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掲載記事については、新型コロナウイルス感染症
の影響により変更となる場合があります。

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の
特別定額給付金の郵送申請がはじまります。

給付には、申請が必要です。

申請方法は

となります。
○感染拡大防止のため、区役所では申請書受付窓口を設置していません。

オンライン申請郵　送　申　請 または

品川区特別定額給付金の
郵送申請がはじまります

給付額

受給権者
（申請者）

給付要件

給付方法

1人につき10万円

品川区に住民登録の
ある方の属する世帯
の世帯主

 令和2年4月27日に
品川区に住民登録の
ある方

世帯主の方の銀行口
座への振り込み

申請が必要で

オンライン申請郵送申請

　政府が運営するオンラインサービス・マイナポータルの
「ぴったりサービス」の特別定額給付金の申請画面から申
請してください。
　オンライン申請は、世帯主の方のみ行うことができます。
申請には、
● 振込口座の確認書類
　  申請者名義の通帳やキャッシュカードなどの写しまたは

画像（口座番号、カナ氏名などがわかるもの）
●  マイナンバーカードの電子署名、カード受け取り時に設

定した暗証番号（英数字6～16桁）が必要となります。

区から世帯主にお送りする申請書に記入・押印いただいて、必
要書類を同封して返送していただく方法です。
同封いただく必要書類は、
● 振込口座の確認書類
　  支店コード・口座番号・口座名義人がわかる通帳またはキャッ

シュカードの写し
● 世帯主（申請・受給者）の本人確認書類
　  運転免許証・健康保険証・年金手帳・パスポートなどの写し
上記確認書類2点をA4サイズの用紙にコピーして同封してくだ
さい。

申 請 方 法

福祉計画課 Fax5742－6797

品川区特別定額給付金コールセンター　☎5742－7803
  受付時間    月～金曜日午前9時～午後5時（祝日を除く）
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申請書発送手続きは、5月22日を予定しています

特別定額給付金

申請書発送手続きは、 月 日を予定し ます

給付金を装った詐欺にご注意ください。区などがＡＴＭ操作、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対ありません。

申 請 書 記 入 方 法

Q A＆
速やかな給付をめざして、休日・夜間も
データ入力を進める体制を組んでいます
が、受付開始直後は、かなりの申請が想
定され、振り込みまで2カ月程度のお時
間をいただく場合があります。

原則、世帯主（申請・受給者）の本人名
義の銀行口座に振り込むことになってい
ます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、申請受付窓口を設置していません。

原則、世帯主（申請・受給者）の本人名
義の銀行口座に振り込むことになってい
ます。

Q .   給付金はいつ頃
　　受け取れますか。

Q .   世帯主以外の口座
へ振り込み先を

　　変更できますか。

Q .  申請書を区役所で
　　提出できますか。

Q .   振り込み口座を
　　分けることは
　　できませんか。

どちらかの振込口
座を記入してくだ
さい。

どちらかをチェッ
クしてください。
チェックのない 場
合は「希望」 とし
て取り扱います。

世帯主の署名また
は記名押印は必須
です。
スタンプ式のハン
コは使えません。

日中連絡の取れる
番号を記入してく
ださい。

福祉計画課 Fax5742－6797

品川区特別定額給付金コールセンター　☎5742－7803
  受付時間    月～金曜日午前9時～午後5時（祝日を除く）
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を策定しました
区では、「子ども・子育て支援法」に基づき、保育需要を把握するとともに、教育・保育施設などの整備計画として、子ども・子育て支援の
取り組みを一層促進するため、「品川区子ども・子育て会議」の場で内容などの審議を行い、「第二期品川区子ども・子育て支援事業計画」
の素案をまとめました。昨年11～12月にかけてパブリックコメントを実施し、寄せられたご意見も参考に計画を策定しましたので、その概
要をお知らせします。

　問い合わせ　保育課施設・運営係（第二庁舎7階☎5742－6724 Fax5742－6350）

第二期品川区子ども・子育て支援事業計画

計画の主な内容 （1）品川区の子ども・子育ての現状について
（2）幼児期の教育・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

主なご意見 区の考え方

保育の質の確保、人材確保・育成について具体的にどう取り組
もうとしているのか示してください。

品川区の保育・教育の指針である「のびのび育つしながわっこ」に保育の質の確保および人材育成への取り組
みを定めており、研修機関である「のびしなプロフェッショナルスクール」を立ち上げ実践を図っています。人
材確保については、国・東京都が認可保育園の配置基準を定めており、職員配置の充実や児童の安全・安心の
確保のため、適正な職員配置ができるよう引き続き図っていきます。私立園に対しては、引き続きキャリアアッ
プ補助金や宿舎借り上げ支援事業による処遇改善を行い、人材確保を支援します。

乳幼児施設、屋内事業以外の子どもの成長には欠かせない野
外の遊び場や野外で行われている事業について触れられてい
ません。冒険ひろばでの乳幼児事業を記載してください。

ご指摘のありました事業については、関連する「品川区子ども・若者計画」に位置付けられており、頂いたご意
見も参考に、今後とも事業の充実に努めていきます。

幼児期の成長発達に沿った保育を尊重しつつ、学校との連携
を進められたい。

保育園・幼稚園児がスムーズに入学するために、小学校入学後の生活や指導方法を見据えて年齢やその時期
にふさわしい経験の場を設け、保育者と小学校の教師との相互理解と協働による連携・交流を進めています。
また0歳児から就学後までの学びの連続性と基本的な生活習慣の自立についてめざしていきます。

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
〈8人の方から33件のご意見をいただきました〉

計画期間

子どもの笑顔があふれるまちの実現基本理念 目　　標 ①子育ち・親育ちを支援する

②子育て力のある地域社会をつくる

③子育て支援・教育機能を拡充・強化する
令和2～6年度（5年間）
※計画はおおむね3年後に見直しを行います。

「第二期品川区子ども・子育て支援事業計画」の全文と、お寄せいただいたご意見と区の考え方は、区ホーム
ページ、保育課（第二庁舎7階）などでご覧になれます。 区ホームページは

こちらからご覧いただけます

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

新型コロナウイルス感染拡大に伴う現金10万
円の一律給付に関連し、給付の手続きを装っ
て口座や暗証番号を聞き出そうとする不審
メールや電話など、便乗詐欺に注意してくだ
さい。

● 市区町村や総務省が現金自動預払機（ＡＴ
Ｍ）の操作をお願いしたり、給付のために手
数料の振り込みを求めたりすることは絶対
にありません。

● 自宅や職場などに市区町村や総務省などを
かたった電話や郵便、メールがあった場合
は、最寄りの警察署か警察相談専用電話に
ご連絡ください。

品川区では、区内在住の65歳以上の方を対象に「自動通話録
音機」の無料貸し出しを行っています。自宅の電話機に自動
通話録音機を取り付けることで警告メッセージが流れ、通話
内容を自動録音するため、犯人側に通話を断念させ、被害を
未然に防止する効果があります。ご希望の方は最寄りの警察
署の各生活安全課、区役所地域活動課生活安全担当、品川区
消費者センターにお問い合わせください。

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください

地域活動課生活安全担当
（☎5742－6592 Fax5742－6878）

品川区消費者センター
（☎6421－6136 Fax6421－6132）

警察相談専用電話☎＃9110
品川警察署 ☎3450－0110
大井警察署 ☎3778－0110
大崎警察署 ☎3494－0110
荏原警察署 ☎3781－0110

問
い
合
わ
せ

自動通話録音機を設置してから
は迷惑な電話も減って安心だわ

～警告メッセージ～
・・振り込め詐欺被害
防止のため通話内容
が自動録音されます・・

電話をかけても録音さ
れてしまうのでは、悪
いことができないよ！

自動通話録音機

取り付けは
簡単です！

⇦詐欺の電話

犯人

貸与対象者  区内在住で65歳以上の方
※本人確認のため官公署が発行した証明書（運転免許証、健康
保険証など）を提示してください。
※代理の場合は委任状が必要となります。

給付金詐欺に
ご注意ください！



日＝日時・期間  場＝会場・場所  内＝内容  講＝講師  人＝対象・定員  ￥＝費用・料金  参＝参加方法  申＝申込方法  問＝問い合わせ  ＝E-mail  HP＝ホームページ（http://  https://）
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を策定しました
区ではこれまで、商店街電線類地中化事業をはじめ、都市計画道路事業や市街地再開発事業などの様々な機会を捉えながら道路の無電柱化を
進めてきました。国は、平成28年に「無電柱化の推進に関する法律」を施行し、全国的に無電柱化を推進しています。近年、震災や大型台風によ
り倒壊した電柱が避難や救急活動などの妨げになっている実態を受け、区でも、さらなる防災対策の視点を取り入れた「品川区無電柱化推進計
画」を策定しましたので、その概要をお知らせします。

　問い合わせ　道路課道路建設担当（第二庁舎4階☎5742－6791 Fax5742－6886）

品川区無電柱化推進計画

計画の目的 計画期間

計画の
主な内容

対象道路

基本方針

本計画は、3つの基本方針に基づき、無電柱化を総合的・計画的かつ
迅速に推進する計画として、整備箇所や期間をはじめとした整備目標
に加え、無電柱化を着実に進めるための取り組みを定めています。

令和2～11年度（10年間）
※計画は、国や都の動向、新技術の開発状況、関連事業との連
携などを踏まえ、適宜見直しを行っていきます。

無電柱化の将来像
●市街地の防災性が高く、災害に強いまち
●活気に満ちたにぎわいや調和のとれた景観が創出されたまち
●安全で安心な道路環境が整ったまち

整備目標（10年後）
●防災上重要な道路の無電柱化に着手
　ただし、第一次緊急輸送道路は無電柱化率100％
●品川区景観計画における重点地区の無電柱化に着手
● 品川区におけるバリアフリー計画の重点整備地区の無電柱

化に着手
無電柱化の整備路線と工事スケジュール
無電柱化推進の課題と基本的な対応策

区道

〈
広
告
〉

主なご意見 区の考え方

無電柱化を進めてほしい。  区における様々な計画と連携し、区道の無電柱化を計画的かつ効率的に推進していきます。

1本の電柱から何本も電線がつながれているが、そのような場
所が無電柱化になったらどうなるのか。

 無電柱化では、整備路線に設置されている電柱・電線は撤去することが基本となります。無電柱化によって、災
害時における通信や電力への被害を軽減することが期待されています。

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
〈6人の方から6件のご意見をいただきました〉

「品川区無電柱化推進計画」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、区ホームページ、
道路課（第二庁舎4階）、地域センターなどでご覧いただけます。 区ホームページは

こちらからご覧いただけます

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

無電柱化の整備目標

①良好な都市景観の確保
　「しながわ」らしいにぎわいのある都市景観を確保する観点か
ら、商店街や駅前周辺などにおける無電柱化を推進します。

②安全・円滑な交通の確保
　高齢者や障害のある方、子どもたちなど全ての人々が安全で安
心して利用できる道路空間を確保する観点から、バリアフリー化整
備や交通安全事業などと連携して無電柱化を推進します。

③防災性の向上
　災害発生時における電柱の倒壊による避難や救助への障害発生
や被害拡大を防止する観点から、緊急輸送道路をはじめ防災に寄
与する道路の無電柱化を推進します。



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。

電子＝区ホームページから電子申請可　 DL＝申請書などは区ホ－ムペ－ジからダウンロ－ド可　●費用の記載がないものは無料　●対象は原則として区内在住・在勤・在学の方
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ひきこもりシリーズ学習会 電子
日 6月25日㈭午後1時30分～3時30分
内「ひきこもりの理解と家族システム」
人 家族などの不登校・ひきこもりでお困りの方15人（先着）
場 申 問 電話で、大井保健センター☎3772－2666へ

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

● 大井保健センター　
 〠140－0014 大井2－27－20
 ☎3772－2666  Fax3772－2570

● 品川保健センター　
 〠140－0001 北品川3－11－22
 ☎3474－2225  Fax3474－2034

ガイド ● 荏原保健センター　
 〠142－0063 荏原2－9－6
 ☎3788－7016  Fax3788－7900

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 小 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）

5月24日㈰
5月31日㈰

内 小
内 小
薬
薬

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
会営薬局しながわ 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）

5月24日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

たつのこどもクリニック 大井2－2－11 ☎3775－8600
藤井歯科医院 大崎1－6－4 ☎3779－9400
Jデンタルクリニック 西大井1－1 ☎3773－1182
大井三ツ又上条接骨院 大井3－2－2 ☎3775－3166
誠道館清水接骨院 小山3－15－1 ☎3783－0685

5月31日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

柿島医院 大井3－21－10 ☎3775－5171
愈稀歯科医院 東大井1－3－30 ☎3472－8241
杏林堂歯科医院 平塚1－17－6 ☎6426－4807
滝澤さめず接骨院 東大井1－1－6 ☎3450－8496
上條接骨院 二葉2－8－9 ☎3786－7949

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）

5月23日㈯
小 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

5月30日㈯
内 小
薬

品川区医師会休日診療所 北品川3－7－25 ☎3450－7650
会営薬局しながわ 北品川3－11－16 ☎3471－2383

行く前に必ず電話連絡を。健康保険証を忘れずに！
内 内科 小 小児科 歯 歯科 骨 接骨 薬 薬局

※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～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

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）
　☎5272－0303 Fax5285－8080

●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323

眼科応急診療
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、お待ち
いただくか他院を紹介する場合がありま
す。

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

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㈬ 24日㈬

高齢期のこころの相談 23日㈫ 23日㈫ 12日㈮

児童思春期のこころの相談   3日㈬ 11日㈭   3日㈬

保健センターのこころの健康専門医相談（予約制）6月

問 各保健センター

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。
　体調不良の場合は受診を見合わせていただくようお願いします。新型コロナウイルス
感染症の影響により、医療機関によっては、健（検）診を実施できない機関もありますの
で、事前にお問い合わせください。

＊1 受診券あり
＊2 年齢は3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

前立腺がん検診…55歳以上の男性

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

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

結核健診（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

イベントなど

児童手当の現況届の提出をお願いします
現在、児童手当を受給している方には、6月上旬に「現況
届」用紙をお送りします。これは、6月分以降の児童手当
を支給できるか確認するためのものです。
提出期間／6月1日㈪～30日㈫
※添付書類などは現況届を確認してください。
提出方法・問 郵送か直接、子育て応援課手当・医療助成
係（〠140－8715品川区役所本庁舎7階☎5742－
6721 Fax5742－6387）へ

児童育成手当・障害手当の現況届の提出をお願いします
現在、児童育成手当か障害手当を受給している方には、6
月上旬に「現況届」用紙をお送りします。これは、6月分
以降の児童育成手当か障害手当を支給できるか確認する
ためのものです。
提出期間／6月1日㈪～30日㈫
※添付書類などは現況届を確認してください。
提出方法・問 郵送か直接、子育て応援課手当・医療助成
係（〠140－8715品川区役所本庁舎7階☎5742－6721 
Fax5742－6387）へ

お知らせ

6月の保育園・幼稚園の
チャイルドステーションについて
　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。　
　6月のチャイルドステーション事業は、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止のため、実施の有無が決ま
り次第、内容を区ホームページに掲載します。
問 保育課施設・運営係

（☎5742－6724 Fax5742－6350）

年間を通して、子育て支援の各種講座を
開催しています
●平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
•子育て交流サロン「平塚橋すきっぷひろば」
•2回食からの離乳食レッスン
•1歳からのとりわけ食
 •2・3歳児食親子クッキング
 •ママのリフレッシュタイム
●大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）
•子育て交流サロン「大崎にこにこるーむ」
•自分でできるプレママのボディケア
 •自分でできる産後ママのボディケア
•アレルギーなどのおしゃべり会・講演会
●荏原区民センター（荏原5－6－5）
•子育て交流サロン「荏原すきっぷひろば」
新型コロナウイルス感染症対策のため現在休止していま
す。内容や開催日、申込方法など詳しくは〈しながわパパ
ママ応援サイト・アプリ〉をご覧いただくかお問い合わせく
ださい。
問 子ども育成課庶務係

（☎5742－6692 Fax5742－6351）

年度内（令和2年4月～3年3月）に76歳・78歳・80歳になる後期
高齢者医療制度加入の方を対象に、歯科健診を実施します。受診
は無料です。健康長寿を目的とした健診内容となっています。
※体調不良の場合は受診を見合わせていただくようお願いしま
す。新型コロナウイルス感染症の影響により、医療機関によって
は、健診を実施できない機関もありますので、事前にお問い合わせ
ください。　

受診方法／受診券・問診票2枚・保険証を持って、区内契約
医療機関へ
※受診券・問診票は6月頃に送付します。
※問診票は受診前にあらかじめ記入してください。
※診療時間内での受診となります。
問い合わせ／国保医療年金課保健指導係

（☎5742－6902 Fax5742－6876）

後期高齢者
歯科健康診査
のご案内



日＝日時・期間  場＝会場・場所  内＝内容  講＝講師  人＝対象・定員  ￥＝費用・料金  参＝参加方法  申＝申込方法  問＝問い合わせ  ＝E-mail  HP＝ホームページ（http://  https://）

6 2020年５月21日号

お知らせ

住まいの施工業者を紹介します
住宅のリフォームや増改築、家具転倒防止
器具の取り付けなどの工事をする方に、区
内建設組合4団体で構成される品川区住
宅センター協議会を通じて、地元の施工業
者を紹介します。相談受付から3・4日で工
事を担当する業者から直接連絡をします。
工事内容や金額などについて相談してく
ださい。
問 住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）

2020年工業統計調査に
ご協力ください
我が国の工業の実態を明らかにし、国およ
び地方公共団体の行政施策の基礎資料を
得ることを目的として、工業統計調査を実
施します。
調査期日／6月1日㈪
調査対象／製造業に属する事業所
調査内容／従業者数、現金給与総額、製
造品出荷額、主要原材料名、作業工程など
調査方法／5月中旬から従業員数を聞き
取り調査のうえ従業員4人以上の事業所
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記
入済み調査票を郵送
調査機関／総務省、経済産業省、東京都、
品川区
※新型コロナウイルス感染予防の観点から、
調査方法が変更となる可能性があります。
問 地域活動課統計係

（☎5742－6869 Fax5742－6750）

シルバー人材センター会員募集
区内の企業や家庭から依頼のあった短期・
軽易な仕事を請負か派遣で紹介します。
短時間でも就業を希望する方をお待ちして
います。まずはご相談ください。
人 区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
￥ 年会費2,500円
問シルバー人材センター本部

（☎3450－0711 Fax3471－6187）

就学相談をご活用ください
発達に心配があるお子さんの就学先につ
いて、相談を受け付けています。お子さん
が楽しく充実した学校生活を送れるよう、
ぜひご活用ください。
受付期間／6月15日㈪～11月30日㈪
人 令和3年4月に、①区立小中学校・義務
教育学校に入学するお子さんで、特別支
援学級への在籍や通級指導学級・特別支
援教室の利用を検討したい方、②都立特
別支援学校の小・中学部への入学を検討
したい方
申 問 6月15日㈪から、電話か直接、教育
総合支援センター特別支援教育係（西五
反田6－5－1☎5740－8202 Fax3490－
2007）へ

国保・年金

交通事故などによるけがで保険証を
使うときは、必ず届け出を
交通事故など第三者の行為によって傷病
を負ったとき、保険証を使って治療を受け
られる場合があります。その際には必ず国
保医療年金課給付係に連絡し、「傷病届」
を提出してください。
●次の場合、保険証を使って治療を受ける
ことができません
●加害者と示談をしたり、治療費を受け
取ったりしている
●仕事中のため労災保険が適用される
●けんか、泥酔などによるけがや病気
問 国保医療年金課給付係

（☎5742－6677 Fax5742－6876）
※被用者保険や後期高齢者医療制度に加入
している方は、各保険者にご相談ください。

催　し

6月のプラネタリウム
土・日曜日、祝日に開催していますが、現
在中止しています。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。
場 問 五反田文化センター（西五反田6－5－1
☎3492－2451 Fax3492－7551HP shina　
gawa-gotanda-planetarium.com/）

6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。
※5月23日㈯の拠点回収は中止します。6月
についても今後の状況により中止する場合
があります。区ホームページでご確認くださ
い。

リサイクルショップ「リボン」
5月31日㈰まで休業しています（状況
により延長する場合あり）。
※受託品の精算など詳しくは各店舗へ
お問い合わせください。
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・年齢の確認ができる
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「衣装ケース特販会」
良品で汚れや破損がないものをそろえ
て販売します。
販売期間／6月1日㈪～10日㈬
※購入は1人5点まで。
※出品は1人1回限り5点まで、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

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。7月号の掲載は、6月19日㈮までに
電話かFAXでお申し込みください。

問い合わせ／品川区清掃事務所（〠141－0032大崎1－14－1☎3490－7098 Fax3490－7041）

ご協力ください < 拠点回収 >

●家庭用電気式生ごみ処理機購入費一部助成 電子
助成額・対象など詳しくはお問い合わせください。

●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。

<拠点回収品目>
●古着・古布：洗濯済みのもの
※靴下類、下着、和服、
制服、ダウン、中綿
入りのもの、カーペッ
ト、バスマット、布団、
かばんなどは回収できません。
● 廃食用油：食用の

動物性・植物性油
※水が混入しているも
のは回収できません。
● 不用園芸土：家庭で不用になった

園芸土
※枝、根、石など異物が
混じっている土、腐敗し
た土、事業所から出された土、プラ
ンター、植木鉢は回収できません。
● 小型家電：10㎝×25㎝以内の、次

の小型家電製品
携帯電話、デジタルカ
メラ、携帯型デジタル
音楽機器（MD ／ CDプレーヤー、
ICレコーダーなど）、家庭用ゲーム機、
車載機器（カーナビ、ETCユニット
など）、ACアダプターなど付属品

廃食用油回収

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記の公演は延期することとなりまし
た。ご理解・ご協力をお願いいたします。

公演延期のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う区営自転車等
駐車場（定期利用）使用料の返還について
新型コロナウイルス感染症対策のための学校、企業などにおける臨時休業や出勤自
粛に伴い、2年4月中の区営自転車等駐車場の利用が一定程度見込めなかった定期
利用者に対して、次のとおり使用料の返還を実施します。
対象月／4月分の使用料（利用している自転車等駐車場によって料金は異なります）
対象者／定期利用使用料を納付し、新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応
による学校・企業などの休業や出勤自粛により、2年4月中の使用日数が10日以下
となる定期利用者
申請期限／5月29日㈮（消印有効）
必要書類（申請に必要なもの）／
●品川区営自転車等駐車場使用料返還申請書兼請求書＊
●支払金口座振替依頼書＊　
●現在お使いの定期券のコピー
＊区ホームページからダウンロードしてください。ダウンロードできない方はお問い合わせください。

申請方法／申請書等を土木管理課自転車対策担当（〠140－8715品川区役所）へ
郵送か利用の区営自転車等駐車場窓口に持参
※駐輪場によっては管理人が常駐していない場合もあります。事前にご確認ください。
問い合わせ／土木管理課自転車対策係（☎5742－6786 Fax5742－6887）

南佳孝＆杉山清貴
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日時／6月6日㈯午後5時開演
振替日／／3年1月28日㈭午後6時30分
開演　

ミュージック・モア
　otonano　コンサート
日時／6月7日㈰午後4時開演
振替日／／3年1月27日㈬午後6時30分
開演

〇チケットは振替日にそのままお使いいただけます。大切に保管してください。
払い戻しを希望する方へは下記のとおり返金します
払戻方法／チケット持参：6月1日㈪～30日㈫に、「きゅりあん3階事務室」（大井町駅前）へ
チケット郵送：6月30日㈫（消印有効）までに、チケット裏面に住所・氏名・電話番号を明記
のうえ、品川文化振興事業団（〠140－0011東大井5－18－1きゅりあん3階事務室）へ
※チケット郵送代はお客様負担、現金書留代は主催者負担となります。
※郵送時のチケット紛失については責任を負いかねます。
問い合わせ／品川文化振興事業団（☎5479－4112 Fax5479－4160 HP www.shina
gawa-culture.or.jp/）
　問い合わせ・払戻受付時間：午前9時～午後5時（土・日曜日を除く）

● 新型コロナウイルス感染症対策として
の家庭でのマスク等の捨て方

鼻をかんだティッシュや使用したマスク
等は、ビニール袋などに入れ、口をしっ
かり結ぶなど密閉したうえでごみ袋に入
れ、燃やすごみの日にお出しください。
＜捨てる際のポイント＞
①ごみに直接触れない
②ごみ袋は口をしっかりしばって密閉
③ごみを捨てた後は手を洗う



その後の
経過を気に
かけてみよう

こころの健康相談　
こころの病気は
誰でもかかる可能性があります！
毎日楽しく、平穏に過ごしたいもの。でも、実際は、なかなかそうはいきません。
新型コロナウイルス感染拡大でも、さまざまなこころの不調を感じることがあります。
思い通りに物事が進まなかったり、突然の出来事に出会ったり、ストレスフルな毎日
が続いたり…
そんな経験は、子どもでも、大人でも、誰にでもあります。
“気分がひどく落ち込む”“何も楽しいと感じない”といった状態が続いている時は、
ちょっと心配です。こころのエネルギーが失われていくと、くたくたに疲れた状態にな
ります。
あなたの周りに、“ちょっと心配”な人はいませんか？
心配な症状を早期に相談・発見し、適切に治療を受けることが重要です。
本人は自らの症状に気づかず、相談しづらい場合もあります。
今、気づいたあなたが相談することが大切です。

精神科専門医相談（予約制）
精神科専門医師が治療の必要性や家族対応など困りごとに合わせた
助言をします。本人、家族からの相談を受けています。
相談の窓口は、管轄保健センターの地区担当保健師になります。

※6月の日程を5ページで案内しています。

個別の相談
保健センターでは地区担当保健師・心理職が、区民のこころの健康相談や精
神疾患の方の療養や社会復帰に関することなどについて個別相談を受けて
います。

講演会・教室など（予約制）
こころの健康をテーマにした「講演会」を開催しています（本紙などでお知ら
せします）。
地域の中でこころの病気のある方や家族が参加できる、「精神家族勉強会」、

「ひきこもり家族教室」、「思春期家族教室」などを実施しています。

問い合わせ  品川保健センター（☎3474－2903 Fax3474－2034）
　　　　　　大井保健センター（☎3772－2666 Fax3772－2570）
　　　　　　荏原保健センター（☎3788－7016 Fax3788－7900）

こころのサイン

か
ら
だ

のサ
イン

ちょっとした
ことで泣き出す

以前より
表情が乏しい

気分が
落ち込んで

やる気がない

不安で
たまらない

一人で
閉じこもりがち

になった

人付き合いを
避ける 死にたくなる

人の目が
気になって
仕方がない

急に眠れなく
なった

心臓が
ドキドキして

息苦しい

周りに誰も
いないのに

声が聞こえる

食べようと思うのに
食べられない、
逆に食べ過ぎる

学校や職場に
行きたくても

行けない

早めの相談が大切です！

いつもと違ったら、ひとりで悩まず、自分で決めつけ
ずに相談してみましょう
身近な相談機関へ相談、または医療機関を受診して
みましょう

●精神保健相談

●うつ病あんしん相談

●児童思春期のこころの相談

●高齢期のこころの相談

みなさんの
周りの

大切なひと
のこころの

SOSに

耳を傾けて
みませんか

？

様子が
いつもと
違うかも？

元気
ないのか

な？

専門の
相談窓口への
相談を勧めよう

気になったら
声をかけて
みよう 眠れている

？

どうかした
の？
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古紙を配合した再生紙を使用しています

●次号予告 6月1日号 ●風水害に備える　●環境月間

新型コロナウイルスに関する感染の予防、心配な症状や対応などについての相談
●品川区電話相談窓口　☎5742－9108 受付時間／月～金曜日午前9時～午後5時（祝日を除く）
●東京都電話相談窓口（コールセンター）　 0570－550571 Fax5388－1396 （日本語・英語・中国語・韓国語対応）
 受付時間／午前9時～午後10時（土・日曜日、祝日も実施）
●厚生労働省の電話相談窓口　 0120－565653 Fax3595－2756
 受付時間／午前9時～午後9時（土・日曜日、祝日も実施）

新型コロナウイルス
感染症について

区では、新型コロナウイルスＰＣＲ検
査の体制の拡充を図るため、「品川区
ＰＣＲ検査センター」を5月12日に開
設しました。
　地域のかかりつけ医が検査を必要
と判断した場合に、区の保健所を介さ
ずにＰＣＲ検査センターで検体を採取
します（完全予約制）。

感染拡大に伴う不安や生活への影響について、外国人の方の相談に対応します
※14言語に対応（やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タガログ語、
タイ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、カンボジア語、ミャンマー語）。
●東京都外国人新型コロナ生活相談センター 0120－296－004
 受付時間／午前10時～午後5時（土・日曜日、祝日を除く）

次の症状がある方は「かかりつけ医」「新型コロナ受診相談窓口」に電話でご相談ください。
● 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦

け ん た い

怠感）、高熱等の強い症状がある。
● 発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある。
※妊娠中の方、重症化しやすい方はすぐに、それ以外の方は症状が4日以上続いた場合は相談してください。

☎5742－9105　受付時間／月～金曜日=午前9時～午後5時（祝日を除く）
☎5320－4592　受付時間／月～金曜日=午後5時～翌日午前9時。土・日曜日、祝日=終日

新型コロナ
受診相談窓口

開設している施設等

開設時間の変更

　区では「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けての品川区基本方針」に基づき、5月31日㈰まで、
行政サービス・施設等は下記のとおり対応しています。
　区役所火曜延長窓口・日曜開庁は休止しています。
　ごみ収集・資源の回収は通常どおり実施しています（5月23日㈯の区内31カ所拠点回収は中止）。
　なお、区役所では、感染拡大防止のため、一部職員の在宅勤務を実施しています。区民の皆さまにはご不便
をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
※5月12日㈫時点の情報です。最新の情報は区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

休業や一部サービスの休止等を行っている施設等 利用を限定している施設等

新型コロナウイルス感染症に関連した行政サービス・施設等の対応状況について

●区立学校
●区立幼稚園
●行政サービスコーナー
　（大井町・武蔵小山・目黒）
●児童センター
●オアシスルーム
●ポップンルーム
●フラっと広場
●地域子育て支援センター
　（ぷりすくーる西五反田内）
●こども冒険ひろば
　（北浜・しながわ）
●教育相談室
● 図書館・大崎駅西口図書取次

施設
●ゆうゆうプラザ
●シルバーセンター

●いきいきラボ関ヶ原
●山中いきいき広場
●荏原いきいき倶楽部
●西大井いきいきセンター
●大井三丁目高齢者憩いの場
● 学校（体育館・校庭等）施設開

放
●温水プール
●総合体育館・戸越体育館
●公園運動施設
●文化センター
●健康センター
●きゅりあん
●スクエア荏原
●O美術館
●区民ギャラリー
●区民集会所

●荏原区民センター
● ウェルカムセンター原・交流

施設
●中小企業センター
●しながわ防災体験館
●品川歴史館
●こみゅにてぃぷらざ八潮
●区民相談室
●区政資料コーナー
●男女共同参画センター
　（交流室・会議室）
●しながわ水族館
●リサイクルショップ「リボン」
●環境情報活動センター
●しなかんPLAZA
●info&cafe SQUARE
●品川宿交流館

●区立保育園
●私立保育園
●すまいるスクール
●心身障害者福祉会館
●障害児者総合支援施設

●品川区清掃事務所
●在宅介護支援センター
●在宅サービスセンター
●小規模多機能型居宅介護事業所
●地域拠点相談支援センター
●障害児者通所事業所等

●自転車保管所（不動前・八潮北）／
火・木・日曜日午前11時～午後6時のみ開設

　区役所本庁舎や地域センターは開庁していますが、窓口は大変混雑しており、限られたス
ペースに多くの方が訪れている状況です。
　人と人との接触機会の低減により感染のリスクを抑制するためにも、可能な限り来庁せず
に手続きをしていただけるよう、「郵送請求」をご利用ください。 

料金受取人払の用紙をダウンロードし、印刷して封筒に貼り付けると、切手を
貼らずにポストに投

とうかん

函できます【8月31日の消印のあるものまで有効です】。
利用要件／次のすべてにあてはまる場合

1  郵送請求・届出ができる手続きであること
2   すでに指定された専用の封筒が用意されていない手続きであること
3  請求者・届出人が品川区民であること
4  ご自身にかかる証明や届出であること

◀  「料金受取人払」の
用紙はこちらから

問い合わせ　品川区新型コロナウイルス感染症対策本部（事務局：総務課総務係☎5742－6624 Fax3774－6356）

•転出届
•住民票の写し・戸籍の証明
•戸籍届出（事前に戸籍届出係まで電話にてご相談願います）

料金受取人払で
郵送請求が
できる手続き

戸籍・住民票に関わる
「郵送請求」は8月末まで
「料金受取人払」で発送できます

問い合わせ　戸籍住民課　Fax5709－7625
転出届 ………… 住民異動係☎5742－6660
住民票の写し … 住民異動係住民票郵送担当☎5742－6770
戸籍の証明 …… 戸籍証明係戸籍郵送担当☎5742－6388
戸籍届出 ……… 戸籍届出係☎5742－6657

　なお、料金受取人払の用紙でお送りいただく場合
は、該当する申請や届出をチェックしてください。
　また、忘れずに「あて先を書いた返信用封筒」を同
封してください。
　返信用の郵送料も区で負担しますので、切手の貼
付は不要です。

詳しくは区ホームページ
をご覧いただくかお問い
合わせください。

品川区ＰＣＲ検査センター
開設について

最新の情報は、区ホーム
ページに掲載しています


