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8.  新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

掲載記事は6月10日時点の情報です。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。
最新の新型コロナウイルス感染症の関連情報は区ホームページでご確認ください。

感染予防・感染対策を引き続き実施しましょう

熱中症予防で
夏を快適に！

　今年も暑い季節がやってきます。新型コロナウイルス感染症の外出自粛の影響で、
運動不足による体力の低下から、熱中症になるリスクが高まっています。
　熱中症とは、体温の調節がうまくできなくなり体内に熱がこもってしまうことで、め
まいや頭痛、吐き気などを引き起こす症状のことです。重症化すると命に関わることも
ありますが、適切な予防をすれば熱中症を防ぐことができます。予防方法を正しく理解
し、対策に取り組みましょう。特に高齢の方や小さなお子さんは注意が必要です。

なぜ高齢者は熱中症になりやすいの？

暑さをしのぐ一時避難場所として、お近くの区
施設（地域センター・文化センター・児童センター・
シルバーセンター・いきいきセンター・ゆうゆう
プラザ・保健センター）が利用できます。無理
をせずに体を休めて、熱中症を予防しましょう。
「避暑シェルターで　涼しさ　ひととき」の、
のぼり旗が目印です。
※上記施設は新型コロナウイルスの影響により
開設しない場合がありますので、各施設に開設
状況をご確認ください。
※北品川シルバーセンターは改修工事のため利
用できません。

暑さを感じにくい
暑さやのどの渇きを
感じにくく、高体温に
なりやすい。

水分が不足しがち
体内水分量が少ない
ため、脱水症状を起
こしやすい。

汗をあまりかかない
発汗に時間がかかり、発
汗量も少なくなるため、
熱が体内にこもりやすい。

熱中症を予防するためには

水分を
こまめにとる

・1日1.5～2リットルの水分をとる。
・のどの渇きを感じなくても意識して水分をとる。
・起床後、食事の前後、就寝前にコップ1杯の水分をとる。
・外出する時は水筒を持参し、外でも水分をとる。
※水分や塩分の摂取に制限がある方は主治医にご相談ください。

暑さを避け、
熱を体から出す

・エアコンや扇風機を利用して室内温度の調整をする。
・�睡眠時はエアコンの設定温度を弱めにし、扇風機は直接体に当てない
よう首ふりにする。

・外出する時は帽子や日傘を使い、日よけをする。
・首や脇の下を冷たいタオルで拭いて冷やす。

食事・休息を
しっかりとる

・食事はバランスが大切。食欲がない時は、食べられるものを口にする。
・夜の睡眠以外にも無理をせず休むようにする。
・�体調がすぐれない時は外出を控えるなど、無理をせず十分に休む。

お子さんの注意点
乳幼児は体温調節機能が十分に発達していないため、特に注意
が必要です。また、晴れた日は地面に近いほど気温が高くなるた
め、背の低い幼児は大人以上に暑い環境にいます。
・汗をかかなくても水分をとる
　�水分補給の際は糖分の多い清涼飲料水
は控え、お茶や水などを与える。

・外出や運動後は休息をとり、体を休める
　�早寝早起きを心がけ、睡眠を十分
　にとらせる。
・子どもを車に乗せたまま
　離れることは絶対にしない

熱中症予防に「避暑シェルター」をご利用ください
（期間：7～9月）

問い合わせ 各在宅介護支援センター
高齢者福祉課　　　Fax5742－6881
　高齢者支援第一係☎5742－6729
　高齢者支援第二係☎5742－6730

品川保健センター（☎3474－2903�Fax3474－2034）
大井保健センター（☎3772－2666�Fax3772－2570）
荏原保健センター（☎3788－7016�Fax3788－7900）

問い
合わせ

気になることがある時はご相談ください
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会計 予算現額 収入済額 支出済額
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 373億4,221万6千円 342億4,440万3千円 345億5,059万8千円

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 87億7,318万4千円 85億2,288万8千円 86億3,891万6千円

介 護 保 険 特 別 会 計 270億4,677万4千円 259億2,405万1千円 234億9,907万2千円

災 害 復 旧 特 別 会 計 15億　 　　　　円 0円 0円

特定の事業を行うにあたって、一般の歳入歳出と切り離して経理を明確にする必要がある場合に設けています。

国民健康保険事業会計 4年3月31日現在、約5万2千世帯、約6万9千人が加入している国民健康保険
関係の経理を行っています。

後期高齢者医療特別会計 75歳以上の方（65歳以上で一定の障害のある方を含む）の医療費を経理す
るもので、4年3月31日現在、被保険者の方は、約4万2千人です。

介護保険特別会計 介護保険を経理する会計で、65歳以上の被保険者の方は、4年3月31日現在、
約8万3千人です。

災害復旧特別会計 災害時における救助、災害の復旧および災害からの復興を円滑に行い、その経理
状況を明確にするため平成29年度に設置した会計です。

区の財政状況をお知らせします令和３年度下半期
3年10月1日～4年3月31日

区では、「品川区財政状況の公表に関する条例」に基づき、年2回、区の財政状況をお知らせしています。

問い合わせ 財政課（☎5742－6610 Fax5742－6870）

財政の運営方針など

令和3年度は、新型コロナウイルスの感染拡大防止と地域経
済の回復を最優先かつ最重要課題として取り組みました。
また、長期基本計画の着実な実現を掲げ、第1次総合実施
計画（令和4～6年度）を策定するとともに、4つの視点から
施策を推進しました。

新型コロナウイルス感染症対策を主とした
重点的・緊急的に取り組んだ施策

3年度当初より重点的に新型コロナウイルス感染症対策の
予算を組み、また、当初想定していない施策などについて
は、補正予算を編成し緊急的に取り組みました。

超長寿社会に対応する視点
認知症への理解・普及啓発の推進、最先端のトレーニングマ
シーンを利用した介護予防事業の拡充、がんに関わる情報
を集めたホームページの新規作成、後期高齢者向け歯科健
診の対象年齢拡大など
多文化・多様な生き方を尊重する視点

差別根絶に向けた取り組みの継続、学校での発達段階に応
じた人権教育の継続、多文化共生講座開催などによる外国
人との共生に向けた理解促進、英語教育の継続、外国人介
護職員受け入れ体制の整備、手話の理解促進、性的マイノリ
ティへの理解促進と居場所づくりのための支援の継続など

強
きょうじん

靱で魅力あるまちを未来につなぐ視点
不燃化の促進や浸水対策、無電柱化などハード整備の推
進、災害廃棄物処理計画の策定、まちづくりマスタープラン
の改定作業、防災ラジオのデジタル化に向けた対応、SNS
を活用したわかりやすい防災情報の提供、避難支援個別計
画の策定推進など
先端技術を活用して課題解決と発展を図る視点

区立学校全児童生徒へ貸与したタブレット端末の家庭学習
への有効活用、窓口キャッシュレス決済の推進、自宅パソコ
ンなどで電子書籍が閲覧できる電子図書館の導入など

新長期基本計画に基づき取り組んだ主な施策

一般会計

特別会計

歳入 予算現額 収入済額 収入率
特 別 区 税 525億9,340万　　円 511億2,272万7千円 97.2%
特 別 区 交 付 金 459億　　　　　　円 459億7,247万9千円 100.2%
分 担 金・ 負 担 金 24億6,980万　　円 22億2,247万3千円 90.0%
使 用 料・ 手 数 料 42億　759万9千円 38億4,442万　　円 91.4%
国・ 都 支 出 金 602億9,647万5千円 533億5,416万1千円 88.5%
繰 入 金 126億1,799万6千円 50億　　　　　　円 39.6%
そ の 他 259億9,481万7千円 230億4,266万　　円 88.6%

計 2,040億8,008万7千円 1,845億5,892万　　円 90.4%

歳出 予算現額 支出済額 支出率
民 生 費 1,023億5,455万　　円 867億7,813万9千円 84.8%
衛 生 費 216億1,013万8千円 168億4,020万1千円 77.9%
土 木 費 190億4,077万5千円 127億9,864万4千円 67.2%
教 育 費 215億1,717万8千円 167億2,418万3千円 77.7%
公 債 費 12億　　33万3千円 11億9,434万3千円 99.5%
そ の 他 383億5,711万3千円 191億1,790万　　円 49.8%

計 2,040億8,008万7千円 1,534億5,341万　　円 75.2%

この会計は、皆さんに納めてい
ただいた特別区税や特別区交
付金を主な財源として、公園や
道路の整備をはじめ、学校や社
会福祉施設の運営、生活保護、
保健衛生など区行政の大部分
を経理しています。

納めていただく特別区税
は、歳入予算の25.8%を占
めています。この税額を4年
3月31日現在の区民の人
数で割ると13万51円（昨年
比で1.2％増）、世帯数で割
ると23万395円（昨年比で
0.9％増）となります。

区民の方の税負担

※収入済額、支出済額は4年3月31日現在。

区有財産の保有状況

令和3年度上半期（3年9月30日現在）に比べ、総額で2億9,482
万5千円減となっています。区民1人あたりの保有額は、251万
8,702円です。

（減税補てん債を除いた場合
95億7,939万4千円）

特別区債は、公園や道路、学校施設の整
備などで特に多額の資金を必要とする場合
に、政府や銀行などから長期にわたり返済
する資金を借り入れ、事業資金を調達する
ものです。

一時借入金は、支払資金が不足した場合に、
その不足を補うために一時的に銀行などか
ら借り入れる資金です。4年3月31日現在、
借入残高はありません。

財産・地方債・一時借入金の現在高

総額 1兆   185億7,563万3千円

内
　
訳

土地　 126万6,492.56㎡ 7,253億7,350万2千円
建物    83万4,677㎡ 1,867億3,338万3千円
地上権 6,653.65㎡ 12億9,959万     円
工作物・立木・浮桟橋 90億3,002万1千円
有価証券など 65億   902万2千円
物品 107億4,553万9千円
基金 788億8,457万6千円

※品川区公有財産表による。

特別区債（地方債）の残高
103億9,126万2千円

一時借入金の残高　　　　0円

特別区民税とともに、区民の皆さんに身近な施策を行うための重要な財源の一つで、固定資産税などをもと
に都と23区が調整して仕事の分担に応じ分配するものです。現在23区では、都と区の役割分担と財源配分の
あり方を中心に、都と協議を続けています。身近な事務は23区が担い、都は広域行政に徹することを基本に、
これからも区民サービスの向上に欠かせない財政自主権の確立を積極的に推進していきます。

特別区交付金

1. 感染症拡大防止対策・検査体制確保
 （71億3,756万8千円）
　⑴感染症拡大防止対策物品購入（補助含む）
　⑵ ワクチン関連経費（接種費用、接種会場経費、コールセ

ンター経費など）
　⑶ＰＣＲ検査センター経費
　⑷区内介護施設従事者などへのＰＣＲ検査実施
　⑸公費負担医療費、入院患者食事療養費　
2. 地域経済活性化 （17億9,312万8千円）
　⑴中小企業事業資金融資あっせん　
　⑵商品券発行額増額・プレミアム率増　
　⑶キャッシュレス決済ポイント還元事業
　⑷ 中小企業事業者などへの感染拡大防止対策経費助成
　⑸テレワーク導入拡充など助成　
3. 区民生活、区内経済の安定に向けた支援
 （112億271万8千円）
　⑴住民税非課税世帯等臨時特別給付金
　⑵子育て世帯臨時特別給付金
　⑶子育て世帯生活支援特別給付金
　⑷新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
4．学習環境整備 （15億2,585万3千円）
　⑴G

ギ ガ

IGAスクール構想実現のための経費
5．マイナンバーカード交付事務拡大経費 （5,459万3千円）
　⑴ 荏原第一地域センター、品川区目黒サービスコーナー

での交付開始など
6．手話言語条例制定に伴う普及啓発経費 （396万9千円）
　⑴ 動画制作、広報発行
7．介護事業者地域連携体制検討経費 （1,000万円）
　⑴ 事業者間の連携体制の整備

※主要な施策を記載しています。
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高齢期をいつまでも
元気でいきいきと過ごすために
高齢期をいつまでも
元気でいきいきと過ごすために

問い合わせ  高齢者地域支援課（☎5742－6733 Fax5742－6882）

高齢者の方が住み慣れた地域で元気に過ごすためには、健康寿命を延ばす
ことが大切です。運動不足による体力低下を防ぎ、心身ともに健康的な生
活を維持するため、感染症対策を行いながら活動を始めてみませんか。

介護予防・フレイル予防、認知症関連事業、各種教室など詳しく
は、各種パンフレットをご覧ください。高齢者地域支援課（本庁舎
3階）、地域センター、文化センターなどで配布しています。

お住まいの地域での活動支援
（高齢者クラブ）

60歳以上の方が町会・自治会などを単位
に結成し、健康づくり活動やボランティア
活動を行っています。
問い合わせ／同課高齢者クラブ担当

（☎5742－6734 Fax5742－6882）

趣味の活動や交流の場の提供
（シルバーセンター・ゆうゆうプラザなど）
60歳以上の個人やグループで、趣味・学習などの活動の場として利用できます。
問い合わせ／同課シルバーセンター係（☎5742－6946 Fax5742－6882）

感染症対策を行いながら、さまざまな事業を実施しています
運動・認知症予防教室（一般介護予防事業）　 一部を紹介

●カラダ見える化トレーニング
　民間フィットネスジムで身体機能を「見える化」してトレーニングを行う教室です。
●脳力アップ元気教室
　教材を使った学習療法と運動療法を組み合わせた認知症予防の教室です。

認知症関連事業
●認知症サポーター養成講座
　認知症の症状や接し方などの基礎知識が学べる講座です。
　問い合わせ／同課認知症サポート係（☎5742－6802 Fax5742－6882）

区では皆さんのさまざまな活動を支援しています 今できる介護予防・フレイル予防でこれからも元気に

新規会員募集中

フ レ イ ル と は
加齢に伴い体力や気力、食欲などが低下し、健康な状態から要介護へ移行する中間段
階のことをいいます。要介護の状態から心身の機能を回復することは難しく、元気なう
ちから介護予防・フレイル予防に取り組むことが大切です。

●そのほかにも、パソコン教室やスマホ教室、マージャン教室などを開催してい
ます。詳しくは本紙や「しながわいきいきガイド」などをご覧ください。

活動の様子

6月23日㈭・24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

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一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。

区議会の ●6月23日㈭の一般質問
内容 放送日時

石田ちひろ
（共　産）

6/27 ㈪ 20:00～20:45
（再） 7/2 ㈯ 16:00～16:45

渡部　　茂
（自　民）

6/27 ㈪ 21:00～21:45
（再） 7/2 ㈯ 17:00～17:45

こんの孝子
（公　明）

6/28 ㈫ 20:00～20:45
（再） 7/2 ㈯ 18:00～18:45

くにば雄大
（品　改）

6/28 ㈫ 21:00～21:45
（再） 7/2 ㈯ 20:00～20:45

吉田ゆみこ
（ネット）

6/29 ㈬ 20:00～20:45
（再） 7/2 ㈯ 21:00～21:45

●6月24日㈮の一般質問
内容 放送日時

木村けんご
（しな無）

6/29 ㈬ 21:00～21:45
（再） 7/3 ㈰ 16:00～16:45

松澤　和昌
（自　民）

6/30 ㈭ 20 :00～20:45
（再） 7/3 ㈰ 17:00～17:45

西本たか子
（無所属）

6/30 ㈭ 21:00～21:45
（再） 7/3 ㈰ 18:00～18:45

小芝　　新
（自　民）

7/1 ㈮ 20 :00～20:45
（再） 7/3 ㈰ 20:00 ～20:45

たけうち忍
（公　明）

7/1 ㈮ 21:00～21:45
（再） 7/3 ㈰ 21:00～21:45

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

日時 8月24日㈬〜26日㈮　①午後1時開演 ②午後5時開演
※24日㈬は②のみ。　※開場は各回開演30分前。
会場 スクエア荏原ひらつかホール（荏原4−5−28）
出演 劇団こどもSET
料金 前売券＝4,000円、中学生以下2,000円

当日券＝4,300円、中学生以下2,300円
※4歳以下入場不可。
※中学生以下の方は、当日年齢を確認できる物を
ご提示いただく場合があります。
発売開始日・時間 6月21日㈫
窓口  午前9時から＝スクエア荏原・メイプルセンター・Ｏ美術館

 （Ｏ美術館は翌日以降午前10時から）
電話 午前10時から＝品川文化振興事業団　※電話予約は座席選択不可。
インターネット 午前9時から＝https://www.shinagawa-culture.or.jp

北品川に稽古場を構える劇団スーパー・エキセントリック・シアター。
座長・三宅裕司の直接指導による、大人のSET公演とは一味違った
子どもたちの熱演をぜひご期待ください。

劇団こどもSET第4回公演 ミュージカル・アクション・コメディー

太秦ラプソディ～看板女優と七人の名無し～太秦ラプソディ～看板女優と七人の名無し～

問い合わせ 品川文化振興事業団（☎5755−2064 Fax5755−2065）

丸美屋食品PRESENTS

8月24日㈬
～26日㈮
全5回公演

「『あなたらしい』を築く、『あたらしい』社会へ」
　男女共同参画社会の実現に向け、平成
11年6月23日に男女共同参画社会基本法
が公布・施行され、毎年6月23日から29日を

「男女共同参画週間」としています。
　「男だから」「女だから」といった性別役割
意識にとらわれず、個性と多様性を尊重し、
自身の可能性を信じて誰もが生きがいを感
じられる男女共同参画社会の実現をめざし
ています。
　この機会にあらためて、私たち一人ひとりが家庭や地域、職場な
どでできることを考えてみませんか。

問い合わせ  男女共同参画センター
（小山3−22−3☎3784−0820 Fax3784−0823）

●この週間にあわせて、男女共同参画センターでは、テーマに
沿ったパネル展示や図書閲覧コーナーなどを設けています。
　また、ＪＲ大森駅北口歩道橋では、大田区と共同でポスターの
掲示や総合相談のご案内などのお知らせもしています。

6月23日～29日は
男女共同参画週間です

令和4年度内閣府男女共同参画週間キャッチフレーズ



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://）

4 2022年６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。

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。

イベントなど

子育て自主グループ支援事業 「赤ちゃんはどこから？と訊
き

かれたら」
親子で学ぶ幼少期からの性のおはなしです。自分のこころとからだと性をどうしたら
大切にできるのかなど、幼少期だからこそ学べる親子講座です。
日 7月22日㈮ 午後2時～4時
場 中小企業センター（西品川1－28－3）
講 土屋麻由美（助産師）
人 4～7歳頃のお子さんと保護者50人（先着）
￥ 1人500円　※お子さんは無料。
主催／子育ち親育ての会
※申込方法など詳しくは、子育ち親育ての会ホームページ HP bit.ly/3xizvu6をご覧い
ただくかお問い合わせください。
問 子ども育成課育成支援係（☎5742－7823 Fax5742－6351）

区民プロデュース型講座
「ジュニアオーケストラ体験講座」
日 7月23日㈯・24日㈰・30日㈯、8月5日㈮・6日㈯
午後0時30分～4時（全5回）
場 五反田文化センター（西五反田6－5－1）
講 長田雅人（指揮者）ほか
人 小学4年～高校生の方50人（抽選）
￥ 5,000円　※楽器貸し出しあり。
運営／品川ジュニアフィルハーモニーオーケストラ
申 問 ①7月8日㈮までに、品川ジュニアフィルハーモ
ニーオーケストラホームページ HP bit.ly/r4taikenの専
用フォームから申し込みか、②7月1日㈮（消印有効）ま
でに、往復はがきに「ジュニアオーケストラ体験講座」
とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、身長、電話番号、E
メールアドレス、希望楽器、経験年数、レンタル希望の
有無を文化観光課文化振興係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6836 Fax5742－6893）へ

夏休み天文工作教室
●ふしぎ星座カードを作ってみよう
日 7月27日㈬ ①午前10時～正午 ②午後2時～4時
人 小学4年生以下のお子さんと保護者各16組（抽選）
￥ 各300円（材料費・保険料込）
●天体望遠鏡を作ってみよう
日 7月28日㈭ ③午前10時～正午 ④午後2時～4時
人 小学4～6年生の方各15人（抽選）
￥ 各1,750円（材料費・保険料込）
持ち物／筆記用具、作品を入れる袋
─────────── 共通 ───────────
場 申 問 7月12日㈫（必着）までに、往復はがきで希望する教
室名、希望時間、住所、電話番号、参加者全員の氏名（ふりが
な）・年齢（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
※定員に満たない場合は、7月14日㈭午前10時から電
話受け付け（先着）。

子育て応援課からのお知らせ
●4年度子育て世帯生活支援特別給付金について
国において、新型コロナウイルス感染症による影響など
を踏まえ、子育て世帯に生活支援特別給付金を支給する
ことが決まりました。詳細は区ホームぺージなどに掲載
し、お知らせします。

●子育て世帯への臨時特別給付金について
3年度子育て世帯への臨時特別給付金（10万円）対象者
のうち、未受給の方に対して、給付金を支給することに
なりました。詳細は区ホームぺージなどに掲載し、お知
らせします。

お知らせ

問 品川区子育て世帯特別給付金コールセンター
（☎5742－6027〈土・日曜日、祝日を除く9:00～17:00〉 Fax5742－6387）

場 荏原文化センター（中延1－9－15）
人 区内在住で、小学生の方各16人（抽選）

￥ 各600円
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん2枚

（食器用・台ふき用）、筆記用具、マスク
運営／品川栄養士会
申 問 7月6日㈬（必着）までに、はがきか
FAXに「キッズ料理教室」とし、希望日（第
2希望まで）、住所、参加者全員の氏名（ふ
りがな）・学年・性別・電話番号を健康課
健康づくり係（〠140－8715品川区役所
☎5742－6746 Fax5742－6883）へ

夏休みのキッズ料理教室「みんな大好き！人気の給食メニューを作ろう！」　

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。

「広報しながわ」は新聞折り
込みのほか、区立施設、区内
全駅、郵便局などで配布して
います。区内在住で希望す
る方には個別配送をしてい
ます。
申問電話かFAXで、住所、氏
名、年代、電話番号を広報広
聴 課（ ☎ 5 7 4 2－6 6 4 4 
Fax5742－6870）へ

「広報しながわ」を
個別配送します 電子

7月9日㈯・23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。8月号の掲載は、7月20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）

⃝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。

ご協力ください
●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>）

⃝使用済みインクカートリッジの回収
区役所・地域センターなど26カ所で回収しています。
※トナーカートリッジは対象外。

⃝釣り針やルアーなどは資源として収集できません
缶・ペットボトルなどの資源に、釣り針やルアーなど
が混ざっていることが増えています。資源と一緒に出
すのは絶対におやめください。

⃝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。

日程 メニュー
①7月26日㈫
②7月27日㈬

ビビンバ、わかめスープ、ジャ
スミンティーゼリー

③8月5日㈮
④8月6日㈯

魚のパン粉焼き、野菜のグ
リル、とうもろこしのカレー
ピラフ、おかしなお菓子な
目玉焼き（デザート）

※時間は午前11時～午後1時。

親子で楽しく防災体験をしよう！ 電子

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します。
場 申 6月30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
〇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）

日程 内容

7月17日㈰ オリジナル防災うちわをつくろう＆新聞紙
でスリッパづくり

7月24日㈰ 夏のランタンづくり
※時間は午前10時30分～11時30分。



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

52022年６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。

● 大井保健センター　
 〠140－0014 大井2－27－20
 ☎3772－2666  Fax3772－2570

● 品川保健センター　
 〠140－0001 北品川3－11－22
 ☎3474－2225  Fax3474－2034

ガイド ● 荏原保健センター　
 〠142－0063 荏原2－9－6
 ☎3788－7016  Fax3788－7900

行く前に必ず電話連絡を。健康保険証を忘れずに！
内 内科 小 小児科 歯 歯科 骨 接骨 薬 薬局

応急診療所

お子さんの急な病気に困ったら
●小児救急電話相談　☎＃8000　IP電話などは☎5285－8898
　月〜金曜日／午後6時～翌日午前8時　土・日曜日、祝日、年末年始／午前8時～翌日午前8時

医療機関の24時間案内
●東京都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）

6月26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
会営薬局えばら	 中延1－7－12	 ☎6426－7730

休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分で終了）

6月26日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

石井診療所	 南大井4－5－6	 ☎3761－5477
大木歯科医院	 北品川1－8－12	 ☎3740－4182
柿﨑歯科医院	 旗の台4－7－2	 ☎3785－3282
飯塚接骨院	 南大井4－11－6	 ☎3763－3270
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）

6月25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。

キリトリ線

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

精神保健家族勉強会
日 7月13日㈬ 午後1時30分～3時
内 心理療法の効果について
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

思春期家族教室
不登校・ひきこもり・ゲーム依存などの
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 7月4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

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5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
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

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） ��1日㈮ 13日㈬ 15日㈮
うつ病あんしん相談 22日㈮ 13日㈬ 27日㈬
高齢期のこころの相談 15日㈮ ��5日㈫ ��7日㈭
児童思春期のこころの相談 ��6日㈬ 21日㈭ 19日㈫

保健センターのこころの健康専門医相談（予約制）7月

問各保健センター

がんの夜間相談窓口（毎月開催）
日 7月15日㈮ 午後6時～8時
場 申 事前に連絡のうえ、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）

難病の方のためのリハビリ教室
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 7月21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30人
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

後期高齢者医療制度被保険者の方へ
ジェネリック医薬品差額通知等を送付します
送付時期／6月下旬
人 生活習慣病などで先発医薬品を処方されている方で、ジェネリック医
薬品に切り替えた場合、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方
問ジェネリック医薬品差額通知サポートデスク 0120－601－494
国保医療年金課（☎5742－6736 Fax5742－6741）

キ
リ
ト
リ
線

昭和大学リカレントカレッジ特別講演会

二木芳人客員教授、羽生善治棋士の貴重な講演をお聴き逃しなく。
会場 昭和大学上條記念館1階上條ホール（旗の台1−1−20）

オープニング講演
「新型コロナウイルス感染症の現状と今後の展開」
 二木芳人（昭和大学客員教授）

特別講演
「まさかの時代の考え方」
 羽生善治（日本将棋連盟棋士）

料金 2,000円（全席指定）
※オンライン配信は1,200円。
発売開始日・時間 6月22日㈬
インターネット：�午前9時から＝https://www.shinagawa

‐culture.or.jp
※インターネットでの申し込みが難しい方は、昭和大学リカ
レントカレッジ事務室へお問い合わせください。

内容
・

講師

7月16日㈯午後2時～4時
※開場は午後1時30分。

日時

問い合わせ  昭和大学リカレントカレッジ事務室☎3784－8143
　　　　　　品川文化振興事業団（☎5755−2064 Fax5755−2065）

オンライン
同時開催

生活にお困りで自立に向けた支援が必要な世帯に対して、フードバンクから提
供された食料を無料で提供します。
日時／毎月第2・4金曜日午後1時30分〜3時30分　※次回は7月8日㈮。
対象・定員／区内在住で、生活にお困りで自立に向けた支援が必要な20世帯

（先着）
●食料の提供時に、生活状況に関するアンケートにご協力ください。
場所・申込方法／Eメールか直接、まるまる荘（戸越5−11−7FMビル
marumarufp@gmail.com）へ　※電話での申し込みはできません。
問い合わせ／まるまる荘☎050−3702−0047
生活福祉課相談係（☎5742−6714 Fax5742−6798）

まるまる荘フードパントリー

羽生善治二木芳人

予約は
こちらから
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6 2022年６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。

　国内トップレベルのクラブ4チームが熱戦を繰り広げます。
　パラリンピック正式競技・ブラインドサッカーにおいて新設されたトップリーグ「LIGA.i」の
試合を区内で開催します。東京2020パラリンピック競技大会でプレーした選手が所属す
る国内強豪チームも出場します。また、海外チームとの対戦も実現します。見ごたえのあ
る熱い戦いをぜひ会場でご覧ください。

お知らせ
第174回品川区都市計画審議会の開催
日 7月4日㈪ 午後2時から
場 区役所災害対策本部室（第二庁舎4階）
審議案件／東京都市計画住宅市街地の開
発整備の方針の変更【都が決定する案件】
傍聴人数／10人（先着）
傍聴方法・問 当日、午前8時30分～午後
1時30分に都市計画課窓口（本庁舎6階☎
5742－6760 Fax5742－6889）で傍聴券
を交付

品川歴史館休館のお知らせ
大規模改修工事のため全館休館します。
休館期間／7月1日㈮～令和6年春頃（予
定）
※休館期間中は、書院、庭園を含め全ての
施設が利用できません。
問 品川歴史館

（☎3777－4060 Fax3778－2615）

保養所をご利用ください
施設名 電話・FAX番号

品川荘（伊東市） ☎0557－35－0321
Fax0557－35－0345

光林荘（日光市） ☎0288－54－0988
Fax0288－54－0954

申 区民の方は利用月の6カ月前の1日から
（1月分の受け付けは7月1日㈮から）、区民
以外の方は利用月の4カ月前の1日から、
電話かFAX、各施設ホームページの予約
フォームで代表者の住所・氏名・電話番
号、利用施設、人数を各施設へ
※予約の受け付けは先着順です。ただし、
繁忙期（12月31日㈯～5年1月3日㈫）は
抽選で、締め切りはそれぞれの受付開始
月の月末（午後6時まで）です。
※光林荘は、5年3月31日㈮まで、一般利
用の予約を休止しています。詳しくは施設
へお問い合わせください。
問 地域活動課庶務係

（☎5742－6687 Fax5742－6877）

シルバー人材センター女性会員募集
保育補助やマンション清掃など、資格がな
くても活躍できる場がたくさんあります。
その他にも様々な仕事がありますので、ま
ずはお問い合わせください。
人 区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
年会費／2,500円
問シルバー人材センター本部

（☎3450－0711 Fax3471－6187）

マイナアシストで申請サポート
区役所ではマイナアシスト（端末）を使い、
顔写真撮影とマイナンバーカード申請のサ
ポートを行っています。
場 区役所第二庁舎3階特設会場
持ち物／ID付き申請書
※ID付き申請書をお持ちでない方は、本
人確認書類を持参いただくと当日申請可。
※1～2カ月後にマイナンバーカードができ
あがり次第、交付会場で交付。
問 戸籍住民課住民異動担当

（☎5742－6660 Fax5709－7625）

新型コロナウイルス感染症に係る傷
病手当金の支給対象期間が9月30日
まで延長になりました
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 国民健康保険加入の方＝国保医療年金
課（☎5742－6677 Fax5742－6876）
後期高齢者医療制度加入の方＝東京都後
期高齢者医療広域連合お問合せセンター

（ 0570－086－519 Fax0570－086
－075）

令和3年度食品衛生監視指導実施結
果を公表します
令和3年度品川区食品衛生監視指導計画
に基づいて実施した監視指導結果をとりま
とめましたので、食品衛生法第24条の規
定により公表します。

閲覧場所・問 生活衛生課食品衛生担当
（本庁舎7階☎5742－9139 Fax5742－
9104）
※区ホームページでもご覧いただけます。

7月2日㈯はおもちゃの病院はお休みです
問 消費者センター

（☎6421－6136 Fax6421－6132）

春季プレミアム付品川区内共通商品
券の二次販売は実施しません
春季プレミアム付品川区内共通商品券の二
次販売は、一次販売の売れ残りが少なかっ
たため実施しません。すでに商品券を購入
した方は、9月30日㈮まで使用できます。
※詳しくは、品川区商店街連合会ホーム
ページ HP shoren.shinagawa.or.jpをご
覧ください。
問 品川区商店街連合会☎5498－5931
商業・ものづくり課

（☎5498－6332 Fax3787－7961）

税　金

6月30日㈭は特別区民税・都民税　
（普通徴収）第1期の納期限です
口座振替・自動払込やコンビニエンススト
アでの納付、携帯電話を利用したモバイル
レジでの納付もできます。ほかに、電子マ
ネー（PayPay請求書払いなど）、クレジッ
トカード（モバイルレジクレジット・ネットde
モバイルレジ）、ATM、インターネットバン
キングなども利用できます。納期限を過ぎ
てから納付した場合は、督促状が発送され
ることがあります。
問 税務課（☎5742－6669 Fax3777－1292）

催　し
五反田文化センター 7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
②ヒーリングプラネタリウム
日 7月1日㈮ 午後7時から
人 4歳以上の方86人（先着）

￥ 200円、4歳～中学生50円
③天体観望会「さそり座と七夕の星」
日 7月22日㈮ 午後7時～8時30分
講 宮坂憲央（品川星の会）、小澤宏一（品
川星の会）
人 小学4年生以上の方40人（抽選）
──────── 共通 ────────
場 申 問 ①②は当日、直接同センターへ。
③は7月12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
※②③は小学生以下保護者同伴。
※定員に満たない場合、③は7月14日㈭
午前10時から電話受け付け（先着）。

スネークタウン（旧蛇窪村）の開運商
店街まち歩きガイドツアー
日 7月15日㈮
①午前10時～正午 ②午後1時～3時
コース／蛇窪神社～旧蛇窪村開運商店街

（二葉四丁目共栄商店会、ゆたか商店会、
戸越公園駅前南口商店会）～戸越公園駅
人 18歳以上の方各10人（抽選）
申 7月1日㈮（必着）までに、往復はがきで
参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号
をしながわ観光協会（〠140－0014大井1
－14－1）へ
※同協会ホームページ HP shinagawa-
kanko.or.jpからも申し込み可。
問しながわ観光協会☎5743－7642（午
前9時30分～午後5時、日曜日・祝日休館）
文化観光課観光係

（☎5742－6913 Fax5742－6893）

講　座
犬のしつけ方教室とペット健康相談
日 7月9日㈯ 午後1時30分～4時30分
場 品川保健センター（北品川3－11－22）
内 訓練士による犬のしつけ方教室、獣医師
によるペット健康相談
人 20人（先着）
申 問 電話で、生活衛生課（☎5742－9132 
Fax5742－9104）へ
※犬は連れて来ないでください。

「LIGA.i」とは？　ブラインドサッカーの「競技性（“I”ntensity）」「興行性（“I”nfluence）」「組
織性（“I”ntegrity）」を向上させ、競技の価値を高め、混ざり合う社会を作っていく、今の社会
を変えていきたいという想

おも

いとともに、誰かひとりだけではなく全員が主体的にリーグをつくっ
ていく、多様性を尊重し合える社会の実現に向けたメッセージが込められています。

日程  7月24日㈰　 会場  総合体育館（東五反田2－11－2）

選ばれたチームが参加する大会
にチャレンジできるという
ことで楽しみです。
見てくださる方々がワク
ワクしてくれるよう
な試合をお見せし
たいと思います。

問い合わせ  日本ブラインドサッカー協会☎6908－8907、スポーツ推進課（☎5742－9109 Fax5742－6585）

●品川区はブラインドサッカーを応援しています
平成28年4月に区と日本ブラインドサッカー協会は
パートナーシップ協定を締結。講演会・イベントのほ
か、国内大会や国際大会を開催するなど、様々な事業
を通じて連携しています。

日時／7月24日㈰①第1・2試合②第3試合
対象・定員／小学生以上の方各50人（抽選）
申込方法・問い合わせ／7月5日㈫（必着）までに、区ホームページの
電子申請か往復はがき、FAXに「ブラインドサッカー観戦」とし、希
望番号、参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢、代表者の住所・電話番号をスポー
ツ協会（〠141−0022東五反田2−11−2☎3449−4400 Fax3449−4401）へ

日本スポーツ界
トップレベル競技観戦ツアー 第3弾

試合スケジュール

開始時間 対戦
第1試合：午前11時 パペレシアル品川 vs 埼玉T.Wings
第2試合：午後1時30分 free bird mejirodai vs buen cambio yokohama
第3試合：午後4時10分 パペレシアル品川 vs タイ代表チーム

チケット情報
指定席・自由席・特典付きチケットなどの様々な席種
を購入することができます。詳しくは大会
ホームページをご確認ください。

パペレシアル品川
寺西一選手コメント

ⒸJBFA

ブラインドサッカー観戦ツアー

Ⓡ
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72022年６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。

区民プロデュース型講座 「クラシック
ギター 『禁じられた遊び』を弾こう」
日程（全5回） 内容

7月23日㈯ クラシックギターの基礎
音階　「ちょうちょ」

7月30日㈯ コード　「四季の歌」
8月6日㈯ 音階　アルペジオ　コード
8月20日㈯ 「聖夜」　「禁じられた遊び」
8月27日㈯ 復習と発表　合奏

※時間は午後6時30分～8時30分。
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
講 小田川欣市（日本教育ギター連盟関東
学校指導部長）
人 18歳以上の方30人（抽選）
運営／品川ギターアンサンブル
申 問 7月7日㈭（必着）までに、往復はがきに

「品川ギターアンサンブル」とし、住所、氏名
（ふりがな）、年齢、電話番号を文化観光課
文化振興係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6836 Fax5742－6893）へ
※当日は、クラシックギターをお持ちください。

手話でちょっと接客してみませんか
事業者を対象とした派遣型手話体験講座

（手話を初めて学ぶ方向け）の申し込みを受
け付けていますので、ぜひご利用ください。
人 おおむね5～20人で参加できる区内事
業者
申 希望日の2カ月前までに、申込書を心身
障害者福祉会館（〠142－0064旗の台5－
2－2Fax3785－3366 sina-haken@
s-kaikan.net）へ郵送かFAX、Eメール
※時間は2時間程度。
※申込書は同会館や障害者支援課（本庁
舎3階）で配布しているほか、区ホームペー
ジからダウンロードもできます。
※詳しくは区ホームページをご確認ください。
問 障害者支援課

（☎5742－6707 Fax3775－2000）

「はじめてのスマホ体験教室」
8・9月コース募集
スマートフォンの電源の入れ方、メール・電
話・インターネット検索などの基本操作を、
教室のスマートフォンを使い体験する入門
コースです。

日程
（各コースとも全4回） 会場

① 8/1～22の月曜日
② 8/29～9/26の
　月曜日

（9/19は除く）

旗の台
シルバーセンター

（旗の台4－13－1）

③ 8/2～23の火曜日
④ 9/6～27の火曜日

東品川
ゆうゆうプラザ

（東品川3－32－10）
⑤ 8/4～25の木曜日
⑥ 9/1～22の木曜日

大崎ゆうゆうプラザ
（大崎2－7－13）

※時間はおおむね2時間程度。
人 区内在住で、スマートフォンを持ってい
ないかほとんど使ったことがなく、自分で
会場までの往復ができる60歳以上の方各
10人程度（抽選）
申 問 6月30日㈭（必着）までに、はがきか
FAX（1人1コースのみ）で、希望番号、会
場名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号を高齢者地域支援課高齢者活動支援
担当（〠140－8715品川区役所☎5742
－7671 Fax5742－6882）へ
※教室のスマートフォンは教室内でのみ使
用できます。
※教材費がかかります。金額は当選通知
でご案内します。
※ご自身のスマートフォンに関する質問や
設定の補助などはできません。

しながわ学びの杜特別講演会　電子
「あきらめない『強い心』をもつために」
池江美由紀さん（競泳・池江璃花子選手の
母）を講師に迎え、講演会を行います。
日 7月27日㈬ 午後2時～3時30分

場スクエア荏原（荏原4－5－28）
人 16歳以上の方150人（抽選）
申 問 7月15日㈮（必着）までに、往復はが
きに「特別講演会」とし、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、電話番号、託児希望の有無
を文化観光課生涯学習係（〠140－8715
品川区役所☎5742－6837 Fax5742－
6893）へ　※手話通訳あり。
〇区ホームページから電子申請もできます。

募　集
夏の体験ボランティア2022
日 7～9月
※説明会は7月21日㈭・23日㈯・26日
㈫・30日㈯の①午前10時②午後1時30
分からでいずれかに参加（各15人まで）。
場 区内の高齢者・障害者施設、ボランティ
ア団体施設など
人 区内在住か在学で、中学・高校・大学生
の方など120人（先着）
￥ 350円（ボランティア保険代）
申 問 7月1日㈮から、本人が電話で品川ボ
ランティアセンター（☎5718－7172 
Fax5718－0015）へ

エンジョイスポーツ
品川キャンピングベース
品川区キャンプ場開放事業　電子

区内キャンプ場で初めてのファミリーキャ
ンプにチャレンジできます。食材があれば
野外炊飯とテント宿泊体験もできます。ぜ
ひご参加ください。
開放期間／7月23日㈯～30日㈯
※荒天時閉鎖。
※1泊での申し込みのみ。連泊不可。
場 みなとが丘ふ頭公園品川区キャンプ場

（八潮3－1）
テント数／月～金曜日＝5張、土・日曜日＝
7張　※1張2～5人。
人 区内在住・在勤・在学の方

￥ 3,000円、3歳～中学生1,500円
※3歳未満のお子さんは無料。
※テント・寝具・燃料・調理用具代含む。
申 7月4日㈪（必着）までに、区ホームペー
ジの電子申請か、スポーツ協会などで配
布する申込書を同協会（〠141－0022東
五反田2－11－2）へ郵送か持参
※申込書は区ホームページからダウンロー
ドもできます。
問スポーツ協会

（☎3449－4400 Fax3449－4401）

地域クラブebara A
スポーツいろいろ体験会
ノルディックウオーキングやバドミントンな
ど、どなたでもいろいろなスポーツや文化
活動が楽しめます。
日 7月3日㈰ 午後1時～4時45分
※受け付けは午後0時30分から。
￥ 1人100円
運営／地域クラブebara A
場 申 当日、運動のできる服装で上履き、タ
オル、飲み物を持って直接戸越体育館（豊
町2－1－17）へ
※未就学児は保護者同伴。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

（☎5742－6838 Fax5742－6585）

※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。

マイナンバーカード取得時のマイナポイント付与の流れ

マイナンバー
カードを
取得

申請後、約2カ月
で受け取り可能

マイナンバーカードを
申請

7月以降、国から二次
元コード付きの申請書
が送付される（9月30
日までの申請がマイナ
ポイント付与の対象）

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

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

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
どをすると、マイナポ
イントがもらえる

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）

●�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
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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。

マイナンバーカードの申請・取得、マイナポイントの予約・申込支援について マイナポイント制度について
戸籍住民課住民異動担当　☎5742－6660�Fax5709－7625 情報推進課情報推進担当　☎5742－6619�Fax5742－7164

問い合わせ

1月1日から実施しています

6月30日から実施します

3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物をしてい
ない場合（最大5,000円分までポイント付与を受けていない方）は、1月1日以降も引き続き上限（5,000
円相当）までポイントの付与を受けることができます。

品川区ではマイナポイントの
予約・申し込みを支援します！

マイナンバーカード特設会場を設置しています。
会場 区役所第二庁舎3階特設会場

開設時間 午前9時～午後5時（土曜日、祝日を除く）
月～金曜日は地域センター、品川区目黒サービスコー
ナーでマイナポータル接続端末の利用が可能です。
なお、窓口の混雑状況によりお待ちいただく場合が
あります。

●�マイナンバーカードを取得した方のうち、マイナポイント第1弾に申し込
んでいない方（マイナンバーカードをこれから取得する方も含む）

●�マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みを行った方� ………… 7,500円相当のポイント
●�公金受取口座の登録を行った方�…………………………………………………… 7,500円相当のポイント

最大5,000円相当
のポイント

申請するとマイナポイントがもらえる！ マイナポイント第2弾
実施中！

エバラ エース
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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 7月1日号 ⃝夏の食中毒予防　ほか

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ 6月10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7時
 

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。

※英語・中国語も対応。

※土・日曜日、祝日を含む毎日開設。
※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。

問い合わせ

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内

●新型コロナ・オミクロン株コールセンター　 �0570－550－571�Fax5388－1396
　受付時間／午前9時〜午後10時（土・日曜日、祝日を含む毎日）
●厚生労働省の電話相談窓口　 �0120－565－653�Fax3595－2756
　受付時間／午前9時〜午後9時（土・日曜日、祝日を含む毎日）

新型コロナウイルス感染症全般について

●東京都発熱相談センター〈看護師・保健師が対応〉
　①�☎5320－4592
　②�☎6258－5780
　受付時間／24時間（土・日曜日、祝日を含む毎日）
●東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル
　☎6630－3710　受付時間／24時間（土・日曜日、祝日を含む毎日）

発熱等の症状がある方（まずはかかりつけ医にご相談ください）

問い合わせ �品川区新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル
（☎5742－9108�Fax5742－9158）

自宅療養証明書について
　自宅療養をされた方のうち、「自宅療養証明書」の発行を希望する方は、品
川区保健所へ申請してください。申請方法など詳しくは、区ホームページ掲
載の「自宅療養証明書をご希望の方へ」をご覧ください。
※ホテル施設の療養証明書が必要な場合は東京都事業推進課宿泊療養証明担当☎5320
−4478へ、入院の証明が必要な場合は入院医療機関へ直接お問い合わせください。

濃厚接触者について
　同居家族等の濃厚接触者の自宅待機期間は7日間です。家庭
内で感染対策を開始した日か、陽性者が発症した日のいずれか遅
い方を0日目として7日間の待機が必要です。なお、この場合の 
感染対策とは、家庭内での常時マスク着用、手洗い、換気、トイレ・
風呂等共用部分の消毒、寝室を分ける等の対策を指します。

区ホームページは
こちらから

●東京都PCR等検査無料化事業事務局コールセンター　☎4405－4958
　受付時間／午前9時〜午後7時（土・日曜日、祝日を含む毎日）

無料のPCR検査を受けたい方

●自宅療養サポートセンター（うちさぽ東京）
　 �0120－670－440
　受付時間／24時間（土・日曜日、祝日を含む毎日）
●品川区新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル
　☎5742－9108
　受付時間／午前9時〜午後5時（土・日曜日、祝日を除く）

自宅療養者の相談窓口

うちさぽ東京
について
詳しくは

こちらから

問い合わせ  
国保医療年金課給付係（本庁舎4階☎5742－6677 Fax5742－6876）

ジェネリック医薬品を賢く活用しましょう
ジェネリック医薬品とは

先発医薬品の特許が切れた後、同等の有効成分で開発された医薬品で、安
全性も効き目も立証されています。価格は先発医薬品の6割程度以下で、
ジェネリック医薬品に切り替えることにより、家計にも優しく、医療費の
節減にも大きな効果が期待できます。

ジェネリック医薬品に切り替えるには
医師の許可が必要なため、かかりつけの医師か薬剤師にご相談ください。
また、切り替えの意志を手軽に伝えることができるジェネリックシールを
国保医療年金課の窓口で配布しています。
ジェネリック医薬品差額通知を送ります

対象者／品川区国民健康保険に加入し、生活習慣病などに関連する先発医
薬品が処方された方のうち、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に一定
額以上の薬代の削減が見込まれる方
通知月／7月、10月、5年2月

ジェネリック医薬品の豆知識
・ 「お試し調剤」があり、体に合うかを試してから変更することができます。
・飲み薬だけではなく、目薬・塗り薬・湿布薬にもあります。

ご注意ください
・全ての医薬品にあるわけではありません。
・取り扱っていない医療機関もあります。
・ 薬の種類や症状、体質、他の薬の使用状況などによって変更できない場合

があります。

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯に対し、臨時特別給付金を給
付しています。区ホームページで受給要件をご確認いただき、必要書類を添えて申請
してください。申請書は区ホームページからダウンロードできるほか、生活福祉課相談
窓口（第二庁舎3階）と地域センターでも配布しています。
主な要件

●申請日時点で品川区に住民票がある
● 新型コロナウイルス感染症の影響で4年1月以降の収入が減少し、「住民税非課税

相当」の収入となった
●世帯全員が親族などに扶養されていない　など
※収入状況を確認できる書類をご提出いただき審査します。
※令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金および本給付金をすでに受
給している世帯は対象外です。
給付額／1世帯あたり10万円
申請期限／9月30日㈮（消印有効）
● 令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について、対象の方へ、区か

ら2月上旬に確認書をお送りしています。要件に該当する方で未申請の場合は、9月
30日㈮まで申請することができます。詳しくはお問い合わせください。

家計急変世帯に対する
臨時特別給付金のお知らせ

問い合わせ  品川区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
（☎050−3171−8490〈土・日曜日、祝日を除く午前8時30分〜午後5時〉
Fax5742−6879）

区ホームページ
はこちらから

ノババックスワクチンの接種を実施しています
接種対象者／18歳以上の方　予約方法／Webまたはコールセンター

接種会場 接種日 対象接種
品川区医師会館

（北品川3−7−25） 7月2日㈯・16日㈯ 1・2回目接種
3回目接種

荏原医師会館
（中延2−6−5） 7月13日㈬ 3回目接種

旧リボン旗の台
（旗の台5−13−9） 7月1日㈮ 3回目接種

※接種会場や接種日など
を追加・変更する場合があ
ります。詳しくは区ホーム
ページをご確認ください。
※予約数が上限に達した
場合、受け付けを終了する
ことがあります。

次のいずれかにあてはまる方は、接種券発行の申請が必要です。
・18歳以上60歳未満の方のうち、基礎疾患を有する方か、新型コロナウイルス感染
症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方
・3回目の接種後、品川区に転入してきた60歳以上の方か基礎疾患を有する方など
接種券の申請方法

・LINEで申請
・「新型コロナウイルス接種券発行申請書兼同意書＊」を郵送して申請
＊区ホームページからダウンロードできます。また、予約サポート窓口（本庁舎3
階）でも配布しています。

4回目接種の接種券について


