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　 区の取り組み

「防災区民組織」「事業所」「家庭・区民」「防災カフェ」「地域実践」の5コースを

開講。さまざまな講義や体験を通じて、防災に関する知識や技術を習得し、

地域防災力を向上させる人材として、「しながわ防災リーダー」を育成します。

しながわ防災学校

講座や訓練などに参加して、知識や対応方法を身につけましょう。

➊ 学ぶ・身につける
毎年9〜11月に各地区防災協議会と共催して、総合防災訓練を実施して

います。訓練を通じて、応急救護や初期消火など、いざというときの対応

を身につけることができます。

各地区総合防災訓練

毎年12月に、大地震の発生を想定

し、各地 域 で 一 斉に区 民 避 難 所 の

開設や運営の訓練が行われます。

なお、避 難 所によっては、区内一 斉

防 災 訓 練とは別に訓 練 することも

あります。

区内一斉防災訓練（避難所訓練）

平成28年3月に、体験型の施設としてリニューアルオープンしました。防

災展示、初期消火、応急救護、要配慮者避難誘導、避難姿勢、防災体験

VR、シアター・ワークショップルームの７つの体験ブースがあり、初期消

火のブースでは、スタンドパイプや屋内消火栓で実際に放水ができます。

しながわ防災体験館

しながわ防災体験館　　　03-5742-9098 　　　03-5742-9098

（品川区役所防災センター２階）　

　 開館時間：午前9時〜午後5時 休館日：月曜・土曜・祝日・年末年始

一斉放水訓練

スタンドパイプ体験 防災体験VR 要配慮者避難誘導体験

FAX

防災区民組織コース 家庭・区民コース 地域実践コース

倒壊家屋からの救出訓練

区内の保育園・幼稚園、小・中学校、

町会・自治会、事 業 所などに出向い

て、地震体験車訓練・煙体験訓練を

実施しています。

防災教室（地震体験車訓練・煙体験訓練）

地震体験車訓練

1

名簿作成訓練

防災課　　　03-5742-6696 　　　03-3777-1181FAX
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　 区の取り組み

❷ 各家庭への助成

コンクリートブロック塀等安全化支援事業
安全が確認できない道路沿いのコンクリートブロック塀、万年塀、石積塀、レンガ塀

の除却など、安全化を図る工事費の一部を助成します。

住宅・建築物耐震化支援事業
旧耐震基準※の住宅を対象に、耐震診断費用や耐震改修費用の一部を助成します

（条件がありますので、詳しくはお問い合わせください）。

緑豊かな街なみ緑化助成事業
生垣・植栽をする費用、縁石やフェンスを設ける費用の一部を助成します。

区が申請者の住宅に１級建築士を無料派遣し、住宅の簡易的な

耐震性能を調査し、耐震化のアドバイスを行います。

1 無料簡易診断

住宅の内部構造を確認し、当該住宅がどの程度の耐震性能を有するか診断しま

す。その費用の一部を助成します。

2 耐震診断助成

耐震診断の結果、「地震により倒壊する可能性が高い」と判断された住宅につい

て、補強設計費用の一部を助成します。

3 耐震補強設計助成

耐震診断の結果、「地震により倒壊する可能性が高い」と判断された住宅につい

て、耐震改修工事費または除却工事費の一部を助成します。

4 耐震改修工事助成

※ 昭和56(1981)年5月31日以前の建築基準（地震に弱い面があります）

耐震シェルター等設置助成
旧耐震基準の木造住宅で、高齢者、障害者が居住する住宅に対して、命を守る空間

を確保する「品川シェルター」の設置費用を助成します。

消火器の購入・薬剤詰替あっせん
家庭用消火器の購入、薬剤詰替のあっせんをします。

防災用品あっせん
簡易トイレ、保存水、アルファ化米などの購入をあっせんします。

高齢者等の家具転倒防止器具の購入および取付助成
65歳以上の高齢者世帯または要介護者・障害者の世帯等を対象に、家具転倒防

止器具の購入費用と取付費用の助成をします。

家具転倒防止器具取付助成
家具転倒防止器具の取付事業者の紹介および取付費用の助成をします。

建築課　　　03-5742-9172 　　　03-5742-6898FAX

建築課　　　03-5742-6634 　　　03-5742-6898FAX

高齢者地域支援課　　　03-5742-6735 　　　03-5742-6882FAX

住宅課　　　03-5742-6776 　　　03-5742-6963FAX

建築課　　　03-5742-9172 　　　03-5742-6898FAX

建築課　　　03-5742-6634 　　　03-5742-6898FAX

感震ブレーカーの設置助成
木造密集地域のうち、都が指定する不燃化特区にお住まいの方に対して、感震ブ

レーカー設置にかかる費用の一部を助成します。

がけ・擁壁安全化支援事業
がけ・擁壁の安全化のために、アドバイザーを派遣したり、改修工事費の一部を助成します。

1

防災課　　　03-5742-6696 　　　03-3777-1181FAX

防水板、雨水利用タンクの設置助成
住宅・店舗等に設置する防水板や、雨水利用タンクの購入費および設置工事費の

一部を助成します。

河川下水道課　　　03-5742-6794 　　　03-5742-6887FAX

公園課　　　03-5742-6799 　　　03-5742-９１２７FAX

防災課　　　03-5742-6696 　　　03-3777-1181FAX

防災課　　　03-5742-6696 　　　03-3777-1181FAX
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（1）大規模地震が起きたら 　区の取り組み1

❸ 地域・マンションへの支援

防災区民組織の活動支援
防災区民組織が避難行動要支援者を支援するための体制づくりや、防災訓練へ

の協力など、地域における防災活動を支援しています。

木密地域不燃化の支援
老朽住宅が密集する地域において、防災広場や生活道路の整備および老朽住宅の

除去支援により、震災に強い都市づくりを進めています。

取り組み事業

密集住宅市街地整備促進事業

防災生活圏促進事業

●

●

都市防災不燃化促進事業

防災街区整備事業

●

●

不燃化１０年プロジェクト

避難道路機能強化事業

●

●

　 関係機関の連絡先

防災課　　　03-5742-6696 　　　03-3777-1181FAX

防災課　　　03-5742-6696 　　　03-3777-1181FAX

木密整備推進課　　　03-5742-6779 　　　03-5742-6756FAX

浸水対策施設の整備
区では、東京都と連携して、目黒川流域・立会川流域における浸水対策施設の整備や

老朽化した下水道管を改修し、雨水の排水能力を向上させる事業を進めています。

取り組み事業

立会川雨水放流管整備事業● 第二戸越幹線整備事業●

河川下水道課　　　03-5742-6796 　　　03-5742-6887FAX

要支援者名簿に登録しましょう

区では、高齢者や障害者など、ひとりで避難することが難しい方の名簿を作

成し、地域での支援体制づくりに役立てています。積極的にご登録ください。 

マンションの防災対策の支援
区内のマンションへ、マンション防災アドバイザーを派遣し、防災訓練の計画や実施の

支援をしています。また、高層マンションの防災対策についてまとめた管理組合向け

の手引きや居住者向けのハンドブックを配布しています。

2

下水道管老朽化対策事業●

品川警察署

大崎警察署

大井警察署

荏原警察署

東京湾岸警察署

電 話連絡先

品川区役所

東京都庁

品川消防署

大井消防署

荏原消防署

電 話連絡先

03-3777-1111

03-5321-1111

03-3474-0119

03-3765-0119

03-3786-0119

警察（事件・事故の急報）

消防（火事・救急）

電 話

110

１１９

緊急連絡先

ガス

電気

上水道

下水道

道路

電話

鉄道

東京ガスお客様センター

東京電力パワーグリッド品川支社カスタマーセンター

東京都水道局品川営業所

東京都下水道局南部下水道事務所

東京都下水道局南部下水道事務所品川出張所

（国道）国土交通省東京国道事務所品川出張所

（都道）東京都建設局第二建設事務所

(区道)品川区役所防災まちづくり部道路課

NTT東日本お客さま相談センター
※その他の電話会社については、各社のお問い合わせ先をご確認ください。

JR東日本お問い合わせセンター
※その他の鉄道については、各社のお問い合わせ先をご確認ください。

連絡先

海上保安庁（海上の事件・事故）

NTT（災害用伝言ダイヤル）

電 話

118

１71

緊急連絡先

03-3450-0110

03-3494-0110

03-3778-0110

03-3781-0110

03-3570-0110

電 話

0570-002-211

0120-995-001

03-5749-5573

03-5734-5031

03-3495-0351

03-3799-6315

03-3774-0313

03-3777-1111

0120-019-000

050-2016-1600

必要な連絡先を調べて記入しておきましょう

連絡先 電話

連絡先 電話
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この本で
学んだことを
大切な人にも
伝えましょう。

家族で防災カードをつくろう！
氏名   生年月日

住所 健康保険証の番号

血液型 アレルギー・持病・服用している薬

緊急連絡先（家族・学校・職場等）

氏名・名称 住所・電話番号 備 考

区民避難所 一時集合場所

安否確認方法

1 2 1 2

家族の集合場所

（        ） 

（        ） 

氏名   生年月日

住所 健康保険証の番号

血液型 アレルギー・持病・服用している薬

緊急連絡先（家族・学校・職場等）

氏名・名称 住所・電話番号 備 考

区民避難所 一時集合場所

安否確認方法

1 2 1 2

家族の集合場所

（        ） 

（        ） 
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家族で防災カードをつくろう！
氏名   生年月日

住所 健康保険証の番号

血液型 アレルギー・持病・服用している薬

緊急連絡先（家族・学校・職場等）

氏名・名称 住所・電話番号 備 考

区民避難所 一時集合場所

安否確認方法

1 2 1 2

家族の集合場所

氏名   生年月日

住所 健康保険証の番号

血液型 アレルギー・持病・服用している薬

緊急連絡先（家族・学校・職場等）

氏名・名称 住所・電話番号 備 考

区民避難所 一時集合場所

安否確認方法

1 2 1 2

家族の集合場所

（　　　　 ）

（　　　　 ）

（　　　　 ）

（　　　　 ）
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品川区斡旋消火器も取扱っております。

お近くの東京都消防設備協同組合

第四支部の下記組合員へ

社 ( 店 ) 名

㈱神谷商会

㈲後藤商会

東日工業㈱

前出工機㈱

㈲和田商会

品川区西品川 1-28-25

品川区南大井 4-18-18
山本ビル 1F

品川区西五反田 2-24-9
五反田 N ビル 2F

品川区二葉 2-8-13

所在地 電話番号

3783-4882

3762-0376

3494-8936

3449-1581

3782-1885

消火器 ・ 住宅用火災警報器の

ご相談ご用命は！！

(50 音順 )

消防用品、 消防設備、 消防点検の事なら

何でもご相談下さい !!

取り扱い商品及び業務

・ 粉末 ・ 強化液 ・ 機械泡各メーカー消火器 

・ 街かど消火ハリアー、 街かど消火栓 

・ スタンドパイプセット 

・ 各種防災用品 

・ 消防用設備等点検 ・ 設計 ・ 施工

前 出 工 機 株 式 会 社

〒141-0022 品川区東五反田 3-17-5

TEL 03-3449-1581 FAX 03-3449-1525

E-mail maedekk@kkf.biglobe.ne.jp

街かど消火ハリアー　 スタンドパイプセット

品川区東五反田 3-17-5



■動物取扱業に関する表示

氏名又は名称

事業所の名称

事業所の所在地

動物取扱業の種別

及び登録番号

登録年月日

有効期間の末日

動物取扱責任者

株式会社サンシャインエンタプライズ

しながわ水族館

東京都品川区勝島三丁目２番１号

展示　12 東京展第００１３９１号

平成 19年 5月 11日

平成 34年 5月 10 日

冨山昌弘

■営業時間　

■休館日

■入館料

■アクセス

■ＴＥＬ

１０ ： ００～１７ ： ００ （入館は１６ ： ３０まで）

火曜日 （春休み ・ＧＷ・夏休み ・冬休み ・

祝日は営業） ・ １/１

入館料 ：大人 （高校生以上） １,３５０円 （８００円）

小 ・中学生　６００円 （４００円）、 4 才以上幼児

３００円 （200 円）、 シルバー （65才以上）

１,２００円 （７００円）※品川区民は、 各自住所の

わかるものの提示でカッコ内の料金に。

京浜急行線 「大森海岸駅」 下車、 徒歩約８分

ＪＲ京浜東北線 「大井町駅」 より、 無料送迎バス

約１５分

０３ （３７６２） ３４３３

しながわ水族館 検索

しながわ水族館でリフレッシュ！！

品川区勝島　３－２－１　しながわ区民公園内
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しながわ防災ハンドブック
今からはじめるわが家の防災

しながわ防災ハンドブック デジタルブック （電子書籍） 配信中

平成31年3月発行

発行　品川区防災まちづくり部防災課

〒140-8715　東京都品川区広町2-1-36

電話（代表）　03（3777）1111

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

多言語に対応

紙面を音声で読み上げ

無料のアプリ「カタログポケット」をインストールすると、

しながわ防災ハンドブックをスマートフォンやタブレット

で簡単に閲覧できます。

こちらから
アクセスできます
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