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区では皆さんの「働きたい！」思いを応援するため、ハローワークなどと
連携して就業支援に取り組んでいます。ぜひ、ご利用ください。

●職業相談・職業紹介
ハローワーク品川の専門相談員が相談を受けます。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、おすすめ
の求人がピックアップ求人として掲示されています。

開設時間／月～金曜日 午前9時～午後5時
（祝日・年末年始を除く）
※相談内容によっては時間がかかる場合があります。
早めに受け付けを済ませてください。

中小企業センター1階
☎5498－6353 Fax5498－6354
ハローワーク品川の専門相談員が常駐し、地域に根差
した就業支援に取り組んでいます。

●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5－35－3☎5419－8609）で行っています。

●就業相談コーナー
中小企業センター2階
専門のカウンセラーが育児・介護・家庭と仕事の両
立や就業に関する相談など、幅広く柔軟に応じます。
また、応募書類の添削や模擬面接も行います。
開設時間／月・金曜日 午前10時～午後5時
火～木曜日 午後1時～5時（祝日・年末年始を除く）
※相談時間は1回50分。
対象／39歳以下の方（学生含む）、女性の方（年齢不問）
申込方法／／電話で、商業・ものづくり課☎5498－6334
へ
※わかもの・女性就業相談ホームページhttps://
www.shinagawa-shigoto.jp/からも申し込めます。

●就業支援セミナー
就職活動の基礎から、在職者向けにビジネススキル
アップセミナー、女性向けに就活マナー・印象アッ
プ向上セミナーなどを随時開催しています。

●11月27日㈬に「女性向けジョブトーク（企業交流会）」
を開催します。詳しくは、商業・ものづくり課へお問い
合わせください。

●サポしながわ
中小企業センター1階
☎5498－6357 Fax5498－6358
おおむね55歳以上の方を対象とした無料職業紹介所
です。専門相談員による就業相談、紹介が受けられ
ます。
開設時間／月～金曜日 午前9時～午後5時
（祝日・年末年始を除く）

●品川区シルバー人材センター
北品川3－11－16
☎3450－0711 Fax3471－6187
区内在住で、健康で働く意欲のあるおおむね60歳以
上の方が会員として登録できます。
年会費／2,500円
※詳しくは、http://shinagawa-sjc.com/をご覧く
ださい。

●就職面接会
　サポしながわ主
催の面接会を年間
複数回実施してい
ます。
　12月11日㈬に
地域に密着した企
業の就職面接会を
開催します。詳し
くは、サポしながわへお問い合わせください。

日時／2年1月26日㈰午後2時開演（午後1時30分開場）
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）
内容／【第1部】ボンジュール“しながわジェンヌ”
　　　【第2部】元花組トップスター髙汐巴と宝塚OGによる華やかなステージ
料金／2,000円、高校生以下1,000円（全席指定）
発売開始日・時間／11月29日㈮
窓口  午前9時から＝きゅりあん・スクエア荏原・メイプルセンター
 Ｏ美術館（翌日以降午前10時から）
　　　午前10時から＝しながわ観光協会
電話  午前10時から＝チケットセンターキュリア（翌日以降午前9時から）
インターネット   午前9時から＝http://www.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。
※3歳未満入場不可。　※発売初日は1人6枚まで。
問い合わせ／チケットセンターC

キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

公募区民と宝塚歌劇団OGによる夢のステージ

髙汐巴（品川区在住）

しな水のクリスマス2019

11月27日㈬～12月25日㈬

開館時間／午前10時～午後5時
（入館は午後4時30分まで）
休館日／火曜日
※12月24日㈫は開館。
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・在学の方は各自、住所
など確認のできるものの提示で（　）の料
金になります（まもるっちの提示も可）。
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 https://www.
aquarium.gr.jp/）

クリスマスバージョンのアザラシ
ショー、水中ショー開催！
どの生き物に餌やりができるかな？

し な が わ 水 族 館

品川区就業センター 高齢者の仕事の相談わかもの・女性就業相談
 商業・ものづくり課就業担当（西品川1－28－3中小企業センター2階☎5498－6352 Fax5498－6338）問い合わせ

輝け！しながわジェンヌ2020輝け！しながわジェンヌ2020

期間

第2弾！

ガチャガチ
ャ

餌やり体験
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「しながわ健康プラン21 中間・評価見直し（素案）」
にご意見をお寄せください

　区は、平成27年に「品川区長期基本計画」で掲げる都市像「みんなで築く健康・福祉都市」
の実現に向けて「しながわ健康プラン21」（平成27年度～令和6年度）を策定しました。中間年
度を迎えるにあたり、区民のさらなる健康の維持・増進に向けた取り組みを推進するため、本
プランの中間・評価見直しを進めています。
　このたび、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

　平成28年にがん対策基本法が改正され、国は30年3月に「がん対策推進基本計画（第3期）」
を策定し、全国的にがん対策を推進しています。区でも、新たな課題に応じたがん対策を総合
的かつ計画的に推進するため、「品川区がん対策推進計画」を策定することとしました。
　このたび、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

　平成27年度から始まった「子ども・子育て
支援新制度」における支援の取り組みを一層
促進するために「第2期品川区子ども・子育て
支援事業計画」を策定することとしました。
　このたび、素案がまとまりましたので、皆
さんのご意見をお寄せください。

問い合わせ 問い合わせ
健康課健康づくり係
（〠140－8715品川区役所本庁舎7階
☎5742－6746 Fax5742－6883）

健康課保健衛生係
（〠140－8715品川区役所本庁舎7階
☎5742－6743 Fax5742－6883）

基本目標

地域での健康づくりの推進 対象を明確にした
健康づくりへの支援

正しい食生活と
食への理解の促進

① 健康意識を高める
② 主体的な健康管理を行う
③ 体を動かす習慣をつける
④ こころの健康に配慮する
⑤ 喫煙に対する知識を高める
⑥ 過度な飲酒はしない
⑦ 歯と口の健康を保つ

① 主体的に健康づくりにかかわる
②  自分が住む地域とのつながりを　
持つ

① 妊娠期の両親の健康意識を高める
② 健やかな子どもを育てる
③ 女性の健康を守る
④ 働き盛りの健康課題を解消する
⑤ 高齢者の健康づくりを進める

① 食を通じた健康づくりを進める
② 食への理解を育む
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応募方法／12月12日㈭（消印有効）までに、意見、住所、氏名、
電話番号を健康課健康づくり係へ郵送かFAX、持参
◯区ホームページの応募フォームも利用できます。

応募方法／12月12日㈭（消印有効）までに、意見、住所、氏名、
電話番号を健康課保健衛生係へ郵送かFAX、持参
◯区ホームページの応募フォームも利用できます。

「しながわ健康プラン21 中間・評価見直し（素案）」の全
文は、区ホームページ、健康課、健康センター、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
館でご覧になれます。

「品川区がん対策推進計画（素案）」の全文は、区ホームページ、
健康課、健康センター、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、図書館でご覧になれます。

たばこの健康への影響について、より積極的に普及啓発に取り組むとともに、区民の禁煙を支援する環境整備に力
を入れます。また、受動喫煙対策も着実に進めます。

フレイルは、加齢に伴い運動機能や認知機能などが低下し、心身の脆
ぜいじゃく

弱性が出現した状態です。普及啓発を行うと
ともに、高齢者の健康づくりの取り組みとしてフレイル対策に力を入れます。
日常生活の中で健康づくりの優先度が低くなりがちな働き盛り世代に対して、運動のきっかけづくりや健康センター
の利用促進に向けた取り組みを推進します。

食による健康づくりの重要性を周知して、健康的な食生活を送れるよう普及啓発や実践指導を進めていきます。また、
食育に関する取り組みとして、食品ロスの削減や食文化の継承などにも力を入れます。

科学的根拠に基づくがん予防の推進 がんの早期発見に向けた取り組みの
推進 がん患者やその家族への支援の推進

区民が健康的な生活習慣を実践できるように、科
学的根拠に基づくがん予防のための正しい知識の
普及啓発に今後も努めます。また、児童・生徒へ
のがん教育の取り組みを推進します。

がん検診の項目について、国の指針を踏まえた科
学的根拠に基づくがん検診の実施に努め、受診率
を高める取り組みを推進します。

がん患者や家族の不安を軽減するため、支援制度
の情報提供の強化を図ります。また、切れ目のない
がん医療を実施するため地域医療連携体制を整備
します。さらに、がん患者の就労支援も推進します。

（1）がん予防の生活習慣の普及啓発の推進
① 喫煙対策
② 飲酒対策
③ 食生活の取り組み
④ 身体活動の取り組み
⑤ 体型の管理
⑥ ウイルスなどの感染対策
（2）たばこ対策の推進
① 喫煙による健康影響の普及啓発
② 受動喫煙対策
③ 禁煙外来治療費助成
（3） 児童・生徒に向けたがん教育への取り組み
① 学校教育などにおける正しいがん知識の普及

（1）科学的根拠に基づくがん検診の実施
①  国の指針を踏まえた検診の見直し、有効なが
ん検診の実施

（2） がん検診の質の向上に関する取り組みの
推進

①  事務事業評価のためのチェックリストの実施
②  精度管理委員会の開催・検証
③  プロセス指標の活用
（3）受診率向上の取り組みの推進
①  がん検診受診率（一次検診）の向上
②  精密検査受診率の向上

（1）がん患者やその家族の不安の軽減
①  相談支援に関する情報提供の推進
②  在宅療養、緩和ケアに関する情報提供の推進
（2）地域医療連携の充実 
①  がんの在宅医療における連携
②  人材育成への支援
（3）がんと就労に関する相談、支援の充実
①  情報提供の充実

子どもの笑顔が
あふれるまちの実現

令和2～6年度 ※計画はおおむね3年後
に見直しを行います。

基本理念

計画期間（5年間）

目　

標

子育て支援・教育機能を拡充・強化
する

・ 子育て家庭全体を支援するため、多様な保育サービスを
展開するとともに、医療費の助成など、子育て家庭の経
済的負担の軽減を進めます。
・ 特別支援保育・教育の充実に取り組むとともに、質の高
い乳幼児教育、保幼小連携教育を行うための環境整備
の充実や、保育人材の確保・育成、安全・安心な運営
のための環境整備を推進します。
・ 人口推計や社会的背景、地域の
実情を踏まえ、子ども・子育て
環境のより一層の充実を図りま
す。

（1） 品川区の子ども・子育
ての現状について

（2） 教育・保育および地域
子ども・子育て支援事
業の量の見込み・確保
方策について

3

応募方法／12月20日㈮（消印有効）
までに、意見、住所、氏名、電話番号
を保育課施設・運営係へ郵送かFAX、
持参
○区ホームページの応募フォームも利
用できます。
「第2期品川区子ども・子育て支援事業
計画（素案）」の全文は、区ホームペー
ジ、保育課、地域センター、区政資料
コーナー（第三庁舎3階）でご覧になれ
ます。

中間・評価見直しにより、基本目標3の⑤「高齢者の健康づくりを進める」を新たに加え、4つの基本目標と16の
個別目標の施策体系に基づき、区民に呼びかける取り組み、区が働きかける取り組みを整理しています。

本計画は、3つの基本目標と9つの基本施策による施策体系となっています。基本施策ごとに区の取り組みの方
向性を示しており、現状と課題、目標、今後の取り組み、目標値を整理しています。

～がんからあなたを守りたい～がんにならない、がんとともに自分らしく暮らせるまち品川

区民の主体的な
健康づくりへの支援

「品川区がん対策推進計画（素案）」「品川区がん対策推進計画（素案）」にに
ご意見をご意見をお寄せくださいお寄せください

たばこ対策1

フレイル対策2

働き盛りの健康課題対策3

食を通じた健康づくり対策4

基本目標
1 2 3

「第2期品川区子ども・子育て支援事業計画「第2期品川区子ども・子育て支援事業計画 （素案）」（素案）」にご意見をお寄せくださいにご意見をお寄せください

子育ち・親育ちを支援する

・ ・ しながわネウボラネットワークなどの妊娠
期から子育て期の段階に応じた相談や各種
の子育て支援により、親育ちをサポートし
子育ての悩みや不安の軽減を図ります。
・ ・ 保育園・幼稚園において子どもを生み育て
ることの尊さや喜びを体験できる機会の充
実を図り、各種訪問事業などを推進するほ
か、子育て段階に
応じた幅広い活動
を支援します。

1 子育て力のある地域社会を
つくる

・ 子育て家庭への支援や相談を行うほか、ボ
ランティアの育成、青少年対策地区委員会
等との連携など地域ぐるみで子育て力の向
上を推進します。
・ 子育てに悩む親の孤立化を防ぐために、地
域全体で見守る子育て支援や助け合い活動
を支援し、児童相談所および子ども家庭支
援センターの機能を最大限に発揮し、児童
虐待防止への基盤を強固にします。

2

基本施策・取り組み 基本施策・取り組み 基本施策・取り組み

計画の施策体系 計画の施策体系

基本理念

重点的に取り組む施策

皆さんのご意見をお寄せください 皆さんのご意見をお寄せください

皆さんのご意見をお寄せください

区ホームページは
こちらから
アクセスできます

区ホームページは
こちらから
アクセスできます

区ホームページは
こちらから
アクセスできます

問い合わせ
保育課施設・運営係
（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階
☎5742－6724 Fax5742－6350）

計画の主な内容
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2019年11月21日号4 2019年11月21日号4

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

子育てピックアップ 高校生までを対象とした講座・スポーツや、子育てに関する情報です。

4月からの保育園・地域型保育の利用申し込みを受け付けています

ひとり親家庭「年末お楽しみ会」

親子ネイチャープロジェクト（第3弾）  電子

人2年2月4日までに生まれた（生まれる予定の）お子さん
申込期限／12月13日㈮
申込書など配布場所／保育課入園相談担当（第二庁舎7階）、認可保育園
申申込書と必要書類を保育課入園相談担当か希望する園のうち最上位の既存の認可保育園
へ持参
●4月1日開設予定の認可保育園
基本開園時間／午前7時30分～午後6時30分　※延長・夜間保育あり。

問保育課入園相談担当（第二庁舎7階☎5742－6725 Fax5742－6350）

日12月15日㈰ 午後2時～4時　場男女共同参画センター（東大井5－18－1きゅりあん3階）
内ビンゴ大会など　※軽食あり。
人ひとり親家庭の親子20人（先着）　￥1人100円
主催／品川区ひとり親家庭福祉協議会
申問12月6日㈮までに、電話で子ども家庭支援課ひとり親相談係（☎5742－6589 
Fax5742－6387）へ

日12月22日㈰ 午前10時～午後3時　場杜松ホーム（豊町4－24－15）
内たこあげ、餅つき
人区内在住の小学生と保護者40組（抽選）
￥1人1,000円（保険料・昼食代・材料費込）
申問12月5日㈭ （必着）までに、往復はがきで住所、氏名、電話番号、お子さんの
学年を子ども育成課庶務係（〠140－8715品川区役所☎5742－6720 Fax5742－
6351）へ

   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>）
12月14日㈯・28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。

■家庭用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。1月号の掲載は、12月20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
■出店者募集
●12月7日㈯ 午前9時30分～午後2時
※雨天時は8日㈰。
募集数／50店
出店料／600円
場申当日、直接しながわ区民公園（勝島3－2）へ
問守本☎3763－7613

   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。
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
定休日／土曜日
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「感謝セール」
日12月1日㈰～15日㈰
※店の在庫品を格安で販売します。
※出品は予約してからお持ちください。
旗の台店   旗の台5－13－9　旗の台駅南口下車

☎5498－7803 Fax5498－7804
営業時間／午前11時～午後7時
（土・日曜日、祝日は午後6時まで）
定休日／水曜日
取扱商品／衣服など日用品
●旗の台店「婦人コート・パート2」「箱入陶器」
出品募集
日11月23日㈷～28日㈭ 午後1時～4時
※ロングコートは除く。
※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。
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  ご協力ください

 リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）

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。

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。

電子携帯電話などの小型家電は、区役所・体育館・品川図書館など6カ所でも回収しています。

注射針は区では収集しません
処方された医療機関に返却するか、「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。

  フリーマーケット

  リサイクルショップ「リボン」

令和2年版ごみ・リサイクルカレンダー
地域センター、図書
館、文化センター、シ
ルバーセンター、児童
センターなどの区の施
設で配布しています。

名称（仮称） 所在地 対象・定員（予定）
アソシエ旗の台 旗の台6－29－14 0～5歳児 69人
キッズガーデン五反田駅前 西五反田1－29－2 0～5歳児 73人
キッズラボ中延園 戸越6－15－5 0～5歳児 73人
こころしながわひがしおおい 東大井1－3－6 0～5歳児 90人
さくらさくみらい御殿山 北品川3－6 0～5歳児 61人

さんさん森の保育園戸越公園 豊町3－2－13（0～2歳）
豊町4－2（3～5歳） 0～5歳児 84人

しなおおコスモ 大井1－31－1 0～5歳児 69人
ニチイキッズむさしこやま 小山3－15－1 0～5歳児 30人
はぐはぐキッズ二葉 二葉4－3 0～5歳児 60人

　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

区立保育園・幼稚園では、随時保育体験や子育て相談、園庭開放、季節の行事など
を実施しています。
人区内在住で、保育園・幼稚園に通っていない就学前のお子さんと保護者・祖父母、
妊産婦の方　※定員は実施園、実施内容により異なります。
申参加希望日前日の午後5時までに、希望の園へ
問実施園、保育課施設・運営係（☎5742－6724 Fax5742－6350）

●園庭開放
月～金＝北品川保、西中延保、東五反
田保、八ツ山保、冨士見台保、伊藤保、
平塚保
火～金＝大井保、荏原西保
水・金＝荏原保(13日㈮を除く)
水＝台場保
木＝一本橋保
3日㈫＝伊藤幼
5日㈭・12日㈭・26日㈭＝五反田保
11日㈬・18日㈬＝西五反田第二保

12日㈭＝平塚すこやか園
13日㈮＝二葉すこやか園
●未就園児交流会
12日㈭＝城南幼
17日㈫＝台場幼
20日㈮＝浜川幼
●もちつき会
26日㈭＝荏原西保
●保育体験
日程など詳しくは各園へお問い
合わせください。

　12月に参加できる主な事業 保＝保育園、幼＝幼稚園

シニアクラブ
「はつらつ健康教室（短期集中予防サービス）」1月コース募集

一時的な体力低下や外出・買い物などの生活行為に不安がある方に、運動・生活機能改善の
筋力向上など総合的なプログラムを専門職（理学療法士・看護師など）が支援します。
人在宅介護支援センターに相談し総合事業対象者となるか要支援1・2と判定された、自分で
会場まで往復できる65歳以上の方
￥各3,600円
申電話か直接、最寄りの在宅介護支援センターへ
問高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

65歳以上を対象としたお知らせや講座などの情報です。

日時（全12回） 会場
2年1月8日～3月25日の水曜日
午前10時～正午

大崎ゆうゆうプラザ
（大崎2－7－13）

1月9日～3月26日の木曜日
午後2時～4時

南大井文化センター
（南大井1－12－6）

1月10日～3月27日の金曜日
午後2時～4時

平塚橋ゆうゆうプラザ
（西中延1－2－8）

リニューアルした「資源とごみの分け方・出し方」の冊子を、12月第2週から区内全戸に順次配布します
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問各保健センター

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   6日㈮ 11日㈬ 20日㈮
うつ病あんしん相談 20日㈮ 11日㈬ 25日㈬
高齢期のこころの相談 24日㈫ 24日㈫ 13日㈮
児童思春期のこころの相談   4日㈬ 12日㈭ 26日㈭

保健センターのこころの健康専門医相談 12月

  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）

11月23日㈷
11月24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）

11月23日㈷

　　　はせがわ内科クリニック 大　井 3 －25－13 ☎3775－1311
　　　ネバシデンタルオフィス 西五反田 1 －30－ 2 ☎3492－7418
　　　柿﨑歯科医院 旗の台 4 － 7 － 2 ☎3785－3282
　　　飯塚接骨院 南大井 4 －11－ 6 ☎3763－3270
　　　かとう整骨院 旗の台 3 －10－ 1 ☎5750－3525

11月24日㈰

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
　　　カナイ歯科クリニック 西五反田 6 －21－ 7 ☎3490－0351
　　　上山歯科医院 二　葉 1 －14－ 2 ☎3781－5018
　　　目黒整骨院 上大崎 2 －15－ 5 ☎3444－7796
　　　昭和通接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

  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）

11月30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
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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

行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！
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小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局
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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～翌日午前8時　土・日曜日、祝日、年末年始／午前8時～翌日午前8時

がん検診・健康診査など 一部有料

　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。 ＊1 受診券あり ＊2 年齢は2年3月31日現在

乳がん検診（予約制）＊1…34歳以上の女性（偶数年齢時） 各医師会、契約医療機関
検診車

子宮がん検診＊1…20歳以上の女性（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
眼科検診＊1＊2…45・55歳
20歳からの健診＊2…20～39歳

対象年齢が
重なった方
は、どれか
一つを選択

胃がん内視鏡検診＊1＊2
…50歳以上（偶数年齢時）
胃がんリスク検診＊1＊2…50・55・60・
65・70・75歳で受けたことがない方
胃がんバリウム検診（予約制）＊1＊2
…40歳以上（偶数年齢時） 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＊1＊2
(20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳) 契約医療機関

障害者歯科健診＊2…20～39歳 各歯科医師会へ電話で事前連絡

後期高齢者歯科健診＊1＊2…76・78歳 契約医療機関
問国保医療年金課☎5742－6902

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 Fax5742－6876）
　 ・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＝国保医療年金課保健指導係（☎5742－6902 Fax5742－6876）＊1

健康課（☎5742－6743 Fax5742－6883）
品川区医師会☎3474－5609　荏原医師会☎3783－5168
品川歯科医師会☎3492－2535　荏原歯科医師会☎3783－1878

　思春期家族教室

不登校・ひきこもりなどの対応について学び合います。家族からの相談に心理士が助言
します。
日12月9日㈪ 午後2時～4時
講師／袖本礼子（臨床心理士）
場申問電話で、品川保健センター☎3474－2904へ

●HIV抗体検査（予約制）

問い合わせ／保健予防課（☎5742－9153 Fax5742－9158）

　平成30年中のHIV感染者・エイズ患者報告数は全国で
1,317人、都内では422人でした。HIV感染者は20～30
代に多く、エイズ患者は30～40代に多くなっています。
　HIVに感染すると、平均10年でエイズを発症するとい
われています。感染初期は症状がなく、検査を受けない
と感染の有無はわかりません。現在では早期に治療を始
めることにより発病を遅らせられるようになり、日常生活
への影響も少なくなりました。
　保健センターではHIV抗体や性感染症の検査を無料・
匿名で受けられますので、感染が気になる方は早めにご
相談ください。

●エイズ情報コーナー
保健センター、図書館、児童センターなどでパン
フレットなどを用意して、情報を提供しています。
●電話相談（HIVと人権・情報センター）
 ・  ・ 日本語相談　☎3292－9090
　 月～木曜日午前9時～午後9時、金曜日午前
9時～午後6時、祝日午後2時～5時
　 ※同じ番号で、金曜日午後6時～9時、土・
日曜日午後2時～5時は「ぷれいす東京」が
相談を受けます。
 ・  ・ HIV感染者・家族（パートナー）専用相談
　☎5259－0619
　月曜日 午後4時～7時（祝日を除く）
 ・  ・ セクシャル・マイノリティ専用相談
　☎5259－0750
　第2・4土曜日 午後7時～9時
 ・  ・ 英語相談　☎5259－0256
　第1土曜日 正午～午後3時
●聴覚・言語障がい者専用FAX相談
　Fax5259－0643（24時間受付）

11月16日㈯～12月15日㈰はエイズ予防月間です

品川保健センター（北品川3－11－22）

荏原保健センター（荏原2－9－6）

日時／偶数月第1木曜日 午前9時～10時
会場・申込方法／／電話で、同センター☎3474－2225へ

日時／奇数月第2火曜日 午前9時30分～10時
会場・申込方法／／電話で、同センター☎3788－7013へ

感染の機会から2カ月以上経ってから受けてください。そ
れ以前では正確な結果がでません。

特別窓口を開設します
住民税や国民健康保険料・介護保険料の支
払い・相談などのための特別窓口を開設しま
す。納税・課税証明書の発行、国民健康保
険資格取得・喪失・変更届けなど、日曜開庁
で取り扱っている業務もあわせて行います。

日時／12月1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）

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）

燃やす
ごみ

月・木曜日
地区

30日
㈪

火・金曜日
地区

31日
㈫

水・土曜日
地区

28日
㈯

資源
月曜日地区 30日㈪ 木曜日地区 26日㈭
火曜日地区 31日㈫ 金曜日地区 27日㈮
水曜日地区 25日㈬ 土曜日地区 28日㈯

●八潮パークタウン・
　大森駅前住宅

燃やす
ごみ

月・水・金曜日
地区

30日
㈪

火・木・土曜日
地区

31日
㈫

12月31日㈫まで、ごみ・資源の収集は通常どおり行います。
2年1月1日㈷～3日㈮はお休みで、1月4日㈯から通常どおり収
集します。
※午前8時までに決められた場所にお出しください（一部の早朝
収集地域を除く）。
※分別されていないごみ・資源は回収できません。

年末のごみ・資源収集
スケジュール

陶 器・
ガラス・
金属ごみ

第
１・３
収
集
地
区

月曜日地区 16日㈪
第
２・４
収
集
地
区

月曜日地区 23日㈪
火曜日地区 17日㈫ 火曜日地区 24日㈫
水曜日地区 18日㈬ 水曜日地区 25日㈬
木曜日地区 19日㈭ 木曜日地区 26日㈭
金曜日地区 20日㈮ 金曜日地区 27日㈮
土曜日地区 21日㈯ 土曜日地区 28日㈯

12月最
終の

収集日
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11月23日㈷おもちゃの病院と消費
生活相談はお休みです
問消費者センター
（☎6421－6136 Fax6421－6132）

大井第三区民集会所　床張り替え工事
などのため全館の貸し出しを休止します
日2年1月4日㈯～2月29日㈯
問大井第三地域センター
（☎3773－2000 Fax3771－3735）

マンション管理士・一級建築士を
派遣します
内マンション管理士＝マンションの維持管
理や管理組合の運営についての相談
一級建築士＝マンションの大規模修繕につ
いての相談
※1回2時間程度。土・日曜日も可。
人品川区内にある分譲マンション管理組合
※1組合各3回まで。
申問電話で、住宅課住宅運営担当（☎
5742－6776 Fax5742－6963）へ

保養所をご利用ください
各施設へ直接お問い合わせください。予約
受け付けは先着順です。ただし、繁忙期（2
年4月29日㈷～5月5日㈷）は抽選です。

施設名 電話・FAX番号

品川荘（伊東市） ☎ 0557－35－0321Fax0557－35－0345

光林荘（日光市） ☎ 0288－54－0988Fax0288－54－0954

申区民の方は利用月の6カ月前の1日から
（6月分の受け付けは12月1日㈰から）、区
民以外の方は利用月の4カ月前の1日から、
電話かFAXで代表者の住所・氏名・電話
番号、利用施設、人数を各施設へ
問地域活動課庶務係
（☎5742－6687 Fax5742－6877）

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
12月のオープンキャンパス
日12月15日㈰ 午前10時～正午
内体験授業「高齢者にやさしいお菓子作
り」、学校案内（学費・授業内容・就職状況・
入学選考）、個別相談など
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）。

第8回品川区長期基本計画策定委員会
日11月27日㈬ 午後3時～5時
場第一委員会室（区役所議会棟6階）
内パブリックコメント結果報告、素案（案）
（修正版）について
傍聴人数／10人（先着）
傍聴方法・問当日午後2時から、企画調整
課（本庁舎5階☎5742－6606 Fax5742
－6870）で傍聴券を交付

経済センサス－基礎調査（4期）に
ご協力をお願いします
我が国のすべての産業分野における事業
所の活動状態などの基本的構造を明らか
にすることを目的として、経済センサス－
基礎調査を実施します。
調査期日／6月～2年3月（1期2カ月×5期）
調査対象／すべての事業所（農林漁業家
などを除く）
調査内容／事業所の所在地・名称・活動
状態　※新規把握事業所などについては、
従業者数、事業の内容、法人番号、年間
総売上額なども調査。
調査方法／・12月上旬から統計調査員が
巡回し、外観から活動状態を確認
・新たに把握した事業所などには調査票を
配布
回答方法／インターネットによる回答か、
調査票を郵送
調査機関／総務省、東京都、品川区
※調査内容は、統計を作成するためにのみ
使用し、そのほかの目的に使用することは
ありません。
問地域活動課統計係
（☎5742－6869 Fax5742－6750）

第9回メイプルメイツ展覧会
日11月30日㈯～12月4日㈬ 午前10時～
午後6時　※最終日は正午まで。
場O美術館
（大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階）
内カルチャー手工芸講座受講生の作品展
覧会
問メイプルセンター
（☎3774－5050 Fax3776－5342）

品川＆早川ふるさと交流「ゆく年
くる年プラン～山里でお正月～」
日12月31日㈫～2年1月3日㈮のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）

人区内在住の方（先着）
￥7,500円、小学生6,800円（1泊2食付き
宿泊費・プログラム参加費・消費税込）
申利用日の3日前までに、電話かEメール
でヘルシー美里（☎0556－48－2621  
info@hayakawa-eco.com）へ
問地域活動課市町村交流担当
（☎5742－6856 Fax5742－6877）

五反田文化センター
12月のプラネタリウム
土・日曜日、祝日などに開催しています。
※詳しくは shinagawa-gotanda-plane
tarium.com/をご覧いただくか、お問い合
わせください。
●特別投影 ｢林完次の星空散歩｣
日12月14日㈯ 午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（先着）
￥300円、小・中学生100円
申11月21日㈭ 午前10時から、電話で同
センターへ
●12カ月の星空解説「おうし座とプレア
デス星団」
日12月27日㈮ 午後6時30分～7時30分
人60人（先着）
※中学生未満は保護者同伴。
参当日、直接同センターへ
――――――――共通――――――――
場問五反田文化センター（西五反田6－5－1
☎3492－2451 Fax3492－7551）

地域クラブe
エ バ ラ エ ー ス

baraA文化教室
●折り紙教室
日12月2日㈪ 午後7時～8時30分
場参当日、直接戸越体育館（豊町2－1－
17）へ
●健康麻

マージャン

雀教室
日12月10日㈫・24日㈫ 午後6時～9時
場参当日、直接旧荏原第四中学校（豊町3
－5－31）へ
――――――――共通――――――――
￥1回200円
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係
（☎5742－6838 Fax5742－6585）

家庭教育講演会「AI・ロボット時
代のユニークな子どもの育て方」
日12月9日㈪ 午前10時～正午
講師／中邑賢龍（東京大学先端科学技術
研究センター教授）
人430人（先着）　※手話通訳付き。

託児／2歳～就学前のお子さん20人（先着）
※おやつ代100円。
○託児希望の方は、11月22日㈮までに電
話で庶務課へ申し込んでください。
場参当日、直接荏原文化センター（中延1
－9－15）へ
問庶務課（☎5742－6824 Fax5742－6890）

新規読み聞かせボランティア講座
区立図書館で読み聞かせボランティアを始
めたい方を対象とした講座です。
日2年1月14日㈫・20日㈪・24日㈮・31
日㈮ 午後2時～4時（全4回）
人区内在住か在勤で、講座修了後新規に
区立図書館＊で読み聞かせボランティア活
動ができ、全回出席できる方18人（抽選）
＊品川・ゆたか・源氏前・二葉・五反田・
南大井・八潮図書館、大崎図書館分館の
うち1館
※読み聞かせの対象は乳幼児～小学生。
場申問12月6日㈮（必着）までに、往復は
がきで講座名、住所、氏名、電話番号を品
川図書館（〠140－0001北品川2－32－3
☎3471－4667 Fax3740－4014）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。
●冬を彩るアロマテラピー　オレンジポマ
ンダー作り
日12月4日㈬午後3時30分～5時
人10人（先着）
￥2,915円（教材費込）
●バルーンアート＜メリークリスマス＞
日12月20日㈮午前10時～正午
人小学生以上の方20人（先着）
￥2,090円（教材費込）
●英語で歌うスタンダードポップス
日11月28日㈭、12月12日㈭
午前10時30分～正午（全2回）
※全5回のうち、4回目からの途中入会。
人14人（先着）
￥3,300円
●フランス語＜初級＞
日12月2日～23日の月曜日
午後7時～8時30分（全4回）
※11月25日㈪の体験受講（509円）が必要。
※全10回のうち、7回目からの途中入会。
人10人（先着）
￥13,002円（教材費込）
――――――――共通――――――――
場申問電話で、メイプルセンター（西大井
駅前☎3774－5050 Fax3776－5342）へ
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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

お知らせ！

講座・講演

催　し

〈
広
告
〉

住所：品川区戸越1-20-9

1月18日（土）
品川健康センター会議室
京急本線新馬場駅北口徒歩2分
品川保健センター３Ｆ

13時

マンション大規模修繕セミナーと交流会

「何から手を付けたらいいの？」
　～絶対はずせない重要なポイントとは

無料
プレゼント
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11月28日㈭・29日㈮に開催する本会議での一般質問の様子が、ケーブルテレビ品川
で放送されます。区議会本会議の放送では、手話通訳を取り入れています。
問い合わせ／区議会事務局
（☎5742－6809 Fax5742－6895 gikai.city.shinagawa.tokyo.jp/）

●11月29日㈮の一般質問
内　　容 放送日時
渡部　　茂
（自・無）

12/4㈬ 21:00～21:45
（再）12/7㈯ 16:00～16:45

須貝　行宏
（品　改）

12/5㈭ 16:00～16:45
（再）12/8㈰   9:00～  9:45

田中さやか
（ネット）

12/5㈭ 20:00～20:45
（再）12/8㈰ 11:00～11:45

のだて稔史
（共　産）

12/5㈭ 21:00～21:45
（再）12/8㈰ 12:00～12:45

松澤　和昌
（自・無）

12/6㈮ 16:00～16:45
（再）12/8㈰ 14:00～14:45

若林ひろき
（公　明）

12/6㈮ 20:00～20:45
（再）12/8㈰ 15:00～15:45

湯澤　一貴
（自　民）

12/6㈮ 21:00～21:45
（再）12/8㈰ 16:00～16:45

●11月28日㈭の一般質問
内　　容 放送日時
塚本よしひろ
（公　明）

12/2㈪ 20:00～20:45
（再）12/7㈯   9:00～  9:45

石田ちひろ
（共　産）

12/2㈪ 21:00～21:45
（再）12/7㈯ 11:00～11:45

横山由香理
（自・無）

12/3㈫ 20:00～20:45
（再）12/7㈯ 12:00～12:45

本多　健信
（自　民）

12/3㈫ 21:00～21:45
（再）12/7㈯ 14:00～14:45

高橋しんじ
（無所属）

12/4㈬ 20:00～20:45
（再）12/7㈯ 15:00～15:45

ケーブルテレビ放送区議会の

ケーブルテレビ放送以外にも本会議のイン
ターネット生中継をしています。また、本
会議終了後おおむね一週間で録画配信をし
ています。品川区議会ホームページの「イ
ンターネット中継」からご覧ください。

創業支援セミナー／相談会
起業して間もない方、自社の経営を発展さ
せたい方、これから起業を考えている方を
対象にセミナーを開催します。事業成長に
必要なノウハウを知りたい方はぜひご参加
ください。
●ベンチャー起業・企業成長支援セミナー

日程 内容
①
12月12日㈭

会社設立前後の手続きを把
握しよう

②
2年1月9日㈭

自社の魅力をアピールでき
る事業計画を作ってみよう

③
1月23日㈭

最新の資金調達手段を知ろ
う

④
2月6日㈭

創業期の売り上げ・利益を最
大化する多様な人材活用術

⑤
2月18日㈫

これだけある！自社でつか
える補助金・助成金

⑥
3月12日㈭

営業ツールとしての自社
WEBページの効果的な活
用方法

※時間は午後6時～8時
人各20人（先着）
●士業合同相談会
社会保険労務士、税理士、弁護士、弁理士
による相談会です（予約制）。
日1月16日㈭ 午後4時～8時
――――――――共通――――――――
場品川産業支援交流施設（北品川5－5－15）
※セミナーの内容や申込方法など詳しく
は、品川産業支援交流施設ホームページ
www.ship-osaki.jp/をご覧いただくか

お問い合わせください。
問品川ビジネスクラブ（☎5449－6557 
Fax5449－6558）、商業・ものづくり課（☎
5498－6333 Fax5498－6338）

園芸講座「お正月の寄せ植え」
梅を中心に華やかな花をふんだんに使った
寄せ植えを作ります。
日12月16日㈪ 午後1時30分～3時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
講師／山口昌哉（プランツ・モジュール代表）
人中学生以上の方15人（抽選）
￥1,500円
持ち物／園芸用手袋、エプロン

申問11月27日㈬（必着）までに、往復は
がきで講座名、参加者の住所・氏名・年齢・
電話番号を環境情報活動センター（〠140－
0003八潮5－9－11☎・Fax5755－2200）へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。

広告を掲載しませんか
品川区国民健康保険被保険者の方を対象
に発行している、国民健康保険制度パンフ
レット「わかりやすい国保」Aと「こんに
ちは国保です4月号」Bに掲載する広告を
募集します。
広告掲載時期／2年4月
発行予定部数・料金・色／A7万部・3万
円から・カラー、B6万部・7万5千円から・
カラー
申問12月24日㈫（必着）までに、国保医
療年金課（本庁舎4階）で配布する申込書
と原稿の見本を同課保険事業係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6675 Fax5742
－6876）へ郵送かFAX、持参
※申込書は区ホームページからダウンロー
ドもできます。

飼い猫の不妊・去勢手術費の一部
を助成します 電子

対象／品川区に住民登録をしている方の
生後6カ月以上の飼い猫
※1世帯2頭まで。
助成（先着）／不妊（メス）＝8,000円、55頭
去勢（オス）＝4,000円、40頭
※獣医師会でも同額を助成。
助成方法／区指定の動物病院で、2年2月
1日㈯～29日㈯に手術を受けたときに、
手術料金から助成金額を差し引き
申問12月2日㈪～2月7日㈮に、生活衛生
課で配布する申請用紙を同課庶務係（〠
140－8715品川区役所本庁舎7階☎5742
－9132 Fax5742－9104）へ郵送か持参

募　集

高齢者や低体力者を対象とした、プールで歩く教室です。膝や腰に負担をかけ
ずに効果的に運動ができます。
※泳いだり、プールに顔をつけることはしません。

水中散歩教室

申込方法・問い合わせ／12月2日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、番
号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を品川健康センター（〠140
－0001北品川3－11－22☎ 5782－8507 Fax5782－8506）へ
※おおむね1年以内に受けた健康診断などの結果票が必要です。

番号 会場 日程 曜日 回数 開始時間 定員
（抽選） 金額

① 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

2年1月9日
～3月26日

木
11回 13:45 70人 5,500円

② 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

1月9日
～3月26日

各
12回

 9:45 各
60人

各
6,000円③ 11:45

④ 品川学園温水プール
（北品川3－9－30）

1月10日
～3月27日

金

各
11回

 9:45 各
60人

各
5,500円⑤ 11:45

⑥ 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

1月10日
～3月27日

各
11回

 9:45 各
60人

各
5,500円⑦ 11:45

※時間は1時間

●オープンハウス型説明会
説明パネルを自由に閲覧できるオープンハウス型で行います。国の担当者が常駐
し、質問や意見に対応します。

時間／①④⑤午後5時～8時、②③午後2時～5時
※ほかの会場など詳しくは、国土交通省ホームページ「羽田空港のこれから」
https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/をご覧ください。

日程 会場
①11月22日㈮ 品川シーサイドフォレスト オーバルガーデン1階

（東品川4－12－6）②11月23日㈷
③12月2日㈪ きゅりあん7階イベントホール（大井町駅前）
④12月23日㈪ 地域交流センター恵比寿（渋谷区恵比寿西2－8－1）
⑤12月25日㈬ 千駄ヶ谷社会教育館（渋谷区千駄ヶ谷1－6－5）

国土交通省「羽田空港のこれから」に関する電話窓口
0570－001－160（IP電話などは☎5908－2420）

品川区環境課（☎5742－6751 Fax5742－6853）
品川区都市計画課（☎5742－6760 Fax5742－6889）

問い合わせ

国土交通省による
羽田空港機能強化に関する説明会

税に関するお知らせ
●住宅借入金等特別控除改正について

確定申告をする方へ

決算説明会

税務課課税担当（☎5742－6663～6 Fax5742－7108）問い合わせ

消費税等が10%の住宅取得等を行い、10月1日から2年12月31日までに居住を
開始した場合（住宅特別特定取得）、住宅借入金等特別控除の適用期限が3年
間延長されます（現行10年間から13年間になります）。また、11年目以降（3
年間）の住宅借入金等特別控除可能額は住宅ローン年末残高の1%または建物
購入価格の2%（消費税引き上げ分）÷3（延長期間分）のいずれか少ない方
の金額が各年における住宅借入金等特別控除可能額となります。
※住民税の住宅借入金等特別税額控除は、所得税額から控除した住宅借入金等特
別控除可能額の残額がある場合に、控除限度額の範囲内で翌年度の住民税から控
除されます。所得税の手続きについて詳しくは税務署へお問い合わせください。

確定申告にあたって、IDとパスワードがあれば、自宅でスマートフォンやパソ
コンを利用して国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」で申告書を
作成・提出できます。ID・パスワードを取得できる出張窓口を開設しますので、
ぜひご利用ください。
日時／①12月4日㈬・5日㈭・23日㈪ ②24日㈫ 午前10時～正午、午後1時～3時
会場／①区役所第二庁舎3階ロビー ②品川都税事務所ロビー（区役所2階）
持ち物／運転免許証などの本人確認書類、利用者識別番号をお持ちの方は利
用者識別番号の分かるもの
問い合わせ／品川税務署個人課税第1部門☎3443－4171

青色申告決算書・収支内訳書の書き方などについて説明します。品川税務署と
荏原税務署が合同で開催します。

日時 対象者 会場
12月2日
㈪

10:00～12:30 事業所得者
国民生活センター会議室
（港区高輪3－13－22）
※品川税務署の後ろの建物です

14:00～16:30 不動産所得者
12月4日
㈬

10:00～12:30 不動産所得者
14:00～16:30 事業所得者

大規模災害や武力攻撃事態が
発生した際に、国（消防庁）
が緊急情報を伝達する「Jア
ラート（全国瞬時警報システ
ム）」の全国一斉情報伝達試験
を実施します。区内の防災行
政無線スピーカーなどから試
験放送が流れます。

※緊急情報発信ダイヤル☎3777－2292で放送と
同じ内容を音声で聞くことができます。
問い合わせ／防災課国民保護担当
（☎5742－6697 Fax3777－1181）

Jアラート
全国一斉情報伝達試験

12月4日
㈬

午前11時
00分頃

放送予定内容／チャイム―「これは、Jアラー
トのテストです」（3回繰り返し）―「こちらは、
品川区役所です」― チャイム

助　成
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● 人事行政の運営状況
● 食中毒を防ぎましょう
● 障害者週間・記念のつどい

古紙を配合した再生紙を使用しています

品川区
広報番組
月～金曜日 午前11時～11時30分
（再放送：午後10時～10時30分）
FMしながわ（88.9MHz）で放送中！
区民の皆さんと作る、地域密着の情報番組です！

品川区職員募集のご案内
●品川区職員募集

●品川区会計年度任用職員＊3  募集

職種・採用区分 受験資格 採用
予定数 勤務場所 月額給与（地域手当含む）＊2

栄養士　Ⅰ類
国籍を問わず、次の①、②を満たす方
①平成2年4月2日以降に生まれた
②管理栄養士免許を有する（令和2年3月31日までに免許取得見込みを含む）

若干名 区役所・保健所など 約221,800円

福祉（福祉）　Ⅱ類

国籍を問わず、次の①、②を満たす方
①昭和57年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた
 ②社会福祉士の資格を有し、2年4月1日の時点で、都道府県知事の社会福
祉士登録を受けている（取得または登録見込みを含む）

5人
程度 区役所・福祉施設など 約195,200円

看護師　Ⅱ類
国籍を問わず、次の①、②を満たす方
①昭和50年4月2日以降に生まれた
②看護師免許を有する（2年3月31日までに免許取得見込みを含む）

若干名 保育園など 約220,400円（3年制短期大学卒業）
約214,200円（2年制短期大学卒業）

技術Ⅵ（作業Ⅲ） 国籍を問わず、昭和60年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方 若干名 清掃事務所など 約178,100円（20歳）
約210,100円（30歳）

保健師　Ⅰ類
【臨時的任用職員】＊1

国籍を問わず、次の①、②を満たす方
①平成10年4月1日までに生まれた
②保健師免許を有する（2年3月31日までに免許取得見込みを含む）

若干名 保健所・保健センター
など 約228,000円

看護師　Ⅱ類
【臨時的任用職員】＊1

国籍を問わず、看護師免許を有する方
（2年3月31日までに免許取得見込みを含む） 若干名 保育園など 約220,400円（3年制短期大学卒業）

約214,200円（2年制短期大学卒業）

福祉（保育士・児童指導）
Ⅱ類
【臨時的任用職員】＊1

国籍を問わず、次の①、②を満たす方
①平成12年4月1日までに生まれた
②保育士の資格を有し2年4月1日の時点で、都道府県知事の保育士登録を
受けている（取得または登録見込みを含む）

20人
程度

保育園・児童センター
など 約195,200円

事務　Ⅲ類
【臨時的任用職員】＊1 日本国籍を有し、平成14年4月1日までに生まれた方 20人

程度
区役所・地域センター
など 約176,500円

職種 職 主な職務内容 主な勤務場所 採用予定数 報酬 ＊4

事務系

事務補助 一般行政事務における補助的な職務
区役所・地域センターなど

20人程度 時 1,147円
一般事務 一般行政事務における定型的な職務 40人程度 月 235,320円
相談事務 一般行政事務における相談等の職務のうち定型・補助的な職務 若干名 月 313,920円
学校事務 区立学校における定型的な職務 区立学校 50人程度 時 1,147円

福祉系

福祉相談員 福祉関係施設等における相談等の職務のうち補助的な職務
区役所・福祉事務所など

15人程度 月 284,520円

福祉専門員 福祉関係施設等における相談等の職務のうち高度の知識・経験を要す
る定型的な職務 55人程度 月 313,920円

保育士 保育士の職務のうち定型・補助的な職務 保育園・幼稚園など 210人程度 時 1,509円

一般
技術系

土木造園 土木・造園に関する計画等の職務のうち定型・補助的な職務
区役所など

若干名
月 235,320円

建築 建築に関する計画等の職務のうち定型・補助的な職務 5人程度
衛生監視 保健所等における衛生監視の職務のうち定型・補助的な職務 区役所・保健所など 5人程度

月 284,520円
学芸研究 学芸員の職務のうち定型・補助的な職務 区役所・品川歴史館など 若干名

医療
技術系

保健師 保健師の職務のうち定型・補助的な職務
区役所・保健所など 若干名

月 298,680円
栄養士 栄養士の職務のうち定型・補助的な職務 月 296,280円

技能系

清掃作業 清掃作業等の職務のうち定型・補助的な職務 清掃事務所 25人程度 月 252,240円
技能補助（保育園・幼稚園）保育園・幼稚園の用務・維持管理等の職務のうち定型・補助的な職務 保育園・幼稚園など 470人程度 時 1,207円
技能補助（子育て支援員） 幼稚園の用務・維持管理・保育等の職務のうち定型・補助的な職務 幼稚園など 20人程度 時 1,300円
技能補助 施設の用務・維持管理等の職務のうち定型・補助的な職務 区役所など 若干名 月 192,600円

―
児童相談指導員 児童虐待等の児童に関する諸問題についての相談と助言等の職務 区役所など 若干名 月 346,800円

保健相談員 保健に係わる相談等の職務 区役所・保健所・児童センター
など 25人程度 月 335,880円

＊1 　臨時的任用職員とは「地方公務員法」の規定に基づき、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、あらかじめ任期を定めて採用する正規（フルタイム）の職員です。
＊2　 給与は、給与改定や制度改正が行われた場合、その額によります。給与のほか、住居手当、通勤手当、扶養手当、期末・勤勉手当（ボーナス）などの各種手当が規定に

基づき支給されます。採用前の職務経験などがある場合は、一定の基準により加算されます。

＊3　 会計年度任用職員とは「地方公務員法」の規定に基づき、一会計年度（4/1～翌年3/31）の期間の範囲内で、あらかじめ任期を定めて採用する職員（パートタイム）です。
勤務時間は全て週5日以内／週31時間以内です。

＊4　 報酬は、給与改定や制度改正が行われた場合、その額によります。地域手当に相当する報酬も含みます。そのほか、期末手当（ボーナス）、通勤手当などの各種手当に相
当する報酬が規定に基づき支給されます。月額報酬は、フルタイム（週5日／週38時間45分）で勤務した場合の額となり、実際の勤務時間に応じて決定します。

採用予定時期／2年4月1日以降 ※臨時的任用職員の任期は、採用日から6カ月以内となります。ただし、任期の更新があった場合は、最大1年以内の任期となります。
※会計年度任用職員の任期は、採用日から3年3月31日までの間となります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――共通――――――――――――――――――――――――――――――――――――

第1次選考

第2次選考 選考方法／面接
選考日／2年1月中旬以降

募集案内・申込書配布場所／人事課（本庁舎5階）、庶務課（第二庁舎7階）など
申込方法・問い合わせ／12月9日㈪（必着）までに、申込書を人事課人事係（〠140－8715品
川区役所☎5742－6628 Fax5742－6872）へ簡易書留で郵送か持参
※申込方法・受験資格など、詳しくは募集案内で必ずご確認ください。
※募集案内は、区ホームページからダウンロードもできます。なお、郵送で請求する場合はお
問い合わせください。
※品川区職員採用選考における「看護師」と「看護師【臨時的任用職員】」および「福祉（福祉）」
と「福祉（保育士・児童指導）【臨時的任用職員】」は併願できます。
※品川区会計年度任用職員採用選考においては、全ての職が併願できます。

時 =時間額　月 =月額

選考方法 選考日

品川区職員
採用選考

臨時的任用職員以外の職種 五肢択一・論作文 12月22日
㈰臨時的任用職員の職種 論作文

品川区会計年度任用職員採用選考 書類選考 ̶

共通




