水曜日地区 20日㈬で終了しました 17日㈬
木曜日地区 21日㈭で終了しました 4日㈭
金曜日地区 15日㈮で終了しました 5日㈮
土曜日地区 16日㈯で終了しました 6日㈯

第
２・４
収
集
地
区

月曜日地区 25日㈪ 8日㈷
火曜日地区 26日㈫ 9日㈫
水曜日地区 27日㈬ 10日㈬
木曜日地区 28日㈭ 11日㈭
金曜日地区 22日㈮ 12日㈮
土曜日地区 23日㈷ 13日㈯

●分別されていないごみ・資源は収集できません。
● 年末最後のごみ・資源収集が終わったら、年始の決め
られた収集日まで、ごみ・資源を出さないでください。
● 12月31日㈰～1月3日㈬は、
　すべてのごみ・資源の収集を
　休みます。

年末年始のごみ・資源収集スケジュール
問い合わせ
品川区清掃事務所品川庁舎（☎3490－7051 Fax3490－7041）
　　　　　　　　荏原庁舎（☎3786－6552 Fax3783－5780）

年末年始は1年間で最もごみ量が増加します。ごみ量や道路事情により収集時間が
通常時と異なる場合があるので、収集日の午前8時まで（早朝収集地区は午前7時
30分まで）に必ず出してください。

カセットボンベの処分方法について
間違った出し方をすると車両火災など重大な事故につながる場合があります。処分する際
には、以下のことを守り、事故の防止にご協力ください。
●中身を使い切って出す（振ってシャカシャカ音がするときは使い切っていません）
● 他の陶器・ガラス・金属ごみとは別の袋に入れ、「カセットボンベ」と表示して出す
● やむを得ず中身が入った状態で出す時は、必ず「中身入り」と表示して出す
消臭剤やヘアスプレーなどのスプレー缶・使い捨てライターも同様にお願いします。

●公園運動施設（テニスコート、野球場など）
1月28日㈰～2月3日㈯利用分の空き予約は、12月28日㈭午前9時から公園運動施設
予約センター☎3447－6336（テニス）☎5791－3553（テニス以外）へ申し込み
●体育館
2月28日㈬～3月3日㈯利用分の空き予約は、12月28日㈭午前9時から直接、利用する
体育館へ申し込み

インターネットによる施設予約サービ
スは通常どおり利用できます。

年末年始の施設予約サービスのご案内
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係
（☎5742－6838 Fax5742－6585）

次の期間の
空き予約の
方法

取扱業務／出生・死亡・婚姻・離婚などの届け出書の受領、埋火葬許可証の交付、緊急を要するものの処理と連絡
場所・問い合わせ／宿直警備室（第二庁舎2階☎3777－1111〈代表〉）

休日受付

12月29日㈮～
1月3日㈬は

区の施設は休みです


