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水辺のしながわを
巡る クルーズ＆屋形船特別ツアー

コース
デイ・ナイト1  目黒川コース（天王洲 五反田）

デイ2  羽田コース（天王洲 羽田空港）
ナイト3  東京湾コース（天王洲 レインボーブリッジ）

趣のある提灯が灯された屋形船に乗って非日常感を味わえます

水辺のしながわ

魅力
再
発見

【ソーシャルディスタンスへの配慮】
・ これまでの乗船定員の約半分の定員で運航します。他グループ

間の相席は行いません。
・ アクリル板やパーテーションを設置し、飛

ひ ま つ

沫対策を実施します。

【乗船前の健康確認・消毒】
・  乗船前の船内清掃を徹底し、手すりやテーブルなど乗船客の手

が触れる場所は消毒を行います。
・  乗船前の検温、健康確認を行い、万が一の場合を考え連絡先を

伺います。
・  乗船前に手指消毒をお願いしています。消毒液はいつでも使用

できるよう、船内に設置しています。

【船内の対応】
・  換気設備は常時運転し、一部の窓を開けて運航します。
・  料理は一人ひとり個別で提供します。

コロナ感染予防の対策を徹底し行っています

期間／3年3月31日出船分まで　※予算が上限に達し次第、終了。
内容／区内の屋形船を利用する際に、一人あたり乗船料の半額（上限5,000円）を補助

　（例）通常11,000円コースの場合＝5,000円を補助し、乗船者は6,000円を負担
　　　通常 8,000円コースの場合＝4,000円を補助し、乗船者は4,000円を負担

※自己負担額を直接、各船宿（屋形船事業者）へお支払いいただきます。
※キャンペーン対象の船宿は、天王洲・キャナルサイド活性化協会（☎
4405－5785 http://canalside.or.jp/enjoyyakata/）のホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせください。
予約方法／電話で、各船宿（屋形船事業者）へ

期間／12月、3年1月16日～30日の土・日曜日
時間／ 1 3 1時間程度 2 2時間程度
料金／ 1 1,500円（小学生以下1,000円） 2 3 2,000円（小学生以下1,500円）
定員／ 1 20人前後 2 3 30人前後
※予約・ツアーの詳細は、Tokyo Sea Trip（☎050－7124－4008〈午前10時～午後
5時、月曜日・年末年始は除く〉 https://seatrip.tokyo/）のホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせください（ツアー内容等変更の可能性あり）。

感じる“しながわ水辺”プロジェクト

（左）目黒川コースの到着は
五反田リバーステーション
（中）船上からの天王洲アイ
ルの夜景
（右）爽やかな京浜運河緑道
公園の運河の風景

目黒川または天王洲運河を巡るショートクルーズです。
水上から新旧織り成すしながわの街並みを満喫できます。

天王洲アイルの景色（上）
とツアーを巡るクルーズ船
（イメージ）

・船から見るといつもの風景の印象が一変
・ガイドの説明で、知らなかった学びや気づきも
・船旅を短時間で楽しめる気軽さ
・リーズナブルな値段でクルーズが楽しめる

ツアーの
魅力

しながわ屋形船に
お得に乗れる ENJOY しながわ屋形船キャンペーン

感じる“しながわ水辺”プロジェクトとは？
水辺観光の認知度向上・活性化を目的
とするプロジェクト。特別ツ
アーのほか、水辺PRフォトコ
ンテスト等を実施予定です。

貸切船であれば昼間の
景色を楽しめます

新しい生活様式を実践する今、地域の魅力を再発見する「マイクロツーリズム」
が注目されています。区内には目黒川や京浜運河、東京湾などの水辺の見どこ
ろがたくさんあり、小さな旅にぴったり。普段とは異なる船からの景色は、旅情
感もあり、改めてまちの風情や魅力に気づくことができます。

問い合わせ 　文化観光課観光推進係（☎5742－6913 Fax5742－6893）

エ ン ジ ョ イ



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://）

2 2020年11月21日号 ●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。
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● 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

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

がんの夜間相談窓口
日 12月18日㈮
受付時間／午後6時～8時 
場 申 当日、直接マギ－ズ東京（江東区豊
洲6－4－18☎3520－9913）へ 
問 健康課保健衛生係（☎5742－6743 
Fax5742－6883）

難病リハビリ教室
日 12月7日㈪ 午後1時30分～4時
内 作業療法士による指導と助言
人 パーキンソン病、その他の神経難病
患者と家族30人（先着）
場 申 問 電話で、品川保健センター☎
3474－2904へ

ひきこもりシリーズ学習会
日 12月24日㈭ 午後1時30分～3時30分
内「『助けて！』が言えない 家訓・校風
の危うさ」
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

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7日㈪ 午後2時～4時
講 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

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）

11月22日㈰
23日㈷
29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）

11月22日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

ふじいクリニック 西大井4－15－4 ☎5718－1417
西大井歯科医院 西大井2－3－4 ☎3775－3784
塩野目歯科医院 中延4－5－1 ☎3783－4450
スズキ整骨院 南大井4－9－21 ☎3763－3816
荒川接骨院 中延4－5－21 ☎3787－9520

11月23日㈷

内 小
歯
歯
骨
骨

柿島医院 大井3－21－10 ☎3775－5171
たなか歯科医院 西大井1－10－14 ☎5746－1182
伊藤歯科医院 豊町3－12－17 ☎3781－5834
山根接骨院 西品川1－23－15 ☎3779－9137
昭和通り接骨院 西中延2－9－13 ☎3788－7470

11月29日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

岩端医院 大井1－55－14 ☎3775－1551
いとひや歯科クリニック 南大井4－4－7 ☎3761－1452
戸越銀座デンタルケアークリニック 平塚3－1－12 ☎6908－1188
ケアステ－ション鍼伮・整骨院 大井1－45－4 ☎3771－2727
押田接骨院 小山2－8－13 ☎3787－8036

土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時で終了）

11月21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

11月28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

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
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（予約制）＊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)
※新型コロナウイルス感染症の影響で、受診ができ
なかった元年度に対象だった方も受診できます

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・80歳 契約医療機関
問 国保医療年金課☎5742－6902

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
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

※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。

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   4日㈮ 23日㈬ 18日㈮
うつ病あんしん相談 25日㈮ 23日㈬ 23日㈬
高齢期のこころの相談 22日㈫ 22日㈫ 11日㈮
児童思春期のこころの相談   2日㈬ 10日㈭   9日㈬

保健センターのこころの健康専門医相談（予約制）12月

問 各保健センター

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

お知らせ

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 利用申し込みについて
＝保育課入園相談担当（第二庁舎7階☎5742－6725 Fax5742－6350）
開設予定の認可保育園について
＝保育支援課開設・計画担当（第二庁舎7階☎5742－6936 Fax5742－9178）

環境学習講座
「庭師と一緒に作るミニ門松」
庭師の仕事について聞き、庭から出たものを使っ
てミニ門松を作ります。
日 12月20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 小野勝己（造園技能士1級）
人 小学生と保護者15組（抽選）
申 問 11月30日㈪（必着）までに、往復はがきで講
座名と参加者全員の住所・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。

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
人 3年2月3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4日㈮（必着）
申込書など配布場所／保育課入園相談担当、認可保育園
申 申込書と必要書類を①特定記録郵便等追跡可能な郵便で保育課入園相談担当へ郵
送か、②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
※郵送での提出にご協力ください。感染症対策のため、持参の場合はできるだけ一人
での来庁をお願いします（お子さん同伴可）。

12月の保育園・幼稚園の
チャイルドステ－ションについて
チャイルドステ－ション事業（区立保育
園・幼稚園での保育体験・子育て相談・
園庭開放・季節の行事）は、現在休止し
ています。開催が決まり次第、区ホ－ム
ペ－ジでお知らせします。
問 保育課施設・運営係

（☎5742－6724 Fax5742－6350）

名称（仮称） 所在地 対象・定員（予定）
アソシエ東大井公園 東大井3－1 0～5歳児　69人
クオリスキッズ大井町第2 大井3－26 0～5歳児　60人
ココファン・ナーサリー旗の台 旗の台3－3 0～5歳児　60人
さくらさくみらい東品川 東品川4－9 0～5歳児　70人
さんさん森の保育園大井町 南品川6－15 0～5歳児　99人
品川大和 小山4－3 0～5歳児　60人
ほっぺるランド東品川 東品川3－25 0～5歳児　72人
みらいく東品川園 東品川3－26 0～5歳児　60人

イベントなど



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

32020年11月21日号●各施設や事業などで行っている新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください。

　令和元年中のHIV感染者・エイズ患者報告数は全国で1,236人、都内では406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
より発病を遅らせることができるようになり、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、
情報をご案内しています。

電話相談　☎3227－3335
月～金曜日　　　　正午～午後9時
土・日曜日、祝日　午後2時～5時
 （年末年始を除く）
※相談時間は原則30分以内です。

11月16日㈪～12月15日㈫は
エイズ予防月間です

HIV抗体検査（予約制）
感染の機会から2カ月以上た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。

品川保健センター（北品川3－11－22）
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
荏原保健センター（荏原2－9－6）

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

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7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 戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23）

3年1月7日
～3月25日 木

各
9回

 9:45

各
30人

各
4,500円② 11:45

③ 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2） 各

11回

13:45
各

5,500円④ 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

 9:45
⑤ 11:45
⑥ 品川学園温水プール

（北品川3－9－30） 1月8日
～3月26日 金 各

12回

 9:45
各

6,000円
⑦ 11:45
⑧ 豊葉の杜学園温水プール

（二葉1－3－40）
 9:45

⑨ 11:45
※時間は1時間。

はつらつ健康教室
（短期集中予防サービス）

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。

日時（全12回） 会場
3年1月6日～3月24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7日～3月25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8日～3月26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）

＊工事のため、エレベーターの使用ができない期間があります。
人 在宅介護支援センターに相談し、総合事業対象者か要支援
1・2と判定された、自分で会場までの往復ができる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）

1月コース
募集

12月1日は世界エイズデーです

問い合わせ／保健予防課（☎5742－9153 Fax5742－9158）

人権尊重都市品川宣言27周年

しながわ人権のひろば2020
会場／荏原文化センタ－（中延1－9－15）

●品川区立学校人権標語・ポスタ－展
日時／12月5日㈯～7日㈪
午前9時30分～午後4時45分　
※7日は午後3時まで。
会場／レクリエ－ションホ－ル
※混雑時は入場をお待ちいただくことがあります。そのほか、感染予
防対策にご協力ください。
問い合わせ／人権啓発課（☎3763－5391 Fax3768－5092）

●女性弁護士による法律相談
日時／12月5日㈯
①午前9時30分～正午 ②午後1時30分～4時
会場／第二講習室
定員／各5人（先着）
申込方法・問い合わせ／12月4日㈮までに、電話かFAXで男女共同
参画センタ－（☎5479－4104 Fax5479－4111）へ

新型コロナウイルス
感染症にかかる相談窓口について

新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方からの問い合わせにワンストップで対応
する相談窓口として、東京都では新たに「東京都発熱相談センター」を設置しました。
発熱等の症状やかかりつけ医の有無に応じて、電話にてご相談ください。

日ごろ受診されている医療機関に電話でご相談ください。
 （発熱等の症状がない場合も、不安な症状がある方は、日ごろ受診されている医療機関にご相談ください。）

症状に応じて、地域の身近な医療機関をご案内します。
●東京都発熱相談センター ☎5320－4592　　受付時間／24時間（土・日曜日・祝日を含む毎日）

新型コロナウイルスに関する感染の予防、感染不安などの相談に対応します。
●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　  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）

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）

かかりつけ医が
いる方

かかりつけ医が
いない方

外国人の
方で

不安に
思う方

発熱等の
症状が
ある

発熱等の
症状が
ない

症状に適した、かかりつけ医
となる医師を紹介します。

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）



「不当な差別的取り扱い」
とは？

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害
を理由として、サービスの提供を拒否したり、制
限したり、障害のない人にはつけない条件をつ
けたりすることです。
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問い合わせ  障害者福祉課障害者施策推進担当
　　　　　（☎5742－6762 Fax3775－2000）

障害者差別解消法を
ご存じですか？

　平成28年4月から施行された障害者差別解消法（障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律）は、障害のある人への差別をなくすこ
とで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることをめざし
ています。
　この法律では、行政機関などや会社・お店などの民間事業者に対し
て、障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」の禁止と「合理的な配
慮」の提供を求めています。
　法施行から4年がたちました。障害のある人のことをもっと良く知っ
て、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を築いていきましょう。

障害のある人に物件を貸
すことはできないと言っ
て対応しない。

障害を理由にスポーツ体験やカル
チャースクールの入会などを断る。

車いすの使用や補助犬の同行
を理由に入店を拒否する。

心の
バリアフリー
～声かけの　　　を広げよう～わ！

障害のある人の求めに
応じて、バリアフリー
対応物件を探すなど
適切に対応する。

こんなことで困っています

「合理的配慮」
とは？

障害は、生まれた時からある人もいれば、
病気や事故、あるいは年をとることによっ
て発生する場合もあり、誰にでも生じる可
能性のある身近なものです。また、障害の
種類やその人ごとの症状や程度、そしてそ
の人がいる場面や状況ごとに不便さや困難
さが違います。周囲の人の理解やサポート
があれば、不便さや困難さを感じないで済
むことがあります。
　最近、新型コロナウイルス感染症の影響
で声かけやサポートが減っています。

障害のある人から「社会のバリア（設備や制度など）
を取り除くために何らかの対応が必要」という意
思表示があった場合、負担が重すぎない範囲で合
理的な対応をすることです。

・差別解消法では、民間事業者は努力義務とされ
ていますが、平成30年10月に施行された都条例（東
京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関
する条例）では、差別解消の取り組みを一層進め
るため、義務化されました。

ヘルプマークをご存じですか？
ヘルプマークは、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている方の
ためのマークです。このマークを見かけたら、電車内で席をゆずる、困ってい
るようでしたら声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

●区役所

本庁舎3階 総合案内受付、障害者福祉課、福祉計画課
高齢者福祉課、戸籍住民課

第二庁舎3階 生活福祉課
第三庁舎3階 区民相談室
本庁舎4階 税務課、国保医療年金課
第二庁舎4階 防災課
議会棟4階 区議会事務局
本庁舎6階 経理課、住宅課、木密整備推進課、建築課

第二庁舎6階 地域活動課、文化観光課
オリンピック・パラリンピック準備課

本庁舎7階 生活衛生課、保健予防課、健康課、子育て応援課
第二庁舎7階 保育課、保育支援課、子ども育成課、学務課
総務部分室 人権啓発課

●区内各施設
品川第一地域センター
品川第二地域センター
大崎第一地域センター
大崎第二地域センター
大井第一地域センター
大井第二地域センター
大井第三地域センター
荏原第一地域センター
荏原第二地域センター
荏原第三地域センター
荏原第四地域センター

荏原第五地域センター
八潮地域センター
品川保健センター
大井保健センター
荏原保健センター
品川区清掃事務所
教育総合支援センター
品川図書館
心身障害者福祉会館
しながわ水族館

言語 開始時間
手話、英語、中国語、韓国語
ポルトガル語、スペイン語 午前8時30分

＊

ベトナム語、タイ語、ロシア語
フランス語、タガログ語
ネパール語、ヒンディー語
インドネシア語

午前9時

設置場所

通訳可能な言語・利用開始時間

　光と馬の屋外アミューズメント「東京メガイルミ」は、大
井競馬場を舞台とした競馬のない日の冬季イベント！
　今季は噴水ショーとオーロラがさらにグレードアップ！メ
ガイルミならではの癒しのお馬さんも毎日登場します。
　入場者数を制限するなど感染症対策も徹底。しながわ
区民デーを11/21㈯～11/23㈷に実施しますので、お楽
しみに！　

東京メガイルミ 2020－2021
日時／10月24日㈯～3年1月11日㈷午後4時30分か午後5時30分～9時30分
※競馬開催日、1月1日㈷を除く。　※最終入場は午後8時30分。
場所／大井競馬場（勝島2－1－2）
料金／日付指定前売券＝800円、小学生～高校生400円
当日券＝1,000円、小学生～高校生500円
※当日券は人数制限により販売しない場合があります。
※未就学児無料。　※福祉割引あり。
◎開催状況など詳しくは東京メガイルミ公式サイトをご確認ください。
問い合わせ／東京メガイルミ運営事務局（☎3762－5230 HP tokyomegaillumi.jp/）
文化観光課観光推進係（☎5742－6913 Fax5742－6893）

　品川区では、飼い犬の散歩中に住民の安全・安心を脅かす場面に接した際、110番通
報を行うことで区内の防犯活動に協力していただく「わんわんパトロール」事業を推進し
ています。
　ご協力いただける方には、犬の散歩時に使用する「わんわんパトロール」用バッグを無
料配布しています。地域活動課生活安全担当か区内動物病院でお申し込みください。
問い合わせ／地域活動課生活安全担当（☎5742－6592 Fax5742－6878）

通

旧バッグ

こうしてくれると助かります
困っている人を見かけたら、声をかけ、
本人の意思を確認しながら、必要なサ
ポートをしましょう。あなたのちょっと
した声かけや行動で助かる人がたくさ
んいます。まずは「何かお困りですか？」

「何かお手伝いしましょうか？」と尋ね
てください。

遠隔通訳サービス（みえる通訳）を実施しています
手話や外国語を使う方が区役所の各窓口で相談や手続きに利用できる
遠隔通訳サービスです。区役所外にいる通訳スタッフが、タブレット
端末のビデオ通話機能を利用して、手話と13カ国語を同時通訳します。

各施設の開庁日に利用できます。
通訳の種類と設置場所は下記のとおりです。

問い合わせ
情報推進課情報推進担当（☎5742－6618 Fax5742－7164）

信号待ちの時、「青です。渡れ
ます」「赤です。止まって！」と
教えてください。

信号が変わったのがわからない。

交通機関の車内アナウンスが
聞こえない。

お店で棚の上のほうにある
商品に手が届かない。

混雑時など、駅のホームで方向を
見失ってしまうことがある。

「取りましょうか？」
とものを取ってくれ
ると助かります。

筆談や手話、コミュニケーション
ボード、スマートフォンなどで会
話をしてくれると助かります。

新バッグ

バッグのデザインを

リニューアルしました

困っている人を見かけ
たら、気軽に声をかけ
てください。

筆談やタブレットなどを用いて、障害
のある人の希望を聞きとり、わかりや
すく内容を説明する。

負担が重すぎない範囲で出入り口にスロー
プなどを設置し、机などの配置を変更し、
入店できるように工夫する。

＊は月～金曜日に利用できます

●中小企業センター
商業・ものづくり課 消費者センター



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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お知らせ

都市計画案の縦覧
都市計画案を縦覧します。この案に意見のあ
る方は、意見書を提出することができます。
日 12月2日㈬～16日㈬
内 ①東京都市計画用途地域の変更（放射
2号線沿道）【東京都決定】
②東京都市計画高度地区の変更（放射2
号線沿道）【品川区決定】
③東京都市計画防火地域及び準防火地
域の変更（放射2号線沿道）【品川区決定】
④東京都市計画特別工業地区の変更（放
射2号線沿道）【品川区決定】
縦覧場所・意見書の提出先・問

①＝東京都都市計画課（〠163－8001東
京都都市整備局都庁第二本庁舎12階☎
5388－3225）
※縦覧のみ品川区都市計画課でも可。
②～④＝品川区都市計画課（本庁舎6階☎
5742－6760 Fax5742－6889）
●変更内容に関する説明資料は、11月
21日より区ホームページでご覧いただけ
ます。あわせて①～④の説明会も開催し
ます。
・・北側区間（山手通り～荏原1－4）
日 12月8日㈫・10日㈭ 午後7時から
場 第一日野小学校（西五反田6－5－32）

・・南側区間（荏原1－25～平塚橋交差点）
日 12月2日㈬・3日㈭ 午後7時から
場 荏原第一中学校（荏原1－24－30）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
入場時に記名をお願いします。
問 品川区都市計画課

（☎5742－6760 Fax5742－6889）

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な
どについての相談
※1回2時間程度。土・日曜日も可。
人 品川区内にあるマンション管理組合
※1組合に各3回まで。
申 問 1週間前までに、電話で住宅課住宅運
営担当（☎5742－6776 Fax5742－6963）
へ

五反田文化センタープラネタリウム
休止のお知らせ
機器入れ換え作業のため休止します。
日 11月25日㈬～3年1月31日㈰
問 五反田文化センター（☎3492－2451 
Fax3492－7551）

税　金

個人住民税（特別区民税・都民税）に関
するお知らせ～医療費控除の申告は明
細書が必要です
　令和3年度（令和2年分）から、医療費控
除の申告は、領収書の提出ではなく、「医
療費控除の明細書」の提出が必要となり
ますのでご注意ください。
※医療保険者から交付を受けた医療費通
知を添付する場合は、医療費控除の明細
書の記載を簡略化することができます。
※医療費の領収書はご自宅で5年間は保
管が必要です。
問 税務課課税担当

（☎5742－6663～6 Fax5742－7108）

催　し

交流スペース「みんなのひろば」
性自認・性的指向のあり方や多様性を認
め合い、差別や偏見をなくせるよう、安
心して思いや悩みを共有し、自分らしく
生きることのできる交流の場です。
日 12月12日㈯ 午後2時～4時
内 DVD上映「カランコエの花」（39分）、
フリートーキングなど
人 10～80歳代の性自認・性的指向など
で悩んでいる方や家族・友人・職場の方
など
場 申 問 11月24日㈫午前10時から、電
話かFAXに「みんなのひろば」とし、氏
名（ニックネーム可）を男女共同参画セ
ンター（東大井5－18－1きゅりあん3階
☎5479－4104 Fax5479－4111）へ

講　座

区民プロデュース型講演会「クリスマ
スコンサートの楽しみ方」
日本音楽高等学校の皆さんにご協力い
ただき、クリスマス音楽に関する講演会
と音楽会をあわせて行います。
日 12月22日㈫ 午後2時～4時
場 きゅりあん（大井町駅前）　
講 菊本和仁（日本音楽高等学校校長）
人 16歳以上の方100人（抽選）
運営／品川シルバー大学同窓会
申 問 12月7日㈪（必着）までに、往復はが
きに「品川シルバー大学同窓会」とし、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
在勤・在学の方は会社名・学校名を文化
観光課文化振興係（〠140－8715品川
区役所☎5742－6836 Fax5742－
6893）へ

WEB広報入門
WEB・SNS活用の基本的な考え方と事例を
学び、集客や支援者を増やしたいなど、団体
の目的に合わせた活用方法を考えます。
日 12月8日㈫ 午後7時～9時
※YouTubeによる申込者限定のオンラ
イン配信セミナーです。
内 伝えたい情報を効果的に届けるため
のWEB広報入門
講 加藤たけし（文部科学省大臣官房広報
戦略アドバイザー）
人 地域活動・NPO活動をしている方、
関心のある方
申 問 電話で、地域活動課協働推進係（☎
5742－6605 Fax5742－6878）へ
※録画配信（セミナー終了後～12月22日㈫）
も行います。詳しくは、しながわすまい
るネットホームページ HP shinagawa
-smile.net/をご覧ください。

しながわ～く（働き方改革）推進セミ
ナー（オンラインセミナー・予約制）
働き方改革の一環としてテレワーク導
入に取り組む区内企業向けのオンライ
ンセミナーです。
日 12月8日㈫ 午後6時～8時
内「今日からできる！ 中小企業のための
テレワーク入門」
講 熊代知也（みんなの社労・行政書士事
務所代表）
人 区内に本社か事業所を有する中小企
業者100人（先着）
※申込方法など詳細はエキスパート・リ
ンク（☎6450－2891HP shinagawork
20201208.peatix.com）のホームペー
ジをご覧いただくかお問い合わせくださ
い。
問 商業・ものづくり課産業活性化担当

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

募　集

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、国
民健康保険広報紙「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／3年4月
発行予定部数・料金・色／（A）7万部・3
万円から・カラー、（B）6万部・7万5千円
から・カラー
申 問 12月22日㈫（必着）までに、国保医
療年金課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
役所本庁舎4階☎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。

助　成

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、3年2月
1日㈪～28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1日㈫～2月5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

以下は広告欄です。内容については、各広告主にお問い合わせください。

住所：品川区戸越1-20-9

6月7日㈰から延期となった本公演は、ソーシャルディスタン
スを確保した配席に変更して再販売します（インターネット申
込制・抽選）。
※6月のチケットでは入場できませんのでご注意ください。
日時／3年1月27日㈬ 午後6時30分開演（午後5時30分開場）
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）
料金／7,500円（全席指定）
出演／サーカス、久保田早紀（現：久米小百合）、渡辺真知子
申込方法／11月24日㈫～30日㈪に、ホームページhttp://www.shinagawa-
culture.or.jp/で受け付け（抽選結果・発券は12月中旬を予定）
※申し込みは1人2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）

「ミュージック・モアotonanoコンサート」
再販売のお知らせせら

ト
知

」
らせ

ト」
知らせ TOKYO MXの

人気音楽番組による
初ライブ！

司会：クリス松村
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●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12日㈯・26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。
※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。

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「感謝セール」
日 12月1日㈫～10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6時
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 P

パ ー ト

ART2」
「箱入陶器」出品募集
日 11月22日㈰～27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。
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18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

●家庭用電気式生ごみ処理機購入費
一部助成 電子
申請受付件数を増やして対応していま
す。助成額・対象など詳しくはお問い
合わせください。

● 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。

●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。
※トナーカートリッジは対象外。

令和3年版ごみ・
リサイクルカレンダー

11月下旬頃から地域センター、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
で配布します。年末年始の収集日も
掲載していますので、ぜひご活用く
ださい。
※多数ご希望の方はご連絡ください。

●注射針は区では収集できません　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。

年末の資源・ごみ収集
スケジュール

11月26日㈭・27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。

ケーブルテレビ放送区議会の

問い合わせ  区議会事務局
（☎5742－6810 Fax5742－6895 HP gikai.city.shinagawa.tokyo.jp/）

●11/27㈮の一般質問
内　　容 放送日時

芹澤裕次郎
（自　民）

12/2㈬ 20:00～20:45
（再）12/6㈰  9:00～ 9:45

せお　麻里
（自・無）

12/2㈬ 21:00～21:45
（再）12/6㈰ 11:00～11:45

こん の 孝 子
（公　明）

12/3㈭ 20:00～20:45
（再）12/6㈰ 12:00～12:45

の だ て 稔 史
（共　産）

12/3㈭ 21:00～21:45
（再）12/6㈰ 16:00～16:45

田中さやか
（ネット）

12/4㈮ 20:00～20:45
（再）12/6㈰ 17:00～17:45

西 本たか 子
（無所属）

12/4㈮ 21:00～21:45
（再）12/6㈰ 18:00～18:45

●11/26㈭の一般質問
内　　容 放送日時

松澤　和昌
（自・無）

11/30㈪ 16:00～16:45
（再）12/5㈯ 11:00～11:45

おくの 晋 治
（共　産）

11/30㈪ 20:00～20:45
（再）12/5㈯ 12:00～12:45

あくつ広王
（公　明）

11/30㈪ 21:00～21:45
（再）12/5㈯ 16:00～16:45

湯澤　一貴
（自　民）

12/1㈫ 20:00～20:45
（再）12/5㈯ 17:00～17:45

高橋しんじ
（無所属）

12/1㈫ 21:00～21:45
（再）12/5㈯ 18:00～18:45

のたより税
令和2年分確定申告書作成会場は、新型コロナウイルス感染症対策による混雑回避のた
め、入場制限を実施します。ご自宅から、パソコンやスマートフォンを利用したe‐Taxをご利
用ください。

申告書は、国税庁ホームページで作成・印刷もできます！
STEP 1  国税庁ホームページヘアクセス　所得税・消費税・贈与税の申告書、収支

内訳書や青色申告決算書を作成できます。

STEP 2  申告書を作成　画面の案内に従って金額などを入力（自動計算）。
STEP 3  e‐Taxで送信して提出

①マイナンバーカードを使って送信（マイナンバーカード、ICカードリーダライタかマイナン
バーカード対応のスマートフォンを用意）。
②IDとパスワードで送信（ID・パスワード方式は、事前の届け出が必要です。届け出をする
場合は、申告する本人が顔写真付きの本人確認書類を持って近くの税務署へ）。

問い合わせ  品川税務署☎3443－4171／荏原税務署☎3783－5371

国税庁ホームページ HP www.nta.go.jp/

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1週間で録画配信しています。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。

6月6日㈯から3年1月28日㈭に延期となった本公演は、ソーシャルディスタンスを確
保した配席に変更して実施することになりました。6月6日のチケットでは入場ができ
ませんので、交換の手続きをお願いします。

チケット交換方法
公演日の混雑回避のため、できるだけ事前交換をお願いします。
①事前交換〈当事業団で予約購入されたチケットのみ対象〉
12月14日㈪～25日㈮の午前9時～午後5時にきゅりあん3階事務室へ
※土・日曜日を除く。
②公演日当日に交換〈全てのチケットが対象〉
1月28日㈭午後4時以降きゅりあん7階リハーサル室へ
※開演（午後6時30分）に間に合わなかった場合の責任は負い
かねますので、当日は時間に余裕をもってお越しください。

再配席によるチケットの払い戻しについて
座席変更による払い戻し希望の方は11月24日㈫～30日㈪に
チケットをきゅりあん3階事務室まで郵送か持参（土・日曜日を除く午前9時～午後5
時）してください。詳細は事業団ホームページでご確認ください。

追加販売（インターネット申込制・抽選）
申込期間／11月24日㈫～30日㈪（抽選結果・発券は12月中旬を予定）

問い合わせ 品川文化振興事業団
　（☎5479－4112 Fax5479－4160 HP www.shinagawa-culture.or.jp/）

「南佳孝＆杉山清貴
ジョイントライブ“Half&Half”」

チケット交換の
お知らせ

12月最終の
収集日

年始は、3年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）。
※分別されていない資源・ごみは回収できません。

燃やすごみ
月・木曜日地区 28日㈪
火・金曜日地区 29日㈫
水・土曜日地区 30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 29日㈫

資源
月曜日地区 28日㈪ 木曜日地区 24日㈭
火曜日地区 29日㈫ 金曜日地区 25日㈮
水曜日地区 30日㈬ 土曜日地区 26日㈯

陶器・ガラス・
金属ごみ

第
１・３
収
集
地
区

月曜日地区 21日㈪
第
２・４
収
集
地
区

月曜日地区 28日㈪
火曜日地区 15日㈫ 火曜日地区 22日㈫
水曜日地区 16日㈬ 水曜日地区 23日㈬
木曜日地区 17日㈭ 木曜日地区 24日㈭
金曜日地区 18日㈮ 金曜日地区 25日㈮
土曜日地区 19日㈯ 土曜日地区 26日㈯

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）

コンビニ交付休止日のお知らせ
メンテナンスのため、コンビニエンスストアでの証明書交付サービスを休止します。
日時／12月1日㈫終日
問い合わせ／情報推進課番号制度担当（☎5742－6619 Fax5742－7164）
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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 12月1日号 ●船で通勤してみませんか　●人事行政の運営状況

■　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

看護師　Ⅱ類
国籍を問わず、次の①、②を満たす方
①昭和51年4月2日以降に生まれた
②看護師免許を有する（3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）

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11年4月1日までに生まれた
②保健師免許を有する（3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
（3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13年4月1日までに生まれた
②保育士となる資格を有し3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）

50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15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

歯科衛生　Ⅲ類
【臨時的任用職員】＊1

国籍を問わず、歯科衛生士の免許を有する方（3年3月31日までに免許取
得見込みを含む） 若干名 保健センターなど 約190,500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

10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 236,400円
相談事務 一般行政事務における相談等の職務のうち補助的または定型的な職務 5人程度 月 313,680円
学校事務　＊5 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指導、育成、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

10人程度 月 284,640円

福祉専門員 福祉関係施設等における指導、育成、相談等の職務のうち高度の知識お
よび経験を要する定型的な職務 50人程度 月 313,680円

保育士 保育園における保育士の職務のうち補助的または定型的な職務 保育園 200人程度 時 1,503円

保育指導員 幼稚園における預かり保育業務その他幼稚園業務のうち補助的または
定型的な職務 幼稚園 30人程度 時 1,503円

一般
技術系

土木造園 土木および造園に関する計画・設計、工事・施工監督等の職務のうち
補助的または定型的な職務

区役所など
若干名

月 236,400円
建築 建築に関する計画、設計、工事・施行監督等の職務のうち補助的また

は定型的な職務 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補助的または定型的な職務 区役所、保健所など 若干名
月 284,640円

学芸研究 学芸員の職務のうち補助的または定型的な職務 品川歴史館 若干名

医療
技術系

栄養士 栄養士の職務のうち補助的または定型的な職務
区役所、保健所など

若干名 月 296,280円
保健師 保健師の職務のうち補助的または定型的な職務 5人程度 月 298,560円

技能系

清掃作業 清掃作業等の職務のうち補助的または定型的な職務 清掃事務所 20人程度 月 252,600円

技能補助（保育園・幼稚園） 保育園・幼稚園の用務、維持管理、保育等の職務のうち補助的または定
型的な職務 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補助的または定型的な
職務 幼稚園 20人程度 時 1,306円

専門・
経験職

保健相談員 保健に関する相談等の職務 区役所、保健所など 10人程度 月 335,880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、助言等の職務 子ども家庭支援センターなど 若干名 月 346,800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　 ①　給与改定や制度改正が行われた場合は、その額によります。
　　  ②　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）等の各種手当が規定に基づき支給されます。
　　  ③　採用前の職務経験等がある場合は、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パートタイムの職員です。
＊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。

時 =時間額　月 =月額

品川区職員募集のご案内

共通 採用予定時期／
3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4年3月31日までの間となります。

第2次選考 選考方法／面接
選考日／3年1月中旬以降

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・作文 12月20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

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7日㈪（必着）までに、申込書を人事課人事係（〠140
－8715品川区役所☎5742－7140 Fax5742－6872）へ簡易書留で郵送か持参

（ただし＊5については、庶務課庶務係☎5742－6823 Fax5742－6890へ）
※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】」は併願できます。

第1次選考

区ホームページは
こちらから




