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2回目接種を終了し、おおむね8カ月以上経過した、品川区在住の方
※接種は任意です。接種対象者

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。
※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。
＊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。

随時、新しい情報に更新しています。

最新の情報は、
区ホームページを

ご覧ください。

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

5月末までに区内で2回目接種を終えた方　  11月18日発送

6月1日以降に区内で2回目接種を終えた方  4年1月21日以降順次発送

他自治体で2回目接種をした後に品川区に転入した方  
接種券発送日

2回目接種終了月 3回目接種目安（8カ月後）
3年2月〜4月 3年12月以降
3年5月以降 4年1月以降

3回目
接種目安

集団接種会場や病院、医師会館、診療所など
の医療機関を予定しています。

コールセンターとWEB予約で受け付けます。
予約開始日は現在調整中です。

接種会場

予約について

新型コロナウイルスワクチンの
追加接種（3回目接種）が
始まります（11月11日時点の情報です）

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/
掲載記事は11月11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。

2・3.  品川区職員募集感染予防・感染対策を引き続き実施しましょう

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）　※12言語に対応。

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　受付時間／午前9時～午後10時（土・日曜日、祝日も実施）　※12言語に対応。
●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）

かかりつけ医が
いる方

かかりつけ医が
いない方

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）

●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。

※対象者は科学的知見や諸外国の対応状況を踏まえ、変更となる場合があります。

接種券の発行申請が必要です。詳細が決まり次第、区ホームページ等
でお知らせします。

※発送日に接種券を郵便局へ持ち込みますので、お手元に届く日とは異なります。
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■ 品川区職員募集
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52年4月2日以降に生まれた方
②看護師免許を有する方（令和4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）

衛生監視　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12年4月1日までに生まれた方
②食品衛生監視員および環境衛生監視員の資格を有する方（令和4年3月31
日までに資格取得見込みを含む）

若干名 保健所、区役所など 約220,400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
（令和4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14年4月1日までに生まれた方
②保育士となる資格を有し令和4年4月1日の時点で、都道府県知事の保育士
登録を受けている方（令和4年3月31日までに取得または登録見込みを含む）

25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16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（令和4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

＊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。

品川区職員募集のご案内

＊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。

共通 採用予定時期／
4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5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（＊5は実技もあり）
選考日／4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・論作文 12月19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 —

障害者を対象とする品川区会計年度任用職員採用選考�＊5 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）
申込方法・問い合わせ／12月9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
※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

■ 品川区会計年度任用職員＊3�   募集

■ 障害者を対象とする品川区会計年度任用職員＊5

時 =時間額　月 =月額

■ 品川区会計年度任用職員＊1�   募集（教育委員会事務局）

＊1　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。
＊2　休職代替職員の任用。
＊3　�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（学校講師は通勤手当の支給はありません）。

時 =時間額　月 =月額

申込先 職 主な職務内容 勤務時間 主な勤務場所 採用予定数 報酬　＊3

① 学校事務Ⅰ 区立学校における定型的な職務 週4日
1日6時間 区立学校 52人 時 1,147円

②

スクールサポート
スタッフ 教員の事務をサポートする事務 週1～4日

1日3時間または5時間
区立学校

100人程度 時 1,147円

学校講師 教科指導、校長等の指示に基づき指導実施
に係る調査・研究などに関する事務

週1～4日
1日1～5時間 100人程度 時 2,500円

学校事務Ⅱ　＊2 事務職員としての職務全般
週4日
1日7時間45分 区立学校 若干名

時 1,147円
栄養士　＊2 栄養士事務のうち、定型・補助的業務 時 1,600円
養護教諭　＊2 養護をつかさどる教員としての業務 時 1,800円

③
学校地域
コーディネーター

学校支援活動等についての総合的な調整お
よび活動プログラムの企画などに関する業務

週1～3日
1日4時間または6時間（週3日・
6時間は指導課勤務者のみ）

区立学校・
指導課のいずれか 54人程度 時 1,250円

英語専科指導員 英語科授業の指導、指導案の作成および教
材作成に関する事務（3～6年生を担当）

⑴週4日1日6時間
⑵週3日1日7時間45分� ほか

区立小学校・
義務教育学校 45人程度 月 ⑴　239,244円

⑵　231,768円

④

マイスクール
指導員

適応指導教室の教育活動の計画および実施、
児童・生徒への指導などに関する事務

週4日
1日7時間45分

適応指導教室 9人 月 210,528円

スクール
ソーシャルワーカー いじめ問題などについての調査・指導・助言

および児童・生徒・保護者からの相談ならび
に関係機関との連絡・調整に関する事務 教育総合支援センター

4人程度 月 259,968円

スクールソーシャル
ワーカー（チーフ） 1人 月 292,512円

教育心理相談員
（相談室）

心身の健全な発達を図るため、教育上の諸
問題に関する調査、指導、助言および児童・
生徒の心理的相談に関する事務

週4日または3日
1日7時間45分

8人 月 170,640円（3日）
227,520円（4日）

教育心理相談員
（巡回相談員・マイ
スクール）

教育総合支援センター・
区立学校・適応指導教室 11人 月 178,776円（3日）

238,368円（4日）

教育心理相談員
（チーフ・ハーツ） 教育総合支援センター 7人程度 月 194,946円（3日）

259,968円（4日）

部活動指導員
学校の校長および教育委員会の指揮監督の
下に、実技指導、安全・障害予防に関する
知識・技能の指導などに関わる事務

週1～5日
1日3時間または2時間 区立学校 15人程度 時 2,500円

●人権擁護委員による
　人権身の上相談
日時／12月5日㈰
①午前10時～正午 ②午後1時～3時
会場／第二講習室
定員／各2人（先着）
申込方法・問い合わせ／12月3日㈮
までに、電話で区民相談室（☎3777－
1111（代） Fax5742－6599）へ

●品川区立学校人権標語・ポスター展
日時／12月4日㈯～6日㈪
午前9時30分～午後4時45分
※6日は午後3時まで。
会場／レクリエーションホール
※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）

きゅりあん会場（大井町駅前）
●女性弁護士による法律相談
日時／12月4日㈯ ①午前9時30分～正午
②午後1時30分～4時
会場／男女共同参画センター（きゅりあん
3階）
定員／各5人（先着）
申込方法・問い合わせ／12月3日㈮まで
に、電話かFAXで男女共同参画センター

（☎5479－4104 Fax5479－4111）へ

しながわ
人 権 の
ひ ろ ば
2021

荏原文化センター会場（中延1－9－15）人権尊重都市
品川宣言28周年

職種 職 主な職務内容 主な勤務場所 採用予定数 報酬 

事務系 事務補助Ⅱ 一般行政事務の職務のうち軽易な作業等の補助的な職務 区役所 5人程度 時 1,050円

キャッシュレス決済で最大30％戻ってくるキャンペーンを実施中！
区では、キャッシュレス決済サービス「PayPay」と連携したキャンペーンを実施しています。
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。

11月30日
まで！

実施期限 11月30日㈫まで
付与上限額 決済1回あたり2,000円相当（期間あたり10,000円相当）
対象店舗 区内の中小規模のPayPay加盟店（一部対象外の店舗があります） 区ホームページは

こちらから
問い合わせ  商業・ものづくり課商店街支援係（☎5498－6332 Fax3787－7961）

選考日／4年1月中旬以降
第1次選考方法 書類選考

第2次選考方法 面接
申込方法／①は12月6日㈪（必着）、②③は12月22日㈬（必着）

（英語専科指導員は12月6日㈪）、④は12月28日㈫（必着）ま
でに、申込書を簡易書留で郵送か持参

共通 採用予定時期／4年4月1日以降
※任期は採用日から5年3月31日までの間となります。 ①庶務課庶務係（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階☎5742－6823 Fax5742－6890）

②指導課教職員人事係（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階☎5742－6831 Fax5742－6892）
③指導課学校地域連携係（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階☎5742－6595 Fax5742－6892）
④教育総合支援センター相談支援担当
　（〠141－0031西五反田6－5－1 4階☎3490－2008 Fax3490－2007）
※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。

募集案内・申込書配布場所、申込先、問い合わせ

区ホームページは
こちらから

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
一般事務 一般行政事務における定型的な職務

区役所、地域センターなど
90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

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

15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 55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 10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 月 284,640円

学芸研究（高度・専門） 学芸員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 若干名 月 325,080円

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 15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 500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 10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 15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
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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。

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。実施会場では換気や消毒を行うなど新型コロナウ
イルス感染拡大防止に努めています。定期的に受診しましょう。

＊1 受診券あり
＊2 年齢は4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) 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…76〜80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

環境学習講座
庭師と一緒に作る和風リース
庭師の仕事について学んだあと、植木ごみを生かしてリースを
作ります。
日 12月19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（1級造園技能士）
人 小学生と保護者15組（抽選）
￥ 1組200円
申 問 11月28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。

イベントなど

工作教室
天体望遠鏡を作ってみよう！
工作キット（スピカ：35倍）で天体望遠鏡づくりを行い、冬の
星々などについて学びます。
日 12月19日㈰ 午後2時〜3時30分
場 中小企業センター（西品川1－28－3）
人 区内在住か在学の小学生10人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。
申 問 11月30日㈫（必着）までに、往復はがき（1家族1枚まで）で教室名、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

親子で楽しく防災体験をしよう！
日程 内容

12月5日㈰ トイドローンを飛ばそう
12月12日㈰ クリスマスランタンをつくろう12月19日㈰
※時間は午前10時30分〜11時30分。

● 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

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   3日㈮   8日㈬ 17日㈮
うつ病あんしん相談 24日㈮   8日㈬ 23日㈭
高齢期のこころの相談 28日㈫   7日㈫ 10日㈮
児童思春期のこころの相談   1日㈬ 16日㈭ 15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

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20日㈪ 午後1時30分〜3時30分
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20人
持ち物／タオル、飲み物
場 申 問 電話で、品川保健センター☎
3474－2904へ

難病音楽療法教室
音楽をとおして心身のリフレッシュをめ
ざします。
日 12月21日㈫ 午後1時30分〜3時30分
講 田沢弘子（音楽療法士）
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20人
場 申 問 電話で、荏原保健センター☎
3788－7016へ

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

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・休日を除く）
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21日㈰
11月23日㈷
11月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）

11月21日㈰

内 小

歯

歯

骨

骨

ふじいクリニック 西大井4－15－4 ☎5718－1417
サトウ歯科医院 南大井5－23－8 ☎3763－4466
和栗歯科医院 東中延2－10－18 ☎5751－3284
根岸接骨院 東五反田5－26－6 ☎090－6032－6189
綱井接骨院 小山6－2－9 ☎3781－9330

11月23日㈷

内 小

歯

歯

骨

骨

岩端医院 大井1－55－14 ☎3775－1551
千葉歯科クリニック 大井1－43－8 ☎5709－6651
石川歯科 中延4－6－17 ☎5702－1198
阿部整骨院 西品川3－1－20 ☎3490－2730
須藤柔道整復院 中延5－8－12 ☎3783－0526

11月28日㈰

内 小

歯

歯

骨

骨

柿島医院 大井3－21－10 ☎3775－5171
ブラン品川大井町歯科 大井1－37－8 ☎3777－1182
中村歯科 中延6－4－17 ☎3783－0855
篠原接骨院 西大井2－4－19 ☎3775－2407
武石接骨院 豊町2－17－8 ☎3781－4450

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。

ひきこもりシリーズ学習会
日 12月23日㈭ 午後2時〜4時
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20人
場 申 問 電話で、大井保健センター☎
3772－2666へ

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 12月6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

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

人 小学生までのお子さんと保護者各日20人（抽選）
※参加したお子さんに防災啓発品をプレゼント。
場 申 11月28日㈰午後5時までに、電話でしながわ防災体験館（第
二庁舎2階☎5742－9098）へ
○区ホームページの電子申請・防災体験館窓口での受け付けも可。
問 防災課啓発・支援係（☎5742－6696 Fax3777－1181）

がんの夜間相談窓口（毎月開催）
日 12月17日㈮ 午後6時〜8時
場 申 当日、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）
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52021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。

お知らせ
第1回品川区まちづくりマスタープラ
ン改定委員会
日 12月10日㈮ 午前10時〜正午
場 第一委員会室（区役所議会棟6階）
内まちづくりにおける現状などについて
傍聴人数／10人（先着）
傍聴方法／当日、午前8時30分から都市
計画課窓口（本庁舎6階）で傍聴券を交付
問 都市計画課計画調整担当

（☎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
人 区内にあるマンション管理組合
※1回2時間程度（土・日曜日も可）。
※1組合各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

「住宅市街地の開発整備の方針」の
原案への公述申し出と公聴会
●公述の申し出
人 対象区域内に在住か計画案に利害関係
のある方
※申し出多数の場合は意見要旨などを考
慮し選定。
申 12月1日㈬〜15日㈬（必着）に、申出書
を東京都都市計画課（〠163－8001東京
都都市整備局都庁第二本庁舎12階）へ郵
送か持参
※公述は1人10分以内。
※計画案の縦覧・申出書の配布は、12月
1日㈬〜15日㈬に東京都都市計画課か品
川区都市計画課（本庁舎6階）。
※申出書は東京都都市整備局ホームペー
ジ HP www.toshiseibi.metro.tokyo.
lg.jp/からダウンロードもできます。
●公聴会の傍聴
・東京都市計画区域（特別区）
日 4年1月20日㈭ 午後2時から
場 都庁都民ホール（都議会議事堂1階）

・都市計画区域（特別区・多摩部）
日 1月20日㈭ 午後7時から
場 都庁都民ホール

・多摩部の都市計画区域（多摩部）
日 1月24日㈪ 午後2時から
場 立川市女性総合支援センター

（立川市曙町2－36－2）

傍聴方法／当日、直接会場へ
※公述の申し出がない場合は中止。
問 東京都都市計画課☎5388－3336
品川区都市計画課

（☎5742－6760 Fax5742－6889）

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
には明細書が必要です
医療費控除の申告には「医療費控除の明
細書」の作成・提出が必要です。領収書の
提出では控除は適用されませんのでご注
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
五反田文化センター
12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。
①ヒーリングプラネタリウム
日 12月3日㈮ 午後7時から
人 4歳以上の方43人（先着）
￥ 200円、4歳〜中学生50円
②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
③天体観望会「カシオペヤ座」
日 12月24日㈮ 午後6時30分〜8時
講 宮坂憲央（品川星の会）、松谷研（中野
星の会）
人 小学4年生以上の方20人（抽選）
──────── 共通 ────────
場 申 問 ①②は当日、直接同センターへ。
③は12月14日㈫（必着）までに、往復はが
き（1枚4人まで）でイベント名、住所、電話
番号、参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢

（小学生は学年）を五反田文化センター（〠
141－0031西五反田6－5－1☎3492－
2451 Fax3492－7551）へ
※①③は小学生以下保護者同伴。
※定員に満たない場合、③は12月16日㈭
午前10時から電話受け付け（先着）。

講　座
園芸講座「お正月の寄せ植え」
梅を中心とした華やかな花をふんだんに
使った寄せ植えを作ります。
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 山口昌哉（プランツ・モジュール代表）
人 中学生以上の方15人（抽選）
￥ 1,500円
持ち物／園芸用手袋、エプロン
申 問 11月29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・年
齢・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。

健康料理教室
青背魚と野菜で脂質異常症予防
日 12月11日㈯ 午前11時〜午後1時30分
場 きゅりあん（大井町駅前）
内 さばのそぼろ丼、蓮根とブロッコリー
のホットサラダ、きのこ汁、デザート
人 20歳以上の方12人（先着）
￥ 1,000円
持ち物／マスク、エプロン、三角巾、ふき
ん2枚、筆記用具
運営／品川栄養士会
申 問 12月7日㈫までに、電話で健康課健
康づくり係（☎5742－6746 Fax5742－
6883）へ　※マスク、手袋（当日配布）を
着用して調理します。

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／4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21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。

エンジョイスポーツ
いきいきウオーキング
～品川区の公園を巡ろう～
日 12月5日㈰ 午前9時〜正午

（ゴール最終受け付け）　※雨天中止。
コース／戸越小学校〜戸越公園〜しなが
わ中央公園〜しながわ区民公園〜大井水
神公園〜大森貝塚遺跡庭園〜大井第一
小学校　※約7㎞。
￥ 100円（保険代含む）
場 参 当日午前9時〜9時45分に、費用を
持って直接戸越小学校（豊町2－1－20）へ
※受付でチェックシート（区ホームペー
ジから事前出力可）の記入、検温、マスク
の着用にご協力ください。
問 スポーツ推進課地域スポーツ推進係

（☎5742－6838 Fax5742－6585）

助　成
飼い猫の不妊・去勢手術費の一部を
助成します
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、4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㈬〜4年2月4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
○区ホームページから電子申請もできます。

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。

大規模修繕を進める上で抱えている
当事者間では解決できない
悩みのご相談に専門家が
お答えします。

�「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・生活機能改善のための筋力向上などの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。

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、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）

日時（全12回） 会場
4年1月5日～3月23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6日～3月24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7日～3月25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）

1月コース募集
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6 2021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。

●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>）
12月11日㈯・25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（時間外に学
校等でのお預かりもできません）。
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。1
月号の掲載は、12月20日㈪までに電話
かFAXでお申し込みください。

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
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㈮
※在庫品を格安で販売します。

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・パート2」「箱
入陶器」出品募集
日 11月22日㈪〜27日㈯ 午後1時〜4時
※ロングコートは受け付け不可。
※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。

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

令和4年版ごみ・
リサイクルカレンダー

12月から地域センター、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。

リサイクルショップ「リボン」大井町店・
旗の台店は、4年2月28日㈪をもって
閉店することになりました。ご不便を
おかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。
閉店日／4年2月28日㈪
委託品の出品受付終了日／12月25日㈯
※出品予約は枠が埋まり次第終了。
商品販売・委託品の精算受付終了日／
4年2月28日㈪
※未精算品がある方や、出品予定の方
はお早めの精算にご協力ください。

リサイクルショップ「リボン」
閉店のお知らせ

フリーマーケット出店者募集
●12月4日㈯ 午前9時30分〜午後2時
※雨天の場合は5日㈰。
募集数／30店　出店料／600円
場 申 当日、直接しながわ区民公園（勝
島3－2）へ
問 守本☎3763－7613

　令和2年中のHIV感染者・エイズ患者報告数は全国で1,095人、都内では382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で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。

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はでません。
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

12月1日は世界エイズデーです

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

問い合わせ  保健予防課（☎5742－9153 Fax5742－9158）

品川区
障害者週間・記念のつどい

オン
ライン
開催

　12月3日～9日は障害者週間です。障害者週間は「国民の間に広く障
害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経
済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるこ
と」を目的に定められました。
　区では、この週間にあわせ「障害者週間・記念のつどい」を開催し
ます。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、品川区公式
YouTubeチャンネル「しながわネットTV」でオ
ンライン配信します。ぜひご覧ください。
日時／12月7日㈫午前10時から配信
※4年1月31日㈪まで公開。
内容／講演会「手話“心

し ん ご

語”条例
～見える言葉を感じて！～」、
プチライブ
講師／
RIMI（手話パフォーマー）

「しながわネット
TV」はこちら

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

ピアノ三重奏とソロの
名曲を、N響首席奏者と
国内外で活躍するピア
ニストによる極上の演奏
でお楽しみください。
日時／4年1月28日㈮
午後7時開演（午後6時
30分開場）
会場／スクエア荏原ひらつかホール（荏原4－5－28）
予定曲目／ピアノ三重奏曲「大公」（ベートーヴェン）、白鳥（サン=サーン
ス）、トルコ行進曲（モーツァルト）、チャールダーシュ（モンティ）　ほか
出演／藤森亮一（チェロ）、大林修子（ヴァイオリン）、松本和将（ピアノ）
料金／3,200円（全席指定）
発売開始日／11月26日㈮　※発売初日は1人6枚まで。

松本和将大林修子藤森亮一

初春は明るい笑いから！ご長寿番組の人気者、昇太
師匠とたい平師匠が爆笑と感動をお届けします。
日時／4年1月14日㈮ 午後1時開演（正午開場）
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）
出演／春風亭昇太、林家たい平　ほか
料金／3,700円

（全席指定）
発売開始日／
11月30日㈫
※発売初日は
1人4枚まで。

林家たい平春風亭昇太

春風亭昇太・林家たい平 
二人会

新春きゅりあん寄席

RIMI

窓口 午前9時から＝ きゅりあん・スクエア荏原・メイプルセンター・Ｏ美術館（Ｏ美術館は発売日翌日以降午前10時から）
電話 午前10時から＝チケットセンターキュリア（発売日翌日以降午前9時から）
インターネット  発売初日は午前9時から＝https://www.shinagawa‐culture.or.jp/

※電話予約は座席選択不可。　※未就学児入場不可。
問い合わせ  チケットセンターC

キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

総合区民会館（きゅりあん）
休館のお知らせ

総合区民会館は、大規模改修工事のため全館
休館します。ご理解とご協力をお願いします。
休館期間／4年2月1日㈫〜5年1月中旬
※大ホールは5年9月中旬まで休館予定。
●工事期間中、各事務室は移転します
きゅりあん受付・品川文化振興事業団
移転期間／4年2月上旬〜12月中旬
移転先／こみゅにてぃぷらざ八潮3階

（八潮5－9－11）
男女共同参画センター
移転期間／4年1月31日㈪〜12月下旬
移転先／旧荏原第一地域センター（小山3－
22－3）
問い合わせ
工事に関すること：文化観光課文化振興係

（☎5742－6836 Fax5742－6893）
施設利用などに関すること：きゅりあん（☎
5479－4100 Fax5479－4110）
男女共同参画センターに関すること：
人権啓発課男女共同参画担当（☎5479－
4104 Fax5479－4111）

共通

N響メンバー企画による ピアノ三重奏
inスクエア荏原
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72021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。

11月25日㈭・26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/）

●11/26㈮の一般質問
内　　容 放送日時

たけ うち 忍
（公　明）

11/30㈫ 21:00〜21:45
（再）12/4㈯ 21:00〜21:45

小芝　　新
（自　民）

12/1㈬ 20:00〜20:45
（再）12/5㈰ 14:00〜14:45

田 中さ や か
（ ネット ）

12/1㈬ 21:00〜21:45
（再）12/5㈰ 16:00〜16:45

大倉たかひろ
（し な 無 ）

12/2㈭ 20:00〜20:45
（再）12/5㈰ 17:00〜17:45

松澤　和昌
（自　民）

12/2㈭ 21:00〜21:45
（再）12/5㈰ 18:00〜18:45

鈴 木 ひろ子
（ 共 　 産 ）

12/3㈮ 20:00〜20:45
（再）12/5㈰ 20:00〜20:45

くにば 雄 大
（ 品 　 改 ）

12/3㈮ 21:00〜21:45
（再）12/5㈰ 21:00〜21:45

●11/25㈭の一般質問
内　　容 放送日時

渡辺　裕一
（自　民）

11/29㈪ 16:00〜16:45
（再）12/4㈯ 14:00〜14:45

あくつ 広 王
（ 公 　 明 ）

11/29㈪ 20:00〜20:45
（再）12/4㈯ 16:00〜16:45

渡部　　茂
（自・無）

11/29㈪ 21:00〜21:45
（再）12/4㈯ 17:00〜17:45

のだて稔史
（共　産）

11/30㈫ 16:00〜16:45
（再）12/4㈯ 18:00〜18:45

高橋しんじ
（無所属）

11/30㈫ 20:00〜20:45
（再）12/4㈯ 20:00〜20:45

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。

年末の資源・ごみ収集スケジュール
12月最終の収集日

年始は、4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 30日㈭
火・金曜日地区 28日㈫
水・土曜日地区 29日㈬

●八潮5丁目・大森駅前住宅エリア

燃やすごみ
月・水・金曜日地区 29日㈬
火・木・土曜日地区 30日㈭

資源
月曜日地区 27日㈪ 木曜日地区 30日㈭
火曜日地区 28日㈫ 金曜日地区 24日㈮
水曜日地区 29日㈬ 土曜日地区 25日㈯

陶器・ガラス・
金属ごみ

第
１・３
収
集
地
区

月曜日地区 20日㈪
第
２・４
収
集
地
区

月曜日地区 27日㈪
火曜日地区 21日㈫ 火曜日地区 28日㈫
水曜日地区 15日㈬ 水曜日地区 22日㈬
木曜日地区 16日㈭ 木曜日地区 23日㈭
金曜日地区 17日㈮ 金曜日地区 24日㈮
土曜日地区 18日㈯ 土曜日地区 25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）

のたより税
令和3年分確定申告書作成会場では、新型コロナウイルス感染症対策による混
雑回避のため、昨年に引き続き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から！
〜還付申告の場合、e-Taxで提出すると早期還付されます

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が作成でき
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）。
※4年1月から2次元コードを読み取ることで送信できるようになります。
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/

高齢者や低体力者を対象とした「プールで歩く運動」です。プールで歩く運動
は、膝や腰に負担をかけずに効果的に行えます。泳いだり、プールに顔をつけた
りすることはありません。

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）、生年月日、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表が必要です。

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年1月13日
～3月31日

木

各
12回

 9:45

各
30人

各
6,000円② 11:45

③ 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2） 1月6日

～3月31日

13回 13:45 6,500円
④ 八潮学園温水プール

（八潮5－11－2）
各

13回
 9:45 各

6,500円⑤ 11:45
⑥ 品川学園温水プール

（北品川3－9－30） 1月7日
～3月25日 金 各

11回

 9:45
各

5,500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。

防水板設置等工事助成
大雨による浸水被害を防ぐた
め、住宅・店舗・事務所などの出入り口
に防水板を設置しておくと安心です。
助成内容

個人＝設置費用の4分の3
法人＝設置費用の2分の1
※品川区に住民登録している方か登記後
1年以上の法人は上限100万円。その他
は上限50万円。

雨水利用タンク設置助成
屋根に降った雨水をタン
クにためると、浸水被害の軽減につ
ながるほか、植物の水やりなどにも
有効活用できます。
助成内容

タンク本体購入費と設置工事費の合
計の2分の1（上限5万円。そのうち設
置工事費の上限は1万5千円）

雨水浸透施設設置助成
宅地内のますや、ますを
つなぐ排水管を浸透式
に変更することで、浸水
被害の軽減につながりま
す。
助成内容

設置工事費の一部（上限
40万円）

助成制度の利用には事前申請が必要です。助成条件や申込方法など詳しくは、区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。

浸透管 浸透
ます

浸水被害を軽減するまちづくりの助成制度を利用してみませんか

問い合わせ  河川下水道課水辺の係（☎5742－6794 Fax5742－6887）

天井裏でゴソゴソ走る音がする、室内で食べ物や石
けんがかじられている時などは、ネズミによる被害が
考えられます。この時期、ネズミは暖かい場所を好む
ため、家の中に侵入してくることが増えます。ネズミ
対策で大切なことは次の3つです。

❶エサになるものは片付ける
⃝ 生ごみは蓋付きの容器に入れましょう。三

角コーナーや台所の排水トラップのごみは
その日のうちに片付けましょう。

⃝ 食べ物は出したままにせず、戸棚や冷蔵庫
の中にしまいましょう。

※他に食べるものがある環境では、毒エサを
しかけてもなかなか食べてくれません。

❷巣を作らせない
⃝ 家の中ではなるべく荷物を積んだりせ

ず、物陰を作らないようにしましょう。
⃝ 紙くず、ビニール袋、段ボールなど、巣

の材料になりそうなものは出したまま
にせず、片付けるようにしましょう。

※常に整理整頓を心がけることが大切
です。

❸侵入口を塞ぐ
⃝ 1.5㎝ほどの隙間や穴でも侵

入口となります。家の壁など
に隙間や穴がないか点検し、
あれば塞ぐようにしましょう。

⃝ ドアや窓を開けたままにしな
いようにしましょう。問い合わせ  生活衛生課環境衛生担当

（☎5742－9138 Fax5742－9104）

ネズミにご用心！
家に侵入してくる



8 2021年11月21日号

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 ⃝燃えない・燃え広がらないまちづくり　⃝人事行政の運営状況公表　ほか

にご意見をお寄せください
品川区災害廃棄物処理計画（素案）

大規模災害の発生時には、家屋の倒壊や浸水により膨大な災害廃棄物が発生します。これらの災害廃棄
物は、人命救助などの応急救助活動の支障になるだけではなく、区民の生活再建の妨げになります。災害
廃棄物処理計画は、今後発生が予想される大規模地震、風水害、その他自然災害により生じる区の災害廃
棄物などの処理体制を確立し、適正かつ迅速な処理の推進を図ることを目的として策定します。この度、素
案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

　問い合わせ　 防災課（〠140－8715品川区役所第二庁舎4階☎5742－6695 Fax3777－1181）

種別 定義 設置時期

地区仮置場 住宅地等に設置し区民が自ら片付けごみなどを搬入する仮置場。
（区立公園などを利用した区民に身近な場所に設置する仮置場） 3日後〜1カ月

応急仮置場 救助活動、建物解体、道路啓開等により発生する災害がれきの一時的な仮置場として設置する。 発災24時間以内〜1週間

一次仮置場 救助活動、建物解体、道路啓開現場や、地区仮置場、応急仮置場等から区が収集した災害廃棄物を
集積し、分別・保管する仮置場。 3日後〜3年

二次仮置場 各区の災害廃棄物を集積、分別し、処理するまでの間保管する仮置場。仮設処理施設も併設する。
（特別区内で数カ所を想定） 3週間後〜3年

資源化物一時保管場所 資源化処理した災害廃棄物を買い取り業者に引き渡すまでの間、必要に応じて一時的に保管する場所。
（二次仮置場に併設することを想定） 3週間後〜3年

※上記の場所は区内の全公園を候補地とし、発災時の状況に応じて設置する。
※二次仮置場、資源化物一時保管場所は特別区が共同で設置する。

皆さんのご意見を
お寄せください

12月20日㈪までに、意見、住所、氏名、電話番号を防災課へ郵送か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。

品川区災害廃棄物処理計画（素案）の全文は、防災課（第二庁舎4階）、区政資料コーナー（第三庁舎
3階）、図書館、地域センターでご覧になれます。

応募方法 区ホームページは
こちらから

ご覧になれます。

地　震 東京湾北部地震（風速8m ／ s・冬18時）
風水害 想定最大規模の降雨による浸水

対象とする災害（被害が最大となる条件）

災害廃棄物発生量の推定

災害廃棄物の処理の流れ、仮置場について

重量：約190万ｔ
体積：約253万㎥

（可燃ごみ・不燃ごみ・資源） 約278ｔ／日
（粗大ごみ） 　約7.7千ｔ／年
約82ｔ／日

約32万Ｌ／日

災害がれき発生量

生活ごみ発生量

避難所ごみ発生量

し尿発生量

 警察・消防・自衛隊
応急仮置場

地区仮置場

一次仮置場

二次仮置場

中間処理施設

• 焼却施設
• 不燃ごみ
　処理センター
• 破砕施設
• 清掃工場

など

最終処分場

広域処理
解体業者等

【片付けごみ】

【生活ごみ】

�【事業系一般廃棄物】

区民

区民・避難施設

事業者

区民・避難施設

道路管理者等

災
害
が
れ
き

ご
み

し
尿

道路啓開

自主撤去

区による収集・運搬

区による収集・運搬

建物解体
救助

【区】収集・運搬 【清掃一組】中間処理 【都】最終処分連携 連携

下水道流下　※仮設トイレ
区による収集・運搬　※簡易トイレ

※円滑な災害廃棄物処理を実施するため、災害廃棄物の排出段階での分別を徹底する。

水再生センター


