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●区役所
品川区役所本庁舎   ☎3777-1111 広町 2-1-36
議会棟、第二庁舎・防災センター、第三庁舎（電話・住所は本庁舎
に同じ）

●地域センター・支え愛ほっとステーション
品川第一地域センター   ☎3450-2000 北品川 3-11-16
　支え愛・ほっとステーション   ☎6433-9133
品川第二地域センター   ☎3472-2000 南品川 5-3-20
　支え愛・ほっとステーション   ☎6433-0441
大崎第一地域センター   ☎3491-2000 西五反田 3-6-3
　支え愛・ほっとステーション   ☎6421-7810
大崎第二地域センター   ☎3492-2000 大崎 2-9-4
　支え愛・ほっとステーション   ☎6303-9139
大井第一地域センター   ☎3761-2000 南大井 1-12-6
　支え愛・ほっとステーション   ☎6404-6878
大井第二地域センター   ☎3772-2000 大井 2-27-20
　支え愛・ほっとステーション   ☎5728-9093
大井第三地域センター   ☎3773-2000 西大井 4-1-8
　支え愛・ほっとステーション   ☎6429-9637
荏原第一地域センター   ☎3786-2000 小山 3-22-3
　支え愛・ほっとステーション   ☎6421-5557
荏原第二地域センター   ☎3782-2000 荏原 6-17-12
　支え愛・ほっとステーション   ☎6426-4110
荏原第三地域センター   ☎3783-2000 平塚 1-13-18
　支え愛・ほっとステーション   ☎6421-6542
荏原第四地域センター   ☎3784-2000 中延 5-3-12
　支え愛・ほっとステーション   ☎6426-2464 
荏原第五地域センター   ☎3785-2000 二葉 1-1-2
　支え愛・ほっとステーション  ☎6426-2625
八潮地域センター  ☎3799-2000 八潮 5-10-27
　支え愛・ほっとステーション  ☎5755-9828

●区民集会所など集会施設  P.82 〜 85 参照

●行政サービスコーナー
大井町サービスコーナー   ☎3777-0050  大井 1-2-1 

（JR 大井町駅ビル）
武蔵小山サービスコーナー   ☎5749-0050  小山 3-27-5 

武蔵小山創業支援センター 4 階
品川区目黒サービスコーナー   ☎6409-6552  上大崎 3-1-1 

目黒セントラルスクエア 1 階

●子ども家庭支援センター
　	  ☎6421-5236 二葉 1-7-15

●保健センター・健康センター
品川保健センター  ☎3474-2000 北品川 3-11-22
大井保健センター  ☎3772-2666 大井 2-27-20
荏原保健センター  ☎3788-2000 荏原 2-9-6
品川健康センター  ☎5782-8507 北品川 3-11-22
荏原健康センター  ☎3788-7017 荏原 2-9-6

●福祉施設・そのほかの施設
心身障害者福祉会館  ☎3785-3322 旗の台 5-2-2
品川区旗の台障害児者相談支援センター 
　　  ☎5750-4995  旗の台 5-2-2 

心身障害者福祉会館内
障害者地域活動支援センター「逢（あえる）」
　　  ☎5750-4996  旗の台 5-2-2 

心身障害者福祉会館内
障害児者総合支援施設「ぐるっぽ」 
　　  ☎5460-1270   南品川 3-7-7

　品川区南品川障害児者相談支援センター 
　　　  ☎5460-5301
　品川児童学園  ☎6718-4460
　　子ども発達相談室   ☎6718-4460
　　児童発達支援   ☎6718-4461
　　放課後等デイサービス   ☎6718-4462
　　保育所等訪問支援   ☎6718-4460
　　日中一時支援  ☎6718-4463
　訪問系サービス  ☎6718-4464
　生活介護  ☎6712-4400
　就労継続支援 B 型   ☎6712-4402
　　カフェレストラン   ☎6712-4405
　短期入所   ☎6712-4404
　地域活動支援センター   ☎6712-4406
品川区重症心身障害者通所事業所「ピッコロ」
　　   ☎3799-5931 八潮 5-3-8
障害者就労支援センター「げんき品川」
　　   ☎5496-2525 大崎 4-11-12
発達障害者支援施設「ぷらーす」
　　   ☎5793-7095 上大崎 1-20-12
西大井福祉園   ☎3777-0294 西大井 5-7-24
品川区東品川障害者相談支援センター
　　   ☎5479-2912 東品川 3-1-8 福栄会 2F
かがやき園   ☎3772-8171 西大井 6-2-14
品川区精神障害者地域生活支援センター「たいむ」
　　   ☎5719-3381 西五反田 2-24-2
品川区社会福祉協議会   ☎5718-7171  大井 1-14-1 大井 1 丁目共同ビル
　品川ボランティアセンター   ☎5718-7172  大井 1-14-1 大井 1 丁目共同ビル
　さわやかサービス   ☎5718-7173  大井 1-14-1 大井 1 丁目共同ビル
　品川成年後見センター   ☎5718-7174  大井 1-14-1 大井 1 丁目共同ビル
　あんしん居住サポート   ☎6429-7337  大井 1-14-1 大井 1 丁目共同ビル
　大井ファミリー・サポート・センター
　　　   ☎5718-7185  大井 1-14-1 大井 1 丁目共同ビル
　エールしながわ   ☎5718-1273 
　ふれあい作業所西大井   ☎3775-4585 西大井 4-9-9
　ふれあい作業所西品川   ☎3787-5750 西品川 1-28-3
　荏原ほっと・サロン   ☎3787-7443 荏原 4-12-20
　西大井ほっと・サロン   ☎3772-9887 西大井 3-1-4
　南品川ほっと・サロン   ☎3471-1000 南品川 5-10-3 

 （南品川シルバーセンター内）
　大井三丁目ほっと・サロン   ☎3777-8378 大井 3-17-16 

 （大井三丁目高齢者憩いの場内）
　平塚ほっと・サロン    ☎5751-7070 平塚 2-10-20 

（平塚ゆうゆうプラザ1階コミュ二ティ室）
　にじのひろば戸越   ☎3787-3757 戸越 6-8-20 

三栄第二ビル 3 階
　にじのひろば八潮   ☎5755-9795 八潮 5-3-8
　品川介護福祉専門学校   ☎5498-6364 西品川 1-28-3
　社会福祉士養成コース   ☎5498-6368 西品川 1-28-3
品川総合福祉センター   ☎3790-4729 八潮 5-1-1
三徳会   ☎3787-3616 中延 1-8-7
福栄会   ☎5479-2981 東品川 3-1-8
さくら会   ☎5753-3900 南大井 5-19-1
春光福祉会  ☎5743-6111 西大井 2-4-4
家庭あんしんセンター   ☎5749-1031 平塚 2-12-2
子育て支援センター   ☎5749-1032 平塚 2-12-2
平塚ファミリー・サポート・センター
　　   ☎5749-1033 平塚 2-12-2
ぷりすくーる西五反田地域子育て支援センター
　　  ☎5759-8061  西五反田 3-9-9 

ぷりすくーる西五反田 2階
品川区シルバー人材センター   ☎3450-0711  北品川 3-11-16
　東大井支所   ☎3450-0713 東大井 1-4-14
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　荏原支部  ☎5751-3334 荏原 2-16-18
　ゆたか支所   ☎3785-5600 豊町 3-2-15
品川区就業センター  ☎5498-6353  西品川 1-28-3 

中小企業センター 1 階
サポしながわ   ☎5498-6357  西品川 1-28-3 

中小企業センター 1 階
品川区環境情報活動センター   ☎5755-2200  八潮 5-9-11 

こみゅにてぃぷらざ八潮 2 階
品川区男女共同参画センター   ☎5479-4104  東大井 5-18-1 きゅりあん 3 階
品川区消費者センター   ☎6421-6136  西品川 1-28-3　 

中小企業センター 4 階
しながわ観光協会   ☎5743-7642  大井 1-14-1大井 1丁目共同ビル 1階
品川区立中小企業センター   ☎3787-3041 西品川 1-28-3
武蔵小山創業支援センター   ☎5749-4540 小山 3-27-5
SHIP（品川産業支援交流施設）   ☎5449-6871  北品川 5-5-15 

大崎ブライトコア 3・4 階
東京都品川児童相談所   ☎3474-5442 北品川 3-7-21
区民斎場なぎさ会館   ☎5471-2700 勝島 3-1-3
臨海斎場   ☎5755-2833 大田区東海 1-3-1

●シルバーセンター  P.99 参照

●ゆうゆうプラザ  P.100 参照

●図書館  P.106 〜 107 参照

●文化施設
品川歴史館  ☎3777-4060 大井 6-11-1
しながわ水族館  ☎3762-3433  勝島 3-2-1 

しながわ区民公園内
Ｏ美術館   ☎3495-4040  大崎 1-6-2 

大崎ニューシティ 2 号館 2 階
品川区国際友好協会   ☎5742-6517  広町 2-1-36 

品川区役所第 3 庁舎 4 階
メイプルセンター   ☎3774-5050  西大井 1-4-25 

コアスターレ西大井第 1
ビル 4 階・5 階

品川区民ギャラリー   ☎3774-5151  大井 1-3-6 
イトーヨーカドー大井町店 8 階

こみゅにてぃぷらざ八潮   ☎3799-2021 八潮 5-9-11
五反田文化センター  ☎3492-2451 西五反田 6-5-1
荏原文化センター   ☎3785-1241 中延 1-9-15
東品川文化センター  ☎3472-2941 東品川 3-32-10
旗の台文化センター  ☎3786-5191 旗の台 5-19-5
南大井文化センター  ☎3764-6511 南大井 1-12-6
きゅりあん（品川区立総合区民会館）
　　  ☎5479-4100 東大井 5-18-1
スクエア荏原（品川区立荏原平塚総合区民会館）
　　  ☎5788-5321 荏原 4-5-28

●教育・交流施設
教育総合支援センター   ☎3490-2000 西五反田 6-5-1

教育文化会館 4 階
マイスクール八潮   ☎3799-1221 八潮 5-2-1
マイスクール五反田   ☎3495-5560  西五反田 6-5-1 

教育総合支援センター内
マイスクール浜川   ☎6423-1085  東大井 3-18-34 

浜川中学校内 2 階
品川区スポーツ協会   ☎3449-4400  東五反田 2-11-2 総合体育館内

●体育館
総合体育館  ☎3449-4400 東五反田 2-11-2
戸越体育館  ☎3781-6600 豊町 2-1-17

●保養施設  P.120 〜 122 参照

●公園管理
東品川海上公園屋上庭園管理棟 
　　   ☎3471-3696 東品川 3-9-21
戸越公園管理詰所  ☎3782-8819 豊町 2-1-30

西大井広場公園管理詰所   ☎3774-6030 西大井 1-4-10
天王洲公園野球場管理詰所   ☎3471-4573 東品川 2-6-23
東品川公園管理詰所   ☎3471-8930 東品川 3-14-9
八潮北公園管理詰所   ☎3790-2550 八潮 1-3-1
子供の森公園管理詰所   ☎3472-0940 北品川 3-10-13
鮫洲運動公園管理詰所   ☎5462-8160 東大井 1-4-11
池田山公園管理詰所  ☎3447-4676 東五反田 5-4-35
しながわ区民公園管理事務所   ☎3762-0655 勝島 3-2-2
しながわ中央公園管理事務所   ☎5740-5037 西品川 1-27-14
品川南ふ頭公園管理事務所   ☎3471-5953 東品川 5-8-4
都立大井ふ頭中央海浜公園
　スポーツの森   ☎3790-2378 八潮 4-1-19
　なぎさの森   ☎3790-2378 八潮 4-2-1
都立潮風公園   ☎5500-2455 東八潮 1・2
都立林試の森公園  ☎3792-3800 小山台 2-6-11

●道路管理
国土交通省東京国道事務所品川出張所（国道）
　　  ☎3799-6315 八潮 1-1-3
都建設局第二建設事務所補修課（都道） 
　　  ☎3774-8712  広町 2-1-36 

品川区役所本庁舎 8 階

●清掃
品川区清掃事務所品川庁舎   ☎3490-7051 大崎 1-14-1
品川区清掃事務所荏原庁舎    ☎3786-6552 平塚 1-10-11
品川区粗大ごみ受付センター    ☎5715-1122

●児童センター
一本橋   ☎3775-4352 大井 2-25-1
伊藤   ☎3771-1311 西大井 6-13-1
後地   ☎3785-5033 小山 2-9-19
大井倉田   ☎3776-4881 大井 4-11-34
大原   ☎3785-5128 戸越 6-16-1
北品川   ☎3471-2360 北品川 2-7-21
小関   ☎3449-1676 北品川 5-8-15
水神   ☎3768-2027 南大井 5-13-19
滝王子   ☎3771-3885 大井 5-19-14
中延   ☎3781-9300 西中延 1-6-16
中原   ☎3492-6119 小山 1-4-1
西中延   ☎3783-1875 西中延 3-8-5
旗の台   ☎3785-1280 旗の台 5-19-5
※1 東大井   ☎3471-1070 東大井 1-22-16
東五反田   ☎3443-1629 東五反田 5-24-1
東品川   ☎3472-5806 東品川 1-34-9
東中延   ☎3785-0419 東中延 2-5-10
平塚   ☎3786-2228 平塚 2-2-3
冨士見台   ☎3785-7834 西大井 6-1-8
三ツ木   ☎3491-1005 西品川 2-6-13
南大井   ☎3761-4148 南大井 3-7-13
南品川   ☎3450-5043 南品川 4-5-28
※2 南ゆたか  ☎3781-3577 豊町 4-17-21
八潮   ☎3799-3000 八潮 5-10-27
ゆたか   ☎3786-0633 豊町 1-18-15
※1 東大井児童センターは改築のため、令和 2 年 9 月頃〜東大井

公園内仮施設（東大井 3-4-4）に移転します。
※2  南ゆたか児童センターは改築のため平成 31 年 4 月〜令和 3

年 3 月まで休館します。

●区立保育園（※は認定こども園）
※一本橋  ☎3775-4351 大井 2-25-1
伊藤  ☎3771-2211 西大井 6-13-1
荏原  ☎3781-5331 荏原 2-16-18
荏原西  ☎3783-6361 荏原 4-16-11
荏原西第二  ☎3781-8917 荏原 4-5-22
大井  ☎3761-8798 東大井 6-14-16
大井倉田  ☎3776-8539 大井 4-11-8
大崎  ☎3492-6265 大崎 5-2-1
北品川  ☎3471-4907 北品川 2-7-21
※北品川第二  ☎5781-3881 北品川 3-7-43
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キッズガーデン品川豊町   ☎6426-6371 豊町 5-13-15
キッズガーデン西品川   ☎6417-3733 西品川 2-22-2
キッズガーデン南大井   ☎6423-0641 南大井 6-26-2 B館 1F
キッズタウンにしおおい    ☎5718-1332 西大井 2-5-21
キッズラボ中延園   ☎6426-1731 戸越 6-15-5

（仮称）クオリスキッズ大井町 
　　   ☎未定 大井 3-17（住居表示未定）
くりのき   ☎6433-1358 南品川 4-1-11
グローバルキッズ荏原町   ☎3788-0404 中延 5-2-1
グローバルキッズ大崎園   ☎5423-5655 北品川 5-9-15
グローバルキッズ戸越園   ☎3786-0808 戸越 5-14-23
グローバルキッズ中延園   ☎3788-1525 中延 4-5-7
グローバルキッズ西大井園   ☎5742-8525 西大井 6-6-2
ココファン・ナーサリー大崎   ☎5436-8231 大崎 3-6-32
こころしながわえばら   ☎6421-6311 中延 2-6-4
こころしながわおおいまち   ☎6712-0791 南品川 6-3-4
こころしながわなかのぶ   ☎6421-5751 二葉 4-2-13
こころしながわひがしおおい   ☎6433-0777 東大井 1-3-6
こころしながわふどうまえ   ☎6421-7961 西五反田 5-6-38
こころしながわむさしこやま   ☎6426-2825 小山 5-9-16
このえ中延   ☎6451-3790 中延 6-1-19
さくらさくみらい北品川   ☎6433-3578 北品川 1-28-10
さくらさくみらい御殿山   ☎6433-9393 北品川 3-6-1
さくらさくみらい東大井   ☎6423-1900 東大井 2-11-4
さくらさくみらい武蔵小山   ☎6451-3917 荏原 3-1-18
さんさん森の保育園戸越公園   ☎6433-1919 豊町 3-2-13
　　　　　　　　　　　 豊町 4-2-5
しなおおコスモ   ☎3777-2323 大井 1-31-1
そらのいろ   ☎6431-8135 西品川 1-28-14
太陽の子西五反田   ☎5747-9447 西五反田 7-19-1 2F
太陽の子南品川   ☎5715-7707 南品川 5-3-10
宝   ☎3492-3872 西五反田 4-11-18
チャイルドマインダー小山台東   ☎6303-4671 小山台 1-25-10
チャイルドマインダ−平塚荏原   ☎6426-1185 平塚 2-14-1
TK チルドレンズファーム上大崎校 
　　   ☎5422-9798 上大崎 3-14-35
とうかいどう  ☎5479-2201 南品川 1-2-11
とごしの杜   ☎5788-5757 平塚 2-18-19
どんぐり   ☎3471-1673  南品川 2-9-13 

南品川 2-9-25
なぎさ通り  ☎3471-2317 南品川 2-15-6
にじいろ保育園大崎  ☎6417-0486 大崎 5-4-3
にじいろ保育園勝島  ☎6450-0447 勝島 3-2-2（区民公園内）
にじいろ保育園南大井   ☎6404-8875 南大井 1-16-6
西大井えほん   ☎6809-9421 西大井 6-7-1
ニチイキッズむさしこやま   ☎6421-5602 小山 3-15-1
日本音楽学校   ☎5702-0034 豊町 2-16-12
はぐはぐキッズ二葉   ☎3782-8989 二葉 4-3-8
花房山目黒駅前保育園 333   ☎6721-7331 上大崎 3-1-1
東戸越   ☎3781-5363 戸越 4-1-10
不動前えほん   ☎6421-7621 西五反田 3-12-12
ベネッセ大崎広小路  ☎5719-3893 大崎 4-1-2
ほっぺるランド東五反田   ☎6447-7545 東五反田 1-2-25
ポピンズナーサリースクール勝島  
　　   ☎5763-5748 勝島 1-6-5
まなびの森保育園大崎広小路   ☎5434-1044 西五反田 1-21-8
まなびの森保育園品川シーサイド   ☎6451-4505 東品川 4-11-36
まなびの森保育園西大井   ☎3778-2223  西大井 1-4-1 

（西大井広場公園内）
みずなら  ☎5781-3707 東品川 3-21-10
緑の家   ☎3776-4073 大井 7-4-18
みどりの丘   ☎6303-7091 西大井 4-19-11
みらいく旗の台園  ☎6451-3461 旗の台 3-2-9
みらいく東大井園  ☎6810-3025 東大井 4-12-11
モニカ荏原中延園  ☎6421-6740 東中延 1-6-2
八潮中央   ☎3799-1152 八潮 5-10-60-101
※石井こども園   ☎3781-3666 小山 2-6-15
※学研こども園   ☎6431-1300 西五反田 2-11-8
※空のはねこども園はたのだい   ☎6426-2040 旗の台 2-6-7
※はぐはぐキッズこども園中延   ☎3783-8989 中延 3-13-16

源氏前  ☎3783-8744 中延 4-14-19
※五反田  ☎3445-4534 東五反田 2-15-6
五反田第二  ☎5795-1522 北品川 5-3-1
小山台  ☎3710-4415 小山台 1-3-8
品川  ☎3471-0506 東大井 5-8-12
清水台  ☎3784-0519 荏原 7-8-3
水神  ☎3761-0321 南大井 6-2-15
滝王子  ☎3775-4861 大井 5-18-1
台場  ☎3472-8823 東品川 1-8-30
中延  ☎3784-3405 西中延 1-6-16
中原  ☎3492-5188 小山 1-4-1
西大井  ☎3774-5315 西大井 1-1-1
西五反田  ☎3493-0075 西五反田 3-9-10
西五反田第二  ☎3493-7288 西五反田 6-5-6
西品川  ☎3493-1333 西品川 3-16-35
西中延  ☎3783-1856 西中延 3-8-5
※旗の台  ☎3784-1903 旗の台 5-19-5
東大井  ☎3471-1190 東大井 1-22-16
　（令和２年９月移転予定） 移転先住所：東大井 3-4-4
東五反田  ☎3447-0663 東五反田 5-24-1
東品川  ☎3472-5805 東品川 1-34-9
東中延  ☎3785-0418 東中延 2-5-10
平塚  ☎3785-6770 平塚 2-2-3
冨士見台  ☎3785-7833 西大井 6-1-15
二葉  ☎3782-6786 二葉 1-4-25
二葉つぼみ  ☎3785-3423 二葉 1-3-40
三ツ木  ☎3491-8593 西品川 1-9-18
　（令和３年３月移転予定） 移転先住所：豊町 2-1-30
南大井  ☎3761-6543 南大井 3-7-4
南ゆたか  ☎3781-3601 豊町 3-5-31
　（令和３年３月移転予定） 移転先住所：豊町 4-17-21
八潮北   ☎3799-0531 八潮 5-1-3
八潮西   ☎3799-0777 八潮 5-4-16
　（令和 2 年 5 月移転） 移転先住所：八潮 5-8-41
八潮南   ☎3799-2424 八潮 5-6-32
八ツ山   ☎3472-4661 東品川 1-2-15
ゆたか   ☎3786-0738 豊町 1-18-15

●区立民営保育園
ひがしやつやま   ☎6712-9250 北品川 1-16-4
ひろまち   ☎5709-7088 広町 2-1-18
ぷりすくーる西五反田   ☎5759-8081 西五反田 3-9-9
ほうさん   ☎6421-5617 豊町 3-5-31

●私立保育園（※は認定こども園）
アイ   ☎6712-1418 東品川 1-36-11
あいのもり   ☎3772-7571 大井 1-16-2
青物横丁えほん  ☎6433-3012 東品川 4-8-8 2F
アスク南大井   ☎5767-9700 南大井 6-22-7 E 館 1F
アソシエ旗の台保育園   ☎6421-5184 旗の台 6-29-14
アンジェリカはまかわ   ☎6404-8447 東大井 3-18-2
アンジェリカ東品川   ☎6433-3065 東品川 4-8-8 1F
ウィズブック保育園荏原   ☎6451-3480 荏原 6-12-15
ウィズブック保育園西五反田   ☎5747-9917 西五反田 3-8-8
ウィズブック保育園武蔵小山    ☎6426-8763 小山 4-4-7
ウィズブック保育園武蔵小山パルズ 
　　   ☎6451-3846 小山 4-14-10
えがおの森保育園・かつしま   ☎5493-3100 勝島 1-6-32
大井町えほん  ☎6450-0363 東大井 5-21-9
大井町のぞみ  ☎5751-2031 二葉 1-12-18
大崎ひまわり  ☎3495-7600 大崎 3-1-9
大空と大地のなーさりぃ大森駅前園 
　　   ☎6450-0121 南大井 6-16-16
大空と大地のなーさりぃ東五反田園 
　　   ☎6459-3802 東五反田 4-7-20
キッズガーデン北品川   ☎6721-6006 北品川 6-7-22
キッズガーデン五反田駅前   ☎6417-3691 西五反田 1-29-2
キッズガーデン品川上大崎   ☎6431-9273 上大崎 4-5-37
キッズガーデン品川洗足   ☎6426-4084 小山 7-11-6
キッズガーデン品川西五反田   ☎6417-0327 西五反田 8-10-21
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※ポピンズナーサリースクール西五反田 
　　  ☎5436-2181 西五反田 8-10-8

●認証保育所
アスク不動前保育園   ☎5759-8015 西五反田 4-1-10
ウィズブック保育園天王洲   ☎6671-9396 東品川 2-5-5
うみのくに保育園とごし   ☎6426-2692 戸越 1-19-18
こぐま保育園   ☎3783-0880 旗の台 2-7-17
ココファン・ナーサリー旗の台   ☎5749-5101 旗の台 3-7-2
こっこる   ☎5740-6971 西五反田 2-10-8
さくら大崎保育園   ☎5745-5500 大崎 2-9-4
鮫洲かがやき保育園  ☎3450-8400 東大井 1-9-27
しながわがくどうえん   ☎3781-4871 戸越 1-21-14
小学館アカデミーアトレ大井町保育園 
　　   ☎5718-3301 大井 1-1-1
小学館アカデミーおおさき駅前保育園 
　　   ☎5719-5595 大崎 1-2-3
小学館アカデミーむさしこやま保育園
　　   ☎5749-3755 小山 3-27-5
太陽の子東五反田保育園   ☎6721-9863 東五反田 1-6-3
たんぽぽ保育所東大井園   ☎3765-2511 東大井 2-12-19
TK チルドレンズファーム東大井校
　　   ☎5969-8992 東大井 3-18-13
パレット保育園・不動前   ☎5719-1149 西五反田 5-12-1
東大井かがやき保育園   ☎3298-0303 東大井 2-13-13
ひよこの家保育園   ☎5437-5536 大崎 4-6-3
BunBu 学院 Jr 戸越園   ☎6451-3655 戸越 5-4-3
ポピンズナーサリースクール東五反田
　　   ☎5475-2110 東五反田 2-10-1
ポピンズナーサリースクール東品川
　　   ☎5796-2103 東品川 4-12-12
めだか保育園   ☎3761-3477 東大井 3-22-2
ユニバース・ナーサリー大森   ☎6423-0756 南大井 6-28-10
ゆらりん東品川保育園   ☎6433-2822 東品川 3-7-10
ルーチェ保育園南品川   ☎5460-5420 南品川 2-4-7

●小規模保育事業
ウィズブック保育園大森海岸   ☎6759-2740 南大井 2-4-12
うみのくに保育園なかのぶ   ☎6426-6516 戸越 6-14-4
うみのくに保育園ふどうまえ   ☎6420-3220 西五反田 5-6-30
おうち保育園おおいまち   ☎3764-9223 東大井 6-11-9
おうち保育園ごたんだ   ☎6277-1563 東五反田 2-16-2
五反田せせらぎ保育園   ☎6420-0251 西五反田 2-18-3
こどもヶ丘保育園大井町園   ☎6809-9951 大井 1-48-9
サニーチャイルドとごし   ☎6426-1222 平塚 1-13-9-101
サニーチャイルドにしおおい   ☎6327-0584 二葉 2-21-6
しいのみ保育園   ☎6433-1604 南品川 2-15-14
チャイルドマインダー荏原中延   ☎6426-6510 中延 2-5-10
チャイルドマインダー西五反田   ☎6417-9677 西五反田 3-13-14
チャイルドマインダー武蔵小山   ☎6451-3893 小山 2-16-10
ナーサリーおひさま   ☎6421-5978 旗の台 5-14-4
はぐはぐキッズ荏原町   ☎6314-6560 中延 5-6-9
はぐはぐキッズ西大井   ☎6417-1748 西大井 2-4-6
保育ルーム Clover 西小山園Ⅰ・Ⅱ
　　   ☎6426-7890 小山 6-8-13
星のおうち戸越銀座  ☎6451-3520 平塚 2-5-12
まちの保育園えばら  ☎6426-4192 荏原 4-8-11
めるへんキッズ戸越  ☎6426-7013 豊町 1-4-9

●家庭的保育事業
内山盛予 西品川 2 丁目
林とし子 南品川 2 丁目

●居宅訪問型保育事業
障害児訪問保育アニー   ☎6811-0907

●オアシスルーム
荏原保健センター内  ☎3783-2101 荏原 2-9-6
北品川第二保育園内  ☎5460-6065 北品川 3-7-43
ものづくり創造センター内   ☎3776-7111 大井 4-29-22

品川区役所第三庁舎内   ☎5742-3086 広町 2-1-36
伊藤児童センター内   ☎3771-7225 西大井 6-13-1
西中延児童センター内   ☎3783-2891 西中延 3-8-5
小関児童センター内   ☎3449-8227 北品川 5-8-15
北品川児童センター内   ☎3471-2363 北品川 2-7-21
東五反田児童センター内   ☎3443-6101 東五反田 5-24-1
ぷりすくーる西五反田内   ☎5759-8061 西五反田 3-9-9
平塚ゆうゆうプラザ   ☎5751-7147 平塚 2-10-20
戸越   ☎3787-7701 戸越 6-8-4

●区立幼稚園
城南  ☎3471-7584 南品川 2-8-21
平塚  ☎3781-8913 荏原 4-5-22
浜川  ☎3761-6395 南大井 4-3-14
御殿山  ☎5795-1523 北品川 5-3-1
伊藤  ☎3775-8028 西大井 5-22-8
第一日野  ☎3493-7264 西五反田 6-5-6
台場  ☎3472-8378 東品川 1-8-30
二葉  ☎3785-9560 二葉 1-3-40
八潮わかば  ☎3799-1542 八潮 5-6-32

●私立幼稚園
あけぼの  ☎3776-5093 大井 5-10-12
アライアンス  ☎3786-0379 小山 4-4-13
エトワール  ☎3474-7321 南品川 5-12-4
荏原学園旭  ☎3781-4915 中延 5-6-18
大井うさぎ  ☎3776-6549 大井 7-1-5
大崎  ☎3491-5731 大崎 3-11-1
品川翔英  ☎3774-1151 西大井 1-6-13
亀田  ☎3783-7211 中延 6-1-3
品川教会附属  ☎3443-1725 北品川 4-7-40
鈴ケ森めばえ  ☎3761-8086 南大井 2-4-1
専修  ☎3492-2300 西五反田 6-11-5
洗足うさぎ  ☎3781-6215 荏原 7-18-15
帝京にしき  ☎3781-8522 旗の台 6-5-30
戸越  ☎3785-4968 戸越 1-21-15
日本音楽学校  ☎3786-1711 豊町 2-16-12
ひまわり  ☎3781-4227 小山 6-10-11
文教大学付属  ☎3781-2798 旗の台 3-2-17
八潮  ☎3471-2450 東品川 3-24-8

●区立小学校
城南   ☎3471-7919 南品川 2-8-21
　すまいるスクール  ☎3471-8116
浅間台   ☎3474-2727 南品川 6-8-8
　すまいるスクール  ☎3474-6044
三木   ☎3491-0404 西品川 3-16-28
　すまいるスクール  ☎3491-2328
御殿山   ☎3441-0814 北品川 5-2-6
　すまいるスクール  ☎3441-3872
城南第二   ☎3471-7481 東品川 3-4-5
　すまいるスクール  ☎3471-9301
第一日野   ☎3492-6258 西五反田 6-5-32
　すまいるスクール  ☎3492-5003
芳水   ☎3491-1555 大崎 3-12-22
　すまいるスクール  ☎3491-5780
第三日野   ☎3441-6452 上大崎 1-19-19
　すまいるスクール  ☎3441-6467
第四日野   ☎3491-1281 西五反田 4-29-9
　すまいるスクール  ☎3491-5953
大井第一   ☎3771-5240 大井 6-1-32
　すまいるスクール  ☎3771-5100
鮫浜   ☎3765-2844 東大井 2-10-14
　すまいるスクール  ☎3765-7759
山中   ☎3772-3006 大井 3-7-19
　すまいるスクール  ☎3772-4152
立会   ☎3474-3424 東大井 4-15-9
　すまいるスクール  ☎3474-3512
浜川   ☎3761-0530 南大井 4-3-27
　すまいるスクール  ☎3761-6664
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伊藤   ☎3771-5331 西大井 5-6-8
　すまいるスクール  ☎3771-5025
鈴ケ森   ☎3763-6631 南大井 4-16-2
　すまいるスクール  ☎3763-0144
台場   ☎3471-3397 東品川 1-8-30
　すまいるスクール  ☎3471-7726
京陽   ☎3781-4775 平塚 2-19-20
　すまいるスクール  ☎3781-6102
延山   ☎3781-3806 西中延 2-17-5
　すまいるスクール  ☎3781-6065
中延   ☎3781-4016 中延 1-11-15
　すまいるスクール  ☎3781-4027
小山   ☎3781-0044 小山 5-10-6
　すまいるスクール  ☎3781-0023
大原   ☎3781-4487 戸越 6-17-3
　すまいるスクール  ☎3781-3929
宮前   ☎3781-4386 戸越 4-5-10
　すまいるスクール  ☎3781-0781
源氏前   ☎3781-4348 中延 6-2-18
　すまいるスクール  ☎3781-7757
第二延山   ☎3781-1348 旗の台 1-6-1
　すまいるスクール  ☎3781-1992
後地   ☎3781-0890 小山 2-4-6
　すまいるスクール  ☎3781-0866
戸越   ☎3781-2856 豊町 2-1-20
　すまいるスクール  ☎3781-5758
旗台   ☎3785-1687 旗の台 4-7-11
　すまいるスクール  ☎3785-3820
上神明   ☎3781-4792 二葉 4-4-10
　すまいるスクール  ☎3781-2019
清水台   ☎3781-4841 旗の台 1-11-17
　すまいるスクール  ☎3781-1775
小山台   ☎3712-7587 小山台 1-18-24
　すまいるスクール  ☎3712-5988

●私立小学校
小野学園  ☎3774-1151 西大井 1-6-13　

●区立中学校
東海  ☎3471-6951 東品川 3-30-15
大崎  ☎3491-6623 西品川 3-10-6
浜川  ☎3761-1014 東大井 3-18-34
鈴ケ森  ☎3765-2849 南大井 2-3-14
冨士見台  ☎3772-0900 西大井 5-5-14
荏原第一  ☎3785-1680 荏原 1-24-30
荏原第五  ☎3781-5643 旗の台 5-11-13
荏原第六  ☎3781-7776 小山 5-20-19
戸越台  ☎3781-6250 戸越 1-15-23

●義務教育学校
日野学園   ☎3441-3209 東五反田 2-11-1
　すまいるスクール  ☎3441-0471
伊藤学園   ☎3771-3374 大井 5-1-37
　すまいるスクール  ☎3771-0541
八潮学園   ☎3799-1641 八潮 5-11-2
　すまいるスクール  ☎3799-7006
荏原平塚学園   ☎3782-7770 平塚 3-16-26
　すまいるスクール  ☎3781-1880
品川学園   ☎3474-2671 北品川 3-9-30
　すまいるスクール  ☎3474-4126
豊葉の杜学園   ☎3782-2930 二葉 1-3-40
　すまいるスクール  ☎3781-6010

●私立ろう学校
明晴学園  ☎6380-6775 八潮 5-2-1

●私立中学校
小野学園女子  ☎3774-1151 西大井 1-6-13
攻玉社  ☎3493-0331 西五反田 5-14-2
香蘭女学校  ☎3786-1136 旗の台 6-22-21

品川女子学院中等部  ☎3474-4048 北品川 3-3-12
青稜   ☎3782-1502 二葉 1-6-6
文教大学付属   ☎3783-5511 旗の台 3-2-17

●都立高等学校・高等専門学校等
大崎   ☎3786-3355 豊町 2-1-7
小山台  ☎3714-8155 小山 3-3-32
八潮   ☎3471-7384 東品川 3-27-22
産業技術高等専門学校   ☎3471-6331 東大井 1-10-40
城南職業能力開発センター   ☎3472-3411 東品川 3-31-16
品川特別支援学校   ☎5460-1160 南品川 6-15-20

●私立高等学校
小野学園女子   ☎3774-1151 西大井 1-6-13
攻玉社   ☎3493-0331 西五反田 5-14-2
香蘭女学校   ☎3786-1136 旗の台 6-22-21
品川女子学院高等部  ☎3474-4048 北品川 3-3-12
青稜   ☎3782-1502 二葉 1-6-6
朋優学院   ☎3784-2131 西大井 6-1-23
品川エトワール女子  ☎3474-2231 南品川 5-12-4
文教大学付属   ☎3783-5511 旗の台 3-2-17
日本音楽   ☎3786-1711 豊町 2-16-12

●短期大学
杉野服飾大学短期大学部   ☎3491-8151 上大崎 4-6-19

●大学
杉野服飾大学   ☎3491-8151 上大崎 4-6-19
星薬科大学   ☎3786-1011 荏原 2-4-41
立正大学   ☎3492-2681 大崎 4-2-16
清泉女子大学   ☎3447-5551 東五反田 3-16-21
昭和大学   ☎3784-8000 旗の台 1-5-8
東京医療保健大学   ☎5421-7655 東五反田 4-1-17
産業技術大学院大学  ☎3472-7831 東大井 1-10-40

●専修学校
昭和大学医学部附属看護専門学校
　　   ☎3784-8097 旗の台 1-2-26
東京マックス美容専門学校   ☎3774-1551 大井 1-48-11
池見東京医療専門学校   ☎0120-149-411 東大井 3-5-6
ドレスメーカー学院   ☎3491-8151 上大崎 4-6-19
宮川文化服装専門学校   ☎3491-2333 大崎 4-5-20
東京健康科学専門学校   ☎3450-1711 南品川 6-10-5
専門学校東京工科自動車大学校品川校
　　   ☎0120-1969-04 南品川 3-7-12
品川介護福祉専門学校   ☎5498-6364 西品川 1-28-3
日本書道専門学校   ☎3490-2722 上大崎 2-19-6
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●都庁
東京都庁  ☎5321-1111 新宿区西新宿 2-8-1

●警察署
品川  ☎3450-0110 東品川 3-14-32
大崎  ☎3494-0110 大崎 4-2-10
大井  ☎3778-0110 大井 5-10-2
荏原  ☎3781-0110 荏原 6-19-10
東京湾岸  ☎3570-0110 江東区青海 2-7-1

●消防署
品川  ☎3474-0119 北品川 3-7-31
　東品川出張所  ☎3450-0119 東品川 3-25-11
　大崎出張所  ☎3494-0119 西品川 1-7-9
　五反田出張所  ☎3492-0119 西五反田 7-25-14
大井  ☎3765-0119 東大井 3-6-12
　滝王子出張所  ☎3778-0119 大井 5-17-9
　八潮出張所  ☎3799-0119 八潮 5-8-3
荏原  ☎3786-0119 平塚 3-16-20
　戸越出張所  ☎3785-0119 戸越 5-20-15
　小山出張所  ☎3781-0119 小山 5-12-11
　旗の台出張所  ☎3783-0119 旗の台 6-24-11

●保険・年金
品川年金事務所  ☎3494-7831 大崎 5-1-5 高徳ビル 2 階

●税務
品川税務署   ☎3443-4171 港区高輪 3-13-22
荏原税務署   ☎3783-5371 中延 1-1-5
品川都税事務所   ☎3774-6666 広町 2-1-36
品川自動車税事務所  ☎3471-6670 東大井 1-12-18

●電気・ガス・上・下水道
東京電力パワーグリッドカスタマーセンター東京
　　   ☎0120-995-001 
株式会社 JERA 品川火力発電所 
　　  ☎3471-1591 東品川 5-6-22
株式会社 JERA 大井火力発電所 
　　  ☎3471-1591 八潮 1-2-2
東京ガスお客さまセンター
　　  ☎0570-002-211 
水道局お客様センター   ☎5326-1100
水道局品川営業所  ☎5749-5573 西中延 1-9-10
下水道局南部下水道事務所
　　  ☎5734-5031  大田区雪谷大塚町 13-26
下水道局南部下水道事務所品川出張所
　　  ☎3495-0351 西品川 1-8-1

●郵便
品川郵便局  ☎3471-1064 東大井 5-23-34
大崎郵便局  ☎3493-2203 西五反田 2-32-7
荏原郵便局  ☎3786-8113 西中延 1-7-23

●電話・電報
電話に関する問い合わせ☎116
電報に関する問い合わせ☎115

●鉄道・バス
［JR］
目黒駅 上大崎 2-16-9
五反田駅 東五反田 1-26-2
大崎駅 大崎 1-21-4
大井町駅 大井 1-2-12
西大井駅 西大井 1-3-2
品川駅 港区高輪 3-26-27

［都営地下鉄三田線］
目黒駅   ☎3493-5774 上大崎 4-2-1
［都営地下鉄浅草線］
中延駅   ☎3786-4634 東中延 2-9-12
戸越駅   ☎3786-4635 戸越 3-4-17
五反田駅  ☎3447-2981 東五反田 1-26-2
［京浜急行線］
品川駅   ☎3441-2451 港区高輪 3-26-26
北品川駅   ☎3471-3951 北品川 1-1-4
新馬場駅   ☎3471-3961 北品川 2-18-1
青物横丁駅  ☎3474-7589 南品川 3-1-20
鮫洲駅   ☎3474-2509 東大井 1-2-20
立会川駅   ☎3761-5789 東大井 2-23-1
大森海岸駅  ☎3761-1050 南大井 3-32-1
［東急大井町線］
大井町駅  ☎3771-2006 大井 1-1-1
旗の台駅   ☎3781-0817 旗の台 2-13-1
［東急目黒線］
目黒駅   ☎3493-5774 上大崎 4-2-1
武蔵小山駅  ☎3493-5774 小山 3-4-8
［東急池上線］
五反田駅  ☎3441-0939 東五反田 2-1-1
旗の台駅   ☎3781-0817 旗の台 2-13-1
［りんかい線］
天王洲アイル駅   ☎3529-6134 東品川 2-5-19
品川シーサイド駅  ☎3529-6135 東品川 4-12-22
大井町駅   ☎3529-6137 大井 1-2-10
大崎駅（JR）   ☎050-2016-1600　大崎 1-21-4
［東京モノレール］
大井競馬場前駅  東京モノレールお客様センター

 ☎3374-4303 勝島 2-2-35
天王洲アイル駅   東京モノレールお客様センター

 ☎3374-4303 東品川 2-3-8
［東京臨海新交通ゆりかもめ］
東京国際クルーズターミナル駅 お客様センター
　　  ☎3529-7221 江東区青海 2 丁目地先
［都バス］
品川自動車営業所  ☎3471-3046 北品川 1-5-12
［東急バス］
荏原営業所   ☎3786-4848 二葉 4-27-1
［京急バス］
大森営業所  ☎3765-0301 大田区平和島 4-1-18

●労働
品川労働基準監督署  ☎3443-5742 上大崎 3-13-26
東京都労働相談情報センター大崎事務所
　　  ☎3495-4872  大崎 1-11-1 ゲートシティ 

大崎ウエストタワー 2 階
ハローワーク品川  ☎5419-8609 港区芝 5-35-3

●法務
東京法務局品川出張所（登記所）
　　   ☎3774-3446 広町 2-1-36
五反田公証役場  ☎3445-0021  東五反田 5-27-6 

第一五反田ビル 3 階
目黒公証役場  ☎3494-8040  上大崎 2-17-5 

デルダンビル 5F
大森公証役場  ☎3763-2763  大田区大森北 1-17-2 

大森センタービル 2F

●そのほか
関東運輸局東京運輸支局   ☎3458-9231 東大井 1-12-17
鮫洲運転免許試験場  ☎3474-1374 東大井 1-12-5
軽自動車検査協会   ☎050-3816-3100 港区港南 3-3-7
桐ケ谷斎場   ☎3491-0213 西五反田 5-32-20
東京家庭裁判所  ☎3502-8311 千代田区霞が関 1-1-2
東京簡易裁判所  ☎3581-5411 千代田区霞が関 1-1-2
東京地方裁判所  ☎3581-5411 千代田区霞が関 1-1-4
法テラス東京  ☎050-3383-5300

新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビル 13 階
東京法務局供託課  ☎5213-1234（代）

千代田区九段南 1-1-15 九段第 2 合同庁舎
品川景徳学園  ☎3783-3781 旗の台 5-25-19

JR 東日本 
お問い合わせセンター
☎050-2016-1600




