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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

窓口業務の
区民の皆さんが、暮らしに
関する様々な手続きをより
便利に利用していただける
ように取り組んでいます。

目黒駅前に区内3カ所目の
サービスコーナーがオープン！

区役所の日曜開庁

区役所の
その他の
受付窓口

休日、夜間も利用できます
土・日曜日や平日夜間でも住民票・戸籍などの証明書を発行します。

区役所の一部は日曜日も開庁しています
平日、区役所に来庁するのがむずかしい方のため、
日曜日に区役所で戸籍・住民票などの届け出の受け
付けや証明書の発行などを行っています。

名称／品川区目黒サービスコーナー
所在地／上大崎3－1－1　
目黒セントラルスクエア1階
（☎6409－6552 Fax6409－6553）
受付時間／月～金曜日：午前8時～午後7時
土・日曜日：午前10時～午後3時　
※祝日・年末年始はお休みです。

平日に来られなくても日曜開庁があれば…
仕事の関係で平日に来るのがむずかしいので、
今日は日曜開庁を利用して転入届を出しにきま
した。日曜日に手続きできるのは、便利で助か
りますね。
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問い合わせ／戸籍住民課証明交付係
（☎5742－6659 Fax5709－7625）

①住民票の写し（除票を含む）
②住民票記載事項証明書
③印鑑登録証明書
④戸籍全部事項・個人事項証明書
⑤除籍全部事項・個人事項証明書
　（平成15年11月1日以降の除籍の方のみ）
⑥平成改製原戸籍謄本・抄本
⑦戸籍の附票
⑧身分証明書

※本人等請求のみとなり、第三者の請求の取
り扱いはありません。

証明書発行業務

①予約資料の貸し出し
②品川区立図書館所蔵資料の返却

問い合わせ／品川図書館
（☎3471－4667 Fax3740－4014）

※品川区立図書館の利用カードをお持ちくだ
さい。

図書館取り次ぎ業務

●出生・死亡・婚姻・離婚などの届書の受領
●埋火葬許可証の交付
●緊急を要するものの処理と連絡

●戸籍・住民票の届け出、証明書の発行　
● 国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の届け出、国民健
康保険料の納付
●介護保険料の納付
●特別区民税・都民税の納税・課税・非課税証明書の発行　
●特別区民税・都民税・軽自動車税の納付や納付相談　など

夜間、休日も受け付けています火曜日は夜間延長窓口を行っています
月～金曜日・開庁している日曜日は午後5時～翌朝午前8時30分
土曜日・開庁していない日曜日・祝日は終日

火曜日午後5時～7時

夜間休日受付（第二庁舎2階）
☎3777－1111（代表）

日時日時

場所

取扱
業務

取扱
業務

※祝日と年末年始を除きます。

● 取り扱うことのできる業務は限られています。　● 他区市町村などへの確認が必要なものは、すぐに取り扱いできない場合があります。
● 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど本人確認ができるものをお持ちください。

取扱業務 担当課
出生・死亡・婚姻・離婚・転籍などの届書の受領＊1、埋火葬許可証の交付など 戸籍住民課戸籍届出係
戸籍・除籍全部（個人）事項証明書、改製原戸籍謄（抄）本、戸籍の附票、身分
証明書、住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書の交付、印鑑登
録申請など＊2

戸籍住民課証明交付係

転入・転出などの異動届、特別永住者証明書の交付を伴う届け出・申請、マイナ
ンバーカードの交付・通知カードの再交付申請＊3など 戸籍住民課住民異動係

国民健康保険資格取得・喪失・変更申請、国民健康保険証の交付＊4 国保医療年金課資格係
国民健康保険料の納付・口座振替の手続き 国保医療年金課収納係
後期高齢者医療保険料の納付・口座振替の手続き 国保医療年金課高齢者医療係
介護保険料の納付・口座振替の手続き 高齢者福祉課介護保険料係
妊娠中の転入に伴う妊婦健康診査受診票の交換の手続き＊5 健康課保健衛生係
児童手当の申請 子ども家庭支援課児童手当係
子どもの医療証交付の申請 子ども家庭支援課医療助成係
就学指定通知書の交付（転入・転居時の通学区域指定校のみ） 学務課学事係
特別区民税・都民税の納課税証明書の交付＊6、軽自動車税の納税証明書の交付 税務課税務係
特別区民税・都民税の納付・口座振替の手続き、軽自動車税の納付 税務課収納管理係

＊1  原則として受理証明書などの即日発行、変更後の氏名での転出入届などの手続き
はできません。

＊2  広域交付住民票の交付は取り扱いできません。
＊3  原則第3日曜日は、マイナンバーカードに関する手続きはできません。
＊4  保険証は原則として郵送交付ですが、希望により、本人確認のうえで交付します。

保険証の記載内容変更の場合は、保険証をお持ちください。
＊5  母子健康手帳をお持ちください。受診票は後日郵送します。日曜開庁時は国保医

療年金課資格係で受け付けます。　
＊6 特別区民税・都民税の申告がない場合は交付できません。

充実に
向けて

取扱業務

受付時間／午前8時30分～午後5時
場所／区役所本庁舎3階フロア　※本庁舎3階正面・議会棟3階・
第二庁舎3階入り口よりお入りください。

目黒サービスコーナー
　目黒セントラルスクエア1階
　みずほ銀行の奥

　問い合わせ　戸籍住民課住民異動係
（☎5742－6660 Fax5709－7625）
戸籍住民課証明交付係
（☎5742－6659 Fax5709－7625）

日曜開庁で婚姻届を提出したカップル

◎大井町サービスコーナー（大井町駅前）、武蔵小山サービスコーナー（武蔵小山
駅前）も同様のサービスを行っています。

布施英真さん
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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

  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）

4月1日㈰
8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）

4月1日㈰

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
 ブラン品川大井町歯科 大　井 1 －37－ 8 ☎3777－1182
 皆川歯科医院 二　葉 1 －12－10 ☎5702－5888
 根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787
 かとう整骨院 旗の台 3 －10－ 1 ☎5750－3525

4月8日㈰

 たつのこどもクリニック 大　井 2 － 2 －11 ☎3775－8600
 由井歯科 二　葉 1 －20－ 7 ☎3788－1610
 平田歯科医院 豊　町 5 － 1 －12 ☎5498－1260
 阿部整骨院 西品川 3 － 1 －20 ☎3490－2730
 荒川接骨院 中　延 3 － 3 － 8 ☎3787－9520

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）

4月7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
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※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。
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 

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／午前9時～午後11時
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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

　思春期家族教室

不登校・ひきこもり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4月13日㈮ 午後2時～4時
講師／新倉佳久子（臨床心理士）
場申問電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

　難病音楽療法教室と交流会

日4月16日㈪ 午後1時30分～4時
内声楽家による音楽療法と交流会
人パーキンソン病などの神経難病患者と
家族30人（先着）
※教室終了後交流会を行います。
場申問電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

　2回食からの離乳食レッスン
　（第2クール）　　　　　　　　

日5月1日㈫・15日㈫・22日㈫
午前10時～11時30分（全3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
25組（抽選）　※保護者1人での参加も可。
※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4月16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

　高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種票
　を送付します
人肺炎球菌ワクチンを接種したことがな
い、今年度65歳・70歳・75歳・80歳・
85歳・90歳・95歳・100歳になる方
自己負担金額／4,000円
※該当年齢ではない未接種の方が肺炎球
菌ワクチンを接種する際の一部費用助成
も行っています。
問保健予防課
（☎5742－9152 Fax5742－9158）

　食に関する相談

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。

日時 会場
4/11㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

4/16㈪
12:00～15:00 啓発展示室（第二庁舎3階）

※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。
申当日、直接会場へ　運営／品川栄養士会
問健康課（☎5742－6746 Fax5742－6883）

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

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
※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。

キッズクラブ
　日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー
　東京2020オリンピックの開催競技を観戦しよう！

　オークランド市（ニュージーランド）
　青少年語学研修派遣生を募集します

〈第1弾〉第72回全日本体操個人総合選手権大会親子観戦ツアー
日4月29日㈷ 正午～午後4時30分
場東京体育館（渋谷区千駄ヶ谷1）　※現地集合・解散。
人小・中学生と保護者（2人1組）20組40人（抽選）
申問4月13日㈮（必着）までに、往復はがきに「体操観戦」とし、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、学校名、学年、電話番号、保護
者氏名をスポーツ協会へ
〈第2弾〉ビーチバレーボール親子観戦ツアー
日5月5日㈷ 午前10時～午後3時
場お台場海浜公園（港区台場1）　※現地集合・解散。
内「ジャパンツアー東京大会」試合観戦、トップレベル選手による
体験教室　※昼食は各自用意。
人小・中学生と保護者60人（抽選）
申問4月13日㈮（必着）までに、往復はがき（1家族4人まで）に
「ビーチバレーボール観戦」とし、参加者全員の住所・氏名（ふり
がな）・年齢・性別・学校名・学年・電話番号をスポーツ協会へ

　全国大会出場助成金を交付します

　チャレンジスポーツ教室

少年少女が東京都大会などの予選を経て全国大会
に出場した場合、助成金を交付します。
受付期間／31年3月29日㈮まで
人区内在住か在学で18歳以下＊の個人と団体
＊平成12年4月2日以降生まれ
助成額／個人＝1万円、団体＝1万円×大会要項に
記されている人数
申問出場後30日以内に、申請書と必要書類をス
ポーツ推進課少年少女スポーツ担当（第二庁舎6
階☎5742－6943）へ持参　※詳しくは同課で配
布する募集案内か区ホームページをご覧ください。

かけっこ、マット運動、跳び箱、鉄棒、ボール投げ
のコツを教えます。
日5月8日～6月26日の火曜日 ①午後3時40分～4時
30分 ②午後4時40分～5時30分（全8回）
場総合体育館

人①小学1・2年生  ②小学3・4年生 各30人（抽選）
￥各3,200円
申問4月16日㈪（必着）までに、往復はがきで住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、学校名、学年、保護
者氏名、電話番号をスポーツ協会へ

日7月28日㈯～8月21日㈫（25日間）
人区内在住の中学2年生～高校生15人（選考）
￥234,000円
選考／応募者全員の作文審査と面接＝5月27日㈰
申問5月21日㈪までに、4月2日㈪から国際友好協会
で配布する申込用紙と提出課題を同協会（第三庁舎
4階☎5742－6517 Fax5742－6518）へ持参　
※受け付けは月～金曜日午前9時～午後5時。4月11
日㈬以降の火～木曜日は午後7時まで受け付け。

　お子さんの健康を守るために予防接種を受けましょう
●定期予防接種

種類 通知の時期 接種できる期間
四種混合（ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ）

2カ月 3カ月～7歳6カ月未満（3回接種）
1歳 7歳6カ月未満

Hib(ヒブ)＊1 2カ月 2カ月～5歳未満（1～4回接種）1歳
小児用肺炎球菌＊1 2カ月 2カ月～5歳未満（1～4回接種）1歳
B型肝炎 2カ月 1歳未満
BCG 5カ月 1歳未満

MR（麻しん・風しん混合）
1歳 1～2歳未満

小学校就学の
前年度の4月 4月1日～翌年3月31日

水痘（水ぼうそう） 1歳 1～3歳未満（2回接種）

日本脳炎＊2　
3歳 7歳6カ月未満（2回接種）
4歳 7歳6カ月未満
9歳 9～13歳未満

DT（ジフテリア・破傷風） 11歳 11～13歳未満
ヒトパピローマウイルス感染症＊3 － 小学6年生の4月～満16歳の3月31日

（3回接種）
＊1　接種開始月齢によって接種回数が変わります。
＊2　 特例対象者（平成10年4月2日～19年4月1日生まれ）は、20歳の誕生日前日まで公

費で接種ができます。
＊3　現在、積極的な勧奨をしていません。
※23区外で接種する方は事前に申請すると実費をお返しできる場合があります。
※DPT（ジフテリア・百日せき・破傷風）・ポリオの接種が終了していない方は、7歳6カ
月まで公費で接種ができます。母子健康手帳を持ってご相談ください。
※接種できる期間は各年齢の誕生日・月齢にあたる日の前日までです。
●任意予防接種

種類 対象 助成

ロタウイルス ＊4 1回7,000円
（2回まで）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

1～4歳
未満 1回3,000円

MR（麻しん・風
しん混合）＊5　

2～19歳
未満

1回のみ
全額助成

＊4　ロタリックス（1価）ワクチンは、生後6
週～24週0日まで。ロタテック（5価）ワクチ
ンは生後6週～32週0日まで。
＊5　定期接種を受けられなかった方へ助成
します。
※品川区の契約医療機関で、助成額を差し引
いた料金をお支払いください。 ※助成は、区
内契約医療機関で接種する場合に限ります。

問保健予防課（本庁舎7階☎5742－9152 Fax5742－9158）

電子
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　地域クラブebaraAフリー教室
戸越・豊葉・西大井・宮前地区の4つのスポ・レク推進
委員会がまとまり、地域クラブebaraAが設立されまし
た。各教室とも申し込み不要です。当日、参加費を持っ
て直接会場にお越しください。
①バドミントン（フリー利用＆教室）
日4月10日㈫・24日㈫ 午後4時～6時
￥1回200円、中学生以下・70歳以上100円
※貸し出し用ラケットあり。　
場参当日、運動のできる服装で上履きを持って、杜松
ホーム（豊町4－24－15）へ　※自転車での来場不可。
②体操教室
日4月17日㈫ 午後4時～4時45分（3歳以上の未就学児と
保護者）、午後5時～5時45分（小学1～3年生）
￥各100円
場参当日、運動のできる服装で上履きを持って、杜松
ホーム（豊町4－24－15）へ　※自転車での来場不可。
③キンボール教室
日4月3日～24日の火曜日午後7時～9時
￥1回200円、中学生以下・70歳以上100円
場参当日、運動のできる服装で上履きを持って、冨士
見台中学校（西大井5－5－14）へ
④ノルディックウオーキング
日4月5日～26日の木曜日午前10時～11時　
場文庫の森（豊町1－16）　※雨天中止。
￥1回100円　※貸し出し用ポールあり。
参当日、運動のできる服装で戸越体育館へ
⑤文化教室
日内4月2日㈪＝折り紙教室、23日㈪＝マジック教室
午後7時～8時30分　
￥各100円
場参当日、戸越体育館へ
───────────共通───────────
運営／地域クラブebaraA
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　マスターズバドミントン大会
日4月29日㈷ 午前9時～正午
場戸越体育館
試合方法／クラス別ダブルスリーグ戦ラリーポイント制
※1人でも参加可。
人50歳以上の男性、45歳以上の女性
￥1,100円（シャトル代込）
申問4月17日㈫（必着）までに、はがきかFAXで大会名、
住所、氏名、電話番号、出場経験者はクラスをスポーツ
協会へ

　スポクラ・しながわフリースポーツ
日4月2日～31年3月25日の月曜日 午後7時～8時45分
※第3月曜日を除く。
場日野学園体育館・校庭（東五反田2－11－1）
内キンボールスポーツ、ソフトバレーボール、健康トリ
ム体操、硬式テニス
￥1回200円、中学生以下・60歳以上100円
場参当日、運動のできる服装で上履き（テニスはスニー
カー）・タオル・飲み物を持って、直接会場へ
運営／スポクラ・しながわ
問スポクラ・しながわ事務局☎090－2733－5921
スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　スクエア荏原フリースポーツ
①卓球（フリー利用・教室）
日4月25日～31年3月13日の水曜日 午後1時30分～3
時30分　※教室は貸し出し用ラケットあり。
②健康体操
日4月27日～31年3月22日の金曜日 
午前9時15分～11時15分
───────────共通───────────
￥各1回200円
場参当日、運動のできる服装で上履きと①のフリー利
用の方はラケットとボール、②はヨガマットかバスタオ
ルを持って、直接スクエア荏原（荏原4－5－28）へ
※不定期の休みがあるため、詳しくはスポーツ推進課な
どで配布する予定表を必ずご確認ください。
運営／荏原Ｂ地域スポーツクラブ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　シニア層向けノルディックウオーキング講座
ウオーキング以上ジョギング未満のポールを使った運動
をしてみませんか。
日5月7日㈪・15日㈫・21日㈪・28日㈪
午前9時30分～11時30分（全4回）
場戸越体育館
人60歳以上の方20人、60歳未満の方若干名（抽選）
￥100円（保険料）
持ち物／運動できる服、上履き、タオル、飲み物　
※貸し出し用ポールあり。
申問4月17日㈫（必着）までに、往復はがきかFAXで
教室名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をスポーツ
協会へ

　マスターズソフトバレーボール大会
日4月29日㈷ 午後1時集合
場戸越体育館
試合方法／ブロック別リーグ戦
人60歳以上の部、40歳以上の部、中学生以上の部
※男女混成チーム（8人以内）。　※重複参加は不可。
※女性のみのチーム可。
￥1チーム2,100円
申問4月18日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ（4
月16日㈪を除く）
※主将会議は、4月25日㈬ 午後7時から総合体育館。

　グラウンド・ゴルフ教室
日4月22日～31年3月24日の第4日曜日 午前9時～正午
￥1回100円
場参当日、運動のできる服装で飲み物・タオルを持って、
直接浅間台小学校（南品川6－8－8）へ
運営／スポクラ・しながわ
問スポクラ・しながわ事務局☎090－2733－5921
スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　初心者キャンプ（デイキャンプ）教室
日5月13日㈰・20日㈰ 午前9時～午後3時
場みなとが丘ふ頭公園品川区キャンプ場（八潮3－1）
人キャンプ初心者各30人（抽選）
￥各1,300円、中学生以下800円（食事代・保険料込）
申問4月23日㈪（必着）までに、往復はがきに「デ
イキャンプ」とし、希望日、参加者全員の氏名・年齢、
代表者の住所・電話番号・Eメールアドレスをスポー
ツ協会へ

　初心者弓道教室
日①5月8日～11月20日の火曜日 午後6時30分～8時
30分 ②5月10日～11月22日の木曜日 午後1時30分～3
時30分 ③5月12日～11月24日の土曜日 午前9時30分
～11時30分（全20回）
場東品川弓道場（東品川3－14－9）
人高校生以上の弓道未経験者・初段までの方
①20人 ②③各30人（抽選）
￥各11,850円（保険料込）　
※体験2回は1,000円。　※弓具無料で貸し出し。
主催／品川区弓道連盟
申問4月15日㈰（必着）までに、往復はがきで教室名、
番号、住所、氏名、年齢、電話番号、経験の有無をスポー
ツ協会へ

　第58回品川区団体卓球選手権大会
日5月3日㈷ 午前9時30分試合開始
場総合体育館
種目／男子・女子（Ⅰ部、Ⅱ部、50代、60代、70代、ジュ
ニア）
※Ⅰ部は上級者、Ⅱ部は初・中級者。
※年齢は31年4月1日現在。ジュニアは18歳以下。
試合形式／4シングルス1ダブルスの団体戦
※1チーム4人以上。
￥1チーム4,400円、連盟登録者4,000円、ジュニア
2,000円
主催／品川区卓球連盟
申問4月10日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　鈴ヶ森地区スポーツ鬼ごっこ教室
日4月14日～6月23日の第2・4土曜日
午前9時30分～11時30分
￥1回100円
運営／鈴ヶ森地区スポ・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、直接浜川小学校（南大井4－3－27）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　八潮地区バドミントン教室
日4月～31年3月の第3日曜日午後2時～4時
￥1回100円
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、直接八潮学園第2体育館（八潮5－11－2）へ
運営／八潮地区スポ・レク推進委員会
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　初心者硬式テニス教室
①5月7日～6月7日の月・木曜日
午前9時30分～11時30分（全9回）
託児／3歳以上のお子さん10人（抽選）
※おやつ代など1人1,100円。2人以下は中止。
②5月10日～6月28日の木曜日午後7時～9時（全8回）
───────────共通───────────
場総合体育館
人学生を除く16歳以上の方各30人（抽選）
￥各5,000円（ボール代・保険料込）
申問4月20日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、
番号、住所、氏名、年齢、電話番号、①は託児希望の
有無をスポーツ協会へ

レッツ スポーツ

　第68回　品川区民スポーツ大会（春季）

競技名 日程 会場 申込締切日 参加費 内容

少林寺拳法 4/22㈰ 戸越体育館 4/12㈭ 500円
小中高生　300円

○単独演武（少年の部、段外の部、段の部）
○自由組演武（少年の部、段外の部、段の部）

グラウンド・
ゴルフ 5/5㈷ 天王洲公園

（東品川2－6） 4/18㈬ 500円

○一般の部（16歳以上）　
※個人対抗戦4ラウンド32ホールプレイで男女
別優勝あり　※年齢は大会当日現在　
※予備日5/20㈰ しながわ中央公園（区役所前）

ダンス
スポーツ 5/13㈰ 総合体育館 4/15㈰ 1ペア　　  800円

○スポーツダンス　○ベーシック　
○ニュースター　○シニアスターⅠ（ペア合計
120歳以上）・Ⅱ（ペア合計135歳以上）　
※各戦スタンダード（ワルツ・タンゴ複合）と
ラテン（チャチャチャ・ルンバ複合）　
※Ａリーグ登録者は除く

柔道 5/27㈰ 戸越体育館 4/25㈬ 500円
小中高生　300円

○小学低学年の部　○小学高学年の部　
○中学1年の部・2年の部・3年の部　
○男子無段の部・有段の部　
○女子無段の部・有段の部　※体重別

申問各申込締切日までに、費用を持ってスポーツ協会へ（4月16日㈪を除く） 
問い合わせ／子ども育成課庶務係

（☎5742－6720 Fax5742－6351）

「家庭の日」です
毎月第一日曜日は

家庭は、子どもにとって憩いの場所　

心のよりどころ

豊かな心を育む大切なところです

　「家庭の日」には…

・「家族いっしょに楽しいごはん」
家族と一緒に過ごす時間をつくり、家庭の大
切さを見つめ直してみましょう。

・早寝早起きなど、生活リズムをしっかり整
え、規則正しい生活を身につけましょう。

エ バ ラ エース
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講演 映画

「可能性への挑戦」
講師／舞の海秀平
（NHK大相撲解説者）
※手話通訳・字幕付き。

出演／橋爪功、吉行和子、西
村雅彦、夏川結衣、中嶋朋子
ほか　※字幕付き。

三世代で暮らす家族の織りなす
ドラマです。

　日時　5月15日㈫ 午後1時開演（午後0時30分開場） 　会場　きゅりあん大ホール（大井町駅前）

問い合わせ／人権啓発課（☎3763－5391 Fax3768－5092）

定員／1,100人（抽選）　託児／1歳6カ月～就学前のお子さん
申込方法／4月16日㈪（必着）までに、 往復はがき（1枚2人まで）で参加人数、代表者の郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号、参加者の氏名（ふりがな）、託児希望の方はお子さんの氏名・月年齢を品川区人権啓発課
（〠140－0013南大井3－7－10）へ　※抽選結果は4月末発送予定です。

共通

©2016「家族はつらいよ」製作委員会

憲法週間にちなみ、平和の
尊さや基本的人権の大切さ
について考えてみませんか。

　人権尊重都市品川宣言制定25周年記念

「第5期品川区障害福祉計画・
第1期品川区障害児福祉計画」を策定しました

　区は、障害者基本法、障害者総合支援法に基づき27年度に策定した「品川区障害者計画」（計画期間27～35
年度）のもと、共生社会の実現に向け、障害者を支える地域づくりを進めています。
　29年12月に実施したパブリックコメントで寄せられたご意見も参考に、障害児者への総合的な支援施策の一層
の推進を図るため、「第5期品川区障害福祉計画・第1期品川区障害児福祉計画」を策定しましたのでお知らせします。

　問い合わせ　障害者福祉課（本庁舎3階☎5742－6762 Fax3775－2000）

「第5期品川区障害福祉計画・第1期品川
区障害児福祉計画」の全文と、お寄せい
ただいたご意見の概要と区の考え方は、
障害者福祉課（本庁舎3階）、区政資料コー
ナー（第三庁舎3階）、地域センター、保
健センター、図書館、区ホームページで
ご覧になれます。

憲法週間記念 講演と映画のつどい

パブリックコメント
にご意見を
お寄せいただき
ありがとう
ございました

障害福祉計画は障害者総合支援法第88条、障害児福祉計画は児童福祉
法第33条の20に基づき策定されるものです。いずれも、障害福祉サー
ビスなどの見込み量や成果目標を定めた3年間の計画です。

「第5期品川区障害福祉計画・第1期品川区障害児福祉計画」とは

  1　相談支援の充実と適切な情報提供
  2　障害福祉サービスと介護保険サービスの適切な運用
  3　保健・医療との連携
  4　地域生活支援拠点の整備
  5　社会資源の開拓と地域による偏りの解消
  6　人材育成
  7　包括的な障害児支援の充実
　　  ①専門性の高い相談・療育支援体制の整備
　　  ②地域で育てる仕組みの構築
　　  ③障害児を育てる保護者のための子育て支援の充実

パブリックコメントでいただいた主なご意見と区の考え方
○15人の方から164件のご意見をいただきました。

主なご意見 区の考え方
障害者計画にある‘共に生きる、
共に暮らす地域社会の実現’こ
そが障害者を家族にもつ者とし
て願うところです。

品川区障害者計画における基本方針であり、
これに則

のっと

り障害施策を推進していきます。

移動支援事業について、‘豊か
な日常生活を送るためのサービ
スの充実’のために、小学4年
生以上に社会参加を認めても
らいたい。

30年度より、社会参加を目的とした移動支援
事業の利用対象者を小学4年生以上の児童に
拡大します。

地域によって施設の所在に偏り
があり、数も多くない。どう対
応していくのか。

障害者支援施設の地域による所在の偏りについ
ては、今期の福祉計画における主要テーマとして
います。その解消に向けて、グループホーム開設
助成や社会福祉法人への支援などにより、民間
活力を中心とした整備を推進していきます。

「児童福祉法や教育関連の施策
についても障害のあるなしに関
わらず地域で共に育つ・育てる
ことを基本として捉える」とは
どのようなことを示すのか。

障害児支援は児童福祉法での対応を基本と
し、障害児である前に「子ども」であり、健
全育成の視点を中心とすることが大切である
と考えています。障害のあるなしにかかわら
ず、健全な環境での育ちが保障されなければ
ならず、そのための母子保健・子育て支援・
家族支援が重要であると考えます。子どもた
ちが同じ地域でお互いに刺激し合いながら共
に学んで遊んで育つ環境を整えていくことが
大切であることが示されています。

日中一時支援事業の見込み量
を大きく見込んでいるのはな
ぜか。

就労しながら子育てをする家庭の増加や、家族
支援、兄弟支援など今後のニーズの増加を見込
んだ数値を設定しています。

計画期間

主要
テーマ

30～32年度

自分らしく、あなたらしく、共感と共生の社会へ
～人それぞれのライフステージを通し、自分らしく生きられる地域社会の実現～

「品川区障害者計画」
の基本理念

日時（全2回） テーマ・講師

5/12
㈯

13:10
〜
14:40

［美術史上の巨匠1］
興福寺北円堂の諸像
山本勉（同大学教授）

14:50
〜
16:20

［美術史上の巨匠2］
巨匠ベラスケスの挑戦
大髙保二郎
（早稲田大学名誉教授）

5/26
㈯

13:10
〜
14:40

生きる知恵の伝達　
榊原博子
（元同大学教授）

14:50
〜
16:20

中国と西洋列強の
力関係の変化　
春日井明
（同大学名誉教授）

会場／同大学（東五反田3－16－21）
対象・定員／16歳以上の方300人
（抽選）
申込方法・問い合わせ／4月20日㈮
（必着）までに、往復はがき（1人1枚）
で講座名、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号を文化観光課生涯
学習係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6837 Fax5742－6893）へ

清泉女子大学公開講座
土曜自由大学
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ご寄付をありがとうございました
（敬称略・順不同）

品川法人会青年部会＝社会福祉指定寄付金100,000円
モスフードサービス＝消毒液
大内幸吉＝教育事業指定寄付金1,000,000円
戸越台中学校関係町会＝ウオータークーラー
加藤玉峰＝アート書
三菱自動車STEP募金＝交通安全絵本
東芝テック＝一輪車・一輪車スタンド
ユニオンビルヂング＝公園整備指定寄付金100,000円
〔地域振興基金〕68,010円（1・2月分）
中尾誠利＝20,000円
東京工科自動車大学校品川校＝48,010円
〔ふるさと納税〕30,000円（1・2月分）
中尾誠利＝30,000円

区民税や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護
保険料の支払いや相談などのため特別窓口を開設します。

日時／4月15日㈰ 午前8時30分～午後5時
場所・問い合わせ／税務課（本庁舎4階☎5742－6671 
Fax3777－1292）、国保医療年金課（本庁舎4階☎5742
－6679 Fax5742－6876）、高齢者福祉課（本庁舎3階
☎5742－6681 Fax5742－6881）

　スタンプラリー！
イベントや施設などの30カ所で開催。スタン
プを集めて景品（抽選）をゲットしよう。
※スタンプラリーは、台紙ではなくスマートフォンを
使用します。
※開催日時は会場ごとに異なります。

　クルーズ船運航！
毎週土・日曜日にクルーズ船（有料）を運航します。
※1日㈰は除く。　※ルートは毎週変わります。

　どんなカメラでもOK！
　写真まち歩きツアー
プロのフォトグラファーの講習付きでまちを散策しよう。
スタンプラリーのスタンプを集めながらまわります。
※4月8日～29日の日曜日開催。

　フォトコンテスト！
スマートフォンアプリのI

イ ン ス タ グ ラ ム 

nstagramを利用した
フォトコンテストを開催。
※しながわフェスウィークのエリア内の景色やイベント
の風景などが対象です。

詳しくは、しながわフェスウィーク2018公式
ホームページ http://mizubetokyo.com/
fes/sfw2018/をご覧ください。

区民相談室では4月から毎月第3日曜日に弁護
士による法律相談を開設します。時間は30分
以内で料金は無料です。対象は区内在住・在勤・
在学の方です。

開設日／毎月第3日曜日午前9時30分～正午
予約方法／開設日直前の月曜日午前9時から、
電話で区民相談室☎3777－1111（代）へ
○4月の第3日曜日・15日㈰の予約は4月9
日㈪午前9時から受け付けます。
問い合わせ／区民相談室（☎3777－2000 
Fax5742－6599）

●国民年金の加入の届け出をお忘れなく
　退職などで、厚生年金から脱退した20～59歳
の方は、区役所で国民年金に加入する届け出をし
ます。扶養されている20～59歳の配偶者も届け
出が必要です。
必要書類／年金手帳（本人、配偶者）、厚生年金
などから外れた年月日が確認できる書類（資格喪
失証明書・離職票など）
※代理の方が届け出するときは、代理人の本人
確認できるもの・代理人の印鑑をお持ちくださ
い（委任状が必要な場合もあります）。

●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経済的に困難な場合、申
請時点の2年1カ月前の月分まで免除・納付猶予を
申請することができます。
　なお、免除申請は、本人・配偶者・世帯主の所
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。既に免除申請をされている方の年度
更新の手続きは7月以降になります。
※退職後、保険料の納付が困難な場合退職者の所
得を審査対象としない「特例免除」の制度もあり
ます。ご相談ください。

●国民年金の学生納付特例は年度ごとに申請
　が必要です
　学生納付特例は、学生期間の国民年金保険料の納付が
猶予される制度で、毎年度申請が必要です。30年度分と
申請月から2年1カ月前の月分までの申請を受け付けてい
ます。
必要書類／学生証（在学証明）、年金手帳
※日本年金機構から申請書（はがき）が届いた方は、必
要事項を記入して返送すれば申請が完了します。
※対象校はお問い合わせください（専門学校などを含む）。
※学生納付特例を受けた期間は、年金の受給資格期間に
は含まれますが、後から保険料を納めない限り年金額に
は反映されません。学生納付特例期間の保険料は、10年
以内であれば遡って納めることができます。ただし、3
年度目からは一定の加算金がつきます。

「日曜法律相談」を
開設します

マイナンバーで届け出をする場合はマイナンバーを確認できるもの（マイナンバーカード、
マイナンバー記載の住民票など）が必要です。
問い合わせ／国保医療年金課国民年金係（本庁舎4階☎5742－6682 Fax5742－6876）

共通

国 民 年 金 の お 知 ら せ

天王洲・御殿山・品川・旧東海道品川宿・品川シーサイド・五反田・大崎・
大井競馬場などで様々なイベントを開催します。

目黒川や御殿山、しながわ花海道
などのお花見スポットや春の多彩
な景色を、シェアサイクルを利用
したり、まち歩きをしながら満喫
しよう！
桜のライトアップも見どころです。

ス ク

写
フ

  問い合わせ
しながわフェスウィーク事務局☎4405－5785
文化観光課観光推進係（☎5742－6913 Fax5742－6893）

～品川湾岸エリアの水辺の魅力を満喫しよう～

4月30日㉁まで
様々
なエリア

やイベント、施設をつなげるプロジェクトです！
様々
なエリア

やイベント、施設をつなげるプロジェクトです！

しながわ運河まつり

天王洲キャナルフェス

しながわ運河まつり
の花火

御殿山さくらまつり

4月6日㈮から15日㈰まで
（4月10日㈫は交通事故死ゼロをめざす日です）

問い合わせ／土木管理課交通安全係
（☎5742－6615 Fax5742－6887）

　運動の重点 
1． 子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運
転者の交通事故防止

2．自転車の安全利用の推進
3． 全ての座席のシートベルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底

4．飲酒運転の根絶
5．二輪車の交通事故防止

春の品川区交通安全運動が
はじまります

4月6 ㈰ま

す

特別窓口を
開設します

カラス・外来種
（アライグマ・ハクビシン）
総合窓口にご相談ください

問い合わせ／環境課指導調査係
（☎5742－6751 Fax5742－6853）

総合窓口電話  3777－1157

8383運動にご協力を運動にご協力を
4月は、新1年生を迎える時期です。買い物や散歩、
花の水やりなどの際に、子どもたちの様子を気に掛
け、日常生活の中で子どもたちを見守る「83運動」
に、引き続きご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ／庶務課庶務係
（☎5742－6823 Fax5742－6890）
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開設時間／月～金曜日 午前9時～午後5
時　※祝日を除く。　※初めての方は午
後4時30分までに受け付け。
問内職をお探しの方：就業センター
（☎5498－6353 Fax5498－6354）
事業所の方：商業・ものづくり課就業担
当（☎5498－6352 Fax5498－6338）

リフト・寝台付き福祉タクシーの運行
外出困難な心身障害者、寝たきり高齢者
の方などの利便と生活圏の拡大を図るた
め、リフト・寝台付き福祉タクシーを運
行しています。
内中型タクシーと同等の運賃額、迎車・
待ち時間料金で利用可
人区内在住で、車いす利用者か寝たきり
状態の方　
※乗車時、介護の必要な方は介護人の付
き添いが必要です。
運行会社／ゆうけあらーず☎3787－0006
利用方法／利用日の1カ月前から運行会
社へ直接予約（午前8時～午後7時受付）
※詳しくはお問い合わせください。
問障害者福祉課
（☎5742－6707 Fax3775－2000）

アスベストの分析調査・
除去工事費用を助成します
対象／①アスベスト含有分析調査（吹
き付けアスベスト）②アスベスト除去工
事費（アスベスト含有吹き付け材）
対象者／区内の住宅・事務所・作業所・
店舗・倉庫・駐車場などの所有者やマ
ンションの管理組合など
助成額／①分析調査費用の10分の10
（上限7万円／棟）②除去工事費用の3分
の2（上限200万円／棟）
助成件数／①5件②3件（先着）
問環境課指導調査係
（☎5742－6751 Fax5742－6853）

生涯学習ボランティア保険
加入団体募集
保険料は区が負担します。
対象／次の全てにあてはまる活動団体
①青少年の健全育成が目的
②社会教育関係団体（少年少女団体）
③年間を通じて計画的・継続的に活動
保険期間／5月1日㈫～31年4月30日㈫
保険内容／傷害保険＝育成者が活動中に、
突発的な事故でけがや死亡したとき
損害賠償責任保険＝育成者が活動中に参
加者やその他の人や物に損害を与え、損
害賠償責任を負ったとき
申問4月5日㈭～27日㈮に、育成者全員の
住所・氏名・年齢・電話番号と前年の活
動実績、社会教育関係団体登録証を文化
観光課文化振興係へ持参

中央新幹線（東京都・名古屋市間）
大深度住民説明会
大深度地下使用に関して、事業の目的・
内容についての説明会を開催します。
日5月10日㈭ 午後6時30分から
人1,000人
場参当日、きゅりあん（大井町駅前）へ
※詳しくはJR東海ホームページ jr-
central.co.jp/をご覧ください。
問JR東海中央新幹線東京工事事務所☎
6847－3701、品川区都市開発課（☎
5742－6961 Fax5742－6942）

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31年3月20日㈬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。

感震ブレーカー設置費用の助成開始
感震ブレーカーは地震時の電気火災抑止
に効果的です。対象地区の方には、設置
にかかる経費の一部を助成します。詳し
くはお問い合わせください。
申込期限／31年2月28日㈭
対象地区／西品川二・三丁目、戸越二・四・
五・六丁目、東中延一・二丁目、中延二・
三丁目、旗の台四丁目、中延五丁目、豊
町四・五・六丁目、二葉三・四丁目、西
大井六丁目、大井五・七丁目、西大井二・
三・四丁目
助成額／既存の木造住宅＝費用の3分の2
（上限5万円）、新築木造住宅＝1万円
件数／既存の木造住宅200件、新築木造
住宅10件（先着）
対象機器／「感震機能付き住宅用分電盤
JWDS0007付2」の規格で定める構造お
よび機能を有する分電盤タイプの感震ブ
レーカー（電気工事必要）
問防災課啓発・支援係
（☎5742－6696 Fax3777－1181）

4月の区議会
議会運営委員会／13日㈮・20日㈮ 
午後1時
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
16日㈪午後1時
行財政改革特別委員会／17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／18日㈬ 午後1時
※傍聴券は、開会の1時間前から配付しま
す。なお、傍聴席には限りがあります。
問区議会事務局
（☎5742－6809 Fax5742－6895）

女性相談員による面接相談（性別不問）
1人で悩まずご相談ください。
●法律相談
日5月2日㈬・8日㈫ 午後1時～3時30分 
21日㈪ 午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日5月24日㈭ 午後1時～4時
●ＤＶ（配偶者・恋人などからの暴力）相談
日5月18日㈮・25日㈮ 午後1時～4時
11日㈮ 午後5時30分～8時30分
─────────共通─────────
場申問相談日の1カ月前から、電話で男女
共同参画センター（東大井5－18－1きゅり
あん3階☎5479－4104 Fax5479－4111）
へ　※相談室の入室は1人のみ。託児なし。

高年齢者向け「出張新規登録会」
日4月12日㈭ 午前9時～正午
人おおむね55歳以上で求職中の方
場申当日、履歴書（写真貼付）を持って
荏原第一区民集会所（小山3－22－3）へ
問サポしながわ＜無料職業紹介所＞
（☎5498－6357 Fax5498－6358）

30年度特別区職員採用試験（Ⅰ類）
●事務・技術（土木・造園・建築・機械・
電気）
人22～31歳の方
●福祉・衛生監視
人22～29歳で必要な資格のある方
※衛生監視（化学）は資格不要。
●心理
人40歳未満で、大学の心理学科を卒業し
た方かこれに相当する方
●保健師
人22～39歳で保健師免許のある方
─────────共通─────────
※年齢は31年4月1日現在。
※22歳未満で、学校教育法に基づく大学
（短期大学を除く）を卒業した方（31年3
月卒業見込みも可）、同等の資格があると
特別区人事委員会が認める方も可。
第一次試験日／5月6日㈰
申込書配布場所／特別区人事委員会事務
局、品川区人事課（本庁舎5階）、地域セ
ンター、サービスコーナー
申4月5日㈭（消印有効）までに、申込書を特
別区人事委員会事務局任用課（〠102－
0072千代田区飯田橋3－5－1）へ郵送  ※
www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.
htmからも申し込めます（4月9日㈪まで）。
問特別区人事委員会事務局任用課採用係
☎5210－9787、品川区人事課（☎5742
－6628 Fax5742－6872）

内職相談のご案内
区内在住の方に、自宅でできる簡単な
手仕事や組立作業など、内職の相談・
紹介を行います。また、区内外の事業所
の方から内職を募集しています。
場就業センター（西品川1－28－3中小
企業センター1階）
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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

相 案談 内 ※祝日を
除きます

相談内容 曜日 時間 場所
区 民 相 談

㈪～㈮   9:00～17:00

区
民
相
談
室

☎3777－2000
※受付は午後4時
30分まで

犯 罪 被 害
者 等 相 談

法 律 相 談
第3㈰   9:30～12:00

相談日1週間前の
午前9時から
※予約開始日が
休日の場合は翌
開庁日から
☎3777－1111㈹
へ予約（先着）

第1㈫ 18:00～20:30
㈬、第2・4㈪

13:00～16:00

税 金 相 談 第2・4㈫
不動産取引相談 第2・4㈮
司法書士相談 第2㈭
行政書士相談 第1～4㈮
社会保険労務士相談 第1㈮
人権身の上相談 第1・3㈫

国の行政相談 第1・3㈭ ☎3777－2000
※受付は午後3時まで

外 国 人
生活相談

英　語 第2・4㈫
  9:00～17:00

☎3777－2000
※受付は午後4時
30分まで中国語 第2・4㈭

相談内容 曜日 時間 場所
カウンセリング
相談（電話）

第1～3
㈭ 10:00～15:30 男女共同参画センター☎5479－4105

Ｄ Ｖ 相 談
第2を
除く㈮ 13:00～16:00 相談日の1カ月前から

男女共同参画センター
☎5479－4104へ予約第2㈮ 17:30～20:30

教 育 相 談 ㈪～㈯  9:00～17:00 教育総合支援センター☎3490－2000
手 話 通 訳 者
付 き 相 談

㈬ 13:00～16:00 障害者福祉課
Fax3775－2000㈮  9:00～12:00

交通事故相談 ㈪～㈮  9:00～16:00 品川交通事故相談所☎5742－2061
内 職 相 談 ㈪～㈮  9:00～17:00

就業センター
☎5498－6353職 業

相 談・紹 介 ㈪～㈮  9:00～17:00

わ か も の・
女 性 向 け
就 業 相 談

㈪・㈮ 10:00～17:00 商業・ものづくり課
☎5498－6334へ
予約㈫～㈭ 13:00～17:00

相談内容 曜日 時間 場所

消費生活相談
㈪～㈮   9:00～16:00 消費者センター

☎5718－7182電話第4㈫ 16:00～19:00
電話㈯ 12:30～16:00

マンション相談
管理運営
第2・4㈬ 13:00～16:00

相談日の1週間前
までに住宅課
☎5742－6776へ予約建替・修繕

第3㈫

住 宅 相 談
（リフォーム、 建替） 第3㈬ 10:00～15:00

本庁舎3階ロビー
問住宅課
☎5742－6776

家 庭 相 談 ㈫ 13:00～17:00 子ども家庭支援課
☎5742－6589へ予約㈭・㈮  9:00～13:00

ひとり親家庭相談 ㈪～㈮  8:30～17:00 子ども家庭支援課☎5742－6589ひとり親就労相談 ㈫・㈬・㈮

児 童 相 談

㈪～㈮  8:30～17:00 子ども育成課☎5742－6959

㈪～㈯  9:00～18:00 子育て支援センター☎5749－1032

㈪～㈮  9:00～17:00 東京都品川児童相談所☎3474－5442

お知らせ！

30年度の国民健康保険料率が決まりました
　保険料は、医療給付費の支出額や後期高齢者医療への支援金、介護納付費の第2
号被保険者負担額などにより、均等割額と所得割額の保険料率を決定しています。
　保険料納入通知書は6月に送りますので4月と5月の納付はありません。6月～翌年
3月の10回で12カ月分をお支払いいただくよう計算し通知します。
●国民健康保険の保険料

医療給付費分
（すべての加入者）

後期高齢者支援金分
（すべての加入者）

介護納付金分
（40～64歳の加入者）

均等割 加入者1人年額39,000円 加入者1人年額12,000円 加入者1人年額15,600円
所得割 賦課基準額＊×0.0732 賦課基準額×0.0222 賦課基準額×0.0151
最高限度額 58万円 19万円 16万円

＊賦課基準額＝総所得金額等－33万円（基礎控除額）

問い合わせ／国保医療年金課資格係（☎5742－6676 Fax5742－6876）

年間保険料 ＝ ＋ ＋医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
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第221回東京都都市計画審議会
日5月17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4月20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）

ホストファミリーを募集します
　今年は、①姉妹都市ポートランド市、
②友好都市ジュネーヴ市と③オークラン
ド市から日本の文化や生活習慣などの体
験に興味を持つ青少年が16人程度来日
します。
　区内の家庭に約2週間滞在し、日本で
の生活やスポーツなどを通じて交流と
親善を図ります。ホストファミリーとし
て、ぜひご協力をお願いします（③は本
紙5/1号で募集）。
①ポートランド市（アメリカ合衆国）
日7月23日㈪～8月1日㈬（10日間）
事前説明会／7月10日㈫ 午後6時30分
②ジュネーヴ市（スイス連邦）
日7月27日㈮～8月10日㈮（15日間）
事前説明会／7月12日㈭ 午後7時
人次の全てにあてはまる家庭
・ひとり暮らしではない複数家族
・統一行動日に区役所までの送迎が可能
・ 家族の一員として必要な日常の生活費
を負担できる
※部屋は個室、家族と同室のどちらで
も可。
申問電話で、国際友好協会（☎5742－
6517 Fax5742－6518）へ

太陽光発電システム設置費用の一部
を助成します
要件など詳しくはお問い合わせください。
●区民の方への助成
助成額／3万円／kW（上限9万円）
助成予定件数／30件（先着）
●中小企業者・社団法人・社会福祉法人
などへの助成
助成額／3万円／kW（上限15万円）
助成予定件数／5件（先着）
─────────共通─────────
申問31年3月20日㈬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。

品川＆早川ふるさと交流
早川エコフアーム楽農体験
農作業や収穫物の加工体験をしながら、
早川の地域づくりを応援します。
日①4月13日㈮～15日㈰「山菜収穫」、
②5月11日㈮～13日㈰「そば・モグラ
ウリ種まき」、③6月8日㈮～10日㈰「梅
酒・梅シロップ作り」
宿泊／野鳥公園キャビン（山梨県）
※無料宿泊所あり。  ※食事は原則自炊。
人区内在住か在勤の方
￥体験会費1,000円から 
※無料送迎バスあり。詳しくはお問い合
わせください。
申早川エコフアーム事務局・おばあちゃ
んたちの店☎0556－48－2817
問地域活動課市町村交流担当
（☎5742－6856 Fax5742－6877）

ジャパンビーチバレーボールツアー
2018東京大会観戦

出場選手との記念撮影などもできます。
日5月4日㈷ 午前10時30分　
※お台場海浜公園（港区台場1）同会場集
合。
※記念撮影・観戦後自由解散。
人100人（抽選）
申4月16日㈪（必着）までに、往復はがき
に「ビーチバレー」とし、人数（4人まで）、
参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号
をしながわ観光協会（〠140－0014大井1
－14－1）へ　
※ shinagawa-kanko.or.jpからも申し
込めます。
問同協会（☎5743－7642 Fax5743－7643）
文化観光課観光推進係（☎5742－6913 
Fax5742－6893）

春季品川区吟剣詩舞道大会
日4月8日㈰ 午前10時開演
（午前9時30分開場）
内吟詠・剣詩舞の発表
場・観覧方法／当日、直接荏原文化セン
ター（中延1－9－15）へ
問文化観光課文化振興係

品川＆早川ふるさと交流　早川ファミ
リーキャンプ 探して食べよう!春の山菜
日4月21日㈯～22日㈰
宿泊／町営ヘルシー美里・コテージ（山
梨県）
人区内在住の方7組
￥11,250円、小学生以下7,320円
（1泊3食付き宿泊費、プログラム参加費、
消費税）
申4月14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 Fax5742－6877）

イベント
●表示登記の日無料相談　4月5日
㈭午後1時30分～4時30分。本庁
舎3階ロビー。●土地建物の調査・
測量、境界問題・土地分筆、不動
産表示登記の相談☎6426－6089
東京土地家屋調査士会品川支部・
畔田●新築・増築・耐震・設計・
工事・構造などの建物の相談☎
3781－8480東京都建築士事務所
協会品川支部・渡辺
●第25回K＆K歌謡フェスティバ
ル　4月7日㈯午前10時30分～午
後4時30分。当日きゅりあんへ。☎
090－5998－3754岡島
●盲導犬育成チャリティーコン
サート　4月25日㈬午後6時～8時。

2,500円。当日きゅりあんへ。☎080
－7008－9127東京品川ライオンズ
クラブ・古市
●「いのちの電話と傾聴」　講演と
演習。4月28日㈯午前10時～正午。
品川総合福祉センター。40人先着。
1,000円。電話で、クローバーの会・
古川☎090－9144－6190へ
●春のシャンソン発表会「ラ・シャ
ンソネット」　4月28日㈯午後1時
30分～3時30分。230人先着。当
日きゅりあんへ。☎3494－8204し
ながわシャンソネット・原
●家庭倫理講演会「ともに生き
る」  4月30日㉁午後2時～3時45
分。250人先着。きゅりあん。1,000
円。電話で、家庭倫理の会・忍田☎
3471－2945へ

●品川区民吹奏楽団演奏会第10
回定期演奏会　5月4日㈷午後2時
30分～4時30分。当日きゅりあん
へ。☎090－9399－4232前田
●メイコンサート（マンドリン・
大正琴など）　5月6日㈰午後1時～
4時30分。当日きゅりあんへ。☎
3471－6627長尾

サークルなど
●伊藤トリムクラブ　㈮午後7時。
伊藤学園。月500円。（入）500円。
☎3771－8808島田
●西小山トリムクラブ　㈬午後7
時。荏原第六中。月1,000円。（入）
1,000円。☎3781－6707天神

●レッツゴ～クラブ（囲碁）　㈬午
後5時30分。大井第三 。月100円。
☎3777－4285河路
●はてな会（手品）　60歳以上、
初心者歓迎。第1・3㈬午前9時30分。
ゆたかシルバー 。月1,000円。
☎3493－3747船橋
●テニスサークルFNT　㈯㈰午前
11時。しながわ中央公園。☎090
－8592－8006高取
●ゆたか吟詠会　第1・3㈬午後1
時。ゆたかシルバー 。月1,000円。
（入）1,000円。☎3776－3165山崎
●八潮トンネルズ（ソフトボール）
㈰㈷午前7時。八潮公園多目的広
場。☎090－8771－5686岩井

●プログレス（社交ダンス）　初
心者・初級・中級。㈮午後6時30分。
五反田文化 ほか。月3,500円。（入）
1,000円。 ☎090－9009－6413
小島
●ホワロン（太極拳）　初心者歓
迎、見学自由。①㈰午前10時＝山
中小。②㈪午後7時＝伊藤学園。1
回500円。☎3777－8796安藤
●ピリアロハ（フラダンス）　㈭午
前10時30分。旗の台文化 。月
4,500円。（入）1,000円。☎3458－
4884橋本
●アトリエ彩（油彩）  ㈭午後1時。南
大井文化 。月3,000円。☎3778
－3901五十嵐

区民の皆さんが地域で行う自主的な活動を紹介します。
費用の記載のないものは無料です。

＝センター　 ＝体育館　 ＝区民集会所　（入）＝入会金

文化・イベント情報文化・イベント情報

　
●6日㈮～11日㈬／三井金属三悠会
（絵画、写真、人形）〈第1・2展示室〉
●7日㈯～11日㈬／佐藤隆三水彩画
個展〈第4展示室〉
●13日㈮～18日㈬／日本表現派東京
支部展（日本画、洋画、墨絵）
●20日㈮～25日㈬／第5回東京一水
会展（油彩、水彩、パステル）
●27日㈮～5月2日㈬／醒墨会（第23
回）展（水墨、彩墨、書道、篆

て ん

刻
こ く

）
場問同館（大崎駅前大崎ニューシティ
2号館2階☎3495－4040 Fax3495－
4192午前10時～午後6時30分）
※開催時間は要問い合わせ。

　
●4日㈬～9日㈪／第41回アトリヱ
彩油絵グループ展（油彩）
●12日㈭～16日㈪／第17回わたし
達の掛軸展（掛軸、屏風、額）
●18日㈬～23日㈪／ＭＧＣ美術ク
ラブ第21回美術展（絵画、写真、陶
芸、能面、版画、彫刻、篆刻）
●26日㈭～30日㉁／水墨南画第22
回木犀会展 併催 第46回玄楓社展（水
墨南画）
場問同ギャラリー（大井町駅前イトー
ヨーカドー8階☎・Fax3774－5151午前
10時～午後8時）
※開催時間は要問い合わせ。

日4月22日㈰ 午前11時～午後3時
場武蔵小山駅前広場ロータリー
内賛否両論・笠原シェフが作った「た
けのこ汁」配布（午後0時30分から先
着3,000食）、ムサコマルシェ、バン
ド演奏、ダンスパフォーマンス、ゆる
キャラ®出演
問ムサコフェス実行委員会
☎3786－1001

Ｏ美術館 4月の催し

区民ギャラリー 4月の催し

ムサコフェス
「第7回ムサコたけのこ祭り」

申込日 配達日
※3月は10日締め切り・月末までに配達。
※配送日は事前に区指定業者から連絡あり。

1日～25日 翌月中旬
26日～月末 翌々月中旬
申込方法・問い合わせ／電話かはがき、FAXに「消火器購入」か「消火器詰め替え」とし、
住所、氏名、電話番号（昼間連絡のとれる）、希望本数、古い消火器の処分希望の有無
と本数を防災課（〠140－8715品川区役所☎5742－6696 Fax3777－1181）へ

※耐用年数（おおむね10年）・標準使用期限を経過したものは詰め
替えできません。　※詰め替え目安は製造からおおよそ5年です。

種類 薬剤重量 あっせん価格

購入 粉末消火器5型
（国家検定品） 1.5㎏ 4,600円

詰め
替え

粉末薬剤 1～3.5㎏ 3,300～6,200円
強化液薬剤 3～4ℓ 5,400～6,200円
中性強化液薬剤 2ℓ 6,200円

火災は小さいうちの消火が肝心です。いざという時の
ために十分な消火能力を持つ消火器を備えましょう。家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん

＊あっせん対象の消火器を店頭で直接購入できます。あっせん価格
（4,600円）で購入するには、印鑑（スタンプ印不可）が必要です。

区指定業者 所在地 電話番号
神谷商会＊ 西品川 1 －28－25 3783－4882
後藤商会＊ 南大井 4 －18－18 3762－0376
前出工機＊ 東五反田 3 －17－ 5 3449－1581
和田商会＊ 二　葉 2 － 8 －13 3782－1885
東日工業 西五反田 2 －24－ 9 3494－8936

悪質業者に注意！

配達時には、区指定業者が購入者本
人の申込はがき・FAX・電話申込受
付票に防災課の収受印を押印したも
のを必ず持参します。区・消防署で
は訪問販売や電話での勧誘は一切し
ていません。あっせんに便乗した悪
質な業者には十分ご注意ください。
不審な訪問や電話がありましたら、
防災課までご連絡ください。

指定業者が
ご自宅へ

お届けします！

●申し込み・配達

催　し

○区ホームページから電子申請もでき
ます。
※購入・詰め替えの申し込みと同時
の場合に限り、古い消火器を1本1,100
円（消火器リサイクルシール貼付の
ものは600円）で引き取ります。



・外国人人口…………12,402
　　男………………… 6,059
　　女………………… 6,343

総人口…………… 388,644世帯…………………216,243

・日本人人口………… 376,242
　　男…………………184,572
　　女…………………191,670

  人口と世帯（平成30年3月現在）

古紙配合率80％再生紙を使用しています

　

平成30年（2018）

4/1
2076号

問広報広聴課（☎5742－6612 Fax5742－6870）加入について▶ケーブルテレビ品川 0120－559－470

しながわホットほっと ケーブルテレビ品川
毎日7時・10時・13時・19時・
22時から5回放送（＊＊土曜切り替え）11チャンネル

テレビ4月

今年、創立100年を迎え
る芳水小学校。昭和30年
まで歌われていた校歌「芳
水の華」と芳水小学校の
歴史を紹介します。

　 芳水の華

居木神社に集う芳水っ子

平成ムサコ筍
たけのこ

伝

一部の番組は品川区公式You Tubeチャンネルでもご覧になれます

しなメールでは、区の情報や防災気象情報
を電子メールで配信してい
ます。右のコードを読み取
るか、https://mail.cous.jp/
shinagawa/へアクセスして登
録してください。

午前6時56分から3分間
生活情報のほか、災害時には災害情
報を放送します。

放
送
言
語

㈪ 中国語・日本語
㈫ 韓国語・日本語
㈬ タガログ語・日本語
㈭・㈮ 英語・日本語

89.7Mhz
しながわインフォ

しながわ情報メール
「しなメール」

インターエフエム放送

ラジオ

問広報広聴課
　（☎5742－6631 Fax5742－6870）

で

しパソコン・
携帯

緊急時・災害時などに、区ホームペー
ジ、しなメール、品川区ツイッター
などで発信する緊急情報を音声で聞
くことができます。　

緊急情報発信ダイヤル
☎3777－2292

問広報広聴課
　（☎5742－6631 Fax5742－6870）

● 品川区学事制度審議会最終答申
● プレミアム付き品川区内共通商品券

次号予告　4月11日号

00分～ 10分～ 20分～ 30分～

土

わ！しながわニュース
取材には区民の皆さんが
活躍しています

三之助の笑顔いっぱい
 　レストラン　ヌキテパ
田辺シェフ

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 サヘル・ローズの天晴！品川
 　モース博士と品川歴史館

月 しながわのチ・カ・ラ
 　メードイン品川　Part5

火  　芳水の華

水 平成ムサコ筍伝
三之助の笑顔いっぱい
こだわりの味と香り！
アマメリア　エスプレッソ

木 復活！しながわ探検隊
トビーが行く！
英語少し通じます商店街で
お買い物

金
しながわほっと
インフォメーション
 　シェアサイク
ルを使ってみよう

品川歴史探訪
幕末の歴史舞台　
品川沖

泉麻人 しながわ土地の記憶
品川

新

新

新

新

新

新

東京銀器
日4月13日㈮・14日㈯ 
　午前10時～午後4時
場中小企業センター
　1階ロビー
　（西品川1－28－3）
問商業・ものづくり課
　（☎5498－6335 Fax3787－7961）

伝 統 工 芸 の 実 演

関  勝利

区から課題を提起する協働事業への
提案を募集します

区は、町会・自治会をはじめ、ボランティア団体、NPO法人、企業な
どとお互いの強みや資源を生かしながら、協働による豊かなまちづく
りをすすめています。協働事業提案制度では区が提起する課題に応え
る、自由な発想や専門性などを生かした事業の提案を募集します。

　問い合わせ　地域活動課協働推進係（第二庁舎6階☎5742－6605 Fax5742－6878）

●募集する提案事業
31年度（31年4月1日～32年3月31日）に実
施する「食品ロス（フードロス）の削減」
をテーマとする事業

●応募資格
次の全てにあてはまる団体（町会・自治会、
ボランティア団体、NPO法人、商店街、公
益法人、社会貢献活動を行う民間事業者など）
①団体の運営に関する規則（定款、規約、会
則など）があり、会計処理が適正に行われて
いる
②1年以上継続して活動している　など
※1団体につき1事業の提案が原則。複数の
団体による共同での提案も可。

図書館では、毎月23日の「し
ながわ親子読書の日」に「ね
え、この本よんで！」リスト
を発行・配布しています。また、
年齢別のおすすめリストなど
も発行しています。
リストは品川区立図書館ホー
ムページhttps://library.city.
shinagawa.tokyo.jp/でもご
覧になれます。

●提案できる対象事業
①区の提起する課題に的確に応えている
②公益性のある事業であって、一定の課題の解決や社
会的要請に応えることができ、具体的な成果が見込ま
れる
③区民と区との協働実施で効果が高まると見込まれる
④31年度に提案者によって実施することが可能である
⑤予算の見積もりが適正である
⑥先駆性、新しい視点・アイディアなどが含まれている  
など

●審査・選定
第1次審査（書類審査）＝7月上旬
第2次審査（事業提案説明）＝7月下旬
審査会での決定＝8月上旬
決定（区の31年度予算成立）＝31年3月

●申込方法
4月25日㈬までに、地域活動課で配布する申請書を電話で事
前予約のうえ、同課協働推進係へ持参
※4月10日㈫～19日㈭に事前相談を受ける必要があります。
※提案された事業の概要と提案団体名はホームページなどで
公表します。
※申請書は区ホームページやしながわすまいるネット
shinagawa-smile.net/からダウンロードもできます。

●説明会
日時 会場

4月7日㈯
9:30～10:30

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）

4月9日㈪
18:00～19:00

区役所261会議室
（第二庁舎6階）

○詳しくは地域活動
課で配布する「平成
30年度品川区協働
事業提案制度提案の
手引き」をご覧くだ
さい。区ホームペー
ジやしながわすまい
るネットからダウン
ロードもできます。

※どちらかへの参加が必須となります。
※事前に電話でお申し込みください。

子ども時代の読書は心を豊かにし、生きる力を育みます。
図書館では、「子ども読書の日」にちなんで様々な催しを開催します。
ぜひ、お子さんと一緒にお近くの図書館へお出かけください。

  問い合わせ　品川図書館（北品川2－32－3☎3471－4667 Fax3740－4014） イベントに参加さ
れた

お子さんにはブッ
クマくん・

しおりちゃんグッズ
を

差し上げます！  日程   4月13日㈮～5月9日㈬
  全館共通テーマ   「おひさまにっこり おはなしびより」
  各館テーマ
品　川図書館 はるいろでんしゃで  みつけにいこう
荏　原図書館 おしえて！みんなのお気に入り
源氏前図書館 みんなのおかおも  にっこにこ
ゆたか図書館 みんなニコニコ  はるがきた
大　井図書館 おでかけ  しようよ♪
南大井図書館 げんきに  からだを  うごかそう！
八　潮図書館 ぽかぽか  はるがやってきた！
五反田図書館 ぽかぽかたいようは  おともだち♪
大　崎図書館 ぽかぽか  おでかけ
二　葉図書館 ぽかぽか  おひさまのしたで  おはなしさいはっけん！

  日時   4月15日㈰ 午前9時～午後2時
　　　 （午前8時40分から整理券配付）
  会場   品川図書館
※社会福祉協議会への寄付（1冊10円程度）をお願いします。
マイバッグ（買い物袋）を持参してください。

名画座「ふしぎの国のアリス」（73分）
  日時   4月28日㈯ 午前11時から
  会場   品川図書館

品川区子ども読書活動推進PRキャラクター
「ブックマくん」＆「しおりちゃん」

東京都広報コンクール二席受賞




