
中小
企業

センターに展示場が常設されています！

毎年1月に開
催している「伝統
の技と味／しながわ
展」は今年度中止

となりました。
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1‐3. 品川の伝統工芸
8. 第八期品川区介護保険事業計画概要（案）

日時／毎月第2週目の金・土曜日　午前10時～午後4時
場所／中小企業センター1階（西品川1ー28ー3）
※現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
　休止中。

　　　　伝統工芸保存会の技術と作品を
多くの方々に広く知ってもらうために中小企業セン
ター1階に会員の方々の作品を展示しています。また
月2回の実演も行っていますので、ぜひ職人の技を間
近にみて、伝統工芸の魅力を知ってください。

伝統工芸実演
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畳 松井雅治

品川区伝統工芸保存会会員

　手間と時間をかけて職人の手から生み出される伝統工芸品の数々は、「美しい」のひと言につきます。その尊い手仕事
の良さをもっと多くの人たちに知ってほしい。そうした願いから昭和63年に「品川区伝統工芸保存会」が誕生しました。
職人たちの仕事、技を伝えるさまざまな機会を設けるほか、「品川職人組」として新たなチャレンジも行っています。
　伝統を重んじた技・美を大切にしながら、時代に受け入れられる洗練されたものづくりへ。歴史と文化の息づくまち品川
でものづくりを行う職人たちの、まずはその仕事に触れてみてください。

問い合わせ／商業・ものづくり課（☎5498－6335 Fax3787－7961）
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草木染手機織物

和裁は全部同じ調子で縫ってはダメなんです。荒く縫うところ、丁寧
に縫うところ、その強弱、塩

あんばい

梅が手縫いのよいところであり、難しいと
ころです。全部同じ調子で縫うのであればミシンでよいわけです。こう

した縫い目の強弱は着る人の動きや着物の機能を考えてつけていますから、
着やすさにも通じます。でもこの塩梅、技術は誰も教えてくれません。「芸は盗んで

覚えろ」と昔の人はよく言いましたが、師匠や先輩方の仕事を見て覚え、あとは自分の工
夫ですね。それが個性ある仕事であり、そこに自分の仕事だというプライドが生まれる。
どんな仕事も、仕事とはそういうものでなければいけないと思います。

植物から
染料を取る、糸を染

める、布を織る。その工程をす
べてこの工房で行っています。織っている

のは「吉野間道」と呼ばれる織物で、浮き織りといって立体
的に仕上がるのが特徴です。柄や色の組み合わせで多様な世
界を描き出すことができ、「もうこれでよい」というこ
とはありません。また茜

あかね

や山桃など天然の植物か
ら抽出する色は、媒

ばい

染
せん

剤
ざい

の違いによってさまざ
まな色が生まれ、これもまたやるごとに新し
い発見や驚きがあります。天然染料で染めた
糸は、化学染料で染めた糸と比べると発色が
まったく違います。布を身に付けていただけ
ればわかりますが、それは植物の光をまとった
ような感覚です。手間暇かかる仕事ですが、それ
だけに唯一無二のものが生まれます。

防染（染料で色が染まらないよう加工す
ること）した糸を作る工程は「絣

かすり
を作る」

と言う。帯一反に対して約200個用意する。す
べて手作業で行い、1日にできる数は10個程
度。寸法が正確であること、ビニールテープで
しっかり防染できていることが求められる。

釼持さんの仕立ては、胡
あ ぐ ら

座をかいて
右足の親指で布をはさんで縫う「男

仕立て」。足を右、左と動かし、布を自由自
在に扱う様は見事というほかない。動きは
非常に大胆で、予想に反して「和裁は荒っぽ
い仕事」だと言う。

吉野間道を織るのにか
かせない「高

たかはた
機」と呼ば

れる織り機。色糸を巻
いてあるのは杼

ひ
。

針、糸、指抜き、
丸型、物差し、
コテ釜、裁板。
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26歳で独立しまし
たが、「これなら」
と思える仕事をで
きるようになった
時には、40歳に手が届く年齢になっていまし
た。切子は座っている位置が少しずれただけで
削る角度が狂ってしまう精密な仕事です。微妙
なカットを組み合わせて模様を作り、決められ
たデザインを寸法内に収めなければなりませ
ん。ガラスの表面にあたり取りという方法でし
るしを付け、目と勘で深さと幅を見分け削りま
す。魚

な な こ

子、籠
か ご め

目、麻の葉、矢
や ら い

来、どれも江戸時代
から伝わる意匠です。こうした伝統的な仕事の
ほか、競馬場のイベントで配るグラスに馬を彫
るなど、用途に応じたものづくりでお客様に喜
んでいただいています。
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一つの引き出しを出し入れすると、そ
の空気圧でほかの引き出しが出てく
る。ここまでぴったり寸法を調整して
いくのは、すべてカンナによる手仕事
です。塗装の厚さ、品物が入った時の
重さも考慮して、微妙な調整をしてい
きます。カンナ屑

くず

一枚で大きな差が出
てくる仕事ですので、手で触って厚さ
の具合がわかるようでなければ桐箪
笥職人とは言えません。吸湿性に富ん
だ桐は衣類を湿気から守り、大切なも
のをしまっておくのに最適です。火事
にあっても中まで燃えることはありま
せん。うちでは衣装用だけでなく、国
宝級の掛け軸や屏

び ょ う ぶ

風を収めるケース
を博物館の依頼で
制作しています。
親、子、そして孫
の代まで保つとい
われる桐箪笥の良
さを、多くの方に
知っていただきた
いです。

引き出しの箱は大きめに作ってお
いて、カンナで削りながら調整し仕

込んでいく。やわらかい特性を持つ桐はカ
ンナの刃をあてる角度が大事。角度を間違
えると、削った面が滑らかに仕上がらない。
カンナが使えなければ仕事にならない。

クリスタルガラスの表面を削るのは
工業用ダイヤ。2,000回転の高速

モーターに工業用ダイヤのついた車を取り
付け、グラスの内側から削る見当をつけ、外
側に模様を掘り出していく。目で確認する
ほか、音や手の感触を頼りに進めていく。

カンナの種類は大きく
荒削り、中削り、仕上げ
の3つ。刃を研ぐことが
できて一人前。

鉄製の輪に工業用ダイヤ
を取り付けたダイヤモン
ドホイル。ダイヤ部分の
角度が違い使い分ける。
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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。

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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●	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）

1月11日㈷
		　17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）

1月11日㈷

内 小
歯
歯
骨
骨

金城医院	 西大井4－2－5	 ☎3772－1660
西元歯科医院	 東五反田1－21－8	☎3449－2345
中村歯科	 中延6－4－17	 ☎3783－0855
ケアステーション鍼灸・整骨院	 大井1－45－4	 ☎3771－2727
上條接骨院	 二葉2－8－9	 ☎3786－7949

1月17日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

岩端医院	 大井1－55－14	 ☎3775－1551
堀内歯科医院	 東五反田2－3－3	 ☎3449－1033
大岡歯科医院	 東中延1－11－13	 ☎3781－6285
品川接骨院	 南品川4－17－8	 ☎3458－1993
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）

1月16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

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

キリトリ線

二人で子育て（父親学級）
会場 日時

品川保健
センター 3/21㈰	　9:30～12:05　13:30～16:05
荏原保健
センター 3/6㈯			　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（妊娠22週以
降）が出産を控えた初めて父親になる方
各24人（選考）
申 1月12日㈫〜2月11日㈷（必着）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⇒「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

難病リハビリ教室
グループリハビリをとおして、身体を動
かす方法を学びます。
日 2月1日㈪午後1時30分〜3時30分
講伊藤滋唯（理学療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症等の
神経難病の方と家族20人（先着）
持ち物／タオル、飲み物
場 申 問 電話で、荏原保健センター☎
3788－7016へ

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。

「しながわ出会いの湯」再開のお知らせ

問い合わせ／健康課健康づくり係（☎5742－6746 Fax5742－6883）

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、「しながわ出会いの湯」は開催を中止していましたが、1月21日㈭より再開
します。再開にあたり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開始時間を30分遅らせ、プログラムの時間を短縮し
実施します。また、出会いの湯実施日の浴場組合入浴割引サービス事業についても再開します。
※詳細は区ホームページや各浴場に掲示したポスターをご覧ください。

環境学習講座「楽しいおやつ教室と
使用済み食用油を使ったキャンドル工作」
日 2月7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）
講森田孝枝
（カルビー食生活アドバイザー）
人小学1〜4年生と保護者15組（抽選）
申 問 1月18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。

講　座

品川図書館グローバルおはなしルーム
ネイティブスピーカーなどによる英語のおはな
し会です。手遊びを交え、楽しく英語と触れ合い
ましょう。
日 2月21日㈰
①幼児向け：午前11時〜11時45分
②小学生向け：午後1時〜1時45分　
※開場は15分前。
人各40人（抽選）
※保護者の付き添い可。
場 申 問 1月21日㈭（必着）までに、往復はがき（1
枚4人まで）に「グローバルおはなしルーム」と
し、希望番号、参加者全員の氏名、お子さんの年
齢、代表者の住所・電話番号を品川図書館（〠
140－0001北品川2－32－3☎3471－4667	
Fax3740－4014）へ

催　し

申し込みの流れ1．

ご注意ください4．

利用可能金融機関3．

申込方法2．

介護保険料および後期高齢者医療保険料
「Web口座振替受付サービス」が1月よりスタート

パソコン、スマートフォンなどからインターネットを通じて、介護保険料および後期高齢者医療保険料の納付にかかる口座振
替の申し込み手続きが行えるサービスです（国民健康保険料の納付についても昨年11月より同サービスを開始しています）。
⃝口座振替依頼書への記入・届出印などの押印が不要。　⃝区役所、金融機関へ行く必要や依頼書の郵送が不要。

納入通知書・被保険者証
または納付書を準備

区ホームページから専用
Webサイトへアクセス 必要事項入力・確認 手続き完了

⃝申し込みについては、口座名義人ご本人に限ります。
⃝申し込みの際に、各保険の被保険者番号や金融機関の口座番号などを入力する項目があります。次の書類などをご用意
ください。
・納入通知書・被保険者証または納付書（被保険者番号がわかるもの）
※介護保険と後期高齢者医療保険の被保険者番号は異なります。
・申し込み金融機関の通帳・キャッシュカードなど（金融機関名・支店名・口座番号のわかるもの）
※金融機関によって、申し込みの際に必要な情報（暗証番号、通帳記載の最終取引残高、口座名義人の生年月日など）が異なります。

⃝口座振替開始を希望する月の前月末までに手続きが必要です。
⃝介護保険料については、納付書支払い（普通徴収）の方が対象です。年金天引き（特別徴収）の方は、口座振替への変更は
できません。

⃝引き続き、口座振替依頼書（紙）による申し込みも可能です。

みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・ゆうちょ銀行・新生銀行・楽天銀行・
ジャパンネット銀行・地方銀行（21行）・信用金庫（28行）　※詳しくはWebサイトをご確認ください。

区ホームページ	⇒	手続き・届出	⇒	国民健康保険	⇒	Web口座振替受付サービスから
専用Webサイト「品川区Web口座振替受付サービス」へアクセス

問い合わせ ＜介護保険料について＞	高齢者福祉課介護保険料係（☎5742－6681	Fax5742－6881）
＜後期高齢者医療保険料について＞	国保医療年金課高齢者医療係（☎5742－6736	Fax5742－6741）

こちらから
アクセスできます

中止に
なりました

再開は延期に
なりました



●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。

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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お知らせ

シニア向け「登録相談会」開催
日 1月19日㈫午前9時30分〜11時30分
場八潮区民集会所（八潮5－10－27）
人おおむね55歳以上の就職希望者
持ち物／履歴書（写真貼付）
問サポしながわ〈無料職業紹介所〉
（☎5498－6357	Fax5498－6358）

女性相談員による総合相談（性別不問）
●法律相談（離婚、相続などの法律問題）
日 2月3日㈬・9日㈫午後1時〜3時30分、
15日㈪午後5時30分〜8時
●カウンセリング相談（生き方、人間関係、
セクシュアリティなどの悩みごと）
日 2月25日㈭午後1時〜4時
●ＤＶ相談（配偶者・恋人などからの暴力）
日 2月5日㈮・19日㈮・26日㈮午後1時
〜4時、12日㈮午後5時30分〜8時30分
●カウンセリング電話相談（予約不要）
日 2月4日㈭午前10時〜午後3時30分、
18日㈭午前10時〜午後7時30分
相談電話／5479－4105
────────	共通	────────
場 申 問相談日の1カ月前から、電話で男
女共同参画センター（東大井5－18－1
きゅりあん3階☎5479－4104	Fax5479
－4111）へ

わかもの・女性就業相談（事前予約制）
日月・金曜日午前10時〜午後5時、火〜
木曜日午後1時〜5時（1回50分）
※祝日を除く。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人 39歳以下の方（学生含む）
女性（年齢問わず）
主な相談例／就職・転職活動や仕事上の
悩み、子育て中の再就職活動など
※詳細や予約方法は、わかもの・女性就業
相談コーナーのホームページ HP www.
shinagawa-shigoto.jp/をご覧ください。
問商業・ものづくり課
（☎5498－6352	Fax5498－6338）

いろいろつかえる！マイナンバーカード
　スマートフォン・パソコンでラクラク
申請ができるマイナンバーカード交付申
請書が送付されます。
　まだマイナンバーカードを取得されて
いない方が対象です。現在、申請から交
付までは約3カ月かかります。なお、既
に申請中の方へも送付される場合があり
ます。詳しくはお問い合わせください。
問戸籍住民課住民異動係
（☎5742－6660	Fax5709－7625）

総合区民会館（きゅりあん）休館の
お知らせ
総合区民会館改修工事のため休館します。
日大ホール＝4年2月1日㈫〜5年9月中
旬（予定）　イベントホール、会議室な
ど、受付窓口、小ホール＝4年2月1日㈫
〜5年1月中旬（予定）
※利用受付の再開日・受付方法について
は、決まり次第区ホームページなどでお
知らせします。
※男女共同参画センターの交流室・会議
室の利用もできません。
問 文化観光課文化振興係（☎5742－
6836	 Fax5742－6893）、きゅりあん総合
窓口（☎5479－4100	Fax5479－4160）

大崎ゆうゆうプラザ臨時休館します
館内設備点検のため終日休館します。
日 2月11日㈷
問大崎ゆうゆうプラザ
（☎5719－5322	Fax3779－2520）

親元近居支援事業（三世代すまいる
ポイント）最終募集！
区内で親と近居または同居することに
なった中学生以下のお子さんがいるファ
ミリー世帯に対し、転入・転居にかかっ
た費用の一部を「三世代すまいるポイン
ト」として交付します（上限10万〜15万
ポイント、区内共通商品券などと交換）。
転入・転居の翌月から3カ月目の末日ま
で申し込みができます。
第3期申請期限／1月29日㈮
※申し込みができる方は2年10月〜3年
1月に転入・転居した世帯です。
※予定件数を上回った場合は抽選。
※申込要件など詳しくは住宅課で配布する
募集案内や区ホームページをご覧ください。
問 住宅課住宅運営担当（本庁舎6階☎
5742－6776	Fax5742－6963）

催　し

「羽ばたけ！アントレーヌvol.12
in品川」開催！
女性起業家の卵たちによるテストマーケ
ティングイベントです。
日 1月23日㈯午前10時〜午後5時
24日㈰午前10時〜午後4時
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内オリジナルアクセサリー・パーソナル
カラー診断、ワークショップなど
※事前申込制です。詳しくは武蔵小山創業
支援センター（☎5749－4540	 HPwww.
musashikoyama-sc.jp/）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・ものづくり課創業支援担当
（☎5498－6333	Fax5498－6338）

高齢者作品展
経験ゆたかなシニア世代による作品展。
日 1月16日㈯〜19日㈫午前10時〜午後
6時　※16日は午後2時から。
場Ｏ美術館（大崎ニューシティ2号館2階）
内絵画、書道、民芸工芸、写真、俳句短歌
問高齢者地域支援課介護予防推進係
（☎5742－6733	Fax5742－6882）

薬物乱用防止ポスター・標語展
区内中学生の受賞作品を展示します。
日 1月18日㈪〜25日㈪午前8時30分〜
午後5時　※23日㈯を除く。18日は午
後3時から、25日は午後1時まで。
場区役所本庁舎・第二庁舎3階渡り廊下
問健康課庶務係
（☎5742－6744	Fax5742－6883）

月と冬の星座を星空案内人と見よう！
日 1月23日㈯午後6時〜7時30分
※雨天・曇天中止。
場しながわ中央公園西側エリア〈下神明
駅側〉（西品川1－28）
人 50人程度
※小学3年生以下は保護者同伴。　
問しながわ中央公園管理事務所
（☎5740－5037	Fax5740－5044）

講　座 　
「空き家にしないためのセミナー
および大相談会」開催のお知らせ
日 2月20日㈯午後1時〜4時
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内①セミナー「あなたの家に潜む空き家
リスク“空き家にしない”自宅の有効活
用の方法」（午後1時〜2時）〈講師：小野
信一（不動産コンサルタント）〉②大相談
会（午後2時〜4時）
人戸建住宅所有者、空き家相続予定者な
ど①30人②15組（先着）
申 2月19日㈮午後5時（必着）までに、電
話かホームページの申込フォーム、郵
送、FAXで希望番号、住所、氏名をネク
スト・アイズ（〠106－0045港区麻布十
番1－3－1アポリアビル5階 0120－
406－212	 Fax5574－0921	 HP www.
nexteyes.co.jp/event/）へ　
※手話通訳希望の場合は2月3日㈬まで。
※オンライン同時配信予定あり（要事前申請）。
問住宅課（☎5742－6777	Fax5742－6963）

消費生活教室
「消費者トラブル最前線」
日 1月29日㈮午前9時45分〜11時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内 悪質商法の撃退方法や被害にあわな
いための心得・最新の相談事例

講大野木美紀（消費生活コンサルタント）
人 40人（先着）
申 問電話で、消費者センター（☎6421－
6136	Fax6421－6132）へ

南大井図書館　たぬき寄席
日 1月31日㈰午後2時〜3時30分
場南大井シルバーセンター
（南大井3－7－13）
人 25人（先着）
申 問 1月12日㈫午前9時より、電話か	
直接南大井図書館（南大井3－7－13☎
3761－6780	Fax3768－7976）へ

CSR講演会と活動事例発表会	電子
日 2月3日㈬午後2時〜4時
場きゅりあん（大井町駅前）
内「企業価値を高めるアフターコロナの
CSR」
講安藤光展
（CSRコミュニケーション協会代表理事）
人 企業などのCSR担当者と区民の方
150人（先着）
申 問 1月26日㈫（必着）までに、はがきか
FAXに「CSR講演会」とし、住所、氏名、
電話・FAX番号、Eメールアドレス、企業
の方は企業名（事業所名）・部署名（役
職）・業種を総務課自治体連携担当（〠
140－8715品川区役所☎5742－6625	
Fax3774－6356）へ

しながわ学びの杜　専門講座	「睡眠
－人生の約1/3の時間の過ごし方－」
日 2月17日㈬、3月10日㈬・17日㈬
午後2時〜4時（全3回）　
場五反田文化センター（西五反田6－5－1）
講和田匡史（国士舘大学理工学部教授）
人 16歳以上の方35人（抽選）
￥ 750円
申 問 2月2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、手話通訳希望の有無を文
化観光課生涯学習係（〠140－8715品
川区役所☎5742－6837	 Fax5742－
6893）へ

コース型料理教室「調理と栄養の基
礎知識を学ぶ（全2回）」
日①2月5日㈮・12日㈮、②2月26日㈮・
3月5日㈮午後7時〜9時　※①②同内
容。　※受付は午後6時45分から。
場きゅりあん（大井町駅前）
人 20〜59歳で全2回出席できる方
各6人（抽選）
※感染症対策として調理台は１人1台。
￥各2,000円
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん2枚
運営／品川栄養士会
申 問 1月25日㈪までに、電話で健康課健
康づくり係（☎5742－6746	 Fax5742－
6883）へ

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

（年間50ポイントが上限）を差し上げています。
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。
○令和2年（ピンク色）のはつらつカードをお持
ちの方は、12月末までのポイントを交換してく
ださい。
50ポイント未満の方の交換方法／1月12日㈫
～2月27日㈯午前9時～午後5時に「はつらつ
カード（ピンク）」と印鑑を持って、品川ボラン
ティアセンター（大井1－14－1）へ
※50ポイントたまっている方の交換は随時受
け付けています。  ※日曜日・祝日を除く。
※登録をしている方で令和３年のはつらつカー
ド（緑色）が届いていない方はご連絡ください。

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 1月27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。

中止に
なりました

中止に
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中止に
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中止に
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中止に
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①の日程は中止になりました



●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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6 2021年1月11日号

消費生活教室「シニアのためのスマホ
講座」（11・12月実施講座と同内容）
日 1月20日㈬午前9時45分〜11時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内ネットショッピング、定期購入、決済
（支払い）など、スマートフォンを上手に
利用するための注意点やポイント（スマ
ホを使った操作説明ではなく講義）
講小笠原むつみ
（N

ナ ッ ク ス

ACS消費生活アドバイザー）
人 30人（先着）
申 問電話で、消費者センター（☎6421－
6136	Fax6421－6132）へ

ファミリー・サポート・センター提供会
員養成講座
地域のなかで、子育てのサポートをした
い方の養成講座です。
日 2月8日㈪・9日㈫午前9時30分〜午後
3時30分　※別に10日㈬普通救命講習
（午前9時〜正午）あり。
内事業概要、保育園実習など
人区内在住で20歳以上の方15人（先着）
場 申 問 1月27日㈬（必着）までに、往復は
がきかFAXで講座名、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、電話番号、受講の理
由を品川区社会福祉協議会（〠140－
0014大井1－14－1☎5718－7185	
Fax5718－1274）へ

講演会「猫の健康について」
日 2月13日㈯午後1時〜3時
場大崎第二区民集会所（大崎2－9－4）
人 30人（先着）
申 問電話で、生活衛生課庶務係（☎5742
－9132	Fax5742－9104）へ

八潮図書館「八潮演芸座　落語会」
日 2月13日㈯午後1時30分〜3時30分
場八潮区民集会所（八潮5－10－27）
人 25人（先着）
申 問 1月11日㈷午前9時より、電話か直
接八潮図書館（☎3799－1414	Fax3790
－3442）へ

「さわる絵本」製作体験講習会
日 1月26日〜2月16日の火曜日
午後1時30分〜3時30分（全4回）
人 8人（先着）　￥ 500円（材料費）
場 申 問 電話で、品川図書館（北品川2－
32－3☎3471－4667	 Fax3740－
4014）へ

シニア情報生活アドバイザー養成講座
シニア世代がパソコン等を活用する際の
アドバイザーとなる資格です。
日 2月15日㈪・19日㈮・26日㈮、3月1
日㈪・5日㈮午前10時〜午後4時（全5回）
※最終日は認定試験を行います。
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
人区内在住で、55歳以上の方6人（選考）
￥ 9,500円
申 問 1月25日㈪（必着）までに、はがきか
FAXで、講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、パソコンスキルなどの
自己PRを高齢者地域支援課介護予防推
進係（〠140－8715品川区役所☎5742
－6733	Fax5742－6882）へ

品川歴史館歴史講座
「中世品川のまちと寺社」
中世の品川における武士の動きや、ま
ち・寺社の様相について紹介します。
日程（全3回） テーマ

3月6日㈯ 鎌倉殿源頼朝と東国武士団

3月13日㈯ 中世品川のまちと寺々

3月20日㈷ 品川神社の縁起－品川神社
文書を中心に

※時間は午後2時〜3時30分。
講関幸彦（日本大学教授）ほか　
人 16歳以上の方30人（抽選）
￥ 1,000円（観覧料別）
場 申 問 1月26日㈫（必着）までに、往復は
がき（1人1枚）に「歴史講座」とし、住所、
氏名、年齢、電話番号を品川歴史館（〠
140－0014大井6－11－1☎3777－
4060	Fax3778－2615）へ

中小企業の業務効率化セミナー
（オンラインセミナー）
身近な課題をデジタル技術で解決する手
法や事例などを通じて、デジタル技術導
入のきっかけとなる場を提供します。
日 2月8日㈪午後3時〜5時
講杉山晴治（関東経済産業局デジタル経
済課長）、森戸裕一（日本デジタルトラン
スフォーメーション推進協会代表理事）
申自動化・ロボット化導入推進事業ホー
ムページ HP www.shinagawa-auto-
robot.com/から申し込み
問 商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6340	Fax5498－6338）

明橋先生の子育てハッピーアドバイ
ス講演会～人と比べない！わが子
の良さを伸ばす子育てをしよう
日 2月20日㈯午前10時〜正午
場区役所講堂（第三庁舎6階）ほか
講明橋大二（子育てカウンセラー）
人子育て中の保護者・関心のある方120
人（区民を優先し抽選）　
※お子さんの入場可。		
※手話通訳付き。		
※来場順に指定席となります。
申 問 2月2日㈫（必着）までに、往復はが
きに「子育てハッピーアドバイス講演
会」とし、参加者全員の住所・氏名（ふり
がな）・年齢・電話番号、Eメールアドレ
スを子ども育成課育成支援係（〠140－
8715品川区役所☎5742－7823	
Fax5742－6351）へ
〇区ホームページ・しながわパパママ応
援アプリより電子申請もできます。

募　集

品川区地域振興基金活用推進会議の
委員を募集します
地域振興基金を活用した区民活動助成制
度などの選定をする区民委員を募集します。
任期／委嘱日〜5年3月31日
内会議への出席（年3回程度）

人全回参加できる区民の方2人（書類選考）
申 問 1月29日㈮（必着）までに、地域活動
課（第二庁舎6階）で配布する申込用紙と
公益活動に関する意見（800〜1,200字
程度）を同課協働推進係（〠140－8715
品川区役所☎5742－6605	 Fax5742－
6878）へ郵送か持参　
※申込用紙・原稿用紙は区ホームページ
からダウンロードもできます。

「第10期環境活動推進会議」委員募集
環境活動推進会議は、区と個人や企業・
団体などとの協働により、環境について
の意識向上と活動促進をめざし、「ECO
フェスティバル」などの啓発活動を企画
運営しています。区の環境保全などに意
欲のある方の応募をお待ちしています。
任期／3年4月〜5年3月（2年間）
内 年4回程度の定例会議（土曜日の午後
開催予定）ほか
人高校生以上の区内在住・在勤・在学の
方約20人（選考）
申込用紙配布場所／環境課（本庁舎6
階）、環境情報活動センター、地域セン
ター、文化センター、図書館　※区ホー
ムページからダウンロードもできます。
申 問 2月5日㈮（必着）までに、申込用紙
を環境課環境管理係（〠140－8715品
川区役所☎5742－6949	 Fax5742－
6853）へ郵送か持参

品川＆山北ふれあい交流
ひだまりの里「貸し農園」の募集
期間／3月〜4年2月　※継続利用可。
場神奈川県足柄上郡山北町神縄438
人区内在住か在勤の方若干名（抽選）
￥約15㎡区画＝年5,000円
約30㎡区画＝年8,000円
※年度途中からの利用は、月割りで計算。
申 問 1月22日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「貸し農園」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号を地域活動課市町村
交流担当（〠140－8715品川区役所☎
5742－6856	Fax5742－6877）へ

さくらハイツ南大井
さくらハイツ西五反田
の入居登録者募集
空室が生じた時に、入居する方をあらか
じめ登録しておくための募集です。

登録期間／4月1日〜4年3月31日の1年間
サービス内容／①食事、生活相談などの日常生活支援　②緊急時の対応などの安全管理
対象／次の全てにあてはまる方　
●4月1日現在、年齢が60歳以上（夫婦の場合、1人が60歳以上、もう1人は55歳以上で可）　
●日常生活は自分ででき、介護保険の認定を受けていない方　
●入居一時金と利用料を負担できる　●4月1日現在、区内に引き続き2年以上住んでいる　
●連帯保証人を立てられる　●さくら会の運営方針に賛同し、施設で円満に共同生活できる　など

申込方法／1月12日㈫〜2月1日㈪（必着）に、申込書を入居希望
の施設へ郵送か持参　
※両施設に重複しての申し込みはできません。
募集案内配布場所／高齢者福祉課（本庁舎3階）、
さくらハイツ南大井・西五反田、地域センター
公開抽選会／さくらハイツ南大井＝2月22日㈪午前10時から
さくらハイツ西五反田＝2月24日㈬午前10時から

問い合わせ／さくらハイツ南大井（〠140－0013南大井5－19－1☎5753－3900）
さくらハイツ西五反田（〠141－0031西五反田3－6－6☎5434－7831）、高齢者福祉課（☎5742－6728 Fax5742－6881）

さくらハイツ南大井 さくらハイツ西五反田
1人用

（1DK40.5㎡）
2人用

（1LDK53.2㎡）
1人用

（1DK42㎡）
2人用

（2DK56㎡）
募集人数 5人 5組 10人 5組

家賃（月額換算） 42,450円程度 76,300円程度 48,500円 65,000円

内
訳

入居一時金　20年分前払い
（月額換算）

450万円程度
（18,750円）

900万円程度
（37,500円）

300万円程度
（12,500円）

600万円程度
（25,000円）

居住に要する費用（月払い） 23,700円程度 38,800円程度 36,000円 40,000円
利用料（月払い） 9〜14万円程度 16〜27万円程度 11〜14万円程度 17〜25万円程度

詳しくは募集案内を
ご覧ください。（ ）

※さくらハイツ南大井、さくらハイツ西五反田は、老人福祉法に基づく軽費老人ホーム（ケアハウス）です。
月額の利用料は、所得により異なります。食事代を含みますが光熱水費などは別途自己負担となります。

安否確認、緊急対応、生活相談サ－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、家賃助成のあるサ－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。

名称 所在地 戸数 管理者 開設日・種別
大井林町
高齢者住宅

東大井
4－9－1

90戸
（単身用78戸､ 2人用12戸）

さくら会
☎5495－7080

平成24年6月1日
区立型

ケアホーム西大井
こうほうえん

西大井
2－5－21

42戸
（単身用36戸、2人用6戸）

こうほうえん
☎5718－1331

平成21年3月1日
民間型特定施設

コムニカ 旗の台
4－5－17

15戸
（単身用のみ）

新井湯
☎5788－6162

平成24年3月1日
民間型

c
カ ル ナ
arna五反田 西五反田

3－10－9
21戸

（単身用のみ）
青葉会
☎5496－0671

平成27年2月1日
民間型

募集人数／各若干名　※大井林町は毎月末までに
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、待機者の順位を決めます。
家賃／月額75,000円〜130,000円
（基本生活支援サ－ビス費10,000円〜41,000円・
共益費10,000円〜42,000円・光熱水費別）
※所得に応じて家賃助成あり。		※申込要件は各住宅
により異なるため、詳しくはお問い合わせください。
申込書配布場所・問各住宅・高齢者地域支援課
（本庁舎3階☎5742－6735	Fax5742－6882）

家賃助成のあるサ－ビス付き高齢者向け住宅4棟の入居待機者募集中

中止に
なりました

中止に
なりました

中止に
なりました

日程は2月9日〜3月2日の火曜日に変更になりました



●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。

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

72021年1月11日号

区営住宅入居者募集
現在、空きのある単身・家族向け住宅の
入居者を募集します。

住宅名 住所 募集数
西中延

（単身・家族）
西中延
1－2－8 2戸

西大井六丁目
（家族のみ）

西大井
6－10－21 2戸

申込用紙配布場所／住宅課（本庁舎6
階）、地域センター、文化センター、サー
ビスコーナー、品川宅建管理センター
※部数に限りがあります。
申 1月21日㈭〜28日㈭に配布する申込
用紙を、2月4日㈭（必着）までに、品川宅
建管理センター（〠142－0052東中延1
－4－5－101）へ郵送　※申込資格など
詳しくはお問い合わせください。
●申込用紙休日配布窓口
1月23日㈯・24日㈰の配布はサービス
コーナー、文化センターで行っています。
また、1月24日㈰については区役所第二
庁舎3階ロビーでも配布しています。
※休日の配布時間は施設により異なります。
問 品川宅建管理センター☎5749－
8661、住宅課住宅運営担当（☎5742－
6776	Fax5742－6963）

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、金融機関を紹介しま
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）

スポーツ

初心者対象スケートボード教室
日 1月23日㈯午前10時〜正午
※雨天中止。
場八潮北公園スケートボード場（八潮1－3）
人 20人（先着）
※小学生以下は保護者同伴。
持ち物／ヘルメット、スケートボード、
本人（住所・氏名・生年月日）確認ができ
るもの（健康保険証、学生証など）
￥ 200円、小学生以下100円
申 問 月〜金曜日の午前9時〜午後5時
に、電話で八潮北公園管理事務所☎・Fax 
3790－2550へ

地域スポーツクラブ事業
当日参加できる教室です。運動のできる
服装で、上履きやタオル、飲み物などを
持って直接会場へお越しください。
＊は、上履き不要です。
●地域クラブe

エバラ
baraA

エース
フリー教室

○体操教室
日毎月第1・3火曜日午後4時〜4時45分
＝3歳以上の未就学児と保護者、午後5時
〜5時45分＝小学1〜3年生
場旧荏原第四中学校（豊町3－5－31）　
○ノルディックウオーキング＊
日毎週木曜日午前10時〜11時　
場文庫の森（豊町1－16）
集合場所／戸越体育館（豊町2－1－17）
○バドミントン（フリー利用＆教室）
日毎月第2・4火曜日午後4時〜6時
場旧荏原第四中学校（豊町3－5－31）　
●大井八潮地域スポーツクラブT

ト イ ズ
OYS

○ヨガ教室＊
日毎月第1月曜日
午後6時30分〜7時40分
場南大井文化センター（南大井1－12－6）　

人 16歳以上の方
※ヨガマットかバスタオル持参。
○バドミントン
日毎月第4土曜日午後7時〜9時
場伊藤学園（大井5－1－37）
人小学生以上の方　※小学生は保護者同伴。
￥ 1回200円、中学生以下・70歳以上
100円　※貸し出し用ラケットあり。　
○ノルディックウオーキング＊
日毎週金曜日午前10時〜11時
※雨天中止。
場みなみ児童遊園（南大井1－12）ほか
集合場所／南大井文化センター前あずま屋
（南大井1－12）
○ベースサル（室内野球）教室
日 2月までの毎月第2土曜日午後4時〜6時
場立会小学校（東大井4－15－9）
人小学生以上の方
○親子で楽しく月1バドミントン教室
日 2月までの毎月第3土曜日午後6時30
分〜8時30分
場立会小学校（東大井4－15－9）
人小学生以上の方

●スポクラ・しながわ（通年事業）
○フリースポーツ
種目／ソフトバレーボール・キンボー
ル・健康トリム体操・硬式テニス
日 1月11日㈷・25日㈪
午後7時〜8時45分
場日野学園（東五反田2－11－1）
人小学生以上の方　※小学生は保護者同伴。
○幼児と親子の運動教室
日 1月24日㈰午前9時〜正午
場浅間台小学校（南品川6－8－8）
人 4〜6歳の幼児と保護者
○小学1・2年生の運動教室
日 1月24日㈰午後1時〜3時30分
場浅間台小学校（南品川6－8－8）
人小学1・2年生と保護者
※詳細はHP www.spo-cl-shinagawa.
com/をご確認ください。
────────	共通	────────
￥各教室1回100円〜200円
※詳しくはお問い合わせください。
問 スポーツ推進課地域スポーツ推進係
（☎5742－6838	Fax5742－6585）

● 税理士による無料申告相談
年金受給者、給与所得者、個人事業者で所得金額が300万円以下の方が対象です。
※土地・建物及び株式等の譲渡所得の相談は行いません。

問い合わせ／①品川税務署☎3443－4171、②東京税理士会品川支部☎3474－0843、③荏原税務署☎3783－5371

管轄 日時 会場

品川税務署

①1月29日㈮～2月15日㈪　※土・日曜日、祝日を除く
　午前10時～正午（受付は午前11時30分まで）、午後1時～4時30分（受付は午後3時まで） きゅりあん

（大井町駅前）②2月11日㈷午前10時～午後4時（受付は午後3時まで）
　※申告書の提出はできません。　※電話受付時間は午前10時～午後4時（2月8日まで）。

荏原税務署 ③2月1日㈪～10日㈬午前9時15分～午後4時（受付は午後3時まで）
　※土・日曜日を除く。　※今年は会場を変更していますので、ご注意ください。

荏原税務署
（中延1－1－5）

●令和2年分の所得税及び復興特別所得税の
申告と納税の期限は、3月15日㈪です。

●税務署の確定申告書作成会場は、感染防止
策を講じた上で2月16日㈫から開設します。

●新型コロナウイルス感染症防止の観点からも
ご自宅からのe-Tax、確定申告書は、国税庁
ホームページHP www.nta.go.jpの「確定
申告書等作成コーナー」をご利用ください。

確定申告と納税の期限

※①③は入場整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いすることもあります。  ※入場の際に検温を実施。37.5度以上の発
熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。発熱などの症状や体調のすぐれない方は、無理をせず来場を控えて
ください。  ※来場の際は、マスクを着用・手指の消毒にご協力いただくようお願いします。  ※お車での来場はご遠慮ください。

共通注意事項

税のたより
入場整理券制

完全予約制（電話受付）

入場整理券制

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内
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）

問い合わせ／しながわ観光協会（☎5743－7642 Fax5743－7643）
　　　　　　https://shinagawa-kanko.or.jp/

※詳細はしながわ観光協会ホームページをご覧ください。
※データ通信料は参加者のご負担となります。

期間 1月15日㈮～3月14日㈰
無料通信アプリ「Ｌ

ラ イ ン
ＩＮＥ」を活用し、オンライン上でしなが

わに隠された謎を解きながら宝箱を探し出すバーチャル版
イベント。スマートフォンがあればご自宅でどなたでも楽し
んでいただけます。クリアするとＬＩＮＥ上でのオリジナル画
像をプレゼント。さらに抽選で素敵な賞品が当たります。

無料で品川区内の
オンライン宝探しに挑戦！しながわdeオンライン宝探し

「シナモロールと
裏メニューのうわさ」

こちらから
参加できます

中止に
なりました
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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 1月21日号 ⃝区民活動助成制度

区では高齢者と家族が介護サービスや地域の方の協力を得ながら、
住み慣れた「我が家」で生活を送ることができるよう様々な高齢者
支援を行っています。今後も安心して暮らし続けられるよう在宅
介護を基本とした高齢者介護に取り組んでいきます。

品川区は、介護保険制度の保険者として、引き続き公平・公正な運営に努めるとともに、医療・介護・介護予防・住まいおよび生活支援の
基盤整備と、区民・関係機関・区の協働や連携による支え合いのしくみづくり「地域包括ケア」の充実を図っていきます。「地域包括ケア」
のさらなる推進により、住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりが
生きがいを持って地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現をめざしていきます。

◎団塊の世代が75歳以上となる2025（令和7）年を見据え、在宅介護の維持・継続をより強力に支援し、在宅介護の拡充をめざします。
◎重点課題に対応する推進プロジェクトを8つにまとめ、中長期的な視点を持って、多様化する高齢者等のニーズにきめ細かく対応して
いきます。

第八期
品川区介護保険事業計画概要（案）

にご意見をお寄せください
介護保険制度は平成12年に創設されて21年が経過します。この間制度の適正な運用により、介護を必要とする高齢者の生活を支えてきました。
今後も高齢化が進む中、区では、在宅生活を支援する基盤整備と地域との協働による支え合いのしくみづくりの一層の充実を図るため、令和
3～5年度の「第八期品川区介護保険事業計画概要（案）」をまとめました。今号ではその概要をお知らせします。

区がめざす
高齢者介護
のあり方

重点課題

「できるだけ住み慣れた
我が家で暮らす」

地域包括ケアの充実による地域共生社会の実現

8つの推進プロジェクトと主な施策

1．地域との協働によるネットワークと共生社会の実現

3．介護保険サービスの充実・その他のサービスの充実

2．健康づくりと介護予防サービスの充実

4．認知症高齢者とともに生きる総合的な施策の推進

5．医療と介護の連携の推進

7．多様な福祉人材の確保・育成と業務の効率化

6．入所・入居系施設の整備とサービスの質の向上

8．感染症や災害時対応の体制整備

地域の相談窓口である在宅介護支援センター、支え愛・ほっとステー
ションを中心に、地域との協働による支え合いのネットワークを強化す
るとともに、既存の制度では対応できない課題の解決に向けた体制の検
討を進め、共生社会の実現をめざします。

認知症や障害、病気などにより、要介護度が中重度になっても、本人、
家族の意思を尊重しながら、可能な限り住み慣れた自宅で暮らし続けら
れるよう本人と家族の双方を支援します。

心身状況に応じた健康づくりの充実を図ることにより、健康寿命の延伸
をめざします。また、介護予防サービスの利用促進により住み慣れた自
宅で自立して暮らせるよう自立支援の取り組みを支援します。

今後も認知症高齢者の増加が見込まれるため、認知症に対する正しい理解
を普及啓発していくとともに、本人・家族の意思を大事にしながら認知症本
人からの情報発信の支援も行うことにより、安心して生活できる地域づく
りをめざします。

高齢になると医療と介護の両方を必要とする人が増加するため、本人・
家族の意思を尊重しながら、医療職・介護職が連携して療養環境を整
え、適切なケアを提供します。

介護サービスなどを安定的に供給するため、多様な福祉人材の確保・育
成の方策を検討・実施するとともに、施設・事業所における業務の効率
化への取り組みを支援します。

住み慣れた家・地域での生活が継続できるよう、地域密着型サービス基
盤や、在宅での生活が難しくなったときのセーフティネットとしての多
様な入所・入居系施設の整備を、今後のニーズを踏まえながら検討して
いきます。また、施設の自主的なサービスの質の向上への取り組みを支
援します。

予測できない感染症や災害などの発生時に適切に対応するため、発生時
における具体的な対応策の検討を進めるほか、感染症対策への備えや災
害備蓄品の確保などを進めていきます。

保険料は、今後の介護給付費の見込みなどを踏まえて算定します。第八期の保険料基準額は月額6,400円程度と推計されますが、
区の介護給付費準備基金を充当し、実際にご負担をいただく額は月額6,100円～6,300円程度（第七期は5,600円）と見込んで
います。また、保険料段階については能力に応じた負担となるよう、これまでと同様の14段階とし、負担の公平化を図ります。

応募方法／2月3日㈬（必着）までに、ご意見、住所、氏名を高齢者福祉課へ郵送かFAX、持参　
〇区ホームページの応募フォームも利用できます。

「第八期品川区介護保険事業計画概要（案）」の全文は、高齢者福祉課（本庁舎3階）、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、地域センター、シルバー
センター、ゆうゆうプラザ、文化センター、図書館、在宅介護支援センター、在宅サービスセンター、区ホームページでご覧いただけます。

問い合わせ／高齢者福祉課支援調整係（〠140－8715品川区役所本庁舎3階☎5742－6728 Fax5742－6881）

区ホームペー
ジはこちらか
らアクセスで
きます

65歳以上の方
（第1号被保険者）

の保険料

皆さんのご意見をお寄せください


