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　「3
スリーアール

R」とは、ごみを減らし、循環型社会を実現するための取り組みです。使
い捨てが当たり前の生活を続けていると、天然資源はなくなり、ごみを埋め立て
る場所も満杯になってしまいます。
　特に今は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、自宅で過ごす時間が増
えたこともあり、家庭から出る資源・ごみの量が増加しています。
　そのような中でも、限りある資源を大切に使い、豊かで清潔な未来を次世代
に残すため、一人ひとりが身近な生活の中で、できることを考えてみませんか。

問い合わせ／品川区清掃事務所リサイクル推進係（☎3490－7098 Fax3490－7041）

◉ 素材が同一のもので分別して、資源のステー
ション回収・集団回収に出す

◉ 買い物にはマイバッグを持参
◉ 非常食は周期を決めて食べて買い足し、賞味期限超えにしない 
（ローリングストック）

◉ 使い捨てになるものは極力買わない　 ◉生ごみはギュッと水きりする　など

◉ シャンプーなどは中身を詰め替えて、容器は繰り返し使う
◉ 使えるものは交換・修理などをして大切に使う　 ◉ほかの使い方を工夫する
◉ 自分が要らなくなったものは、必要としている人に譲る　など

資源の出し方ポイント

例えば、ペットボトル・キャップ・ラベル
は同じプラスチックでもそれぞれ素材が
異なります

毎月1日発行で「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」の情報を掲載し、地域センター、図書
館、文化センターなどの区施設に置いています。
掲載申込方法／電話かFAXで品川区清掃事務所へ

購入額の3分の1（上限2万円）を助成します。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。

衣類や日用品は → 旗の台店（旗の台5－13－9☎︎5498－7803 Fax5498－7804）
家具や贈答品は → 大井町店（区役所第三庁舎2階☎︎5742－6933 Fax5742－6945）

リサイクル情報紙「くるくる」

家庭用電気式生ごみ処理機購入費の一部助成

リサイクルショップ「リボン」

ペットボトルのキャップとラベルもプラスチック製容器包装
として出す（ ）

※リサイクルできない紙もあります･･･
感熱紙、カーボン紙、防水加工した紙、汚れたり臭いのある紙、圧着
はがきなど（ ）

資源を大切にしよう
10月は「3

ス リ ー ア ー ル

R推進月間」です

3R
ごみを減らす
ための3つの
行動の頭文字

スリーアール
優
先
順
位

やむを得ず
捨てるときはR リサイクルecycle まずはR

リデュース

educe 

区で行っている取り組み

区で行っている取り組み

次にR リユースeuse 

びん、缶、ペットボトル
サッとすすぎ、ペットボトルのキャップとラベルは外して出す

菓子箱、ティッシュ箱、ちらし、カタログなど
「雑がみ」として出す

プラスチック製容器包装
サッとすすいで出す

紙パック
すすいで、開いて、乾かして出す

古紙
新聞・雑誌・段ボール・雑がみに分け、種類ごとにしばって出す

ごみになるものを
極力出さない

分ければ資源
混ぜればごみ

使えるものは
繰り返し使う

2. 品川区地域公共交通基本方針策定
3. 児童センター紹介

出典：環境省

1 ごみ箱にごみ袋をか
ぶせ、いっぱいにならな
いようにしましょう！
ごみは、いっぱいになる前
に早めに出しましょう。

2 ごみに直接触れることのないよ
う、しっかりしばって出しましょう！
ごみは空気を抜いてからしっかりしばっ
て出しましょう。万一、ごみが袋の外面
に触れた場合や、袋が破れている場合
は、ごみ袋を二重にしてください。

3 ごみを捨てたあと
はしっかり手を洗いま
しょう！
石けんを使って、流水で
手をよく洗いましょう。

新型コロナウイルス
などの感染症に感染
した方やその疑いの
ある方の使用済みマ
スク等の捨て方

新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのごみの出し方について

e
リデュース

duce （発生抑制）

e
リユース

use  （再使用）

e
リサイクル

cycle （再生利用）

R
R
R
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主なご意見 区の考え方

鉄道と路線バスのサービス勢力圏域（P.22とP.23）において、バス停へのアク
セス圏が300mに設定されていますが、老人や足の悪い方、悪天候時の利用を
考慮すると、200mにした方が良いのではないでしょうか。

鉄道や路線バスのサービス勢力圏域の考え方は全国で統一したものはなく、各自
治体によって異なります。品川区では、路線バスのサービス勢力圏域を国や周辺
区を参考にバス停から300mに設定しました。

P.27の図30において、鉄道駅500m、バス停300m圏域外地域として上大
崎2丁目を認知していないことは基礎分析として不適切です。このエリアから
は区民の声やタウンミーティングで行政サービスが他地域より不足している
ことが指摘されています。

区としましても、上大崎2丁目が圏域外地域であることは認知しております。本方
針では圏域外地域のうち複数地域が連坦する地域名を記載しておりましたが、ご
意見を踏まえ、P.23とP.27の図30に上大崎2丁目の記載を追加するとともに、
P.23およびP.40の圏域に関する文章にも上大崎の記載を追記しました。なお、
コミュニティバスの試行運行路線の選定に向けた「ステップ1：地域の評価」を行
うにあたり、鉄道駅やバス停からの距離、路線バスの運行本数も考慮しており、上
大崎2丁目に圏域外地域が存在することを反映した評価を行っています。

補助26号線だけでなく、他の整備済みの大通り、例えば補助205号線(光学
通り)、補助163号線の完成部分など、幅の広い道路を生かした交通改善を検
討する必要があると考えます。例えばシェアサイクル普及に向けて自転車専
用レーンの駐停車や事故を防ぐための自転車専用レーンの縁石や柵の設置、コ
ミュニティバス運行やバス事業者誘致による交通の改善が挙げられます。

いただいたご意見のとおり、補助26号線以外の道路につきましても、地域公共交
通の目標である「利便性の高いネットワークの形成」や「安全・安心な利用環境の
整備」を踏まえた取り組みについて、関係機関と調整しながら進めてまいります。

○コミュニティバスの運行ルートに関する具体的なご意見
• 品川シーサイド～天王洲アイル～品川図書館～大井町～区役所～戸越公園～
戸越銀座～スクエア荏原～武蔵小山～学芸大学駅・三軒茶屋駅方面

• 西小山～荏原中延～西大井～立会川～大井競馬場前
• 武蔵小山～(補助26号線経由)～大井町
• 桐ケ谷斎場～(百反通り経由)～大井町
• 西大井4丁目～西大井駅・滝王子通り　　など

コミュニティバスの運行ルートについて、様々なご意見があることは区でも承知
しております。区としましては、本方針P.50～P.51に示す5つのステップの中で
様々な視点から導入効果が高いと見込まれる路線を試行運行路線として決定して
まいります。

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
〈18人の方から27件のご意見をいただきました〉

このほか、既存バス路線の強化や、武蔵小山を発着する空港アクセスバスに関するご意見などもいただきました。

①	誰にでも利用しやすいサービスの提供
②	利便性の高いネットワークの形成
③	安全・安心な利用環境の整備
④	環境負荷の低減や観光施策との連携

令和11年度

①	コミュニティバス導入地域における利
便性の向上

②	地域のつながりやにぎわいの創出（地
域振興）

③	コミュニティバスを活用したシティプロ
モーションによる品川区のイメージアッ
プおよびブランド力の向上

品川区地域公共交通基本方針
を策定しました

　現在、品川区内には鉄道駅が延べ40駅、路線バスも64系統存在し、交通の利便性は高い環境にあります。交通利便性の高さは、品川区がもつ
魅力の大きな一つとなっていることから、この魅力を維持・継続するため、区内の交通利便性の更なる向上をめざし、交通に関する様々な取り組みを
進めていく必要があります。
　そこで、品川区における地域公共交通の目標を設定し、各交通サービスが担う役割や今後の取り組みの方向性を示すことを目的として、本年4～
5月に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「品川区地域公共交通基本方針」を策定しましたので、その概要をお知らせします。

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
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1
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3

ステップ
5
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2
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4

コミュニティ
バスの
目標像

「品川区地域公共交通基本方針」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、都市計画課（本庁舎6階）、
区政資料コーナー（第三庁舎3階）、区ホームページでご覧いただけます。

●現在、品川区地域公共交通会議においてコミュニティバス導入に向けた検討を進めています。
会議での検討状況は、区ホームページでご覧いただけます。

こちらからご覧になれます

問い合わせ／都市計画課（本庁舎6階☎5742－6760 Fax5742－6889）

地域公共交通の目標を設定しました コミュニティバスの導入方針を定めました

目
標
像

概
　
要

　品川区において、「路線バス」
「コミュニティバス」「デマンド交通」「シェアサイクル」の4つの
交通サービスを『地域公共交通』として位置づけます。

地 域 公 共 交 通 の 定 義

こちらからご覧になれます
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こちらからもアクセスできます

詳しくは、「しながわパパママ応援サイ
ト」で紹介しています。
https://city-shinagawa-
kodomomirai.tokyo/

　区内に25館ある児童センター＊では、地域の子どもたちがいろいろなあそびを体験できるよう、0～18歳
のお子さんと保護者が参加できる事業を実施しています。子育ての相談もできます。各館ごとに卓球やバ
スケットボールなど様々なスポーツを楽しむこともできます。
　今回は児童センターで体験できるスポーツの一部を紹介します。講師から指導やアドバイスを受けること
ができる機会もあります。ぜひ、スポーツ体験をしに児童センターへ遊びに来てください。
＊南ゆたか児童センターは改築のため休館しています
※新型コロナウイルス感染症対策のため利用人数・時間を制限しています。

皆さんのお越しを
お待ちしています!

新型コロナウイルス感染症対策をしながら、
児童センターは開館しています

問い合わせ  子ども育成課育成支援係（☎5742－7823 Fax5742－6351）

児童センターの
利用方法が変わりました（ ）

〇 各センター受付で事前に登録が必要です（住
所・氏名・連絡先・学校名・学年・保護者名）。

〇 来館時は受付で入館票に名前を記入、職員が
登録の確認をします。
• 人数制限があるため、入館者数が多い場合
は入れない時もあります。

• 小学生以上の方はマスクの着用をお願いし
ます。

• 来館前の検温をお願いします。
〇 帰る時は、入館票の退館のチェック等、記入

をしてください。
〇 事業に参加する際は事前に予約が必要です。

あらかじめ各館にお問い合わせください。内
容によっては、当日の参加も可能です（実費が
必要な場合あり）。

〇 おやつや食事をとることはできません。
〇 体調がすぐれない方は利用をお控えください。

＊1　改築のため東大井3－4－4（東大井公園内仮施設）へ移転中
＊2　改築のため2年度休館

センター名 住所 電話・FAX番号 子育てネウボラ
相談員

サンデー子育て
サポート

ティーンズ
プラザ

北品川 北品川2－7－21 ☎・Fax3471－2360
小関 北品川５－8－15 ☎3449－1676　Fax3449－0942
東品川 東品川1－34－9 ☎3472－5806　Fax3472－5807 ● ● ● （月・水）
南品川 南品川4－5－28 ☎3450－5043　Fax3450－5045
東五反田 東五反田5－24－1 ☎・Fax3443－1629
中原 小山1－4－1 ☎・Fax3492－6119 ● （水・木）
三ツ木 西品川2－6－13 ☎・Fax3491－1005 ●
東大井＊1 東大井1－22－16 ☎3471－1070　Fax3471－8539 ● （水・木）
南大井 南大井3－7－13 ☎・Fax3761－4148
水神 南大井5－13－19 ☎3768－2027　Fax3768－2056 ●
一本橋 大井2－25－1 ☎・Fax3775－4352 　
大井倉田 大井4－11－34 ☎3776－4881　Fax3778－1263 ● 　
滝王子 大井5－19－14 ☎3771－3885　Fax3771－6491 ● ● （火・水）
伊藤 西大井6－13－1 ☎・Fax3771－1311
後地 小山2－9－19 ☎・Fax3785－5033 　
平塚 平塚2－2－3 ☎・Fax3786－2228 ● ● ● （火・水）
旗の台 旗の台5－19－5 ☎3785－1280　Fax3785－1260 ● ●
中延 西中延1－6－16 ☎3781－9300　Fax3781－9601 　
冨士見台 西大井6－1－8 ☎3785－7834　Fax3785－7835 ● 　 ● （水・金）
西中延 西中延3－8－5 ☎・Fax3783－1875 　
東中延 東中延2－5－10 ☎・Fax3785－0419 ● （水・土）
大原 戸越6－16－1 ☎・Fax3785－5128　
ゆたか 豊町1－18－15 ☎3786－0633　Fax3786－1925 ● ● ● （水・木）
南ゆたか＊2 豊町4－17－21
八潮 八潮5－10－27 ☎3799－3000　Fax3799－3074 ● ● ● （火・水）

対象／区内在住で、乳幼児の保護者
申込方法／各館へ、電話か直接申し込み
問い合わせ／子ども家庭支援センター（☎︎6421－5281 Fax6421－5238）

ネウボラとは
フィンランド語で
「アドバイスする場
所」の意味です。

区内9カ所の児童センターでは、保健師・看護師・教師・
保育士などの有資格者が「子育てネウボラ相談員」とし
て、子育て全般の相談、子育てサービス情報の提供、他
機関の紹介、サポートプランの作成を行っています。

開館情報：月～土曜日午前9時～午後6時　※祝日、年末年始を除く。

日曜・祝日に6館を開館しています。親子のふれあいの場としてご利用ください。
開館時間／日曜日・祝日午前9時～午後6時

児童センターでは、中高生の様々な活動を支援しています。9館で週2回指定
の曜日に午後6時以降、開館時間を延長しています。
延長時間／午後6時～7時　対象／中学生・高校生

しながわネウボラネットワーク【子育てネウボラ相談員】 【サンデー子育てサポート】

児童センター一覧

【ティーンズプラザ】

卓球台をはさんで向かい合い、
ボールをラケットで打ち合うス
ポーツです。10月から12月に
13館で元オリンピック卓球選
手から指導を受けられる「スペ
シャル卓球教室」を行います。
実施館／児童センター全24館
実施日時／各館のお知らせをご
覧いただくかお問い合わせくだ
さい。

自分の手足で壁のホールドを登っ
ていくスポーツです。ゆたか児童
センターにはボルダリングウオー
ルが3面あり、最大傾斜120度の
壁もあります。定期的にコースも
変更され、3月に大会イベントも実
施する予定です。
実施館／ゆたか児童センター
実施日時／（要事前予約）木曜日午
後4時～5時45分ほか
対象／小学生以上の方　
※貸し出し用シューズあり。

わずか幅5㎝のライン上で技を展開
し、その難易度や美しさを競い合う
スポーツです。講師がいる日は、基
本から高度な技まで指導を受けられ
ます。10月より各館で「スラックラ
イン ライド オン フェス」を開催。
体験と講師のデモンストレーション
の見学ができます。
実施館／東品川・東大井・中原・水
神・大井倉田・滝王子・平塚・東中
延・ゆたか・八潮児童センター
実施日時／各館のお知らせをご覧い
ただくかお問い合わせください。

マットの上で跳躍して、体
をひねったり姿勢を変えた
り様々な技を楽しむスポー
ツです。講師から安全な跳
び方や技の指導を受けられ
ます。幼児・親子で利用で
きたり、土曜日に実施して
いる館もあります。
実施館／小関・南大井・大
井倉田・滝王子・平塚・東中
延児童センター
実施日時／各館のお知らせ
をご覧いただくかお問い合
わせください。

ローラーのついた専用の
シューズを履いて、スケー
トのように滑走するスポー
ツです。貸し出し用シュー
ズやプロテクターなどもあ
ります。
実施館／冨士見台児童セン
ター
実施日時／（要事前予約）月
2回土曜日午後2時～3時

卓球
ボルダリングスラックライン トランポリン

インライン
スケート

～

新し
い生

活様
式　イ

ヤじゃないよ

だってみ
んなが大切な人～

ゆたか児童センター

冨士見台児童センター
平塚児童センター

水神児童センター 大井倉田児童センター
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二人で子育て（父親学級）
会場 日時

①品川保健
　センター 12/20㈰　9:30～12:05

②大井保健
　センター 12/5㈯   10:00～12:25

　14:00～16:25
③荏原保健
　センター 12/12㈯　9:30～12:05

　13:30～16:05
内 もく浴実習、妊婦体験、講義「赤ちゃ
んとの生活」ほか
人 区内在住で、パートナーが出産を控え
た初めて父親になる方（妊娠22週以降）
①③各24人②各16人（選考）
申 11月10日㈫（必着）までに、往復はが
きに「二人で子育て」とし、希望日時（第
3希望まで）、2人の住所・氏名・電話番
号・Ｅメールアドレス、出産予定日をポ
ピンズ品川区係（〠150－0012渋谷区
広尾5－6－6広尾プラザ5階）へ
●区ホームページの「子ども・教育」⇒

「妊娠・出産」⇒「妊娠中のサービス」⇒
「二人で子育て（両親学級）土日開催」か
らも申し込めます。
問 各保健センター

発売開始日・時間／10月16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（翌日以降は午前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
（翌日以降は午前9時から）　
※電話予約では座席の選択はできません。

インターネット
午前9時から＝HP www.shinagawa-culture.or.jp/

日時／12月19日㈯
①午後2時開演（午後1時30分開場）
②午後4時開演（午後3時30分開場）
会場／スクエア荏原ひらつかホール
　　　（荏原4－5－28）
出演／ヒネモス
料金／2,000円、小学生以下1,000円（全席指定）
※発売初日は1人6枚まで。
※3歳未満のお子さんのひざ上鑑賞は無料。

　10月より新型コロナウイルス
感染防止対策のため、休日・土曜
日夜間の医師会休日診療所の受付
方法を予約制とします。来院前に
必ず電話で受診の予約をお願いし
ます。予約がない場合は受診でき
ません。また、受付時間について
も午後9時までとなります。
　ご不便をおかけしますが、区民
の皆様と医療従事者の安全を確保
するため、ご理解とご協力をお願
いします。
問 健康課庶務係

（☎5742－6744 Fax5742－6883）

応急診療所の受付方法と
受付時間変更のお知らせ

！

キ
リ
ト
リ
線

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

●	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時で終了）

10月11日㈰
　    18日㈰

内 小
内 小
薬
薬

品川区医師会休日診療所 予約制 北品川3－7－25 ☎3450－7650
荏原医師会休日診療所 予約制 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）

10月11日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

はせがわ内科クリニック 大井3－25－13 ☎3775－1311
轟歯科医院 南大井6－19－16 ☎3762－7020
すずき歯科医院 小山5－6－9 ☎3788－9871
目黒整骨院 上大崎2－15－5 ☎3444－7796
上條接骨院 二葉2－8－9 ☎3786－7949

10月18日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

石井診療所 南大井4－5－6 ☎3761－5477
古川歯科 南大井6－25－3 ☎3765－3307
上山歯科医院 二葉1－14－2 ☎3781－5018
大井三ツ又上条接骨院 大井3－2－2 ☎3775－3166
工藤総合接骨院 小山4－7－2 ☎3785－7844

土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時で終了）

10月17日㈯
内 小
薬

品川区医師会休日診療所 予約制 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

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。

環境学習講座「しながわ中央公園での
植物探検と花の万華鏡作り」
公園の植物観察と普段は見られない公園の環境施設
の紹介もします。
日 11月8日㈰午後2時〜4時　※小雨決行。
場 しながわ中央公園（区役所前）
人 小学1〜3年生と保護者15組（抽選）
申 問 10月19日㈪（必着）までに、往復はがきで講座
名、参加者全員の住所・氏名・学年・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
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

親子ネイチャープロジェクト（第1弾）
「しながわの秋を楽しもう」	
日 11月15日㈰午前10時〜午後2時
※現地集合・解散。
場 品川区キャンプ場（八潮3－1）
人 区内在住の小学生と保護者10組（抽選）
¥ 1人1,000円（保険料・昼食代・材料費込）
申 問 10月26日㈪（必着）までに、往復はがきで住所、参加者の
氏名、お子さんの学年、電話番号を子ども育成課庶務係（〠140
－8715品川区役所☎5742－6720 Fax5742－6351）へ

「親子の居場所をつくろう」交流会
親子の集まる場所作りを始めている人、これから始める人、興
味がある人、みんなで考え話してみましょう。
日 11月9日㈪午後1時30分〜3時30分
場 ゆたか児童センター（豊町1－18－15）
人 品川区で親子が集まる場所作りに興味がある方15人（抽選）
主催／品川宿いどばた、親子ひろばつっくいた、ママかつ
申 10月30日㈮までに、Eメールで氏名、職業、住んでいる地域、
参加動機を品川宿いどばた shinagawa.idobata＠gmail.
comへ　※電話での申し込みは、品川宿いどばた・駒崎☎090
－4228－3132へ。
問 子ども育成課育成支援係（☎5742－7823 Fax5742－6351）

塾代などを支援します
（受験生チャレンジ支援貸付事業）
中学3年生、高校3年生の学習塾などの費用や受験
費用について貸し付けを行います。
貸付額／受講料＝実費（上限200,000円）
高校受験料＝実費（上限27,400円）
大学受験料＝実費（上限80,000円）
人 次の全てにあてはまる方
○20歳以上で、世帯の生計中心者
○預貯金などが600万円以下
○土地・建物を所有していない（自己居住用は除く）
○都内に引き続き1年以上住民登録をしている
○生活保護受給世帯でない
○暴力団員が属する世帯の構成員でない
○世帯（父母など養育者）の総収入または合計総所
得が一定基準以下
基準額：給与収入（年金収入）のみの場合
世帯人数 一般 ひとり親世帯

2 2,717,000円以下 3,018,000円以下
3 3,343,000円以下 3,788,000円以下
4 3,864,000円以下 4,415,000円以下
5 4,415,000円以下 4,832,000円以下

※営業所得など、給与収入以外の所得がある場合は
総所得で確認。　※詳しくはお問い合わせください。
問 生活福祉課相談係

（☎5742－6545 Fax5742－6798）

講　座

お知らせ

問い合わせ／チケットセンターC
キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

大人から子どもまで！
奇想天外な
おもちゃの楽隊

催　し

▲︎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。

トランペット・アコーディオンなどの楽器と、のこ
ぎり・おもちゃ・ガラクタなどで奏でる魅力的な
演奏の数々をお楽しみください。だれもが楽しめ
る音楽会です。

奇想天外な
おもちゃの楽隊
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65歳以上の方を対象としたお知らせや講座などの情報です。

お知らせ

カード形式の障害者手帳の交付
障害者手帳の様式は、これまで紙形式の
みとしていましたが、10月1日からカー
ド形式への選択も可能となりました。
人 次の申請時にカード形式を希望する方

・身体障害者手帳＝新規・再交付
・愛の手帳＝再交付
・精神障害者保健福祉手帳＝新規・更新
※申込方法など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。
問身体障害者手帳・愛の手帳＝
障害者福祉課

（☎5742－6710 Fax3775－2000）
精神障害者保健福祉手帳＝
品川保健センター

（☎3474－2225 Fax3474－2034）
大井保健センター

（☎3772－2666 Fax3772－2570）
荏原保健センター

（☎3788－7013 Fax3788－7900）

エコワット（簡易型電力量表示器）の
無料貸し出し
家庭で使用している電化製品に取り付け
ることで、電力使用状況が分かるエコワッ
トを貸し出します。テレビやパソコンなどに
取り付けて、節電に役立ててみませんか。
貸し出し期間／最長2カ月
申 問 電話で 、環 境 課 環 境 推 進 係（ ☎
5742－6755 Fax5742－6853）へ

建築のルールを守って住みよい　
安全なまちづくり
違反建築防止週間（10月15日㈭〜21日
㈬）に、取り締まりのための一斉公開パ
トロールを実施します。建築基準法を守
り、市街地の良好な環境をつくるためご
協力ください。
問 建築課監察担当

（☎5742－6771 Fax5742－6898）

平塚児童センターは照明LED化工事
のため、11月9日㈪休館します
問 子ども育成課育成支援係

（☎5742－7823 Fax5742－6351）

南大井文化センター
エレベーター工事のお知らせ
工事のため次の期間はエレベーターの使
用ができません。
工事期間／11月9日㈪〜3年1月29日㈮
※工事中は、大きな音と振動が全館に響
きます。
問 南大井文化センター

（☎3764－6511 Fax5493－7286）

生活にお困りのときは
ご相談ください
生活上の不安や困っていることを一緒に考
え、状況に応じた相談・支援を行います。
開設時間／月〜金曜日
午前9時〜正午・午後1時〜5時　
※祝日・年末年始を除く。

場 品川区暮らし・しごと応援センター
（第二庁舎3階）
人 区内在住の方
※生活保護受給中の方は対象外です。
問 同センター☎5742－9117
生活福祉課相談係（☎5742－6714 
Fax5742－6798）

品川区奨学金（在学応援資金・
入学準備金）募集を行っています
●在学応援資金
貸し付けの対象となる費用／高校等在学
に必須ではないが、課外活動や目標を実
現するために必要な費用など
対象者／区内に住民登録があり、次の全
てにあてはまる方
・高校（中等教育学校の後期課程を含む）
か高等専門学校、専修学校（高等課程に
限る）に在学している
・経済的理由により、修学することや修
学に付随する課外活動を行うことが困難
である（所得制限あり）
・明確な目標と意欲を備えている
●入学準備金
貸し付けの対象となる費用／高校等入学
にかかる費用（入学金、制服代、教材費な
ど）
対象者／区内に住民登録があり、次の全
てにあてはまる方
・高校（中等教育学校の後期課程を含む）
か高等専門学校、専修学校（高等課程に
限る）に入学を予定している9年生の保
護者である
・経済的理由により高校等への入学に際
して要する資金の支払いが困難である

（所得制限あり）

・保護者が同種の奨学金を他から借り受
けていない
・入学予定者が高校等入学に対して明確
な目標と意欲を備えている
・入学予定者が高校等における課程を修
学する学力を有している
申 問 10月30日㈮までに、子育て応援課
で配布する申請書と必要書類を同課家庭
支援係（本庁舎7階）へ持参
※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。
問 子育て応援課

（☎5742－6385 Fax5742－6387）

講　座 　
労働セミナー
「同一労働同一賃金」の実務
働き方改革関連法による法改正の概要に
加え、企業の実情に応じた具体的な見直
し作業をわかりやすく解説します。
日 11月24日㈫・26日㈭
午後1時30分〜3時30分
場 南部労政会館（大崎1－11－1ゲート
シティ大崎ウエストタワー2階）
講 大野ゆかり（特定社会保険労務士）
人 使用者、人事労務担当者、テーマに関
心のある方各50人（先着）
申電話かFAX、ホームページの応募フォー
ムで希望日、氏名、電話番号を東京都労働
相談情報センター大崎事務所（☎3495－
4872 Fax3495－4916「TOKYOはたらく
ネット」HP www.hataraku.metro.
tokyo.lg.jp/sodan/seminar/）へ
問 商業・ものづくり課

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

◇品川区立大井林町高齢者住宅の入居待機者募集中
安否確認、緊急対応、生活相談サービスなど24時間体制（夜間は緊
急ボタン対応）の見守りを付加した、サービス付き高齢者向け住宅
の入居待機者を募集しています。
所在地／東大井4－9－1
募集人数／若干名　※毎月末までに申し込みをした方に対して、
翌月第3水曜日に公開抽選を行い待機順位を決定。

家賃／月額75,000円（単身用）・100,000円（2人用）
※その他、基本サービス費・共益費あり。　※所得に応じて家賃助成あり。
申込要件／申込日現在、①区内に2年以上居住している65歳以上のひとり
暮らしの方か65歳以上の方と同居人が60歳以上の2人暮らしの世帯、②立
ち退きなどによる住宅困窮者　など　※詳しくはお問い合わせください。
申込書配布場所／大井林町高齢者住宅
問 さくら会☎5495－7080
高齢者地域支援課高齢者住宅担当（☎5742－6735 Fax5742－6882）

▲︎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。

ボランティア
品川区地域貢献ポイント事業

さわやかサービス協力会員募集 ポ

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区が指定
するボランティア活動1回につき、1ポイントを差
し上げています（年間50ポイントが上限）。ためた
ポイントは区内共通商品券への交換か、福祉施設
などに寄付ができます。事前にボランティアセン
ターや対象施設などで申し込みが必要です。

※登録者には、「はつらつカード｣を発行します。
人区内在住でおおむね60歳以上の方
対象施設／区が指定する高齢者施設、障害者施設
など（さわやかサービス、ほっとサロン、支え愛・
ほっとステーションでの活動も含まれます）
※詳しくはお問い合わせください。

さわやかサービスは高齢者や障害者、産前産後の方
を対象として、家事援助を中心に、区民相互の助け
合いを支援する有償のボランティア活動です。
内 掃除、食事作り、外出の付き添い、福祉車両（車
いすごと乗れる車両）の運転など
人 18歳以上の方（福祉車両の運転は登録時69歳以下）

謝礼／1時間800円（交通費支給）
【協力会員募集説明会】
日 10月17日㈯午後1時～2時　※登録後、希望者
は引き続き研修に参加可（午後2時～4時）。
場 参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ
※さわやかサービス窓口でも随時受付中。

品 川 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー （☎5718−7172 Fax5718−0015）
高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742−6733 Fax5742−6882）

さわやかサービス
（☎5718−7173 Fax5718−1274 shinashakyo.jp/sawayaka/index.html）

※ ポは地域貢献ポイント事業の対象です。

■使用済みの切手・テレホンカード類を集めています（未使用も可）。品川ボランティアセンター（〠140−
0014大井1−14−1）へ送ってください。

最新の情報は、区ホームページに掲載しています

問い合わせ／地域活動課統計係
（☎5742－6869 Fax5742－6750）

○調査票（紙）の郵送回答
調査票に記入のうえ、「郵送提出用封筒」（切手不
要）に入れて郵便ポストへ投函してください。

○インターネット回答
配布されたインターネット回答用「ID・アクセス
キー」でログインし、案内に沿ってご回答ください。

国勢調査の結果は、福祉施策、防災対策、地域創生
などの重要課題に対する施策に活用されるととも
に、国民全員の共有財産として、広く一般の方にも
ご利用いただけます。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

国勢調査の回答がまだお済み
でない方は、ご回答をお願いし
ます。

国勢調査の回答は
お済みですか？

国勢調査イメージキャラクター
「センサスくん」
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高次脳機能障害者サポーター
養成講座
障害への理解促進と当事者への支援者を
増やすための養成講座です。
日 講義＝12月2日㈬・9日㈬・16日㈬・
23日㈬
特別講演会＝12月19日㈯
午前10時〜正午（全5回）
人 区内在住か在勤で、18歳以上の方
10人（抽選）
￥ 1,500円程度（テキスト代）
場 申 問 11月20日㈮（必着）までに、往復
はがきで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を障害者地域活動支援セ
ンター（〠142－0064旗の台5－2－2心
身障害者福祉会館内☎5750－4996 
Fax3782－3830）へ

産業技術高専オープンカレッジ
「はじめての手作りコスメ」
コスメ（化粧品）づくりにおいての化学に
関する基礎知識を学び、コスメを実際に
作ります。
日 12月5日〜26日の土曜日
午後1時〜4時（全4回）
人 高校生以上の方15人（抽選）
￥ 4,300円
場 申 11月19日㈭（必着）までに、ホーム
ページの応募フォームかはがきで、講座
名、住所、氏名（ふりがな）、年齢（学年）、
電話番号、Eメールアドレスを産業技術
高等専門学校（〠140－0011東大井1－
10－40 HP www.metro-cit.ac.jp/）へ
問 文化観光課生涯学習係

（☎5742－6837 Fax5742－6893）

シニア生涯ワーキングセミナー
生活設計に備えたプランニング知識とシ
ニア世代の再就職を同時に考えます。
日 11月13日㈮午後1時〜3時45分
場 中小企業センター（西品川1－28－3）
講 下島利光（ファイナンシャルプランナー）
ほか
人 55歳以上で働く意欲のある方14人

（先着）
持ち物／電卓、筆記用具
申電話で、長寿社会文化協会☎5843－
7665へ
問 商業・ものづくり課産業活性化担当

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

「はじめての簿記」受講者募集
（オンライン受講）
日 3年1月7日〜29日の火・木・金曜日、
2月の金曜日、2月9日㈫・10日㈬・16日
㈫・18日㈭・25日㈭
午後6時15分〜8時15分（全20回）
内 簿記の基礎（簿記3級程度）
￥ 2,000円（テキスト代）
申 11月30日㈪までに、電話でシルバー
人材センター☎3450－0711（土・日曜
日、祝日を除く午前9時〜午後5時）へ
問 商業・ものづくり課中小企業支援係

（☎5498－6340 Fax5498－6338）

男女共同参画推進講座
「SDGsってなんだろう？」
日 11月17日㈫午後1時30分〜4時
内 ゲ－ムを通してSDGsを理解する
講 山本ゆかり（イマココラボ広報担当）
人 16人（先着）

場 申 問 10月12日㈪午前10時から、電話
かFAXで講座名、住所、氏名、年齢、電話
番号を男女共同参画センタ－（東大井5
－18－1きゅりあん3階☎5479－4104 
Fax5479－4111）へ

認知症サポーター養成講座
（オンライン受講）
日 11月7日㈯午前10時30分〜正午
内 ZOOMアプリを使用したオンライン
講座
※インターネット通信料は自己負担で
す。Wi-Fi環境下での利用を推奨します。
人 30人（先着）
申 問 10月23日㈮までに、電話で高齢者
福祉課認知症対策係（☎5742－6802 
Fax5742－6881）へ

募　集

「環境保全活動顕彰」募集	電子
地域での清掃や緑化活動・自然環境の保
護活動など、環境に配慮した活動や取り
組みを顕彰します。
人 区内で環境保全に関する活動をして
いる企業・団体・個人
※自薦・他薦を問いません。
申 問 11月13日㈮（必着）までに、応募用
紙を環境課環境推進係（〠140－8715
品川区役所本庁舎6階☎5742－6755 
Fax5742－6853）へ郵送かFAX、持参
※応募用紙は区ホームページからダウン
ロードできます。
※優れた活動は3年2月27日㈯にスクエ
ア荏原で行われる式典で顕彰します（日
程等変更の可能性あり）。

助　成

自宅のリフォーム、増改築工事のた
めの融資あっせんをします
一般よりも低い金利で資金を借りること
ができるように、金融機関をあっせんし
ます。工事前にご相談ください。
対象工事／自宅（工事後に居住する区内
にある住宅を含む）のリフォーム、増改
築工事、建て替え（50㎡以上80㎡未満。
ただし、木造住宅密集地域内の場合は面
積を問わない）

※あっせん条件や申込要件など、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。
問 住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）

雇用環境整備事業助成金
新型コロナウイルス感染症対策のため、
次の雇用環境整備に取り組む企業を支援
します。
①テレワークの導入　
テレワーク導入のためのコンサルティン
グ経費や導入経費等を助成します。
助成額／対象経費の5分の4（上限100万
円）
②就業規則の改定・見直し　
時差出勤や特別休暇導入のために就業規
則を見直した場合のコンサルティング料
などを助成します。
助成額／対象経費の5分の4

（上限20万円）
──────── 共通 ────────
人 区内に主な事業所を置く中小事業者
など
申請期限／①3年1月29日㈮
②2月26日㈮
※詳しくは中小企業支援サイト HP www.
mics.city.shinagawa.tokyo.jpをご覧
ください。
問 商業・ものづくり課産業活性化担当　

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

産後の家事・育児支援のヘルパーな
どの利用助成
区と提携した家事・育児支援のヘルパー
利用に対して、費用の一部を助成してい
ます。
人 区内在住の出産した方で、生後6カ月
になるまでの乳児を育児中の方
※プランニングは産前も対象。
助成内容／
支援サービス＝1時間2,000円（上限20
時間。多胎出産の方は上限40時間）
プランニング＝1,000円（1回のみ）
※利用方法など、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。
問 子ども家庭支援センター管理係

（☎6421－5281 Fax6421－5238）

認知症とともに生きる
認知症講演会

認知症当事者による講演会（手話通訳付き）

『「今」を「豊か」に暮らしていくために』
日時  11月8日㈰午前10時30分～正午
会場  東京医療保健大学（東五反田4－1－17）

対象・定員／区内在住か在勤の方50人
（先着）
申込方法・問い合わせ／10月26日㈪ま
でに、電話かFAXで講演会名、住所、氏
名、電話番号を高齢者福祉課認知症対策
係（☎︎5742－6802 Fax5742－6881）へ
※後日案内状を送付します。
※当日オンライン配信を予定しています。
詳しくは、お問い合わせください。

丹野智文
（宮城県在住）

柿下秋男
（品川区在住）

岩田美枝
（品川区在住）

詳しくは区ホームページをご覧になるかお問い合わせください。
問い合わせ  
しながわ活力応援給付金コールセンター 0570－02－5670

（月～金曜日 午前9時～午後5時〈祝日を除く〉）　※英語・中国語も対応。
しながわ活力応援給付金担当 Fax5742－6877

しながわ活力応援給付金の申請は
お済みですか？
申請締切は11月10日㈫（消印有効）です

問い合わせ  障害者福祉課障害者福祉係（☎5742－6707 Fax3775－2000）

心身の障害や障害児等の介護でお困りの時はお近くの相談員へご相談ください
区長から委託された相談員が、身体や知
的、精神に障害のある方の地域生活に関
する支援の相談に応じています。秘密は固
く守ります。お気軽にご相談ください。
相談日時／随時
相談方法／電話またはファックス
相談内容／障害のある方の相談と必要な指
導・助言および家庭における養育、生活など
に関する相談と必要な指導・助言
※施設入所、身体障害者手帳・愛の手帳の交
付申請手続きなど、福祉事務所との連絡調整
を行っています。

氏名 電話・FAX（兼用）
視覚障害者
笹原　　稔 080－8855－0988＊1
寺島　政博 090－4093－7680＊1
肢体不自由児・者

（主として父母などが相談する場合）
菊地絵里子 6902－0070
武田　澄昌 090－9855－2840＊1
庭田富美代 3773－9887
九鬼　美穂 5434－2707
重症心身障害児・者
須藤　基子 080－1161－0240＊1
丸山　文子 3471－7939

氏名 電話・FAX（兼用）
肢体不自由者（本人）・内部障害者
伏見　敏博 3781－5169
山﨑久美子 3781－1477＊1
久保しのぶ 3765－4896
聴覚障害者　
住谷　宏見 5702－6005 ＊2
佐々木敏惠 3784－7895 ＊2
人工肛

こうもん

門・膀
ぼうこう

胱の方
横山　行保 3450－4796
知的障害者
川村　智美 3490－3203
白鳥由起子 080－3120－9825＊1

氏名 電話・FAX（兼用）
横山　京子 5702－0430＊1
大上　好江 3763－8975
島崎　妙子 3799－3670
佐藤　直子 070－5593－6477＊1
松田　啓江 3782－9534
徳山　香織 080－8729－4426＊1
尾下　貴美 3781－2770
精神障害者
庄田　　洋 3458－6908
横田　信子 3782－4952

＊1＝電話専用　＊2＝FAX専用

講師
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会場・問い合わせ／O美術館（大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階☎3495－4040 Fax3495－4192）

みつめよう 今 わがまち
～しながわ百景原画展～

〇 術 画美 企館 展

▲︎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。 最新の情報は、区ホームページに掲載しています

10月16日㈮～11月18日㈬
午前11時～午後6時30分（入館は午後6時まで）　※木曜日休館。 「品川浦とつり船」鳥山玲

住宅のエコ・バリアフリー改修工事
費用の一部を助成します
対象／次の全てにあてはまる工事
・着工前
・区内業者に発注して行う既存住宅の改
修
・ほかの助成制度などを利用していない
・次のいずれかの工事を含み、全体工事
金額が10万円以上

エコ改修
LED照明器具設置、遮熱
性塗装、窓や外壁の断熱改
修、高断熱浴槽設置など

バリアフリー
改修

手すり設置、段差解消、ト
イレや浴室の改修など

その他の
工事

屋根の軽量化、外壁耐火パ
ネルの設置、防犯ガラス・
扉の設置など

申込者の主な要件／
①個人
・工事対象住宅に居住しているか改修後
に居住する方
・工事対象住宅の所有者か賃借者の方
※賃借者の場合は所有者から工事の承諾
を得ていること。
・前年合計所得が1,200万円以下の方
②賃貸住宅個人オーナー
・共同住宅共用部分の工事である
・区内に工事を行う賃貸住宅を所有して
いる個人の方
・前年合計所得が1,200万円以下の方
③マンション管理組合
・共用部分の工事である
・対象工事について総会などで区分所有
者の承認が得られている
助成額／工事金額の10％（上限20万円。
賃貸住宅個人オーナー、マンション管理
組合が申込者の場合は上限100万円）

申 問 着工前に必要書類を住宅課住宅運
営担当（本庁舎6階☎5742－6776 
Fax5742－6963）へ持参
※詳しくは同課で配布する募集案内をご
覧ください。区ホームページからダウン
ロードもできます。
※区内の施工業者をお探しの方には、住
宅センター協議会を通じて、施工業者を
紹介することができます。詳しくは住宅
課までお問い合わせください。

アスベストの分析調査・除去工事費
用を助成します
建物などの吹き付けアスベストの分析調
査費・除去工事費を助成します。
助成対象／①アスベスト分析調査費
②アスベスト除去工事費
※①と②の対象要件が異なりますので事
前にお問い合わせください。
人 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分析調査費の10分の10

（上限7万円／棟）
②除去工事費の3分の2

（上限200万円／棟）
助成件数／①5件、②3件（先着）
●利用中の建物のアスベスト含有建材の
目視調査を無料で実施します
※目視で確認可能な範囲のみ調査し、分
析は行いません。
人 区内の住宅・事務所・作業所・店舗・
倉庫・駐車場などの所有者・賃借人など
件数／11件（先着）
──────── 共通 ────────
※申請方法など詳しくはお問い合わせく
ださい。
問 環境課指導調査係

（☎5742－6751 Fax5742－6853）

雇用環境安定化事業助成金
新型コロナウイルス感染症に係る国の助
成金を受けようとする中小企業に対し、
申請に要する社会保険労務士の代行費用
などを助成します。
助成対象経費／次の助成金の申請に要す
る社会保険労務士への事務手数料
①雇用調整助成金
②小学校休業等対応助成金　など
人 区内に主な事業所を置く中小事業者
など
助成金額／対象経費の10分の10

（上限10万円）
申請期限／3年2月26日㈮
※詳しくは中小企業支援サイト HP www.
mics.city.shinagawa.tokyo.jpをご覧
ください。
問 商業・ものづくり課産業活性化担当

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

しながわ～く（働き方改革）推進助成
働き方改革に取り組む企業を支援します。
①働き方改革奨励金　
奨励額／10万円

助成対象／働き方の改善のために整備し
た制度（利用があった場合のみ）
②働き方改革コンサルティング経費助成
助成額／対象経費の3分の2

（上限100万円）
助成対象／働き方改革の取り組みに係る
コンサルティング費用
③事業所内育児施設整備費助成
助成額／対象経費の2分の1

（上限100万円）
助成対象／事業所内に育児スペースを設
けるための工事費・賃料
──────── 共通 ────────
人 区内に1年以上主な事業所を置く中小
事業者
募集期間／①3年3月31日㈬
②③2月26日㈮まで
※詳しくは中小企業支援サイト HP www.
mics.city.shinagawa.tokyo.jpをご覧
ください。
問 商業・ものづくり課産業活性化担当

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

1987年に“わがまちしながわ”を伝える風景として選定された「しながわ
百景」の原画を中心に、2017年・区政70周年を機に新しく加わった「し
ながわ百景」を題材として“品川ゆかりのアーティスト”が描いた作品も
展示します。作品を通して、品川区の新しい魅力を再発見しませんか。

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。

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。
※貸し出しは無料ですが、修理代は自己負担です。また電話機との相性
により取り付けできないことがあります。

「自動通話録音機」無料貸し出し

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

※テレビ映像に影響が生じた場合は、無償で回復作業を行いますので、コールセ
ンターへお問い合わせください。
問 700MHzテレビ受信障害対策コールセンター 0120－700－012（午前
9時～午後10時）　※つながらない場合は、☎︎050－3786－0700（有料）。

受信障害が発生する可能性がある地域の方へ、ちらしを配布します。

11月19日㈭から、品川区内で各携帯電話事業者が新しい電波（700MHz帯）
を使用する予定です。これに伴い、一部のテレビ映像に影響が出る恐れがあ
ります。この影響を防止するための工事を700MHz利用推進協会（NTTド
コモ、KDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンクの4社が設立）が実施し、工事
に掛かる費用は700MHz利用推進協会が負担します。また、工事作業者が費
用を請求することは一切ありません。

700MHz利用推進協会による
テレビ受信対策工事について

日時

入場無料
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●次号予告 10月21日号 ⃝しながわ！パークタイム

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

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
怠
たい

感
かん

）、高熱等の強い症状がある方
● 発熱や咳

せき
などの比較的軽い風邪の症状があり、

①妊娠中の方、重症化しやすい方、② ①以外の方で症状が続く方
☎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

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」を開設して
います。
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（医師による完全予約制）。

●かかりつけ医紹介窓口
・品川区医師会かかりつけ医紹介窓口☎3450－6676
・荏原医師会かかりつけ医紹介窓口☎5749－3088
受付時間／午前9時～午後5時（土・日曜日、祝日を除く）

問い合わせ／保健予防課感染症対策係
（☎5742－9153 Fax5742－9158）

区内の出来事を、区ホームページでは日々お知らせしています。“しながわレポート！”ではその中からピックアップして掲載しています。

池田山公園一部リニューアル
四季折々の花が美しい公園として親しまれている、池田山公園（東五反
田5－4）が3月に一部リニューアル。公園北側入り口からあずま屋まで
の園路をバリアフリー化し、あずま屋の前にウッドデッキを設置しました

（8/11区ホームページで紹介）。

夏休み明けの入園式
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、延期されていた区内9園の入園
式を開催。久しぶりに登園した城南
幼稚園の子どもたちは、先生の呼び
かけに元気に返事をしていました。

9/1㈫

9/1㈫

9/4㈮

9/4㈮
9/3㈭

東品川ゆうゆうプラザ 
オープニングセレモニー開催
東品川シルバーセンターの老朽化にともな
う改修工事を経て、ゆうゆうプラザとしてリ
ニューアル。既存の高齢者向けサービスを
残しつつ、多世代の区民の身近な憩いの場・
交流の場として今後活用していきます。

「しながわ みんなで想
お も

う
橙
オレンジ

プロジェクト」を実施
認知症の方やご家族、厚生労働省任命の認
知症本人大使「希望大使」の方々とともに
区役所前の花壇に、認知症支援のイメージ
カラーであるオレンジ色の花、マリーゴー
ルドなどを植えました。

「W
ワ

a ! 接触冷感フェイスカバー」
区ではシティプロモーショングッズとして、呼吸がし
やすく咳

せき
エチケットに効果的なフェイスカバーを製

作。ウオーキング時などに便利です。フリーサイズ（S
～M相当）、税込300円、取扱場所は区政資料コーナー

（第三庁舎3階）か広報広聴課（本庁舎5階）です。

第1回成人式実行委員会開催
区内在住の新成人の中から応募のあった12
人が実行委員になりました。第1回目は、初
対面であることから自己紹介からスタート。
記念品の選定などについて話し合いが行わ
れ、意見が活発に交わされました。

9/8㈫

9/5㈯
大きく育て！ 
品川カブの学習と種まき
立会小学校で2年生の児童を対象に品川カブ
について学ぶ出前授業を実施。品川カブを復
活させた、大塚好雄さんから品川カブの歴史
や畑づくり、種まきから収穫までの流れを学
びました。翌日には種まきを実践しました。

106匹のこいのぼり 秋の空に舞う
三木小学校の伝統行事「こいのぼり上げ」。こどもの日
の由来を伝え、児童に健康の大切さを実感してもらお
うと始まり、今年で38回目です。屋上にロープを結び
付け、児童が持っていたこいのぼりを放すと元気よく
青空へ舞い上がりました。


