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粗大ごみの出し方

粗大ごみでの収集はできません

粗大ごみ受付センターへ申し込む 粗大ごみを出す粗大ごみ処理券を 
購入する

インターネット受付
②日曜日に直接持ち込む

電話受付
①戸別収集

https://www2.sodai-web.jp/shinagawa/
※区ホームページからもアクセスできます。
※住所に誤りがあると収集できません。

指定された日の午前9時～
午後4時に、「品川区有料粗
大ごみ処理券」を粗大ごみ
に貼付して、品川区資源化
センター（八潮1－4－1）へ
※年末は12月26日㈰まで、年始は4年1月9日㈰から。

品川区粗大ごみ受付センター 
☎5715－1122
受付時間／／月～土曜日午前8時～午後9時

（祝日も受け付けます）
※年末は12月28日㈫午後9時まで、年始は4年1月4日㈫午前8時から。

予約した収集日の午前8時
までに「品川区有料粗大ご
み処理券」を粗大ごみに貼
付して、指定された場所へ
※年末は12月30日㈭まで、
年始は4年1月4日㈫から。

※日曜日に持ち込む場合も事前の申し込みが必要です。

※タンス、シュレッダー、米びつ、炊
飯器などは中身を空にして出してく
ださい。
※火災の原因になりますので、石油
ストーブの灯油は空にして出してく
ださい。

予約時に案内された手数料分の処理
券を、区内の「有料粗大ごみ処理券
取扱所」の掲示のある商店・コンビ
ニエンスストアなどで購入して貼付
してください。
※購入する際、品川区の券であること
を確認してください。

◉テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、 
　衣類乾燥機、エアコン
買い替えする店か購入した店、家電リサイクル受付
センター☎5296－7200（月～土曜日午前8時～
午後5時）へお問い合わせください。

◉パソコン本体とディスプレイ
メーカーなどに回収を依頼してください。リサイクル料金や受付窓口は、
各メーカーのサービスセンターか、パソコン3Ｒ推進協会☎5282－7685
（土曜日・日曜日・祝日・夏季冬季休暇をのぞく午前9時～正午、午後1時
～5時）へお問い合わせください。

こちらから
アクセスできます

粗大ごみ粗大ごみの申し込みはの申し込みは
お早めに！！お早めに！！

　年末の収集は大変混み合います。早めに粗大ごみ
受付センターへ申し込んでください。
　粗大ごみとは、家庭から出される布団や家具、自転
車などのおおむね1辺が30cm以上の大きさのごみの
ことです。粗大ごみとして捨てる前に、まだ使用でき
ないか考えましょう。

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）
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掲載記事は11月1日時点の情報です。最新の
区の行政サービス・施設等の対応状況は区
ホームページでご確認ください。

11月11日に人権週間特集号も
発行しています

感染予防・感染対策を
引き続き実施しましょう



●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://）

2 2021年11月11日号

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

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

●	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
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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
（祝・休日除く）

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14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14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
野村歯科医院 大井1−25−4 ☎3776−0121
のぐち歯科 中延5−3−12 ☎3784−5214
滝澤さめず接骨院 東大井1−1−6 ☎3450−8496
小山接骨院 戸越5−10−7 ☎3782−7568

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13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

11月20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

キリトリ線

催　し
ひとり親家庭「親子年末お楽しみ会」
～年末のプレゼント配布～
日 12月19日㈰午後2時〜3時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
人区内在住のひとり親家庭の親子50組（先着）
￥ 200円、子ども100円
※配布方法の詳細については、申し込み受付
後、後日連絡。
主催／／品川区ひとり親家庭福祉協議会
申 問 11月30日㈫までに、電話で子育て応援課
ひとり親相談係（☎5742－6589	 Fax5742－
6387）へ

医療機関の24時間案内
●東京都医療機関案内サービス（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

二人で子育て（父親学級）
会場 日時

品川保健
センター 1/23㈰ 　9:30～12:05

　13:30～16:05
荏原保健
センター 1/8㈯   　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 12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⇒「子ども・教育」⇒
「妊娠・出産」⇒「妊娠中のサービス」⇒
「二人で子育て（父親学級）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、体を動か
す方法を学びます。
日 12月9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・脊髄小脳変性症な
どの神経難病の方と家族10人
持ち物／／タオル、飲み物、マスク
場 申 問 電話で、大井保健センター☎
3772－2666へ

18歳（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
宇宙旅行の疑似体験と星座早見盤作り
国立天文台制作ソフト「Mitaka」で地球を飛
び出し、太陽系から地球環境を考えます。
日 12月12日㈰午後2時〜4時　
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
講北崎直子（星のソムリエ®）
人小学3〜6年生と保護者15組（抽選）
申 問 11月17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
※同センターホームページ HP shinagawa-
eco.jp/からも申し込めます。

講　座

◇東京都高齢者スマートフォン普及啓発事業	
はじめてのスマホ体験教室

スマートフォンの基本操作や便利な使い方を実際
に体験しながら学びます。
日 12月8日㈬午前9時30分〜11時30分
場東品川ゆうゆうプラザ（東品川3－32－10）
人区内在住で、スマートフォンを持っていないか通
話などの基本機能のみ利用している、自分で会場
まで来ることのできる65歳以上の方12人（抽選）
※教室で体験するスマホは用意します。
申 11月22日㈪までに、電話でスマートフォン普
及啓発事務局☎3804－3381へ
問スマートフォン普及啓発事務局
（☎3804－3381	Fax3804－3370）
高齢者地域支援課介護予防推進係
（☎5742－6733	Fax5742－6882）

◇管理栄養士による	
栄養改善事業のご案内

低栄養や生活習慣病のおそれがある方に、管
理栄養士が自宅を訪問し、栄養や食事にまつ
わる問題の解決をサポートします。
内栄養指導、レシピ・献立提案、調理指導など
人在宅介護支援センターに相談し総合事業対
象者となるか要支援1・2と判定された65歳
以上の方
￥ 1回300円（月2回程度、1回1時間程度）
期間／／3カ月
申 電話か直接、最寄りの在宅介護支援セン
ターへ　※担当ケアマネジャーがいる場合に
は、ケアマネジャーにご相談ください。
問高齢者地域支援課介護予防推進係
（☎5742－6733	Fax5742－6882）

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。

大井競馬場のイルミネーションイベント「東京メガイルミ」が開催中。「しな
がわ区民デー」期間は、区民の方限定のお得なキャンペーンを実施します。
詳細は東京メガイルミ公式ホームページをご覧ください。

〈窓口で品川区在住・在勤・在学が分かる証明書（運転免許証、健康保険証、会
社員証、学生証など）の提示が必要です〉
日時 11月20日㈯～23日㈷ 午後4時30分～9時

※最終入場は午後8時。
会場 大井競馬場（勝島2－1－2）
料金 800円（1,000円）、小学生～高校生400円（500円）、未就学児無料

※金額は日付指定前売券料金、（  ）内は当日券料金になります。

問い合わせ／東京メガイルミ運営事務局☎︎3762－5230、文化観光課観光推進係（☎︎5742－6913 Fax5742－6893）

東京メガイルミ「しながわ区民デー」



●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

32021年11月11日号

お知らせ

特別区立幼稚園臨時的任用職員採用
候補者の募集
職種／／臨時的任用教員（幼稚園）
勤務地／／23区の区立幼稚園
（大田区・足立区を除く）
資格／／幼稚園教諭普通免許状を現に有す
る方
選考方法／／書類選考及び面接
※面接は、新規申込者及び特別区立幼稚
園の臨時的任用教員として最近5年間に
勤務実績のない方が対象。
面接実施日／／①12月13日㈪②14日㈫
申 11月18日㈭〜12月7日㈫（消印有効）
に、募集案内を確認のうえ、特別区人事・
厚生事務組合教育委員会事務局人事企
画課（〠102－0072千代田区飯田橋3－
5－1東京区政会館17階）へ郵送　
※募集案内は、23区の各区役所や同事務
局で配布しています。
※名簿登載期間が3年12月31日で終了
する方のうち、引き続き名簿登載を希望
される方は必ず申し込みをしてください。
問同事務局人事企画課（☎5210－9857	
HP www.tokyo23city.or.jp/）、品川区
指導課（☎5742－6831	 Fax5742－
6892）

シルバー人材センター出張入会説明
会（予約制）
日 11月29日㈪
①午前10時②午後1時30分
場八潮区民集会所（八潮5－10－27）
人各10人（先着）
申 問電話で、シルバー人材センター東大井
支所（☎3450－0713	Fax3450－0714）へ

電子図書館・音楽データベースの
利用方法が変わります
既に図書館登録をしている方は、来館せ
ずに、電子図書館の利用や音楽データ
ベースのID・パスワードの発行申請がで
きるようになります。
日 11月11日㈭から

利用対象／／区内在住で図書館登録をし
ている方　※新たに図書館登録をした
方は、数日後から電子図書館が利用可能
になります。　※詳しくは図書館ホーム
ページをご覧ください。
問品川図書館
（☎3471－4667	Fax3740－4014）

11月25日㈭～12月1日㈬は
犯罪被害者週間です
「犯罪被害者週間」は、犯罪被害を受けた
方たちが置かれている状況を理解し、平
穏な生活を取り戻すための配慮を深めて
いただく期間です。期間中は区民相談室
内でパネルを展示しています。
●区や警察では被害者の方の相談に応
じ、支援情報などを提供する窓口を常時
開設しています
〇区民相談室（第三庁舎3階）
　☎3777－2000
〇犯罪被害者ホットライン（警視庁）
　☎3597－7830
〇品川警察署被害者支援担当
　☎3450－0110
〇大崎警察署被害者支援担当
　☎3494－0110
〇大井警察署被害者支援担当
　☎3778－0110
〇荏原警察署被害者支援担当
　☎3781－0110
●品川区4警察署合同特設相談窓口を開
設します。直接会場へお越しください
日 11月12日㈮午前10時〜午後3時
場大崎第二区民集会所（大崎2－9－4）
問区民相談室
（☎3777－2000	Fax5742－6599）

「コロナ禍における居住意向に関する
アンケート調査」にご協力ください
区では、今後の行政需要の把握や政策形
成への活用を目的に、「コロナ禍におけ
る居住意向に関するアンケート調査」を
実施します。区内在住の18歳以上の方
2,000人を無作為に選び、調査票を郵送
します。ご協力をお願いします。

回答方法・問 12月17日㈮（必着）までに、
指定する回答フォームか郵送で、企画調
整課計画担当（〠140－8715品川区役
所☎5742－6606	Fax5742－6870）へ

国保・年金

国民健康保険料は納期限までに
お支払いください
●国民健康保険料のお支払いは口座振
替が原則です
保険料が年金から差し引かれている方以
外は、口座振替が原則です。毎月支払い
に行く手間が省け、払い忘れの心配もあ
りません。
口座振替日／／毎月末（全期一括振替の場
合は毎年6月末日。月末が金融機関の休
業日の場合は翌営業日）
〇登録はWeb口座振替受付サービスが
便利です
区ホームページ（トップページ>手続き・
届出>国民健康保険>Web口座振替受
付サービス）からも申し込みできます。
※口座振替依頼書への記入・届出印の押
印が不要。	区役所、金融機関へ行く必要
がなく、依頼書の郵送が不要。
●納付書でのお支払い
納付書は、6月に前期納付書（5枚）と全
期前納納付書（年度一括）、11月に後期納
付書（5枚）を送付します。国保医療年金
課（本庁舎4階）、地域センター、金融機関
（ゆうちょ銀行含む）、コンビニエンスス
トアでお支払いください。　
※パソコンやスマートフォンによるお支
払い（モバイルレジ、クレジットカード、ペイ
ジー、LINE	Pay、PayPay）も可能です。
クレジットカードは、別途決済手数料が
かかります。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。
問国保医療年金課収納係
（☎5742－6678	Fax5742－6876）

講　座

シニア向け消費生活教室「知ってあ
なたの役に立つスマホやネットの光
と影～トラブル事例と回避術」	電子
日 12月8日㈬
午前9時45分〜11時45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、スマートフォンやイン
ターネットを上手に利用するためのポイ
ントや注意点
※スマートフォンを使った操作説明では
ありません。	
※10月8日㈮に実施した講座と同内容の
講座です。
講原田由里（ECネットワーク理事）
人 40人（先着）
申 問 12月7日㈫までに、区ホームページ
の電子申請か電話で、消費者センター
（☎6421－6136	Fax6421－6132）へ

しながわ学「明治初期の社会の動き
について」	電子
日程（全2回） 内容・講師

12/11
㈯

「日本の近代化と仏教」
安中尚史

（立正大学仏教学部教授）

12/18
㈯

「80日間世界一周の時代
ー交錯する西洋と東洋ー」
小風秀雅

（同大学文学部教授）
※時間は、午前11時〜午後0時30分。
場立正大学（大崎4－2－16）
人 16歳以上の方100人（抽選）
申 問 11月24日㈬（必着）までに、区ホー
ムページの電子申請か往復はがきで、講
座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号を文化観光課生涯学習係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6837	
Fax5742－6893）へ
※参加にあたり配慮をご希望の方はお知
らせください。

外国人採用・定着セミナー「第5回～職
場で起こりがちな外国人材マネジメン
トのトラブルを防ぐ～異文化理解の問
題解決セミナー」〈オンラインセミナー〉
日 12月15日㈬午後6時〜8時
講千葉祐大
（キャリアマネジメント研究所代表理事）
人区内にある中小企業の経営者・人事担
当者など20人（先着）
申 中小企業支援サイトHP www.mics.
city.shinagawa.tokyo.jp/から申し込み
問商業・ものづくり課産業活性化担当
（☎5498－6352	Fax5498－6338）

ボランティアボランティア
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。

☆令和3年のはつらつカード（緑色）の活動有効期間は12月31日㈮までです。
※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。
交換方法／／「はつらつカード」と印鑑をボランティアセンター（大井1－14－1）へ持参

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 12月16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（■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（〠〠140140−−
0014大井10014大井1−−1414−−1）へ送ってください。1）へ送ってください。

政治家（区議会議員や区長などの公職に就いてい
る人とこれから公職の候補者となろうとする人）
が、自分の選挙区内にいる人に対して、お金や物
などを贈ること（寄附）は公職選挙法で禁止されて
います。また、政治家に寄附を求めたりすること
も禁止されています。

問い合わせ 	品川区選挙管理委員会事務局
（☎5742－6845 Fax5742－6894）

有権者は求めない求めない  
政治家は贈らない贈らない

　政治家が禁止されている寄附の例
①お中元やお歳暮
②病気見舞い
③葬式の花輪や供花
④開店祝いや落成式の花輪
⑤入学祝い、卒業祝い
⑥	地域の運動会やスポーツ大会、	
お祭りへの寄附や飲食物の差し入れ

⑦	町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食
物の差し入れ

⑧	秘書や家族などが代理で出席して出す結婚祝い
や葬式の香典

寄附はNO!
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崖
地

擁壁

用途地域 建築可能な建築物の用途
第一種低層住居専用地域 低層住宅のための地域。小規模な店舗や事務所をかねた住宅、小・中学校などが建てられる

第一種中高層住居専用地域 中高層住宅のための地域。病院、大学、500㎡までの一定の店舗などが建てられる

第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅のための地域。病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定のお店や事務所などの必要な利便施設が建てられる

第一種住居地域 住居の環境を守るための地域。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどが建てられる

第二種住居地域 主に住居の環境を守るための地域。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどが建てられる

近隣商業地域 周囲の住民が日用品の買い物などをするための地域。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられる

商業地域 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域。住宅や小規模の工場も建てられる

準工業地域 主に軽工業の工場やサービス施設などが立地する地域。危険性・環境悪化が大きい工場以外はほとんど建てられる

工業地域 どんな工場でも建てられる地域。住宅や店舗は建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建てられない

※用途地域に指定されている地域では、建築物に用途・建
けんぺい

蔽率・容積率の制限が設けられています。
※このほか、建物の高さ・形態に関する規制（道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制等）が用途地域に応じて定められています。

用途地域等の変更（素案）を作成しました

用途地域とは

用途地域等の変更の対象

今後のスケジュール 素案説明会の開催（事前予約制）

ご意見について

　用途地域は地域の特性を生かし、調和のとれたまちづくりのために、住宅・店舗・工場などの建築物の用途
や大きさなどのルールを定めるものです。東京都では、平成16年の用途地域等の一斉見直し以降、地域のまち
づくりの進捗に合わせ、部分的に用途地域を変更してきました。
　しかし、前回の一斉見直しから約17年が経過し、道路の整備や建物の建て替えなどによる地形や地物
の変化が多くみられ、用途地域等の指定状況と現況との不整合がみられています。
　そこで今回、用途地域等の見直しを東京都が一括して実施することとなりました。このたび、品川区において
も調査・検討を進め、用途地域等の変更（素案）をとりまとめましたので、お知らせします。

都市の環境保全や効率的な活動のため、建物の用途等に一定の制限を設ける地域のことです。

今回の変更は、主に地形や地物の経年変化などに基づく軽微なものが対象となります。

一定の手続きを経て都市計画決定されます。

令和3年11月・12月

令和4年3月

令和4年4月～

令和5年

用途地域等の変更（素案）について説明会を開催します。

用途地域等の変更（素案）についてご意見がある場合は、11月
22日㈪～12月13日㈪（必着）に住所、氏名、電話番号、ご意見
を都市計画課へ郵送かFAX、持参

日時 会場

11月28日㈰
午前10時～11時30分 きゅりあん（大井町駅前）

12月1日㈬
午後6時30分～8時 中小企業センター（西品川1－28－3）

用途地域の境の基準としていた道路の位置や形状の変化 用途地域の境の基準としていた崖の位置や形状の変化

参加申し込み（先着）／各開催日の3日前（必着）までに、電話かFAX、はがきで住
所、氏名、電話番号、参加希望日、手話通訳希望の方はその旨を都市計画課へ
※説明会の資料は11月11日㈭より、事前に区ホームページでご覧いただけます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、説明会を延期・中止する場合があります。

用途地域の境は「道路の中心」
で指定されている

用途地域の境は「崖下」で
指定されている

用途地域の境が新たに整備
された「道路の中心」へ変更

用途地域の境を「敷地境界」
へ変更

問い合わせ  都市計画課（〠140－8715品川区役所本庁舎6階☎5742－6760 Fax5742－6889）

対象事例１

素案説明会

東京都へ原案を提出

都市計画案の作成

都市計画手続き

都市計画決定・告示

対象事例２

変更前 変更前

第一種中高層
住居専用地域

第一種低層
住居専用地域

第一種低層
住居専用地域

第一種中高層
住居専用地域

商業地域

第一種住居地域 第一種住居地域

商業地域

変更後 変更後

用途地域等の変更に
ついて詳しくはこちら
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番号 変更場所
現行 変更（素案）

用途
地域

建蔽率
（％）

容積率
（％）

高度
地区

防火・
準防火

特別
用途 日影規制 用途

地域
建蔽率
（％）

容積率
（％）

高度
地区

防火・
準防火

特別
用途 日影規制

1 上大崎四丁目 商業 80 500 ― 防火＊1 ― ― 一中 60 300 3高＊5 準防火＊2 ― 4h－2.5h／4m
一中 60 300 3高 準防火 ― 4h－2.5h／4m 商業 80 500 ― 防火 ― ―

2 上大崎三丁目 一住 60 300 3高 準防火 ― 4h－2.5h／4m 商業 80 500 ― 防火 ― ―
商業 80 500 ― 防火 ― ― 一住 60 300 3高 準防火 ― 4h－2.5h／4m

3 上大崎三丁目 一住 60 300 3高 準防火 ― 4h－2.5h／4m 一中 60 200 2高＊4 準防火 ― 3h－2h／4m
一中 60 200 2高 準防火 ― 3h－2h／4m 一住 60 300 3高 準防火 ― 4h－2.5h／4m

4 西五反田三丁目 一中 60 300 3高 準防火 ― 4h－2.5h／4m 二住 60 400 ― 防火 ― ―

5 東五反田三丁目 一低 60 150 1高＊3 準防火 ― 4h－2.5h／1.5m 一中 60 200 2高 準防火 ― 3h－2h／4m
一中 60 200 2高 準防火 ― 3h－2h／4m 一低 60 150 1高 準防火 ― 4h－2.5h／1.5m

6 北品川六丁目 一低 60 150 1高 準防火 ― 4h－2.5h／1.5m 一住 60 300 3高 準防火 ― 4h－2.5h／4m
一住 60 300 3高 準防火 ― 4h－2.5h／4m 一低 60 150 1高 準防火 ― 4h－2.5h／1.5m

7 北品川五丁目 一低 60 150 1高 準防火 ― 4h－2.5h／1.5m 準工 60 300 ― 準防火 ― ―　
準工 60 300 ― 準防火 ― ― 一低 60 150 1高 準防火 ― 4h－2.5h／1.5m

8 北品川四丁目 一住 60 300 3高 準防火 ― 4h－2.5h／4m 準工 60 300 3高 準防火 ― 5h－3h／6.5m
準工 60 300 3高 準防火 ― 5h－3h／6.5m 一住 60 300 3高 準防火 ― 4h－2.5h／4m

9 東品川二丁目 ― ― ― ― ― ― ― 準工 60 400 ― 防火 ― ―
10 東品川三丁目 ― ― ― ― ― ― ― 準工 60 300 3高 準防火 ― 5h－3h／6.5m

11 荏原四丁目
西中延一丁目 商業 80 500 ― 防火 ― ― 商業 80 500 最低限高度

7m 防火 ― ―

12
戸越三丁目
平塚一丁目
戸越五丁目

東中延一丁目
商業 80 500 ― 防火 ― ― 商業 80 500 最低限高度

7m 防火 ― ―

13
広町二丁目

西品川一丁目
西品川三丁目
大崎一丁目

準工 60 200 2高 準防火 ― 4h－2.5h／4m 準工 60 200 ― 準防火 ― ―

＊1 防火地域　＊2 準防火地域　＊3 第一種高度地区　＊4 第二種高度地区　＊5 第三種高度地区　  変更内容

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。
（承認番号）2都市基交通著第15号　（承認番号）2都市基街都第1号、令和2年4月9日

用途地域等の変更（素案）について 品川区内の用途地域等の変更箇所・内容は次のとおりです。

2

1

3

5

6
7

9

10

8

11

12

13

4



●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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講　座

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 12月14日㈫午後1時〜3時45分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講長沼満美愛（1級ファイナンシャル・プ
ランニング技能士）ほか
人 55歳以上で働く意欲のある方30人
（先着）
持ち物／／筆記用具
申 11月11日㈭午前9時から電話で、セミ
ナー予約専用窓口☎5256－6200（祝日
を除く月〜金曜日午前9時〜午後5時）へ
問商業・ものづくり課産業活性化担当
（☎5498－6352	Fax5498－6338）

しながわ防災学校　一般向けコース
「災害と心理」〈オンライン開催〉
日 12月5日㈰午前10時〜正午
講 岡野谷純（日本ファーストエイドソ
サェティ〈JFAS〉代表理事）
人区内在住の中学生以上の方20人程度
（抽選）
申 11月25日㈭までに、しながわ防災学
校ホームページHP bousaigakkou.city.
shinagawa.tokyo.jp/の専用フォーム
か、電話でサイエンスクラフト☎6380
－9062へ
問防災課啓発・支援係
（☎5742－6696	Fax3777－1181）

「空き家セミナー」を開催します
〈オンライン同時開催〉
日 12月11日㈯午後3時〜4時
場きゅりあん（大井町駅前）
講峰尾茂克（住宅コンサルタント）
人空き家所有者（予定者含む）など
会場参加＝10人
オンライン参加＝100人

申専用サイトHP www.tokyu-sumaito	
kurashi.com/event/か電話で、住まい
と暮らしのコンシェルジュエトモ大井町
店 0120－062－109へ
問住宅課空き家対策担当
（☎5742－6777	Fax5742－6963）

同行援護従業者養成研修
視覚障害者の外出を支援するガイドヘル
パーになりませんか。本講座の課程を修
了することで、同行援護従業者養成研修
一般・応用課程修了証明書の交付を受け
ることができます。
日 12月4日㈯〜4年1月21日㈮（全6回）
※講義・演習終了後、修了式あり。
場品川リハビリテーションパーク（北品
川5－2－1）ほか
内 同行援護従業者が行う業務に関する
知識及び技術を修得することを目的とし
た講義と演習
人区内在住か在勤で、全日程受講可能な
方20人（選考）
￥ 20,000円（教材費含む）
申 11月24日㈬（必着）までに、申込書を
品川ケア協議会（〠141－0001北品川5
－2－1☎5447－7225	 Fax5447－
0880）へ郵送か持参
※申込書・研修日程表は品川ケア協議会
ホームページ HP care-net.biz/13/
carekyou/からダウンロード可。
問障害者福祉課障害者相談支援担当
（☎5742－6711	Fax3775－2000）

公園の植物で作る
クリスマススワッグづくり講座
日 12月4日㈯
①午前10時〜11時②午後2時〜3時
場しながわ中央公園ミーティングルーム
（西品川1－27）
人区内在住か在勤・在学の方各5人
※小学3年生以下は保護者同伴（1人まで）。	

申 問 11月21日㈰（必着）までに、往復は
がきで会場名、希望時間、住所、氏名、年
齢、電話番号をしながわ中央公園管理事
務所（〠141－0033西品川1－27－14
☎5740－5037	Fax5740－5044）へ

公園の植物で作る
ウインターリースづくり講座
日 12月5日㈰
①午前10時〜11時②午後2時〜3時
場天王洲公園会議室（東品川2－6）
人区内在住か在勤・在学の方各8人
※小学3年生以下は保護者同伴（1人まで）。
申 問 11月21日㈰（必着）までに、往復は
がきで会場名、希望時間、住所、氏名、年
齢、電話番号をしながわ中央公園管理事
務所（〠141－0033西品川1－27－14
☎5740－5037	Fax5740－5044）へ

消費生活教室オンライン講座
「食品ロスのでない冷蔵庫に大変身
～年末の大掃除にも役立つ冷蔵庫整
理収納講座」	電子
日 12月4日㈯午前10時〜11時30分
講福田かずみ
（食品ロス削減アドバイザー）
人 30人（先着）
申 11月26日㈮までに、区ホームページ
の電子申請から申し込み
※ウェブ会議システム「ZOOM」を利用で
きる端末（パソコン、タブレット、スマートフォ
ンなど）とインターネット環境が必要です。
問消費者センター
（☎6421－6136	Fax6421－6132）

図書館認知症カフェ実施4館合同事業
講演会「高齢期の心の健康～住み慣
れた町でいきいきと暮らすために～」
日 12月9日㈭午後2時〜3時30分
場五反田文化センター
（西五反田6－5－1）

講宮本典子（臨床心理士）
人 50人（先着）
申 問電話か直接、品川図書館窓口（北品
川2－32－3☎3471－4667	Fax3740－
4014）へ　※当日、自宅で検温を実施の
うえご参加ください。

わかもの向け就業支援セミナー「～職
場や就職活動で使える！～自分も相手
も大切にするコミュニケーション方法
を身につけよう」〈オンラインセミナー〉
日 12月18日㈯午前10時〜11時
講山岡正子（キャリア・コンサルタント）
人 39歳以下の就職活動中、就業中か就職
活動を始めようとしている方25人（先着）
※申込方法など詳しくは、わかもの・女
性就業相談コーナーホームページ 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）

公園で愛犬と一緒に楽しむための
「愛犬しつけ教室」

日時 場所

12/4
㈯

午前9時30分
～11時30分

しながわ中央公園
（区役所前）

午後1時30分
～3時30分

東品川海上公園
（東品川3−9）

12/5
㈰

午前9時30分
～11時30分

戸越公園
（豊町2−1）

午後1時30分
～3時30分

小山台公園
（小山台2−2）

内警察犬訓練士によるアジリティー（障
害物）訓練、実技指導、質疑応答ほか
人飼い主と飼い犬のペア各20組（先着）
申 問 午前9時〜午後5時に、電話でしな
がわ中央公園管理事務所（☎5740－
5037	Fax5740－5044）へ

日本を代表するニューオリンズスタイルブラスバンド
「B.B.B.B」と豪華ゲストがお届けする、きゅりあん改修前
のスペシャルステージ♪陽気に熱く盛り上がろう！！

水辺の魅力を感じてもらえるよう、スタンプ
ラリー、フォトコンテスト、まち歩きツアー
などの開催を予定しています。

期間中対象店舗でお買い物をされた方にスマートフォンの
画面上でスタンプを進呈。集めた方には、先着で1,600人
に参加店で使えるデジタルクーポン券をプレゼントします。

公式ホーム
ページは

こちらから

日程 11月16日㈫～12月19日㈰
場所 区内商店街
主催 品川区商店街連合会

※お買い物ラリーへの参加方法など詳細は、品川区商店街連合会ホームページ
https://shoren.shinagawa.or.jpをご覧ください。

しながわフェスウィーク2021

～水辺の魅力を満喫しよう～～水辺の魅力を満喫しよう～

開館から32年…感謝を込めて

問い合わせ  しながわフェスウィーク事務局☎︎4405－5785
　　　　　　文化観光課観光推進係（☎︎5742－6913 Fax5742－6893）

問い合わせ／品川区商店街連合会☎︎5498－5931
商業・ものづくり課（☎︎5498－6332 Fax3787－7961）

問い合わせ／／チケットセンターC
キ ュ リ ア
URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

会場 きゅりあん大ホール（大井町駅前）
出演 BLACK BOTTOM BRASS BAND
ゲスト 北原雅彦（東京スカパラダイスオーケストラ）・花＊花
料金 2,000円、高校生以下1,000円（全席指定）　
※2歳までひざ上無料。
発売開始日・時間 12月3日㈮
窓口販売 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（翌日以降午前10時から）
電話予約 午前10時から＝チケットセンターキュリア（翌日以降午前9時から）※電話予約は座席選択不可。
インターネット予約 午前9時から＝https://www.shinagawa-culture.or.jp/

午後2時開演（午後1時開場）
※午後1時20分からロビーでシークレットイベント“miniマ
ジックショー”あり。

11月6日㈯～12月31日㈮
詳しくは、しながわフェスウィーク2021公式ホーム
ページhttp://mizubetokyo.com/fes/sfw2021/
をご覧ください。

実施
期間

お買い物ラリー
プレゼント
キャンペーン

品川区商連

大商業
まつり

2021

BBLACK LACK BBOTTOM OTTOM BBRASS RASS BBANDAND

BLACK BOTTOM BRASS BAND

きゅりあんTh
anks公演

きゅりあんTh
anks公演きゅりあんTh
anks公演

1.291.291.291.29 土

ホームページ
はこちらから
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問い合わせ／オリンピック・パラリンピック準備課
（☎︎5742－9109 Fax5742－6585）

問い合わせ／スポーツ推進課
（〠140－8715品川区役所☎︎5742－6838 Fax5742－6585）

南大井図書館　たぬき寄席
日 11月21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 20人（先着）
申 問 11月12日㈮午前9時より、電話か
直接南大井図書館窓口（南大井3－7－
13☎3761－6780	Fax3768－7976）へ

助　成

アスベストの除去工事費用を
助成します
建物などの吹き付けアスベストの除去工
事費用を助成します。
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
助成金額／／除去工事費用の3分の2（上限
戸建て50万円、共同住宅等100万円／棟）
助成件数／／2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。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／／4件（先着）
問環境課指導調査係
（☎5742－6751	Fax5742－6853）

家具転倒防止器具取り付け助成
家具転倒防止器具を取り付けた世帯を対
象に、取り付け費用の助成を行っています。
人次の全てにあてはまる世帯
・・3年4月1日以降に区内施工業者を利用
して器具の取り付け工事を行った
・・品川区に住民登録があり、器具を取り
付けた住宅に居住している
・・世帯員全員が住民税を滞納していない

助成金額／／住民税課税世帯＝取り付け費
用の2分の1（上限4,000円）
非課税世帯＝取り付け費用全額（上限
8,000円）
※詳しくは住宅課（本庁舎6階）で配布する
案内をご覧ください。申請書などは区ホー
ムページからダウンロードもできます。
問住宅課住宅運営担当
（☎5742－6776	Fax5742－6963）
●高齢者・障害者世帯は高齢者地域支援
課（本庁舎3階）で助成を行っています
※申込方法、要件などが異なりますの
で、工事前にご相談ください。
問高齢者地域支援課高齢者住宅担当
（☎5742－6735	Fax5742－6882）

エンジョイスポーツ

障害者フライングディスク教室
日 4年1月15日㈯・29日㈯、2月19日㈯
午後2時〜4時（全3回）
場南大井文化センター
（南大井1－12－6）
人 自分で身の回りのことや会場までの
往復ができる知的障害のある小学生以上
の方20人（抽選）
※介助者・関心のある方も参加可能。
申 問 12月15日㈬（必着）までに、スポー
ツ推進課で配布する申込書を同課地域ス
ポーツ推進係（〠140－8715品川区役
所第二庁舎6階☎5742－6838	Fax5742
－6585）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。

ハローワークの専門相談員が常駐し、区とハローワーク
が一体となって運営を行い、地域に根差した就業支援
に取り組んでいます。お気軽にご利用ください。

ハローワーク品川の専門相談員が相談を
お受けします。また、応募状況の確認や
求人企業への連絡を行い、求職活動がス
ムーズに行えるようサポートします。
※相談内容によっては時間がかかる場
合があります。早めに受け付けを済ま
せてください。

45歳以上の方を対象に、応募書類・面接対策のセミナーを行います。
日時 12月9日㈭午前10時～11時30分
申込方法 12月2日㈭までに、直接ハローワーク品川1階受付か電話
でハローワーク品川専門援助第一部門（☎︎5418－7316）へ申し込み

全国のハローワークの求人
情報をパソコンで検索でき
ます。また、就業センター内
の掲示板には、おすすめの
求人がピックアップ求人と
して掲示されています。

○事業所の求人申し込みや雇用保険（失業保険）関係の手続き、職業訓練
関係の相談はハローワーク品川（港区芝5－35－3☎︎5419－8609）で
行っています。

区内在住の方に、内職の相談・紹介を行
います。自宅でできる簡単なアクセサ
リーの組み立てや、データ入力などの内
職があります。また、区内外の事業所の
方から内職の募集も行っています。
※初めてご利用される方は、午後4時
30分までに窓口へお越しください。

在宅避難について
詳しくはこちら

の防災のすすめ  Vol.5
しながわ防災キャラクター

場所 西品川1－28－3中小企業センター1階
開設時間 月～金曜日午前9時～午後5時

（祝日・年末年始を除く）
問い合わせ ☎︎5498－6353 Fax5498－6354

品川区就業センター品川区就業センター

Challenge & Move～多様性の輪を広げよう～

オンライン

①パラリンピック選手村副村長と考えよう！ 
「みんなが輝く品川とは？」
東京2020大会を振り返りながら、パラスポーツを通じて誰で
も輝ける品川を一緒に考えませんか。
ゲスト／根木慎志（東京2020パラリンピック選手村副村長）

日程／12月11日㈯
対象・定員／Zoomアプリで参加可能な高校生以上の方各30人（抽選）

②川村怜が感じる世界を体験しよう!
視覚を閉ざしたスポーツであるブラインドサッカーを通じて、
コミュニケーションの大切さを体感しましょう。
ゲスト／川村怜（東京2020パラリンピック5人制サッカー日本代表主将）

品川区初のプロフットサルチームの公式戦に区民の皆さんをペアでご招待します！
日時 12月4日㈯午後3時から
会場 総合体育館（東五反田2－11－2）
対象・定員 区内在住の方25組50人（抽選）
申込方法 11月22日㈪（必着）までに、区ホームページの電子申請

か往復はがきで、住所、参加者の氏名・電話番号をスポーツ推進課へ

※抽選の場合、区内在住・在学・在勤の方が優先となります。
申込方法／11月30日㈫までに、区ホームページの
電子申請から申し込み

在宅避難のすすめ❷

職業相談・職業紹介 求人検索

内職のご案内

オンライン就職応援セミナー

問い合わせ／／防災課（第二庁舎4階☎5742−6695 Fax3777−1181）

ローリングストック（循環備蓄）に
ローリングストック（循環備蓄）について知ろう！

ついて知ろう！

　災害時は物流が止まり、コンビニエンスストアやスー
パーなどで必要なものが買えなくなるおそれがありま
す。そのため、「在宅避難」に備えた日頃からの備蓄品
の確保が大切です。今回は、災害時に有効なローリン
グストック（循環備蓄）について紹介します。
　ローリングストックとは、普段食べている日持ちする
食品を少し多めに買い置きし、期限の近いものから消
費して、少なくなる前に買い足しをする備蓄の考え方

です。日常生活の中で無理なく備蓄ができるだけでは
なく、災害時にも普段食べ慣れている食材を口にする
ことができるため、ストレスの軽減につながります。
　備蓄の目安は1週間分ですが、最低3日分は確保し
ておきましょう。飲料水は1人1日3ℓが目安で、主食
（米・パン・麺）、主菜（肉・魚・卵・豆）、副菜（野菜・
海そう・きのこ）の組み合わせを心がけて備蓄してお
きましょう。

問い合わせ／商業・ものづくり課産業活性化担当（☎︎5498－6352 Fax5498－6338）

パラスポーツがもっとわかる! みんながもっと輝く
オンラインワークショップ!

イベントの詳細や
申し込みはこちら

電子申請は
こちらから

午前10時～11時30分

正午～午後1時30分

の公式戦にの公式戦に区民をご招待区民をご招待しながわシティフット
サルクラブ
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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 11月21日号 ⃝新型コロナワクチン接種についてのお知らせ　⃝品川区災害廃棄物処理計画（素案）　ほか

● 1回目接種率が80％を超えました

● 新型コロナワクチンの3回目接種について

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）
　�対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、タイ語、フランス語、ポルトガル

語、スペイン語

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、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、タ

イ語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語対応） 
　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、ヒンディー語、
タイ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ロシア語）
●東京都多言語相談ナビ　
☎6258－1227　
受付時間／／午前10時～午後4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）

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター

電話番号 0120－761770　 受付時間 午前9時～午後9時

接種後に副反応の症状が見られた場合、医療職が相談をお受けします。
 電話番号 03－6258－5802　 受付時間 24時間対応

国における新型コロナウイルスワクチン施策等に関する相談をお受けします。

（日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、ビルマ語（ミャンマー語）、タイ語、
フランス語、ポルトガル語、スペイン語対応）

新型コロナワクチンに関するお知らせ 11月1日時点の情報です

品川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話番号 03－6633－2433　 FAX番号 03－6684－4845＊
受付時間 午前9時～午後5時（火曜日は午後7時まで）
※土・日曜日、祝日を含む毎日開設。　※英語・中国語も対応。
＊FAXは言語・聴覚障害の方のための専用番号です。その他の方のご利用はご遠慮ください。
※電話番号のかけ間違いが多くなっています。番号をよくご確認のうえおかけください。

品川区における新型コロナウイルスワクチン接種に関する様々な相談を
お受けします。

問い合わせ

随時、新しい情報に更新しています。
区ホームページ

「新型コロナウイルス
ワクチン接種に
ついてのお知らせ」

品川区のワクチン接種率は1回目接種が81.8％、2回目接種が76.6%となりました。（10月31日現在）
現在開放している予約枠をもって、区の集団接種会場での接種を終了します。接種を希望する方はお早めにご予約ください。なお、今後
12歳を迎える接種希望者などには医療機関などで接種できる体制を確保します。

年代別接種状況

12〜19歳
1回目接種 2回目接種

68.168.1％％ 71.171.1％％ 78.178.1％％ 81.281.2％％ 84.984.9％％ 87.787.7％％ 92.192.1％％

56.356.3％％ 63.463.4％％
71.271.2％％ 76.076.0％％ 80.580.5％％ 84.584.5％％ 90.690.6％％

20代 30代 40代 50代 60〜64歳 65歳以上

100.0％

80.0％

60.0％

40.0％

20.0％

0.0％

2回目の接種からおおむね8カ月以上経過し、希望をする方に対し3回目接種を実施します。
接種券は医療従事者の方から順次発送する予定です。発送日など、今後の予定は決まり次第改めてお知らせします。

●ワクチン接種後の感染について
ワクチンは100％の発症予防効果が得られるわけでは
ありません。そのため、ワクチン接種後も感染対策の
実施を継続してください。

●コロナ後遺症相談窓口について
新型コロナウイルス感染症の治療や療養終了後も、味覚・嗅覚の異常や倦怠感などの症状がある
方からの受診や医療に関する相談に応じる「コロナ後遺症相談窓口」が都内3病院に設置されて
います。詳しくは、都立病院経営本部ホームページhttps://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/
about/jigyou/corona/koisyo/index.htmlをご覧ください。


