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問い合わせ 子ども育成課（☎5742−6720 Fax5742−6351）

★新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2・3年度は講座の動画や、講師からのメッセージなどを配信しました。ぜひご活用ください。

区の子育て情報を積極的にお届けする〝しながわパパママ応援アプリ〝。
子育て中のサポートができるよう、いつ・どこからでも活用できる情報を随時提供しています。

アレルギーについて心配
なことや知りたいことをみ
んなで話し、悩みやストレ
スを解消します。

外遊びや手遊び、工作な
ど、親子で一緒に楽しめ
る遊びを行っています。

各センターの特徴や魅力のほか、親子で楽
しめる遊び歌などを紹介しています。児童
センターキャラクターの「ゆめちゃん」が登
場することもあります。
※品川区公式YouTubeチャンネルしながわネット
TVで配信。

助産師の講師から赤ちゃんとの向き合
い方、心と体のケアの仕方を学びます。
子育てに関する相談もできます。

栄養士の講師から調理の仕方や食
事の工夫、栄養について学びます。
離乳食に関する相談もできます。

心と体を整えるヨガやエクサ
サイズなどが楽しめます。

開催日程など詳しくは、
アプリ内の「区からのお知らせ」で配信します

動画はこちらからご覧いただけます

動画はこちらからご覧いただけます
「区からのお知らせ」で配信します
動画はこちらからご覧いただけます

おもにオンライン開催 各児童センターで実施

各児童センターで実施

規模を縮小して実施

おもにオンライン開催

詳しくは各センターへお問い合わせください

詳しくは各センターへお問い合わせください

アプリに掲載している講座などの一部を紹介します！

★ 子育て応援プログラム子育て応援コラム

★ 子育て応援プログラム子育て応援コラム

★ 子育て応援プログラム子育て応援コラム

子育て支援情報メニュー

事業内容などはこちらから
ご覧いただけます

動画はこちらからご覧いただけます

じどうセンターしょうかい

アレルギーおしゃべり会

離乳食レッスン

子育て交流サロン

しながわく児童センター
ゆめちゃんねる

産後ママのセルフケア

ママのリフレッシュタイム

で子育てを応援

●�パソコンサイトでもご覧いただけます

HP city-shinagawa-kodomomirai.tokyo/

じどうセンター
しょうかい

イベント・
講座

施設マップ

子育て応援
コラム 子どもの

急病のとき

こうえん
しょうかい

講座の人気講師による
ワンポイントアドバイスなどを掲載

子育てに関する
最新情報を発信

児童センターや各課で実施するイベント、
講座の最新情報をお知らせ

GPS機能を活用した
子育て関連施設の検索

医療機関、休日・夜間の
応急診療所などの検索

子育て世代の視点を取り入れた
公園情報をエリア別に紹介

各児童センターの特徴や行事、
講座などを紹介

パパママ応援アプリでは
子育てに関する

多彩なコンテンツを
用意しています

iPhone端末はこちら
●�アプリはこちらからダウンロードできます

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11月10日時点の情報です。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

11月21日に選挙特集号も
発行しています



2 2022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。

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53年4月2日以降に生まれた
②看護師免許を有する（令和5年3月31日までに免許取得見込みを含む）

若干名 保育園 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）

栄養士 Ⅰ類
国籍を問わず、次の①、②を満たす方
①平成5年4月2日以降に生まれた
②管理栄養士免許を有する（令和5年3月31日までに免許取得見込みを含む）

若干名 区役所、保健所、
保健センターなど 約221,700円

保健師　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13年4月1日までに生まれた
②保健師免許を有する（令和5年3月31日までに免許取得見込みを含む）

若干名 保健所、
保健センターなど 約228,000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5年3月31日までに免許取得見込みを含む） 若干名 保育園 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）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15年4月1日までに生まれた
②保育士となる資格を有し令和5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（令和5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 約195,200円

福祉（児童指導員）　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15年4月1日までに生まれた
②令和5年4月1日の時点で、児童指導員の資格を有している（取得または登
録見込みを含む）

若干名 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17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

建築　Ⅲ類
【臨時的任用職員】＊1 日本国籍を有し、平成17年4月1日までに生まれた方 若干名 区役所 約176,500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　・�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。
　　� �・�給料のほか、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。
　　� �・�給料額は、採用前の職務経験等がある場合、一定の基準により加算されます。

＊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であり、実際の勤務時間はフルタイムに満たない（週5
日以内／週31時間以内）ため、時間に応じ換算された額で決定します。

品川区会計年度任用職員＊3����募集

品川区業務支援室職員（サポート・スタッフ）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

職種 職 主な職務内容 勤務時間 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 週5日以内
／週31時間以内 区役所 10人程度 時 1,083円

職種 職 主な職務内容 勤務時間 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

週5日以内
／週31時間

以内

区役所、
地域センターなど

100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
月 244,800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

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
5人程度

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
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
看護師 看護師の職務のうち補助的または定型的な職務 保健センター 若干名 月 286,320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 500人程度 月 196,560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 月 212,760円

専門・
経験職

保健相談員 妊娠、出産、産後、乳幼児の保健に関する相談等の職務 子ども家庭支援センター
など 10人程度

月 335,880円
精神保健相談員 精神保健に関する相談などの職務 保健センターなど 5人程度
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 若干名 月 346,800円

申込期限：12月7日㈬

申込期限：12月9日㈮

申込期限：12月23日㈮



32022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。

共通
採用予定時期／

5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6年3月31日までの間となります。
※第二次選考合格後、採用候補者名簿に登載され、実際に任用する職や任期等が決定し次第採用いたします（第二次選考に合格して
も採用とならない場合もあります）。

第2次選考 選考方法／面接（＊5は実技もあり）
選考日／5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18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／各申込期限までに、品川区職員採用案内ホー
ムページ（https://job.axol.jp/jn/c/shinagawa/public/top）のエン
トリーフォームで申し込み
※会計年度任用職員採用選考についてオンラインでの申し込みが難し
い場合は、所定の申込書を人事課人事係へ郵送（簡易書留）
か持参。
※申込書のダウンロードや申込方法、受験資格など詳しく
は、品川区職員採用案内ホームページをご覧ください。

第1次選考

問い合わせ  人事課人事係（〠140−8715品川区役所本庁舎5階☎5742−7140 Fax5742−6872）

採用案内
ホームページは

こちらから

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）。

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 学校事務における定型的な職務 週4日
1日6時間 区立学校 52人 月 146,414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

副校長補佐 副校長業務を支援する職務 週4日
1日5時間 若干名 月 136,128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 学校事務における職務全般
週4日
1日7時間45分 区立学校 若干名

月 189,120円
栄養士　＊2 栄養士事務における職務全般 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人程度 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 13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 194,976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

⑤ 発達障害教育支援員 発達障害などのある児童の学習支援および
安全管理に関する業務

週2日または週3日
1日7時間 区立学校 10人 時 2,000円

時 =時間額　月 =月額

選考日／5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5日㈪（必着）、②③は12月22日㈭
（必着）（英語専科指導員は12月5日㈪）、④⑤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（教育委員会事務局）

採用予定時期／5年4月1日以降
※任期は採用日から6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）
⑤教育総合支援センター特別支援教育係（〠141－0031西五反田6－5－1 4階☎5740－8202 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



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。

●	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）

11月23日㈷
11月27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）

11月23日㈷

内 小
歯
歯
骨
骨

金城医院 西大井4－2－5 ☎3772－1660
竹内歯科医院 東大井2－28－6 ☎3763－0366
いちょう通り歯科医院 小山7－15－21 ☎5788－2155
大井三ツ又上条接骨院 大井3－2－2 ☎3775－3166
上条接骨院 二葉2－8－9 ☎3786－7949

11月27日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

たつのシティタワークリニック 大井1－31－1 ☎6303－8737
斎藤歯科医院 東大井3－1－4 ☎3763－3200
清水坂歯科医院 戸越2－1－20 ☎3783－2200
滝澤さめず接骨院 東大井1－1－6 ☎3450－8496
工藤総合接骨院 小山4－7－2 ☎3785－7844

土曜日夜間／午後5時〜午後10時（受付は午後9時で終了）

11月26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

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
※いずれか一つを選択

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☎3785−4129

キ
リ
ト
リ
線

難病の方のための音楽療法
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6日㈫ 午後1時30分〜3時30分
講 田沢弘子（音楽療法士）
人 難病の方と家族20人
持ち物／飲み物
場 申 問 電話で、荏原保健センター☎
3788−7016へ

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19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・脊髄小脳変性症など
の神経難病の方と家族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

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など） ��2日㈮ 14日㈬ 16日㈮
うつ病あんしん相談 23日㈮ 14日㈬ 20日㈫
高齢期のこころの相談 27日㈫ ��6日㈫ ��9日㈮
児童思春期のこころの相談 ��7日㈬ 15日㈭ ��6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

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

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5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

ひきこもり家族学習会
「『助けて！』が言えない家訓・校風
の危うさ」
日 12月22日㈭ 午後2時〜4時
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

がんの夜間相談窓口（毎月開催）
日 12月16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）

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。

ひとり親家庭「年末お楽しみ会」
～みんなで楽しくランチをしよう～
日 12月18日㈰ 午前11時〜午後0時20分（大井町駅中央
改札口午前10時15分集合。会場は大森駅周辺）
人 区内在住で、ひとり親家庭の親子15組（先着）
￥ 1人1,000円、小学生500円、4歳以上200円
※3歳以下のお子さんは無料。
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

親子で楽しく防災ワークショップをしよう！
「クリスマスランタンづくり」
日 12月25日㈰ ①午前10時30分〜11時30分
②午後1時〜2時
人 小学生までのお子さんと保護者各回20人（抽選）
※参加したお子さんには防災啓発品をプレゼント。
場 申 12月1日㈭午後5時までに、電話か直接しながわ防
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からも申し込めます。
問 防災課啓発・支援係（☎5742−6696 Fax3777−1181）

イベントなど



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
令和4年生活のしづらさなどに関する
調査（全国在宅障害児・者等実態調
査）を実施します
　12月1日を基準日とした、厚生労働省の
実態調査を実施します。この調査は、障害
者施策の推進に向けた検討の基礎資料と
するため、在宅の障害児・者等の生活実態
とニーズを把握することを目的としていま
す。
　12月より、調査員証を持っている調査
員が対象世帯を訪問し、調査の趣旨など
を説明したうえ、調査票を配布します。ご
協力をよろしくお願いします。
調査対象／厚生労働省が定める方法（無
作為抽出）により選定した世帯（区内約
1,400世帯）に居住する在宅の障害児・者
等、難病等患者やこれまでの法制度では
支援の対象にならないが、長引く病気やけ
が等により生活のしづらさがある方
調査事項／調査対象者の年齢・性別・障
害の原因・居住・就労や就学の状況・現在
利用しているサービスと今後利用を希望す
るサービス　など
問 障害者支援課

（☎5742−7132 Fax3775−2000）

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組合につき各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

公務員合同説明会（事前予約制）
日 12月11日㈰ 午後2時〜3時40分
場 中小企業センター（西品川1−28−3）
参加機関／防衛省（自衛隊）、警視庁、海
上保安庁
人 高校生〜35歳の方

申 12月9日㈮午後5時までに、ホームペー
ジの申し込みフォームか電話で、自衛隊五
反田募集案内所（☎3445−7747 HP
www.mod.go.jp/pco/tokyo/gotan
da/index.html）へ
問 防災課防災安全・国民保護担当

（☎5742−6697 Fax3777−1181）

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。
年会費／2,500円
●入会説明会を開催します（予約制）
日 11月24日（木）午後3時から
人 区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
※男性も参加可。
場 申 問電話で、シルバー人材センター（北
品川3−11−16☎3450−0711 Fax3471
−6187）へ

税　金
4年度税制改正
上場株式等の配当所得等に係る課税
方式の選択について
特定配当等および特定株式等譲渡所得金
額に係る所得の課税方式は、6年度から所
得税と住民税で一致させることとなり、そ
れぞれ異なる課税方式を選択できなくなり
ます。
※6年度以降、所得税で選択した課税方
式が住民税にも適用されます。
※5年度まではそれぞれ選択できます。
問 税務課課税担当

（☎5742−6663〜6 Fax5742−7108）

催　し
第11回メイプルメイツ展覧会

「カルチャー手工芸講座」受講生の作品を
展示します。
日 12月3日㈯〜7日㈬ 午前10時〜午後6時
※7日は正午まで。
場 Ｏ美術館（大崎駅前大崎ニューシティ2
号館2階）

問メイプルセンター
（☎3774−5050 Fax3776−5342）

品川歴史館巡回展
「変わりゆく品川の風景　5地区の
まち並み―庁舎の歴史―」

「役場機能の移転」をテーマに、主に明治
時代の戸長役場から区役所の誕生までを
紹介します。また、区役所所在地（権現台）
の歴史にも触れます。
日 12月6日㈫〜23日㈮ 午前8時30分〜
午後5時
※土曜日を除く。
場 区役所本庁舎・第二庁舎3階渡り廊下
問 品川歴史館

（☎5755−2321 Fax3790−1305）

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。
※詳しくは同センターホームページ 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 12月2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「火星」
日 12月23日㈮午後6時30分〜8時
講 宮坂憲央・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12月13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12月15日㈭
午前10時から電話受け付け（先着）。

講　座
認知症サポーター養成講座
〈オンライン開催〉
認知症の症状や当事者との接し方につい
て学びます。

日 12月9日㈮ 午後2時〜3時30分
人 区内在住か在勤の方50人（先着）
申 問 区ホームページの電子申請で、高齢
者地域支援課認知症サポート係（☎5742
−6802 Fax5742−6882）へ

認知症サポーター企画会議を開催し
ます
認知症サポーターとしての今後の活動に
ついて考えます。認知症サポーターとして
何かしてみたいと考えている方は、ぜひご
参加ください。
日 12月22日㈭ 午前10時〜正午
場 区役所262会議室（第二庁舎6階）
人 認知症サポーターの方30人（先着）
申 問 区ホームページの電子申請か電話
で、高齢者地域支援課認知症サポート係

（☎5742−6802 Fax5742−6882）へ

消費生活教室
「最新　だましの手口とだまされない
テクニック」
年末年始を安心・安全に過ごすため、この
時期に急増する被害や手口について学び
ます。
日 12月8日㈭ 午前10時〜11時30分
場 中小企業センター（西品川1−28−3）
講 市村勝成（大井警察署ふれあいポリス
担当）
人 40人（先着）
申 問電話で、消費者センター（☎6421−
6136 Fax6421−6132）へ

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／5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。

　8月1日〜31日に「品川区新庁舎整備基本計画（素案）」の意見募集を行っ
たところ、118人の方から344件のご意見が寄せられました。今後、いた
だいたご意見を踏まえて「品川区新庁舎整備基本計画」を策定していきま
す。

お寄せいただいたご意見と、それらを反映した「品川
区新庁舎整備基本計画（答申案）」の全文は、新庁舎整
備課（本庁舎6階）、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、
地域センター、文化センター、図書館、区ホームペー
ジでご覧いただけます。

寄せられた意見の概要

・基本計画全体について 32件 ・検討の経緯について 23件
・導入機能の基本計画について 119件 ・施設計画について 55件
・新庁舎の規模の整理について 13件 ・事業費・事業計画について 25件
・その他 77件

問い合わせ  
新庁舎整備課新庁舎整備担当（☎5742−7801 Fax5742−7143）

区ホームページは
こちらから

「品川区新庁舎整備基本計画（素案）」に
関するパブリックコメントを実施しました

品川区障害者週間・記念のつどい
～ともに生きる住みよいまちをめざして～

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、障害者理解を深めるため「障
害者週間・記念のつどい」を開催します。
　今年は、先天性四肢欠損症で生まれ、高校時代にチアリー
ディング部に所属し、その活動が地元で報道され話題となっ
た佐野有美さんの講演です。
　現在は子育てをしながら、多くの人にメッセージを届けたい
と積極的に講演活動を行っています。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、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。

12月6日㈫午前10時から
※12月20日㈫まで公開。

講演会　「夢を叶える3つの力〜行動力・努力・持続力〜」

問い合わせ  障害者支援課障害者支援係（☎5742−6707 Fax3775−2000）

佐野有美さん

配信
日時

配信
内容

区ホームページ
はこちらから
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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。

乳幼児の子育て、
介護リフレッシュに

区民の方は割引価格でお泊まりいただけます

伊東市広野1−3−17
☎0557−35−0321
Fax0557−35−0345

www.shinagawasou.com/

品川荘
日光市細尾町676−1
☎0288−54−0988
Fax0288−54−0954

www.korinsou.com/

光林荘

●代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人
数などを電話かFAX、ホームページの予約フォームで各施設
へ直接お申し込みください。　※予約受付は先着順。ただし、
繁忙期は抽選、締め切りは受付開始月の月末（午後6時）。

区民の方
（区内在住・在勤・在学）

利用月の6カ月前の1日から
5年6月分の受付／

12月1日㈭から
区民以外の方 利用月の4カ月前の1日から

午前9時〜午後6時電話受付

※1泊2食付き。1室1名利用の場合は2,200円の割り増し。　※品川荘は、入湯税150円がかかります。
※光林荘Ｂタイプ（室内にトイレなし）は、上記の料金から550円引き。

利用料金 ※「区民」は区内在住・在勤・在学の方

品川荘・光林荘Ａタイプ 区民料金（税込） 区外料金（税込）
区民と同伴 区外のみ

大人
（中学生以上）

平日・休日 6,443円 8,718円 10,450円
休前日 6,993円 9,268円 11,000円
繁忙期 7,970円 12,568円 14,300円

子ども（小学生） 通年 5,115円 7,700円   9,020円
乳幼児 寝具・食事不要の場合は無料　※食事のみは1,100円、寝具のみは3,055円

○�区民の方は区の補助により区民料金でご利用いただけるため、宿泊時に住所などが確認できるもの（運転免許証、健
康保険証、社員証など）を宿泊者全員分お持ちください（確認できない場合は、補助は受けられません）。

○光林荘は、改修工事のため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。

予約などは各施設へお問い合わせください �� 問い合わせ �地域活動課（☎5742－6687�Fax5742－6877）

「はつらつ健康教室（短期集中予防サービス）」1月コース募集
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、専門職の指導による運動・
生活機能改善のための総合的なプログラムを短期集中で行います。

日時（全12回） 会場
5年1月4日〜3月22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5日〜3月23日の木曜日午後2時〜4時 こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5−9−11）
1月6日〜3月24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）

内 筋力トレーニング、栄養・口
こう

腔
くう

講話、グループワークなど
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）

柔道整復師による機能訓練訪問の
ご案内
外出が難しい方や不安な方に、区内接骨院の柔
道整復師（機能訓練指導員）が自宅を訪問し、目
標に向けた運動指導・外出訓練を短期集中で行
います。
期間／3カ月（全24回）
※週2回、1回30分程度。
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、利用が
必要と認められた65歳以上の方
※併用できないサービスなどがあります。詳し
くはお問い合わせください。
￥ 1回300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）

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。

※ほかに食べる物がある環境では、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物は出したままに
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）

家に侵入してくるネズミに
ご用心！
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72022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。

問い合わせ／品川区清掃事務所（〠141－0032大崎1－14－1☎3490－7098 Fax3490－7041）

●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10日㈯・24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）。

⃝�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。

ご協力ください 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。5年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。
⃝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。

令和5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。

粗大ごみのリユース品提供を開始しました
10月より、粗大ごみの中でまだ使える物をインターネット上で出
品する事業を行っています。値段は品物ごとに設定していますが、
無料の物も多数出品しています。詳しくは、区ホームページをご
覧ください。

区ホームページ
はこちらから

⃝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。

問い合わせ  品川区清掃事務所リサイクル推進係（☎3490－7098�Fax3490－7041）

12月最終の収集日
年始は、5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・ごみは収集できません。

燃やすごみ

月・木曜日地区 29日㈭

火・金曜日地区 30日㈮

水・土曜日地区 28日㈬

●八潮パークタウン・大森駅前住宅エリア

燃やすごみ
月・水・金曜日地区 30日㈮

火・木・土曜日地区 29日㈭

資源

月曜日地区 26日㈪ 木曜日地区 29日㈭

火曜日地区 27日㈫ 金曜日地区 30日㈮

水曜日地区 28日㈬ 土曜日地区 24日㈯

陶器
ガラス
金属ごみ

第
１・３
収
集
地
区

月曜日地区 19日㈪

第
２・４
収
集
地
区

月曜日地区 26日㈪

火曜日地区 20日㈫ 火曜日地区 27日㈫

水曜日地区 21日㈬ 水曜日地区 28日㈬

木曜日地区 15日㈭ 木曜日地区 22日㈭

金曜日地区 16日㈮ 金曜日地区 23日㈮

土曜日地区 17日㈯ 土曜日地区 24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）

11月22日㈫に行われる決算特別委員会での総括質疑の様子が、ケーブルテレビ
品川で放送されます。

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 https://gikai.city.shinagawa.tokyo.jp/）

●12/11㈰�午後2時～10時〈再放送〉●12/6㈫�午後2時～10時

※質疑の内容によっては、放送の終了時間が早まる場合があります。
※ケーブルテレビで放送される会議の様子を、会議終了後おおむね2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。

品川区議会自民党
品川区議会公明党
日本共産党品川区議団
イノベーションしながわ
品川改革連合
品川・生活者ネットワーク
品川区議会日本維新の会

イノベーションしながわ
品川改革連合
品川・生活者ネットワーク
品川区議会日本維新の会
品川区議会自民党
品川区議会公明党
日本共産党品川区議団

のたより税
次の手順で所得税の確定申告書を作成し、スマート
フォンからe-Taxによる送信（提出）ができます。

STEP	1  国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
STEP	2  送信方法の選択

「e-Tax（マイナンバーカード方式）」がおすすめです。
STEP	3  収入・所得金額や控除等の入力
画面の案内に従って入力すれば自動計算されます。
STEP	4  申告内容の事前確認・送信
STEP	5  帳票PDFの保存・確認
スマホ申告の便利な機能
•�給与所得の源泉徴収票をスマートフォンのカメラで撮影するだけで、自動入力されます。
•�5年1月より、青色申告決算書や収支内訳書がスマートフォンで作成できるようになります。

確定申告はとっても便利な
スマホからがおすすめです!

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/

水中散歩教室
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うことができます。泳
いだり、プールに顔をつけたりすることはありません。

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）

5年1月12日
～3月23日

木

各
10回

� 9:45

各
30人

各
5,000円② 11:45

③ 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

3月16日
～30日 3回 13:45 1,500円

④ 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

1月5日
～3月30日

各
12回

� 9:45 各
6,000円⑤ 11:45

⑥ 品川学園温水プール
（北品川3－9－30）

1月6日
～3月24日

金
各
12回

� 9:45 各
6,000円⑦ 11:45

⑧ 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

1月6日
～3月31日

各
11回

� 9:45 各
5,500円⑨ 11:45

※時間は1時間。

申込方法・問い合わせ／12月6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。

年末の資源・ごみ収集スケジュール

詳しくは、国税庁ホームページ
掲載のちらしをご覧ください
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●次号予告 12月1日号 ⃝冬の食中毒　⃝人事行政の運営状況公表　ほか

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ 11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

　インフルエンザワクチンのみ、新型コロナワクチンと
接種間隔をあけずに接種することができます。
　ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンにつ
いては、互いに、片方のワクチン接種を受けてから2週
間以上の接種間隔が必要です。

接種回数 接種日 接種会場

1・2回目接種 1回目：12月4日㈰ 荏原保健センター
（荏原2－9－6）2回目：12月25日㈰

3回目接種

12月4日㈰ 荏原保健センター12月25日㈰

12月18日㈰ 品川保健センター
（北品川3－11－22）

　令和3年中のHIV感染者・エイズ患者報告数は全国で1,057人、都内では357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や性感染症の検査を無料・匿名で受けることができますので、感染が気になる方はお早めにご相談ください。

12月1日は世界エイズデーです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

品川区電子申請サービス
を開始します！

12月1日より、品川区電子申請サービスが新たに始まります。一部の手続きは、オンラ
インによる申請が「24時間365日」可能になります。また今後、オンライン申請ができ
る手続きを順次拡大していきます。
●詳しくは区ホームページか、品川区電子申請
サービスのサイトをご覧ください。

2424

24
問い合わせ  情報推進課情報戦略担当（☎5742－6031�Fax5742－7164）

問い合わせ  保健予防課（☎5742－9153�Fax5742－9158）

品川区電子申請サービスの
サイトはこちらから

電子申請の
メリットは…

HIV検査　 予約制
HIV検査は、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） 荏原保健センター（荏原2－9－6）

休日や夜間でも、
申請・届け出手続き
が行えます。

自宅や事業所の
パソコンなどから
申請・届け出手続き
が行えます。

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

日時／奇数月第2木曜日 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

HIV即日検査（予約制） 日程／11月26日㈯
会場／荏原保健センター（荏原2−9−6）

持ち物／接種券、母子健康手
帳、予診票、本人確認書類（保
険証など）、お薬手帳
予約方法／Webまたはコー
ルセンター
●接種には保護者の同意・同
伴が必須です。

インフルエンザワクチンと
新型コロナワクチンは間隔をあけずに

接種できます

小児接種（5～11歳）の予約を受け付けています

※申込方法など詳しくは、アカーホームページ
https://www.occur.or.jp/をご覧ください。

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
　① ☎5320－4327　② ☎5320－5971　③ ☎5320－7030
　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）

●東京都PCR等検査無料化事業事務局コールセンター　☎6634－4612
　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）
※自宅療養期間については、品川区新型コロナウイルス感染症
相談ダイヤルにお問い合わせください。

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

新型コロナウイルス感染症発生届について 9月26日より、全国一律で新型コロナウイルス感染症発生届の全数届け出の対象者がハイリスク者に限定されました。
詳しくは、区ホームページをご確認ください。

古紙を配合した再生紙を使用しています


