
毎月1・11・21日発行

令和3年（2021）
No.2195

2/21

　問い合わせ　広報広聴課（☎︎5742−6612 Fax5742−6870）

品川区のさまざまな情報はこちらから
区では、どこでも誰でも使いやすく見やすい情報発信を目指し、

さまざまな世代やライフスタイルに合わせて多様な情報発信を行っています。

しなメール
（しながわ情報メール） 品川区Twitter

品川区LINE しながわ！ じまん
（Facebookグループ） ココシル品川品川区インスタグラム

品川区Facebook しながわネットTV
（YouTube品川区公式チャンネル）

区からのお知らせや重要・緊急情
報、気象情報など、受け取りたい
情報を選択できます。

区の新着情報やイベント・講座のお知
らせのほか、防災気象情報などの速報
をリアルタイムに配信しています。

区政情報やイベント、講座のお知らせ、
防災情報などを随時配信しています。 品川区を愛する人たちが区に関するさま

ざまな投稿により区の魅力を発信します。
区の魅力的なスポットをAR機能を使って
楽しく紹介するまち歩きアプリです。

区のおすすめスポットや風景など、さまざまな
区の魅力を写真や動画で発信します。

区主催事業や区からの重要なお知らせ
などを中心に配信しています。

区政情報や区主催事業、地域のイベントや活
動、ケーブルテレビ品川で放送した番組などを

「YouTube(ユーチューブ）」で配信しています。

@shinagawacity

@shinagawa_city https://www.facebook.com/
groups/city.shinagawa/

https://home.shinagawa.
kokosil.net/

https://www.instagram.com/city.
shinagawa/

@city.shinagawa

品川区民チャンネル（地デジ11ch）では、通常放送画面に警報情
報などを文字で表示します。

●L字放送
警報などの気象情報や目黒川・立会川の水位情報などを表示
●しながわテレビプッシュ（ケーブルテレビ品川のサービス）
自動的にチャンネルを切り替えたり、テレビの電源を入れたりし
て緊急情報を配信（有料）

緊急情報発信ダイヤル　☎3777−2292
防災行政無線で発信した緊急情報を音声で聞くことができます。

区からの情報や防災行政無線の
情報を伝えます。

区の情報などを多言語（英語・中
国語・韓国語・タガログ語）で放
送します。

広報車　危険が予測される地域へ出動し、スピーカーから呼びかけ
るなどして情報を伝えます。

避難情報緊急通知コール
津波・浸水害・土砂災害の危険が想定される地域の方を対
象に、区が避難に関する情報を電話やメールで通知する
サービスです。

ケーブルテレビ品川 FMしながわ
（88.9MHz）

InterFM
（89.7MHz）

緊急時のみ

あらかじめ登録が必要です

品川区ホームページ
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

トップページをリニューアルしました。区政、行政サービス、
手続き・届出、教育、福祉、環境、健康、産業、文化、観光な
ど、くらしに関する情報をご覧いただけます。また、AIチャッ
トボットやいろいろな検索方法へのリンクを常に表示。品川
区の見たい、知りたい情報にすぐにアクセスできます。
＊緊急時には「緊急情報」欄を表示させ、大切な情報をお伝
えします。

区の広報紙〈1・11・21日発行（8月11日号
を除く）の定例号や特集号〉をご覧いただけ
ます。

写真で品川区の今と昔をご覧になれます。
ギャラリー風、年表形式での表示もできます。

発行／品川区　編集／広報広聴課　〠140－8715  品川区広町2－1－36  ☎3777－1111（代表）  Fax5742－6870（広報広聴課）  https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

　東京都では、引き続き外出自粛の要請などを行っています。
　一人ひとりが「感染しない、させない」の意識を持ち、不要不急
の外出を控え、感染予防・感染対策の徹底をお願いします。

緊急事態宣言が
発令されています

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

！

こちらからも
ご覧いただけます
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見たい・知りたい情報にすぐアクセス！
区ホームページのトップページをリニューアル
必要な情報を簡単に入手できるようデザインを一新しました。リニューアルしたホームページをぜひご活用ください。

リニューアルポイント
パソコン・タブレット スマートフォン

！
よく見られているページ

アクセス数が多いページのリンクを表示。多
くの人が知りたい情報を簡単に見つけること
ができます。

緊急情報
緊急情報や重要なお知らせが一目で伝わる
よう表示。必要な情報に素早くアクセスでき
ます。

メインスライドバナー
緊急性・重要性の高い情報が並ぶバナーは
自動でスライド。一時的にスライドを停止す
ることもできます。

画面上に常時表示されるボタン
「しらべる」「チャットボット」「ページトップへ」
のボタンが常に画面に表示。検索やページ
の先頭に戻りたいときに便利です。

区公式ホームページとSNSを一体化
トップ画面に区の各公式SNS・アプリなどを表示。
ライフスタイルにあわせてお選びください。

しらべる

チャットボット

ページトップへ

キーワードやテーマ・目的など
から検索できます。
疑問・質問・問い合わせなどに
対話形式でお答えします。
そのページの一番上に戻ること
ができます。

区に関するさまざまな情報を配信しています。
・アイコンから
スマートフォンで区ホームページの「LINE品川区公式アカウント」ページにアクセス。

のアイコンをタッチして、LINEアプリから「友だち追加」してください。
・二次元コードから
右記のコードを読み取り、「友だち追加」してください。
・ID検索から
LINEアプリの「友だち追加」画面から「検索」を選択してください。「@shinagawa_
city」と入力し、「友だち追加」してください。

受信設定を行うと、受信する
情報を選択できます。

ニュースアプリ「SmartNews(スマートニュース)」で重要・新着情報を配信！
ニュースアプリ「スマートニュース」内に品川区
チャンネルを開設し、広報しながわの掲載記事や
イベント情報などを配信しています。

スマートニュースを初めて利用する方は、左記の二次
元コードからアプリをインストールしてください。「品
川区」のタブが追加された状態から利用できます。

＜品川区チャンネルの設定方法＞

1.�タブを右にスクロー
ルし「もっと」をタッ
プ

2.検索バーに「品川区」
と入力して選択し、右
上の「追加」をタップ

3.�ホーム画面に戻り、い
ずれかのタブを長押
しすると、追加したタ
ブを移動することが
できます。

LINE品川区公式アカウントをご利用ください

登
録
方
法

受け取る情報を選択

チャットボットと連携

「戸籍・住民票ご案内」や「保
育園案内」、「子どもの手当・医療助成」などの質問
や問い合わせにはチャットボットが利用できます。
今後、さらに利用項目を増やしていく予定です。

　問い合わせ　広報広聴課（☎︎5742−6612 Fax5742−6870）

令和3年
から
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社会貢献製品支援事業の
採択製品を紹介します

区では、区内中小企業の優れた自社技術・製品・サービスのうち、募集テーマに該当する製品を採択
しPRしています。また、品川区役所などで試験導入やテストマーケティングの場を設けるなど、区
内中小企業の販路拡大を支援しています。これまでの採択製品は、区内の様々なシチュエーション
で活用されています。
問い合わせ  商業・ものづくり課（☎5498－6340 Fax5498－6338）

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の状
況を鑑み、募集テーマを「新型コロナウイルス感染症
に直面する危機を乗り越える取り組みもしくは新型コ
ロナウイルス感染症に直面する危機に役立つ製品・
技術・サービス」として募集をしていました。

令和
2年度

Withdesk�Browse（ウィズデスクブラウズ） AIコミュニケーションシリーズ
J
ジ ャ バ

avaS
ス ク リ プ ト

criptタグ一つで導入可能なコブラウズソリューション。ソフトウェアイン
ストールが不要かつ簡単な操作で電話対応スタッフ（オペレーター）との画面共
有や遠隔操作が可能に！
♦品川区家賃支援給付金（オンライン申請）などで活用されています

案内や質疑応答などをスタッフに代わって行うAIロボット（デバイス）。
高い音声認識と回答精度を備え、AIを簡単に登録・成長・管理することが可
能。本ＡＩシステムは、導入した店舗、施設に適した案内・回答をします。
♦区役所本庁舎で庁舎案内として活用されています

※購入方法など製品についての詳細は、各企業にお問い
合わせください。

タケロボ株式会社
東五反田5－27－10 野村ビル9階
☎03－6447－7672
http://www.takerobo.co.jp/

グラフテクノロジー株式会社
北品川5－5－15

sales@graph-technology.com
https://www.graph-technology.com/

住民票を取得したいのですが。

I want to register 
as a resident.

戸籍住民課が担当窓口です。

Please go to Family Register 
and Resident Section.

ロボットタイプ

システムデバイスタイプ

※ロボットの他、サイネージ・パソコン・スマートフォンなど様々なデバイスで利用可能。

事前のソフトウェアインストー
ルが無いため利用者（ユー
ザー）がすぐに活用できる

通信量が軽量なHTMLデー
タを使用しているため接続遅
延が少なく、オペレーターの
画質が一切劣化しない

利用者（ユーザー）が閲覧す
るウェブページに対してオペ
レーターが遠隔操作しながら
対応できる

区民活動情報サイト

「しながわすまいるネット」が
リニューアルします
情報を得たい方によりわかりやすく、情報発信した
い団体が活動内容を十分に反映できる、利用しやす
いサイトにリニューアルします。

利用開始日

4月1日㈭

日時／3月8日㈪ 午後2時～3時、3月9日㈫ 午前10時～11時
会場／区役所講堂（第三庁舎6階）
対象／しながわすまいるネットに登録している団体、これから登録
を希望する団体
申込方法／電話で、地域活動課協働推進係☎5742－6693 へ
※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。

新システム操作説明会

しながわすまいるネットとは　�区内で活動する団体、サークルなどの区民活動の活性化を目指し、活動の紹介やメンバー募集などを
自ら発信・検索できるサイトです。

1.  品川区内で活動する団体であって、非営利活動団体であるこ
と。ただし、営利団体であっても、社会貢献活動を発信する場
合に限る。

2. 構成員が3人以上であること。
3.  団体の運営に関する規則（定款、規約、会則等）が定められてい

ること。

登録要件新機能

〈しながわすまいるネットの使い方〉
・ トップページのイチオシ情報が随時
更新され、地域活動の最新情報を確
認できます。

・ 新しいマッピング機能で近所で行わ
れるイベントや開催場所も一目瞭然。

・ イベントや講座の開催・会員募集を
確認でき、参加するきっかけを見つけ
られます。

・ 活動報告や活動予定などから活動内
容を確認できます。

品川区内で活動する地域貢献団体の見本市「しながわ地域貢献活動展」の中止を受
けて、コロナ禍でも感染症対策をしながら活動を継続している団体を紹介します。

日時／2月22日㈪～28日㈰ 午前９時～９時３０分、午後２時～２時３０分
※放映後は、品川区公式YouTubeチャンネル「しながわネットTV」でもご覧いただけます。

「しながわ地域貢献活動展〜地域を支える人の力〜」ケーブルテレビ品川（地デジ10チャンネル）でご覧ください

問い合わせ  地域活動課協働推進係
（☎5742－6693 Fax5742－6878）

行きたいイベン
トを

地図から検索で
きる

マッピング機能
スマートフォン対応でより情報が見やすく

（情報を掲載するには団体登録が必要です）新規登録
団体も
募集中！
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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。

人 2年度助成金の申請書を提出していない、0～2歳児の保護者のうち次の全てにあてはま
る方
・児童と保護者が助成申請月の1日時点で区内に住民票があり、実際に居住している
・助成対象となる認可外保育施設に助成申請月の初日より在籍し、基本保育時間で月160時
間以上の月ぎめ契約により実際に保育を受けている
・保育料を滞納していない
・保育の必要性の認定を受け、認可保育所などの入園申し込みを行ったが、不承諾となっている
※住民税非課税世帯の方は、幼児教育・保育無償化における施設等利用費の請求が別途必
要です。詳しくは保育支援課で配布するお知らせ（施設等利用給付について）をご確認くださ
い。
申 問 3月22日㈪（必着）までに、保育支援課で配布する申請書と必要書類を同課開設・計画担
当（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階☎5742－6039 Fax5742－9178）へ郵送か持参
※助成制度や施設等利用給付についてのお知らせと新規申し込み用の申請書は、区ホーム
ページからダウンロードもできます。
※申請済みの方は、決定通知に同封している確認依頼書と必要書類の提出が必要です。
※詳しくは区ホームページかお知らせをご覧ください。

令和2年度認可外保育施設保育料助成の申請は3月22日㈪までに

①花のにおい、めざめた虫、
　“春”をさがしにでかけよう！
日 3月27日㈯ 午後1時30分～3時30分
人 小学1・2年生と保護者15組（抽選）

②八潮の自然の中で野鳥観察！
日 3月28日㈰ 午後1時30分～3時30分
人 小学3～6年生と保護者15組（抽選）

────────────────── 共通 ──────────────────
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）、周辺緑地
講 村松亜希子（生態教育センター理事）ほか
申 問 2月28日㈰（必着）までに、往復はがきで番号、講座名、参加者全員の住所・氏名・
学年・電話番号・保護者氏名を環境情報活動センタ－（〠140－0003八潮5－9－11
☎・Fax5755－2200）へ
※HP shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

春休みこども環境学習講座「ネイチャーウオッチング～身近な自然観察会」
八潮の緑地を講師とともに「探索」し、生きもののふしぎを発見しよう。

親子ネイチャープロジェクト（第2弾）「ファミリーでプチっとキャンプを楽しもう」
日 3月21日㈰ 午前9時30分～正午　※現地集合・解散。　※雨天中止。
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200円（保険料など）
申 問 3月4日㈭（必着）までに、往復はがき（1家族1枚）に「親子ネイチャープロジェクト」
とし、住所、参加者全員の氏名、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

イベントなど

保育園・幼稚園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
染拡大防止のため休止しています。
問 保育課施設・運営係（☎5742－6724 Fax5742－6350）

お知らせ

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。

学校や地域で活躍できるリーダーをめざす教室です。体験学習や集団生活などを通して、
友だちとのかかわりについて学び合います。
日時・内容／5月9日～4年3月13日の日曜日（月1回程度午前9時30分～午後3時）とサマ
ーキャンプなど
参加費／小学生3,500円、中学生4,000円、高校生4,500円（年間活動費・保険料込）
※装備品購入やサマーキャンプの参加費などは別。
対象／区内在住で、団体活動にひとりで参加できる小学4年生～高校生
申込方法／3月18日㈭（必着）までに、子ども育成課などで配布する募集ちらし（申込書）を
同課庶務係へ郵送か持参
※教室開催日など詳しくは募集ちらしをご覧ください。
○区ホームページから電子申請もできます。

ジュニア・リーダー教室参加者募集
問い合わせ  子ども育成課庶務係

（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階☎5742－6692 Fax5742－6351）

コース 募集人数（抽選） 会場

小学生コース
（4～6年生） 各20人

①旗の台文化センター（旗の台5－19－5）
②荏原文化センター（中延1－9－15）
③南大井文化センター（南大井1－12－6）

中高生コース 40人 こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
※野外活動などは別会場で実施。

令和3年度

※新型コロナウイルス感染症対策のため、プログラム内容を変更する場合があります。

のたより税

確定申告などで税務署へ来場する方へ
確定申告会場へ入場するためには「入場整理券」が必要です。入場整理券
は、当日、会場で配付するほか、ＬＩＮＥアプリで国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントを

「友だち追加」すれば事前に日時指定の入場整理券を入手できます。
※当日は入場整理券の配付状況に応じて、早めに受付を終了す
る場合があります。

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/

「広報しながわ」を個別配送しています
「広報しながわ」は、新聞折り込みのほか、区施設、区内全駅、郵便局
などで配布しています。区ホームページでも公開しています。区内在
住で希望する方に、個別配送をしています。
申込方法／電話かFAXで、住所、氏名、年代、電話番号を広報広聴
課へ
◯区ホームページから電子申請もできます。
問い合わせ／広報広聴課（☎5742－6644 Fax5742－6870）

国税庁LINE公式アカウント
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52021年2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。

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

二人で子育て（父親学級）
会場 日時

品川保健
センタ－

4月18日
㈰

①午前9時30分
～午後0時5分

②午後1時30分
～4時5分

荏原保健
センタ－

4月3日
㈯

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 3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－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☎3447－5826）へ
●区ホ－ムペ－ジ➡「子ども・教育」➡

「妊娠・出産」➡「妊娠中のサ－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－

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 19日㈮ 23日㈫   4日㈭
児童思春期のこころの相談   3日㈬ 11日㈭   8日㈪

保健センターのこころの健康専門医相談（予約制）3月

問 各保健センター

行く前に必ず電話連絡を。健康保険証を忘れずに！
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

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）

2月21日㈰
23日㈷
28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）

2月21日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

柿島医院	 大井3－21－10	 ☎3775－5171
龍歯科医院	 西五反田8－2－2	 ☎3491－9489
とよつぐ歯科クリニック	 平塚1－6－20	 ☎3788－0907
根岸接骨院	 東五反田5－26－6	 ☎3441－8787
荒川接骨院	 中延4－5－21	 ☎3787－9520

2月23日㈷

内 小
歯
歯
骨
骨

ふじいクリニック	 西大井4－15－4	 ☎5718－1417
陽光歯科クリニック	 西五反田8－4－15	 ☎3490－1390
平和坂菅原歯科	 西品川2－24－10	 ☎5435－8110
阿部整骨院	 西品川3－1－20	 ☎3490－2730
昭和通り接骨院	 西中延2－9－13	 ☎3788－7470

2月28日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

おりしきみつるクリニック	 東大井2－19－11	 ☎5762－2789
小野寺歯科医院	 西五反田8－7－2	 ☎3493－2727
清水坂歯科医院	 戸越2－1－20	 ☎3783－2200
篠原接骨院	 西大井2－4－19	 ☎3775－2407
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）

2月27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

※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。

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

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
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

思春期家族教室（予約制）
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 3月1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

精神保健家族勉強会
日 3月10日㈬ 午後1時30分～3時
内 懇談会
人 精神障害者の家族と関係者15人
場 申 問 電話で、荏原保健センター☎
3788－7016へ

がんの夜間相談窓口
日 3月19日㈮ 午後6時～8時
場 申 直接、マギーズ東京（江東区豊洲6
－4－18☎3520－9913）へ 
問 健康課保健衛生係

（☎5742－6743 Fax5742－6883）

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企業等における出勤自粛や臨
時休業、学校におけるオンライン授業の実施に伴い、3年1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／1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、緊急事態宣言に伴う新型コロナウ
イルス感染拡大防止のための企業等の出勤自粛や休業、学校における
オンライン授業の実施に伴い、1月中の使用日数が10日以下となる定
期利用者

申請期限／3年3月5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＊　
●自転車等駐車場定期利用券のコピー
＊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。
提出方法／申請書等を土木管理課自転車対策係（〠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）
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6 2021年2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。

●拠点回収（古着・古布、廃食用油、
不用園芸土、小型家電<携帯電話・スマー
トフォンなど>）
3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）、
義務教育学校（日野・伊藤・豊葉の杜）、
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（時間外
に学校等でお預かりもできません）。

リサイクルショップ「リボン」
18歳以上の方は誰でも出品できます。
希望の方は電話か店頭で予約してくだ
さい。
※出品時は、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－ドは無料です。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。
※営業時間が変わる場合があります。詳
しくは区ホームページ等でご確認くださ
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－ス特販会」
日 3月2日㈫～11日㈭
※汚れや破損がないものを販売。
※通常の出品も募集。出品は1人1回限り
10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・紳士バッグ」「寝具・
タオル」出品募集
日 2月23日㈷～28日㈰ 午後1時～4時
※寝具・タオルは未使用品に限ります。
※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、区施設などに置いてあります。
4月号の掲載は、3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

⃝家庭用電気式生ごみ処理機購入費
一部助成 電子
令和2年度予算にまだ余裕があります

（早めにお申し込みください）。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
「使用済み注射針回収薬局」の看板のあ
る薬局へ持参するか、処方された医療
機関に返却してください。

⃝ 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。

お知らせ
住宅に関する無料相談を実施しています
●住宅相談会（個人住宅向け）
区内施工業者と建築士が、住宅のリフォー
ムや建て替え、耐震改修などに関する相談
をお受けします（予約不要）。
日 毎月第3水曜日 午前10時～午後3時
場 区役所第二庁舎3階ロビー
主催／品川区住宅耐震化促進協議会
●マンション相談（区内マンション管理組
合向け）<予約制>
①マンションの管理・運営に関する相談
日 毎月第2・4水曜日 午後1時～4時

（1組合1回50分程度）
相談員／マンション管理士
②マンションの建て替え・修繕に関する相
談
日 毎月第3火曜日 午後1時～4時

（1組合1回90分程度）
相談員／弁護士、一級建築士、マンション
管理士
場 申 問 1週間前までに、電話で住宅課住
宅運営担当（本庁舎6階☎5742－6776 
Fax5742－6963）へ

消費者特別相談「多重債務110番」
多重債務で悩んでいませんか。ひとりで悩
まず消費者センターにご相談ください。
日 3月1日㈪・2日㈫ 午前9時～午後4時
※まずはお電話ください。
場 問 消費者センター（西品川1－28－3中
小企業センター4階☎6421－6137 
Fax6421－6132）

占用許可の更新書類を送付します
区では、区道上に設置する突出看板など
の占用許可を行っています。許可の更新
時期が近づいた方に、2月下旬以降更新
書類を送付しますので、内容をご確認のう
え、手続きをお願いします。なお、落下事
故などに備え、定期的な点検を行うなど、
適切な維持管理をあわせてお願いします。
問土木管理課占用係

（☎5742－6785 Fax5742－6887）

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 3月2日㈫
問情報推進課番号制度担当

（☎5742－6619 Fax5742－7164）

環境講演会・環境表彰式・フードドラ
イブ中止のお知らせ
本紙12月21日号でお知らせした、環境講
演会は新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止となりました。それに伴い、
当日会場で行う環境表彰式とフードドライ
ブも実施しません。
問環境課環境推進係

（☎5742－6755 Fax5742－6853）

催　し
五反田文化センター　3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。
※詳しくはホームページ HP shinagawa-
gotanda-planetarium.com/をご覧い
ただくか、お問い合わせください。
●お昼のくつろぎプラネタリウム
日 水・木曜日午後0時35分～0時50分
場 問 五反田文化センター（〠141－
0031西五反田6－5－1☎3492－2451 
Fax3492－7551）

第19回大井第二地区文化祭
－しながわ文化プログラム認定事業－
日 3月6日㈯ 午前10時～午後4時
3月7日㈰ 午前10時～午後3時
内 地域の方が創作した作品の展示、かも
め工房のクッキ－を配布（両日とも先着
150人）など
場 問 大井第二地域センター（大井2－27
－20☎3772－2000 Fax3772－2076）

国保・年金
令和3年度の国民年金保険料が
決まりました
令和3年度の国民年金保険料は、月額
16,610円です。国民年金保険料の支払
いには前納割引制度があり、口座振替で
前納をした場合の金額は次のとおりです。

納付方法 年間の
納付保険料

毎月納付（現
金）と比較した
割引額

2年前納 382,550円
（2年度分）

15,850円
（2年度分）

1年前納 195,140円 4,180円

6カ月前納 98,530円 1,130円

※納付書やクレジットカード納付での
割引額は口座振替とは異なります

新たに口座振替、クレジットカードによる
令和3年度分前納割引制度を希望する方、
1年前納から2年前納に変更する方は、2
月26日㈮までに品川年金事務所へ申し込
みが必要です。また、納付書での2年前納
納付期限は4月30日㈮で、事前に申し込
みが必要です。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
問品川年金事務所

（☎3494－7831 Fax3779－3449）

※参加費のほか、プール入場料が必要です。
※60歳以上の方は、過去1年以内の健康診断結果の写しが必要です。
※健康に不安のある方は医師の許可を必ず得てください。
申込書配布場所／文化センター、体育館、荏原第二・第三・第四地域セ
ンター、健康センター、ゆたか・旗の台・小山・後地シルバーセンター、
平塚ゆうゆうプラザ
場所・申込方法・問い合わせ／3月7日㈰（必着）までに、申込書を荏原文化
センター（〠142－0053中延1－9－15☎3785－1241 Fax5702－2843）
へ郵送か持参

荏原文化センター水泳教室
コース 日時 対象・定員

（抽選）
参加費

（保険料込）

①シルバー
　コース

4/14～6/30の水曜日
午前11時30分～午後1時（全10回）

60歳以上で
健康な方
30人

1,400円

②チャレンジ
　コース

4/16～10/8の金曜日
午後1時30分～3時（全19回）

16～74歳で
健康な方
20人

2,680円

※泳いだり、プールに顔をつけることはしません。

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。水中散歩教室

※時間は1時間。
申込方法・問い合わせ／3月1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）
4月1日
～6月3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）

4月8日
～6月24日 11回 13:45 5,500円

④ 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

4月8日
～6月3日

各
7回

 9:45 各
3,500円⑤ 11:45

⑥ 品川学園温水プール
（北品川3－9－30）

4月9日
～4月30日

金

各
4回

 9:45 各
2,000円⑦ 11:45

⑧ 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

4月2日
～6月4日

各
9回

 9:45 各
4,500円⑨ 11:45



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2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。

しながわ防災体験館に行ってみよう！
しながわ防災体験館は、日頃からの備え
や災害発生時の対応を学ぶ施設です。防
災の知識・技術を習得できる様々な体験
ができます。

しながわ防災体験館
所在地／区役所第二庁舎2階

（広町2－1－36）
開館時間／午前9時～午後5時
休館日／月・土曜日、祝日、年末年始
問い合わせ／☎5742－9098
※団体予約もできます。空き状況の確認
など、詳しくはお問い合わせください。

防災とサッカーのコラボイベント♪
サッカー元日本代表の石川直宏さんを迎え、楽しみながら
防災について考えます。災害が起きた時の行動や防災につ
いて、石川さんと一緒にサッカーを通じて学びます。
日時／3月13日㈯ ①午後1時～、②午後2時30分～　※荒天中止。
会場／しながわ中央公園（区役所前）
対象・定員／区内在住・在学の方各50人（先着）
※①5歳～小学3年生（保護者同伴）、②小学4～6年生（保護者参加可）
※①は、保護者1人につき子ども3人まで応募可。
申込方法／2月24日㈬～3月7日㈰に、social football COLOのホームペー
ジhttps://colojapan.asia/defense-action/bss.htmlか、電話でしながわ
防災体験館☎5742－9098へ（右記の開館時に受け付け）
※当日は同伴の保護者以外の見学はできません。
※受付でチェックシートの記入、検温、マスクの着用をお願いします。

3/14㈰〜4/30㈮

きゅりあん公演延期日決定のお知らせ

●輝け！しながわジェンヌ2021～3期生公演～
1月24日㈰【昼公演】午後1時【夜公演】午後5時
延期日／7月31日㈯【昼公演】午後1時【夜公演】午後5時
再販売日／4月23日㈮
●ミュージック・モア　otonano　コンサート
1月27日㈬ 午後6時30分　延期日／8月28日㈯ 午後5時　
●南佳孝＆杉山清貴　JOINT LIVE “Half & Half”
1月28日㈭午後6時30分　延期日／5月24日㈪ 午後6時30分
※2年6月6日公演のチケットをお持ちのお客様は入場前に交換が必要です。
再販売日／4月9日㈮

払い戻し期間・方法／3月1日㈪～17日㈬（土・日曜日を除く）午前9時～午後5時に、
チケットを持参のうえ、「きゅりあん3階事務室」（大井町駅前）へ
〇チケットはそのまま延期公演でお使いいただけますので、大切に保管してください。
〇上記期間で来館できない方は郵送も受け付けます。詳細はホームページ http://
www.shinagawa-culture.or.jpをご確認ください。

問い合わせ  品川文化振興事業団（☎5479－4112 Fax5479－4160）

共
通

○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
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。

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

●2月17日㈬ の本会議
内容 放送日時

濱 野 区 長　 　　
施政方針

 2/22 ㈪ 16:00 ～ 16:45
（再） 2/27 ㈯ 11:00 ～ 11:45

石 田　 秀 男（自民） 2/22 ㈪ 20:00 ～ 21:00
代表質問 （再） 2/27 ㈯ 12:00 ～ 13:00

若 林 ひ ろき（公明） 2/22 ㈪ 21:00 ～ 22:00
代表質問 （再） 2/27 ㈯ 16:00 ～ 17:00

大 沢　 真 一 （自・無） 2/23 ㈷ 16:00 ～ 17:00
代表質問 （再） 2/27 ㈯ 17:00 ～ 18:00

●2月18日㈭ の本会議
内容 放送日時

中 塚　 亮（共産） 2/23 ㈷ 20:00 ～ 21:00
代表質問 （再） 2/27 ㈯ 18:00 ～ 19:00

須 貝　 行 宏（品改） 2/23 ㈷ 21:00 ～ 22:00
代表質問 （再） 2/27 ㈯ 20:00 ～ 21:00

新 妻 さえ 子（公明） 2/24 ㈬ 16:00 ～ 16:45
一般質問 （再） 2/27 ㈯ 21:00 ～ 21:45

小 芝　 新（自民） 2/24 ㈬ 20:00 ～ 20:45
一般質問 （再） 2/28 ㈰ 11:00 ～ 11:45

渡 部　 茂 （自・無） 2/24 ㈬ 21:00 ～ 22:00
一般質問 （再） 2/28 ㈰ 12:00 ～ 13:00

くにば 雄 大（無所属） 2/25 ㈭ 20:00 ～ 20:45
一般質問 （再） 2/28 ㈰ 16:00 ～ 16:45

●2月19日㈮ の本会議
内容 放送日時

鈴 木 ひ ろ子（共産） 2/25 ㈭ 21:00 ～ 21:45
一般質問 （再） 2/28 ㈰ 17:00 ～ 17:45

藤 原　 正 則（品改） 2/26 ㈮ 20:00 ～ 20:45
一般質問 （再） 2/28 ㈰ 18:00 ～ 18:45

西 村　 直 子（自民） 2/26 ㈮ 21:00 ～ 21:45
一般質問 （再） 2/28 ㈰ 20:00 ～ 20:45

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）

3/13㈯

石川直宏さん
FC東京クラブ
コミュニケーター

日程変更に伴い、希望される方には、チケット代を返金します

ケーブルテレビ放送区議会の

本会議での施政方針、代表質問、一般質問の様
子が、ケーブルテレビ品川で放送されます。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  防災課啓発・支援係（☎5742－6696 Fax3777－1181）

品川区ミニ防災フェア2021を開催！ 3月13日㈯〜4月30日㈮

新しい生活様式始めていますか？

•ソーシャルディスタンス
 （身体的距離の確保）

•マスクの着用
•せきエチケットの徹底

•換気
•３密（密集、密接、密閉）を避ける

•手洗い

感染対策「きほんの��き�」適度な
保湿も
大事！

ジージョくんがより親しみやすい
デザインに変わりました♪
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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 3月1日号 ⃝新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ　⃝自殺対策強化月間　⃝しながわ公園フォトコンテスト

※1 お買い物時にはマイナンバーカードは使用しません。　※2 国が買い物履歴を収集・保有することはできません。

マイナポイントの利用イメージ 2021年9月まで

2021年3月までにマイナンバーカードを
申請するとマイナポイント
がもらえる！

付与率
25％

マイナンバーカードを
取得

バーコード付きの交付申請書
が順次送付されます。
お持ちでない方は、

今すぐ申請を！

1
マイナポイントの

予約
マイナポイントアプリをダウ
ンロードして、案内に従って
操作するだけ

2
利用先を選択して
マイナポイントを

申し込む
マイナポイント申し込みペー
ジにログインし、利用する
キャッシュレス決済サービス
を選択し、申し込む

3
チャージなどに対して
マイナポイントを

付与
キャッシュレス決済サービス
でチャージなどをすることで、
マイナポイントがもらえる

4
マイナポイント分を
利用して買い物

取得したマイナポイントは
いつものお買い物で利用可能 

（※１、※２）

5

1 2 3
国からバーコード付き交付申請書が順次送付されます

現在、マイナンバーカードの申請から交付まで3カ月程度の時間を要して
います。早めの申請をお願いします。
※2021年3月までにマイナンバーカードを申請するとマイナポイントがもらえます。

4つの方法から申請できます（申請に必要なもの）

交付申請書がない場合　
・	手書き用の交付申請書と封筒を専用サ
イトからダウンロードして郵送申請

マイナンバーカードの申請方法 マイナポイントの予約・申込方法
（スマートフォン）

マイナンバーカードに
ついてはこちらから

交付手数料
無料！

※公的個人認証サービス対応のスマートフォン。
※カードリーダーがあればパソコンでも設定できます。

必要なもの
	①マイナンバーカード
②マイナンバーカード申請時か受け取り時に設定した数字4桁の暗証番号
③利用したい決済サービスID ／セキュリティコード
（決済サービスによっては事前登録が必要な場合あり）　

手順
マイナポイントアプリをダウンロード
※Android端末は「JPKI利用者ソフト」もダウンロードが必要。
⬇
案内に従ってマイナンバーカードを読み取り、暗証番号を入力
※暗証番号は3回間違えるとロックされ、区役所窓口でないと解除できないので要注意。
⬇
利用するキャッシュレス決済サービスを選択

◯マイナポイントの予約者数が予算の上限に達した場合は、マイナポイントの
予約を締め切る可能性があります。

● 詳しくは、マイナポイント事業ホームページをご覧いただくか
　マイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

マイナンバー総合フリーダイヤル　 0120-95-0
マ イ ナ ン バ ー

178 月〜金曜日　午前9時30分～午後8時
土・日曜日、祝日　午前9時30分～午後5時30分※音声ガイダンスに従って選択してください。マイナポイントについては「5番」です。

問い合わせ

マイナンバー（個人番号）カードを利
用して、住民票の写しなどの証明書が
全国のコンビニエンスストア（マルチ
コピー機設置店舗）で取得できます。

利用時間／午前6時30分～午後11時
（戸籍証明書・戸籍の附票の写しは土曜日・祝日を除く午前8時30分～午後5時）
※年末年始（12月29日～1月3日）・システム保守点検日は除く。
取得可能な証明書／住民票の写し、印鑑登録証明書、特別区民税・都民税課税（非
課税）・納税証明書、戸籍証明書（全部・個人事項）、戸籍の附票の写し
発行手数料／200円（戸籍全部・個人事項証明書のみ1通350円）

2021年3月からマイナンバー
カードが健康保険証としても
利用できるようになります。
マイナポータルから、
利用に必要な事前登
録の申し込みがで
きます。

マイナンバーカードの申請・取得、マイキー IDの設定支援について マイナポイント制度について
戸籍住民課住民異動係　　☎5742－6660 Fax5709－7625 情報推進課番号制度担当　☎5742－6619 Fax5742－7164

問い合わせ

便利でお得　コンビニ交付
区の窓口よりも100円お得

対象期間が
変わりました！

上限5,000円相当

詳しくは事業者（キャッシュレス決済サービス）へ
お問い合わせください

スマートフォンで申請
（交付申請書に印字さ
れたバーコード、顔写
真データ）

郵便で申請
（交付申請書、6カ月
以内に撮影した証明
写真、封筒）

パソコンで申請
（交付申請書に記載
の申請書ID、顔写
真データ）

証明用写真機で申請
（交付申請書に印字さ
れたバーコード、撮
影用料金）


