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　夏は食中毒が発生する条件がそろった季

節です。気温や湿度が上がると、細菌やカビ

が増えやすくなります。また、暑くなると体

の抵抗力が弱まり、体調を崩しやすくなり

ます。食中毒予防の三原則と注意点を守っ

て、安全にバーベキューを楽しみましょう。

　食材の温度が上がると、
細菌が増えやすくなります。
肉や野菜は調理直前まで、
クーラーボックスや保冷剤
を使って保管しましょう。

食材は
冷やして保管

　肉を扱うときは、「生肉用」
と「火が通った肉用」のよう
に道具を使い分けることが
重要です。トングや箸を介
して細菌を付けないことを
心がけましょう。

トングや箸は
使い分け
ましょう

　屋外にはさまざまな微生物がいます。
目に見えない細菌を手に付けているか
もしれません。よく手を洗い、手から食
材へ細菌を付けないようにしましょう。

手を
洗いましょう

食中毒予防の三原則

夏の

食中毒予防

バーベキューでの
注　意　点

食中毒食中毒食中毒食中毒予防予防予防

つけ
ない

つけ
ない

●手を洗いましょう
●道具を使い分け
　ましょう

つけ
ない

ふやさ
ない

●食材は冷やして
　保管しましょう

ふやさ
ない

　ほとんどの細菌は、しっかり加熱する
ことで殺菌できます（75度で1分以上)。
　しかし、大きな肉は中まで熱が伝わり
にくいので注意してください。

肉は中までよく
火を通しましょう

やっつ
ける

●肉は中まで火を
　通しましょう
　（75度で1分以上）

やっつ
ける

生活衛生課食品安全推進担当 ☎6400－0047問い合わせ
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　「生涯学習出前講座」は、区民の皆
さんが主催する学習会等に、区政の
取り組みや専門知識を生かした話等
を、区の職員が地域に出向いてお話
しする事業です。
　この機会に、区政について学んで
みませんか。
対象
　原則として参加者が10人以上で、
その半数以上が区内在住・在勤・在

学者のグループ
とき
　年末年始を除く午前9時～午後9
時、1講座2時間以内
ところ
　原則として区内。会場の確保につ
いては、利用者が手配してくださ
い。
費用
　無料

表3 平成28年度「生涯学習出前講座」 ■外国人にも対応できる講座です。
分類 № テーマ 担当（支所）課等・連絡先

基
本
の

手
続
き・届
出

1 出生から死亡まで ―戸籍制度― 芝地区総合支所区民課 
 ☎3578－3153

2 国民健康保険のしくみ
国保年金課 ☎3578－26363 後期高齢者医療制度のしくみ

4 国民年金のしくみ

福
祉

5 児童虐待防止について 子ども家庭支援センター 
 ☎6400－0090

6 あなたもゲートキーパー「命の門番」になりませ
んか 健康推進課 ☎6400－0084

7 健康づくりのはなし 健康推進課 ☎6400－0083
8 感染症の豆知識 保健予防課 ☎6400－0081
9 港区の地域包括ケアシステムの推進について 保健福祉課 ☎3578－2328
10 高齢者サービスについて 高齢者支援課 ☎3578－239511 介護予防について
12 介護保険について 介護保険課 ☎3578－2876
13 障害者サービスについて

障害者福祉課 ☎3578－238614「心のバリアフリー」ってご存知ですか？
15「障害者差別解消法」ってご存知ですか。
16 生活に困ったら ―生活保護― 生活福祉調整課 ☎3578－2451
17 住民同士の助けあい活動について 港区社会福祉協議会地域福祉

係 ☎6230－028118 ボランティアってなあに？

19 あなたらしくいつまでも 
―成年後見制度を中心に―

港区社会福祉協議会成年後見
利用支援センター
 ☎6230－0282

20 こんにちは　社協です 港区社会福祉協議会経営管理
係 ☎6230－0280

文
化・

ス
ポ
ー
ツ

21 港区の文化芸術振興について 国際化・文化芸術担当 
 ☎3578－2341

22 生涯スポーツについて 生涯学習推進課
 ☎3578－2750

23 図書館活用法 図書・文化財課 ☎3437－6621

住
ま
い
と
暮
ら
し

24 出張防災講座 防災課・各総合支所協働推進
課 ☎3578－2516

25 みんなでつくろう！安全安心まちづくり 防災課 ☎3578－2270
26 住宅支援制度について 住宅担当 ☎3578－2229
27 港区の街づくり 開発指導課 ☎3578－2225
28 都市計画道路ってなあに？ 土木課 ☎3578－2339
29 電線類の地中化について 土木計画担当 ☎3578－2217
30 ごみ減量のために 

－3Ｒ（さんアール）って何だろう？－ みなとリサイクル清掃事務所 
 ☎3450－802531 ベランダでできる！我が家でスタート！段ボー

ルでコンポスト
32 現代の環境問題 環境課 ☎3578－2495
33 快適リビング情報局① 

安心できる飲み水と室内環境のはなし 生活衛生課 ☎6400－0043
34 快適リビング情報局② 

家にでてくる虫やネズミのはなし
35 ｢安全な食卓｣のお手伝い 生活衛生課 ☎6400－0047
36 消費者トラブルについて 消費者センター ☎3456－4159
37 小中一貫教育について 指導室 ☎3578－2756
38 学校選択希望制について 学務課 ☎3578－2726

行
政

39 みんな笑顔で！―人権尊重― 総務課人権・男女平等参画係 
 ☎3578－202540 男女平等参画社会の実現に向けて

41 区民の声を聴くしくみ 区長室 ☎3578－2050
42 情報の発信 区長室 ☎3578－2036
43 個人情報保護と情報公開 情報政策課 ☎3578－2082
44 選挙について 選挙管理委員会事務局 

 ☎3578－2768
45 港区基本構想・基本計画について 企画課 ☎3578－2090
46 港区の国際化推進について 国際化・文化芸術担当 

 ☎3578－2303
47 港区教育ビジョンについて 教育政策担当 ☎3578－2722
48 区役所の組織と仕事 企画課 ☎3578－2092
49 マイナンバー制度について 区役所改革担当 

企画課企画担当 ☎3578－2573
50 行政改革（指定管理者制度・外部監査制度等）に

ついて 区役所改革担当 ☎3578－2572
51 区の家計簿 財政課 ☎3578－2096
52 教育委員会について 庶務課 ☎3578－2711
★ 特製メニュー 生涯学習推進課

 ☎3578－2744

※資料代がかかる場合があります。
申し込み
　講座一覧の中からテーマを選び、
開催希望日の20日前までに講座の担
当課へ連絡してください。日時の調
整が必要な場合がありますので、希
望日を3日程度用意してください。
担当課から利用者に連絡し、日時・
内容が確定します。

※ この出前講座は、苦情や陳情をお
受けするものではありません。ま
た、政治・宗教・営利活動を目的
とした催し等には利用できませ
ん。

生涯学習推進課生涯学習係
 ☎3578－2744

問い合わせ

ご活用ください「生涯学習出前講座」

一時閉店となるもの
　◦11階食堂：平成28年4月～平成29年3月（平成29年4月再開予定）　◦1階売店：平成28年4月～（再開時期未定）
一部利用中止をするもの　トイレ、エレベーターは順次改修・取り替えを行うため、一部利用できなくなる期間があります。
　詳しい工事内容、期間は港区ホームページと庁舎内に掲示します。

問い合わせ
契約管財課庁舎改修工事担当
☎3578－2275

港区役所本庁舎・芝地区
総合支所の大規模改修工
事を行っています

　区では、区民の皆さんの健康づく
りを支援しています。健康診査や各
種がん検診等は、健康づくりの基本
となるものです。日々の体調管理の
指針として、この機会に積極的に受
診しましょう。
健康診査・がん検診等の受診券、ご
案内を発送します（平成28年度は緑
色の封筒です）
対象・受診期間・内容
　表1・表2のとおり
ところ　区内指定医療機関（送付す
るご案内に記載されています）
費用　無料（指定された検査内容に
ついて）
「乳がん検診」の制度に変更があります
　40歳以上の女性を対象とした乳が
ん検診は、これまで「視触診（毎年）」
と視触診で異常のなかった人に「マ
ンモグラフィ検査（偶数年齢）」を実
施していましたが、平成28年度から

「視触診」は廃止し、「マンモグラフ
ィ検査」を受診できるようになりま
す。前年度に受診していない人を対
象とするため、2年に一度受診する
ことができます。
ご注意ください
○対象年齢は、平成29年3月31日現

表1  健康診査等
内容 対象 検査内容等 受診期間

特定健康診査

40～74歳の人
（平成28年4月1日現在、港区国民健康保険に加入している人）
◦ 受診日現在、港区国民健康保険に加入している人は、区が実

施します。
◦ 上記以外の人はご加入の医療保険者（健康保険証発行元）へ

お問い合わせください（会社等の保険および健康保険組合
等に加入している人やその被扶養者は、加入している医療
保険者が特定健康診査を実施します）。

問診、身体計測、血圧測定、
尿検査、血液検査等

【目的】生活習慣病の前段階
であるメタボリックシンド
ロームの発見や改善

　 7月1日（金）～
　　  11月30日（水）

※ 肝炎ウイルス検診の
み、一部の医療機関で
11月30日以降も受診
可能です。基本健康診査

75歳以上の人（後期高齢者医療制度加入者）、40歳以上の生活
保護受給者等
※ 平成28年4月2日以降に港区国民健康保険に加入した人は、

基本健康診査を受診できます。

問診、身体計測、血圧測定、
尿検査、血液検査等

【目的】生活習慣病の早期発
見、早期治療

肝炎ウイルス検診 いままで一度も肝炎ウイルス検診を受診したことのない区民 問診、血液検査
表2 がん検診

内容 対象 検査内容等 受診期間
胃がん検診 40歳以上 問診、胃部Ｘ線検査（バリウム検査）

7月1日（金）～11月30日（水）

大腸がん検診 40歳以上 問診、便潜血反応検査（検便）
肺がん検診 40歳以上 問診、胸部Ｘ線検査（全員実施） 

喀痰検査（該当者に実施）
喉頭がん検診 40歳以上で、喫煙指数（1日の喫煙

本数×喫煙年数）600以上の人等
問診、頚部触診、ファイバースコープ等
による診察

前立腺がん検診 55～75歳の奇数年齢の男性 問診、血液検査（PSA検査）
子宮頸がん検診 20歳以上の女性 問診、視診、内診、細胞診 7月1日（金）～平成29年1月31日（火）

乳がん検診
視触診 30～39歳の女性 問診、視触診
マンモグラ
フィ検査

40歳以上で平成27年度マンモグ
ラフィ検査未受診の女性 問診、乳房Ｘ線検査 7月1日（金）～平成29年2月28日（火）

在で計算しています。
○受診日現在、港区に住民登録のな
い人は受診券を利用できません。
○40歳未満の人は、受診券の送付に
申し込みが必要な場合があります。

○40歳以上の人であっても、港区へ
の転入時期によっては、受診券の送
付に申し込みが必要な場合がありま
す。
○受診期間終了間際には予約がとり
にくくなることがありますので、早
めの受診をご検討ください。
○年齢、性別、ご加入の健康保険に

よって受けられる健診・検診が異な
ります。詳しくは、お問い合わせく
ださい。

健康推進課健診事業担当・健康づ
くり係 ☎6400－0083

問い合わせ

健康診査・がん検診を受けましょう
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　区では、「港区行政経営方針」や「港区情報化計
画」において、ICTを活用した区民生活の利便性
の向上をめざすため、区民共有の財産である区政
情報を利用可能な形式で積極的に公開することと
しています。
　オープンデータとは、国や地方公共団体等が保
有するデータのうち、営利目的も含めた二次利用

（※1）が可能な利用ルール（※2）で公開される、機
械判読に適したデータ形式（※3）のデータのこと

をいいます。
　区政情報をオープンデータとして利用しやすい
形で提供することにより、行政の透明性の向上、
民間との積極的な連携・協働による地域の課題解
決、区民サービスの向上につながります。
　このため、区は区が保有している区政情報につ
いて、安全性に配慮しつつ、港区ホームページ
に、「（仮称）港区オープンデータサイト」を設置
し、オープンデータとして順次公開することと
し、近日中にデータを公開するため、準備を進め
ています。
　公開の際は、改めて港区ホームページにてお知
らせします。

※1 　情報提供者の提供したデータを基に、情報
利用者が何らかの編集・加工等を行い、新た
なデータを作成することや、情報提供者の提供
したデータの単なる複製や再配布を行うこと。

※2 　情報提供者がデータを提供する際に指定す
る利用条件、著作権に基づかない契約や、情
報提供者による一方的な宣言も含む。

※3 　ISO（国際標準化機構）やJIS（日本工業規格）
等、国際的な機関や国内で制定されたファイ
ル形式

情報政策課ICT推進担当 ☎3578－2855
問い合わせ

オープンデータを公開します

◆各総合支所管理課管理係◆　芝地区☎3578－3191　麻布地区☎5114－8811　赤坂地区☎5413－7014　高輪地区☎5421－7124　芝浦港南地区☎6400－0011

　情報公開制度は、区が保有する区政情報（文書
等）を閲覧したり、その写しを請求したりできる
制度です。

　区では、「知る権利」を保障し、区民の皆さんの
区政への参加を促進し、公正で開かれた区政を推
進するため、情報公開制度を設けています。ぜひ

ご活用ください。
請求手続
　区政情報の請求は、各総合支所管理課管理係で
受け付けています。郵送、電子申請サービスでも
手続きができます。郵送の場合は、港区ホームペ
ージにある「区政情報公開請求書」に必要事項を明
記の上、〒105－8511　港区役所情報政策課個人
情報保護・情報公開担当へ。
費用
　写しの交付を受ける場合はコピー代として費用
がかかります。A3判以下で単色刷り片面1枚につ
き10円です。
平成2₇年度実施状況
　表1・表2参照
区政資料室をご利用ください
　区政資料室（区役所3階）では、区政資料の閲
覧・貸し出しや区が発行する有償刊行物の販売を
行っています。

情報政策課個人情報保護・情報公開担当
 ☎3578－2064
各総合支所管理課管理係 ☎欄外参照

問い合わせ

開かれた区政の
推進をめざして港区の情報公開制度

表1 公開請求者の内訳 （人）
請求者の区分 請求者数※1

区内在住者 30
区内法人・団体等 19
区外在住者 38
区外法人・団体等 123

合計 210
※1 　請求者数は延べ人数です。
表2 実施機関別処理件数 （件）

実施機関 件数※2
区長 195
教育委員会 22
選挙管理委員会 3
監査委員 3
議会 5

合計 228
※2 　請求内容が複数の実施機関

にまたがる場合があり、公開請
求者の人数と一致しません。
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公開された区政情報は適正に使用してください。
区政情報を第三者の権利の侵害や、もっぱら営利目的のために使用してはなりません。

図情報公開請求の手続き

　「平成27年度港区食品衛生監視指
導の実施結果」を取りまとめました
ので、食品衛生法に基づき公表しま
す。
閲覧方法
　｢平成27年度港区食品衛生監視指
導の実施結果｣は、生活衛生課（みな
と保健所5階）、区政資料室（区役所3

階）、各総合支所、各港区立図書館
（高輪図書館分室を除く）、消費者セ
ンター、港区ホームページでご覧い
ただけます。

生活衛生課食品安全推進担当
 ☎6400－0047

問い合わせ

　港区商店街連合会では、区内共通
商品券（以下スマイル商品券）にプレ
ミアム10パーセントを付けた｢プレ
ミアム付きスマイル商品券｣を7月1
日（金）から販売します。
販売総額
　1億円（額面総額1億1000万円・1万
冊）
販売単位・購入限度額
　1冊1万円（額面500円券22枚つづ
り）で1人5冊（5万円）まで（購入対象
者は区内在住・在勤者）
※ 代理分は1人分まで購入できます。

1度の購入上限額は本人分と代理
分で10万円までです。
販売期間
　7月1日（金）午前10時から完売まで
※台場地区は午前11時から
販売場所
　表3のとおり

購入方法
　各販売所の窓口に準備されている
指定用紙「商品券購入申込書」に必要
事項を明記の上、ご購入ください。
※ 購入時に、購入者本人の身分証
（運転免許証・健康保険証等）の提
示が必要です。

※ 代理で購入する場合は、代理人の
身分証（コピーでも可）も併せて提
示してください。

※ インターネットで事前に購入引換
券の申し込みができます（抽選）。
詳しくは、港区商店街連合会ホー
ムページ

　http://www.minato-smile.net/
　をご覧ください。
スマイル商品券取扱先
　区内の約1200店舗、一部大型スー
パー、約200の医療機関等。詳しく
は、スマイル商品券を購入した際に

表3プレミアム付きスマイル商品券販売所一覧（22販売所）
※販売所により、営業時間・定休日等が異なりますので、事前にご確認ください。

販売場所 住所 電話番号

港区商店街連合会事務局 芝公園1－5－25
区役所3階 ☎3578－2555

化粧品のエルメdeボーテ 新橋2－16－1
ニュー新橋ビル1階 ☎3501－4090

新橋四郵便局 新橋4－30－6 ☎3432－0491
桑山清心堂 芝2－12－1 ☎3452－8721

慶愛堂 芝5－34－7
田町センタービル2階 ☎3451－5521

日在堂文具 芝5－13－16 ☎3451－4367
芝五郵便局 芝5－27－14 ☎5442－0867
芝浦ハウス 芝浦3－15－4 ☎3453－3718（ミナトヤ）
芝浦海岸通郵便局 芝浦4－13－23 ☎3451－9757
SASH! SATO SHOES STUDIO
※午前11時から販売開始

台場1－7－1
アクアシティお台場3階

☎3599－4700
（アクアシティお台場代表）

白台二商栄会館 白金台4－8－4
白台二商栄会館1階 ☎3441－4069（台二長寿庵）

魚らん商店会館 高輪1－1－3 ☎3446－8826（竜雲つり具店）
テーラー大駒 高輪2－6－20　 ☎3473－4253
メンズショップ小林 白金1－6－14 ☎3441－6434
白金台南薬局 白金6－6－1 ☎5421－0880

麻布十番商店街振興組合事務所 麻布十番2－3－10
麻布十番会館2階　 ☎3451－5812

ファッションハウスはせがわ 東麻布1－18－12 ☎3583－1906
ワガヤ電気 西麻布4－19－11 ☎3400－6266

六本木商店街振興組合事務所 六本木5－5－1
六本木ロアビル607号室 ☎3401－9451

西麻布郵便局 西麻布1－8－11 ☎3408－3543

土橋園 赤坂3－17－8 ☎3585－8759（赤坂一ツ木通
り商店街振興組合事務局）

外苑前郵便局 南青山2－27－23 ☎3408－3541

お渡しする小冊子「スマイル商品券
取扱店・医療機関一覧」または港区
商店街連合会ホームページをご覧く
ださい。
注意事項
　今回販売のプレミアム付きスマイ
ル商品券の利用期限は、平成28年12

月31日（土）までです。

港区商店街連合会事務局
 ☎3578－2555
産業振興課産業振興係
 ☎3578－2556

問い合わせプレミアム付き区内共通商品券（スマイル商品券 ）
の販売 ～買い物するなら地元の商店街で～

平成27年度港区食品衛生監視指導の
実施結果を公表します

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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　一時的に資金が不足するときに、年度内に返済することを条件に金融機関等から借
りる資金のことをいいます。
　平成26年度に引き続き、一時借入は行っていません。

種別 内訳 数量 金額
土　地 区役所・学校・公園等の敷地 241カ所　785,111.84㎡ 6,479億481万円

建　物 区役所・学校・公園等の建物 348棟　　701,878.17㎡ 1,895億420万円

工作物 区役所・学校・公園等の工作物 － 46億9,155万円

地上権等 地上権 １カ所　　1,964.70㎡ 1,020万円

有価証券 株券 － 3億4,800万円

出資による権利 財団法人等への出資金 － 11億5,894万円

特許権等 商標権 4件 76万円
合　　計 8,436億1,846万円

公有財産の現況 平成28年3月31日現在表1

土地･地上権等 固定資産税路線価をもとに評定した価格または購入価格（₃年ごとに改定）
建　物 建築費または購入価格 工作物 建築費または製造費

有価証券 額面金額 出資による権利 出資金額
特許権等 取得に要した金額

歳入 歳出

平成27年度
下半期

　区では、毎年6月と12月の年2回、「港区の家計簿」として、皆さんが納めた
税金がどのように使われているのかをお知らせしています。
  また、9月にはバランスシート等を活用して区の財政状況を分かりやすく
解説した「港区財政レポート」を発表しています。
　今回は、平成27年度下半期（平成27年10月～
平成28年3月）の財政状況をお知らせします。

予算現額 1,259億9,862万円

予算現額
276億7,078万円

予算現額
48億6,590万円

特別会計は、特定の事業を行う場合にその収支を明確にするため、一般会計とは別に経理するための会計です。港区には次の３会計があります。

総　務　費 区役所の運営や防災のために
環境清掃費 環境保全や清掃事業のために

民　生　費 高齢者や障害のある人、子どもたちのために
土　木　費 道路、公園、住宅等の整備のために

教　育　費 学校教育や社会教育等のために
公　債　費 特別区債の返済のために

グラフ1

グラフ2

グラフ3

港区の財政状況をお知らせします

※金額については、表示単位未満を四捨五入し、端数処理を行っていないため、合計額が一致しない場合があります。
※グラフ１～グラフ　の数値は、平成28年3月31日現在のものです。

港区の家計簿

　一般会計は、特別区税を主な財源として、区の基本的な活動に必要な経費を計上した
根幹となる会計です。区政に要する収支を総合的に経理しています（　　　　）。グラフ1

グラフ1 グラフ4

　主に自営業の人を対象とし
た健康保険事業の収支を表し
たものです（　　　 ）。

予算現額
156億3,289万円

グラフ4

　主に75歳以上の高齢者を対
象とした医療事業の収支を表
したものです（　　　 ）。グラフ3

グラフ2

　介護を要する人への介護サ
ービスや介護予防サービスの
提供を行う保険事業の収支を
表したものです（　　　 ）。グラフ4

平成28年6月21日
港区公報号外

歳出

保険給付費（46.3％）
128億1,347万円

共同事業拠出金（22.9％）
63億3,071万円

後期高齢者支援金等
（11.2％）31億40万円

その他（7.9％）
21億8,955万円

支出予定額（11.7％）
32億3,667万円

歳入

国庫支出金（18.9％）
52億1,715万円

前期高齢者交付金（7.0％）
19億4,427万円

繰入金（10.3％）
28億5,397万円

その他（6.9％）
18億9,859万円

収入見込額（8.5％）
23億3,990万円

国民健康保険料（25.6％）
70億7,545万円

共同事業交付金（22.9％）
63億4,144万円

特別区税（51.9％）
653億9,070万円

国庫支出金（6.8％）
86億579万円

使用料及び手数料（5.5％）
69億7,039万円

都支出金（3.4％）
43億367万円

特別区交付金（1.9％）
23億6,810万円

財産収入（1.3％）
16億6,846万円

株式等譲渡所得割交付金
（0.8％）10億6,074万円

地方消費税交付金（11.8％）
148億8,994万円

その他（10.5％）
131億9,387万円

収入見込額（6.0％）
75億4,695万円

その他（12.1％）
152億4,703万円

支出予定額（26.1％）
328億8,546万円

歳入

歳入

繰入金（41.0％）
19億9,503万円

その他（3.5％）
1億6,913万円

収入見込額（1.0％）
4,805万円

後期高齢者医療保険料（54.5％）
26億5,369万円

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療会計

介護保険会計

歳出

広域連合負担金（84.7％）
41億2,201万円

その他（5.3％）
2億5,874万円

支出予定額（10.0％）
4億8,516万円

支払基金交付金（22.4％）
35億22万円

介護保険料（23.0％）
35億9,161万円

その他（31.2％）
48億7,304万円

収入見込額（6.2％）
9億6,235万円

国庫支出金（17.3％）
27億567万円

歳出

保険給付費（79.1％）
123億7,244万円

その他（6.4％）
10億801万円

支出予定額（14.4％）
22億5,243万円

一般会計

特別会計

総務費（10.7％）
134億9,515万円

環境清掃費（3.6％）
45億6,567万円

公債費（1.1％）
13億8,350万円

民生費（31.1％）
392億4,063万円

教育費（9.4％）
119億368万円土木費（5.8％）72億7,752万円

公有財産の現況
　基金や区債は、一般家庭に例えると基金が「預金」、区債が「ローン」
に当たります。
　平成27年度は、将来に備えて計画的に公共施設等整備基金や教育施
設整備基金へ積み立てを行いました。また、区債についても計画的に
償還しており、残高は減少しています（　　 ）。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

財政調整基金 628億4,435万円 623億4,247万円 675億9,167万円

特定目的基金 625億4,895万円 546億4,385万円 572億5,723万円

基金の合計 1,253億9,330万円 1,169億8,632万円 1,248億4,890万円

特別区債 54億1,879万円 41億3,204万円 28億1,008万円

基金と特別区債の残高の推移表2

財政調整基金 財源の年度間調整のための基金

特定目的基金 公共施設の整備や子育て支援等、特定の目的のための基金

基金と特別区債の現況

表2

一時借入金

財政課財政担当 ☎3578－2096
○　　について　
契約管財課管財係 ☎3578－2131

問い合わせ

表1
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　特別区民税の課税額は、平成28年3月
31日現在約680億円です。区民1人当た
り、1世帯当たり、納税義務者1人当たり
の負担額はそれぞれ　　　　のようにな
ります。

当初予算の作成後に、計画していないことが起きた場合に、既定の予算に追加や変更を加える予算のことです（　　）。

歳入 歳出

平成27年度
下半期

　区では、毎年6月と12月の年2回、「港区の家計簿」として、皆さんが納めた
税金がどのように使われているのかをお知らせしています。
  また、9月にはバランスシート等を活用して区の財政状況を分かりやすく
解説した「港区財政レポート」を発表しています。
　今回は、平成27年度下半期（平成27年10月～
平成28年3月）の財政状況をお知らせします。

予算現額 1,259億9,862万円

予算現額
276億7,078万円

予算現額
48億6,590万円

特別会計は、特定の事業を行う場合にその収支を明確にするため、一般会計とは別に経理するための会計です。港区には次の３会計があります。

総　務　費 区役所の運営や防災のために
環境清掃費 環境保全や清掃事業のために

民　生　費 高齢者や障害のある人、子どもたちのために
土　木　費 道路、公園、住宅等の整備のために

教　育　費 学校教育や社会教育等のために
公　債　費 特別区債の返済のために

グラフ1

グラフ2

グラフ3

港区の財政状況をお知らせします

※金額については、表示単位未満を四捨五入し、端数処理を行っていないため、合計額が一致しない場合があります。
※グラフ１～グラフ　の数値は、平成28年3月31日現在のものです。

港区の家計簿

　一般会計は、特別区税を主な財源として、区の基本的な活動に必要な経費を計上した
根幹となる会計です。区政に要する収支を総合的に経理しています（　　　　）。グラフ1

グラフ1 グラフ4

　主に自営業の人を対象とし
た健康保険事業の収支を表し
たものです（　　　 ）。

予算現額
156億3,289万円

グラフ4

　主に75歳以上の高齢者を対
象とした医療事業の収支を表
したものです（　　　 ）。グラフ3

グラフ2

　介護を要する人への介護サ
ービスや介護予防サービスの
提供を行う保険事業の収支を
表したものです（　　　 ）。グラフ4

平成28年6月21日
港区公報号外

歳出

保険給付費（46.3％）
128億1,347万円

共同事業拠出金（22.9％）
63億3,071万円

後期高齢者支援金等
（11.2％）31億40万円

その他（7.9％）
21億8,955万円

支出予定額（11.7％）
32億3,667万円

歳入

国庫支出金（18.9％）
52億1,715万円

前期高齢者交付金（7.0％）
19億4,427万円

繰入金（10.3％）
28億5,397万円

その他（6.9％）
18億9,859万円

収入見込額（8.5％）
23億3,990万円

国民健康保険料（25.6％）
70億7,545万円

共同事業交付金（22.9％）
63億4,144万円

特別区税（51.9％）
653億9,070万円

国庫支出金（6.8％）
86億579万円

使用料及び手数料（5.5％）
69億7,039万円

都支出金（3.4％）
43億367万円

特別区交付金（1.9％）
23億6,810万円

財産収入（1.3％）
16億6,846万円

株式等譲渡所得割交付金
（0.8％）10億6,074万円

地方消費税交付金（11.8％）
148億8,994万円

その他（10.5％）
131億9,387万円

収入見込額（6.0％）
75億4,695万円

その他（12.1％）
152億4,703万円

支出予定額（26.1％）
328億8,546万円

歳入

歳入

繰入金（41.0％）
19億9,503万円

その他（3.5％）
1億6,913万円

収入見込額（1.0％）
4,805万円

後期高齢者医療保険料（54.5％）
26億5,369万円

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療会計

介護保険会計

歳出

広域連合負担金（84.7％）
41億2,201万円

その他（5.3％）
2億5,874万円

支出予定額（10.0％）
4億8,516万円

支払基金交付金（22.4％）
35億22万円

介護保険料（23.0％）
35億9,161万円

その他（31.2％）
48億7,304万円

収入見込額（6.2％）
9億6,235万円

国庫支出金（17.3％）
27億567万円

歳出

保険給付費（79.1％）
123億7,244万円

その他（6.4％）
10億801万円

支出予定額（14.4％）
22億5,243万円

一般会計

特別会計

総務費（10.7％）
134億9,515万円

環境清掃費（3.6％）
45億6,567万円

公債費（1.1％）
13億8,350万円

民生費（31.1％）
392億4,063万円

教育費（9.4％）
119億368万円土木費（5.8％）72億7,752万円

45万
6,003円

25万
3,127円

48万
9,136円

グラフ5

※世帯数・人口は各年度と
　も翌年度4月1日現在、納
　税義務者数は各年度3月
　31日現在
※1世帯当たりの負担額に
　ついては、日本人のみの
　世帯数で計算しています。
※特別区民税額は各年度
　の課税総額
　（滞納繰越分を含む）

区民1人当たりの負担額

1世帯当たりの負担額

納税義務者1人当たりの負担額

60万円
50万円
40万円
30万円
20万円
10万円

0
平成25年度 平成26年度

52万
3,120円

29万
2,514円

56万
5,997円

平成27年度

区民負担の推移
49万
1,844円

27万
6,847円

53万
6,144円

表3

グラフ5

平成27年度各会計予算の補正額表3

補正予算

区民負担の概況

当初予算 補正予算※1 予算現額※2

一般会計 1,141億3,000万円 117億3,855万円 1,259億9,862万円

国民健康保険事業会計 275億2,798万円 1億4,280万円 276億7,078万円

後期高齢者医療会計 46億8,105万円 1億8,485万円 48億6,590万円

介護保険会計 155億1,556万円 1億1,733万円 156億3,289万円
※1　補正予算額は、増額補正だけでなく、減額補正も含まれているため、主な補正事由の金額合計と一致しません。
※2　一般会計の予算現額は、当初予算と補正予算に繰越明許費（1億3,007万円）を合わせた額です。

主な補正事由 金額

公共用地の取得
（三田二丁目、元麻布二丁目　等） 136億700万円

子ども・子育て支援関連事業
（地域型保育事業、出産・子育て応援
メール配信事業　等）

8億1,445万円

安全・安心関連事業
（客引き防止プロジェクト、防災行政
無線難聴対策助成）

2,056万円

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休  午前7時～午後11時
☎5472－3710
FAX5777－8752



一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

　｢働きたい｣と｢雇いたい｣を応援
します。
　港区アクティブシニア就業支援
センター｢みなと＊しごと55｣は、
おおむね55歳からの求職者の再就
職支援と、求人事業所の採用のサ
ポートを行っています。
　開所して7年、再就職をした人
は約2300人になりました。さまざ
まな求人内容（職種）があります。

また、さまざまなキャリアを持っ
た求職者が登録しています。
　平成27年度の就職者は265人で、
その平均年齢は65歳でした。
求職｢働きたい｣を支援
　みなと＊しごと55に登録する
と、たくさんの求人情報を閲覧す
ることができます。常時所員が待
機していますので、就職相談がで
き、求人情報や事業所についての
補足説明を聞くことができます。
　応募する際は、相談員が事業所
に応募が可能かどうかの確認をと
り、紹介状を発行します。
　求職者（希望者のみ）にメールマ
ガジンを配信しています。月に3
～4回、お勧めの求人情報や、セ
ミナー・面接会等のイベント情報
等を配信しています。
求人｢雇いたい｣を支援
　事業所の求人・採用活動をサポ
ートします。
　無料で求人情報を公開、無料で

人材を紹介いたします。
再就職等支援セミナーと合同就職
面接会
　年4回（6・9・12・3月）開催して
います。
求職から就職までの流れ
（1）求職申し込み（登録）
　来所して求職票に必要事項を記
入してください。
（2）相談・求人閲覧
　ファイルやパソコンで求人を閲
覧してください。
※所員が相談に対応します。
（3）応募
　所員が事業所に応募の可否を確
認します。
　紹介状と応募書類を事業所へ。
（4）選考（書類・面接）
　直接、書類選考または面接を受
けます。
（5）採否結果
　事業所から直接連絡がありま
す。

求人から採用までの流れ
（1）求人申し込み
　事業所登録と求人申し込みの
後、所員が求人票を作成します。
（2）求人公開
　所内で求人票を公開します。
（3）人材紹介
　応募希望者が出た場合、所員か
ら連絡します。
（4）選考（書類・面接）
　応募書類と紹介状を受け取り、
選考を実施してください。
（5）採否結果
　応募者に直接連絡してくださ
い。

みなと＊しごと55（芝5－18－2）
 ☎5232－0255
みなと＊しごと55ホームページ
http://www.m-shigoto.jp
保健福祉課福祉活動支援係
 ☎3578－2379

問い合わせ

　学校の夏休みに合わせ、青少年
対策地区委員会（※）と区の共催で
「みなとキャンプ村」を開催しま
す。
　キャンプ村では、野外炊飯や川
遊び、ハイキング、キャンプファ
イヤー等、都心ではなかなか味わ
えないさまざまな体験ができま
す。キャンプは、地区委員会ごと
に内容の企画や参加者の募集を行

います。
※ 青少年対策地区委員会は、区立
中学校の通学区域ごとに設置さ
れています。
対象　小学生以上の児童、生徒
（地区委員会ごとに対象年齢が異
なります）
とき
（1）御成門・三田・港南・高陵・
赤坂地区：8月13日（土）～15日（月）
（2）高松・白金・六本木・青山・
お台場地区：8月20日（土）～22日
（月）
ところ　平山キャンプ場（山梨県
北都留郡小菅村）
申し込み　各区立小学校で配布す
るチラシをご覧ください。

子ども家庭課青少年育成担当
 ☎3578－2435

問い合わせ

　私たちが住むこの地球の環境を
守るために、皆さんが考え、研究
した作品を募集します。
対象　区内在住・在学の小学4年
生～中学3年生（個人またはグルー
プでの応募ができます）
募集期間　9月1日（木）～14日（水）
テーマ　エネルギー・水・大気・
緑・生きもの・リサイクル・ごみ
等環境に関すること
※ 応募者全員に参加賞を、入賞者
には表彰状と副賞を贈ります。
申し込み　在学する学校、各港区
立図書館、環境課（区役所8階）等
にある応募用紙に必要事項を明記
の上、作品と合わせて、郵送また

グループお母さんの時間（予
約制）
対区民で、育児中の母親※保育
あり（申し込み時にお申し出くだ
さい）
時 7月7日（木）午後1時30分～3時
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

7月の高輪地区ほっとひとい
き子育て支援事業
子育て相談
対高輪地区在住の乳幼児と保護
者
（1）ほっとひといき子育て相談
時・所①白金台児童館：7月5日
（火）、②豊岡児童館：7月14日
（木）、③高輪児童館：7月21日（木）
④高輪子ども中高生プラザ：7月5
日（火）・14日（木）・21日（木）①②
③午前10時30分～11時30分、④午
後2時～4時
申当日直接会場へ。
（2）ぱぱまま育児相談
時 7月16（土）相談受け付け時間：

午後1時～3時、グループトーク：
午後3時～3時30分
所高輪子ども中高生プラザ
申当日直接会場へ。
ほっとひといき子育てサロン
対 1歳未満のお子さんと保護者
時 7月19日（火）午後1時30分～3時
（午後1時15分～1時30分受け付け）
所明治学院大学社会学部付属研
究所（白金台1－2－37）
内ベビーマッサージ
人 15人（会場先着順）
持ち物　母子手帳、バスタオル
申当日直接会場へ。
問高輪地区総合支所区民課保健
福祉係 ☎5421－7085

ふたごの会
対区内在住で、ふたご（多胎）を妊
娠中または育児をしている保護者
※保育あり（4カ月～就学前、20人。
申し込み時にお申し出ください）
時 7月13日（水）午前10時～11時30
分
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。　 ☎6400－0084

なかよし会
対区内在住で、ダウン症児とそ
の保護者
時 7月27日（水）午前10時～11時30
分
所みなと保健所3階
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

保育園児募集（小規模保育事
業所）
名称　こいくえん赤坂
開設日　8月1日
対保護者が、仕事や病気等の事
情で日中家庭において保育ができ
ない0～1歳の児童
所赤坂4－14－14　パークコート
赤坂ザ・タワープラザ1階
開所時間　午前7時30分～午後6時
30分（午後7時30分までの延長保育
あり）
人 0歳：4人、1歳：4人※3カ月を過
ぎた翌月の1日から入所対象とな
ります。※平成29年度から2歳の
定員を4人とする予定です。
申各総合支所区民課保健福祉

係・各区立保育園で配布している
認可保育園の入所申込書（既に認
可保育園入園の申請がお済みで追
加希望の人または認可在園者で転
園希望者は、変更届）に必要事項
を明記の上、直接、7月6日（水）ま
でに、各支所区民課保健福祉係ま
たは各区立保育園へ。
問各総合支所区民課保健福祉係
 ☎7面欄外参照

あきる野環境学習
対区内在住・在学の小学3～6年
生で、両日に参加できる人
時 7月22日（金）・31日（日）午前8時
30分～午後5時30分（往復バスで移
動）
所みなと区民の森、秋川渓谷（あ
きる野市）
内川辺の生き物観察等
人 20人（抽選）
費用　1000円（2日分合計）
申電話で、6月21日（火）～7月5日
（火）に、みなとコール （午前9時
（初日は午後2時）～午後5時受け付
け）へ。 ☎5472－3710
担環境課地球環境係

は直接、〒108－8511　環境課地
球環境係（区役所8階）へ。
※ 応募用紙は、港区ホームページ
からダウンロードもできます。

環境課地球環境係 ☎3578－2498
問い合わせ

平成27年度の表彰式の様子（小学生）

作品募集「小・中学生の環境に
関する自主研究」

を
みなと
キャンプ村
開催します

みなと＊
しごと55

シニアの無料職業紹介所

をご活用ください

6月11日に発行した「高齢者サービス特集号」8ページの「高齢者相談センターのご案内」の芝浦港南地区高齢者相談センターの所在地に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
（誤）港南3－2－23　（正）港南3－3－23
問い合わせ　高齢者支援課介護予防係　☎3578－2407
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https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット



　親知らずを除いた成人の歯28本
のうち、治療をしていても自分の
歯が20本あれば、「噛

か

めないから」
とあきらめずに、自分の食べたい
ものをおいしく食べることができ
ます。
　食べる機能が維持されているこ
とは、舌の働きも良くはっきりと
した発音で会話も楽しむことがで

きます。
　歯や口の健康は、生活の質を維
持し全身の健康と密接した関わり
があります。自分の歯でよく噛む
ことは、骨粗しょう症や認知症を
予防するとの報告があります。
　また、自分の歯を20本以上保っ
ている高齢者は健康寿命（病気等
で日常の生活が制限されず、健康

ロコモ体操
対おおむね50歳以上の区民
時 7月30日（土）午後2時～3時
所三田いきいきプラザ
人 30人（抽選）
申電話または直接、7月13日（水）
までに、三田いきいきプラザへ。
　 ☎3452－9421

芝地区高齢者買い物支援「あ
み採れたて野菜市『スイカ＆
メロン祭り』」
対どなたでも
時 7月2日（土）午前11時～午後4時
※売り切れ次第終了
所神明いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問芝地区総合支所協働推進課ま
ちづくり推進担当 ☎3578－3104

介護家族会講習会「介護保険
と新総合事業」
対区民
時 7月8日（金）午後2時～4時
所神明いきいきプラザ
人 30人（申込順）
申電話で、7月7日（木）までに、
芝地区高齢者相談センターへ。
　 ☎5232－0840

バランストレーニング講座
対介護保険の要支援認定または
高齢者相談センターで参加対象と
認定された65歳以上の区民
時 7月8日～10月21日（毎週金曜・
全16回）午前10時～11時30分
所虎ノ門いきいきプラザ
人 8人（申込順）
申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。 ☎欄外参照

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 7月26・27日（火・水）
所ありすいきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円
申電話で、6月30日（木）午後5時
までに、ありすいきいきプラザ
へ。 ☎3444－3656

紙バンドで作るオリジナルの
かご・クラフトバンド教室
対 60歳以上の区民
時（1）7月8・15日（金・全2回）午
前9時30分～11時30分（2）7月8・15
日（金・いずれか1回）午後1時30分
～3時30分（3） 7月22・29日（金・
全2回）午前9時30分～11時30分

所（1）（3）南麻布いきいきプラザ
（2）ありすいきいきプラザ
人各10人（抽選）
費用　（1）（3）1000円（2）1回500円
（材料費）
申電話または直接、（1）6月30日
（木）までに、（2）6月27日（月）まで
に、（3）7月10日（日）までに、各い
きいきプラザへ。 ☎欄外参照

エンディングノート講座　
対 60歳以上の区民
時（1）7月11日（月）午後1時～1時
40分（2）7月25日（月）午後1時～2時
所青山いきいきプラザ
内（1）講座（2）ノート記入
人 20人（抽選）
費用　（2）500円（ノート代）
申電話または直接、6月27日（月）
までに、青山いきいきプラザへ。
 ☎3403－2011

ふろしきでエコバッグ作りと
映像で見る物流の今昔
対 60歳以上の区民
時 7月20日（水）午後1時30分～3時
所豊岡いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、7月12日（火）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
 ☎3453－1591

サロンdeボイス
対 60歳以上の区民
時 7月8日（金）午前10時～正午、7
月14日（木）午後7時～8時30分
所白金台いきいきプラザ
人各45人（抽選）
費用　1回500円
申電話または直接、7月7日（木）
までに、白金台いきいきプラザ
へ。※60歳以上でいきいきプラザ
個人登録証をお持ちでない人は、
身分証明書をお持ちください。
　 ☎3440－4627

入門編「はじめてのマシント
レーニング講座」
対介護保険の要支援認定または
高齢者相談センターで参加対象と
認定された65歳以上の区民
時（1）7月25日～10月27日（8月11
日、9月19・22日、10月10日を除
く毎週月・木曜、全24回）午後1時
15分～2時45分（2）7月26日～10月
14日（毎週火・金曜、全24回）午前
9時15分～10時45分
所白金台いきいきプラザ
人各8人（申込順）
申電話で、各高齢者相談センタ

◆各高齢者相談センター◆　芝地区（芝）☎5232－0840　麻布地区（南麻布）☎3453－8032　赤坂地区（北青山）☎5410－3415　高輪地区（白金の森）☎3449－9669
芝浦港南地区（港南の郷）☎3450－5905
◆各いきいきプラザ◆　南麻布☎5232－9671　ありす☎3444－3656
◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822　赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022

ーへ。 ☎欄外参照

水中トレーニング講座
対介護保険の要支援認定または
高齢者相談センターで参加対象と
認定された65歳以上の区民
時（1）7月5日～9月20日（毎週火
曜・全12回）午前9時20分～10時50
分（2）7月18日～10月17日（8月22
日・9月26日を除く毎週月曜・全
12回）午前9時20分～10時50分
所港南いきいきプラザ
人各10人（申込順）
申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。 ☎欄外参照

介護保険負担限度額認定証の
更新
　6月末日までに、更新申請書類
をお送りします。同封の案内に従
って、更新手続きをしてくださ
い。現在、認定されている人でお
知らせが届かない人は、お問い合
わせください。
対介護保険施設（特別養護老人ホ
ーム・老人保健施設・療養病床
等）に入所している人やショート
ステイを利用している人で、負担
限度額の認定を受けている人※平
成28年度の更新から、非課税年金
（遺族年金・障害年金）の申告が必
要になりました。次のいずれかに
該当する人は、認定の対象にはな
りません。（1）預貯金額等が一定
額（単身の場合1000万円、夫婦の
場合2000万円）を超える人（2）同一
世帯でなくても、課税されている
配偶者がいる人

更新申請に必要な書類　（1）介護
保険負担限度額認定申請書（2）預
貯金額等を確認できるもの
問介護保険課介護給付係
 ☎3578－2877

認知症予防講演会
対区内在住・在勤者
時（1）7月1日（金）（2）7月15日（金）
いずれも午後2時～4時（午前1時30
分受け付け開始）
所介護予防総合センター
内（1）講演「いつまでも美味しく
食べて健

けん

口
こう

生活」他（2）講演「コグ
ニサイズで認知症予防」他
人各50人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問高齢者支援課介護予防係
　 ☎3578－2411

体力アップトレーニング講座
対介護保険の要支援認定または
高齢者相談センターで参加対象と
認定された65歳以上の区民
時 7月6日～10月26日（8月10日を
除く毎週水曜・全16回）午前10時
～11時30分
所介護予防総合センター
人 18人（申込順）
申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。 ☎欄外参照

差別落書きは許されません
　最近、区内の公園や公衆トイレ等
で、同和地区に関する差別落書き
や、特定の個人を非難したり、外国
人を差別したりする落書きが相次い
で見つかる等、身近なところで差別
事象が起きています。
　こうした落書きは、当事者を傷付
け、生活を脅かすばかりでなく、差
別意識を拡大してしまうおそれがあ
ります。
　「自分は差別とは関係ない」「人権
は難しくてよくわからない」と考え
ている人もいます。しかし私たち
は、日常生活の中で多くの人権問題
に出会っているはずです。

　差別に対する正しい知識を持ち、
相手の立場や状況に自分を置き換え
てみることで、身近なところでも多
くの問題に気付くことがあります。
自分は差別をしていない、自分の周
りには差別がないと考えている人
も、実は差別を見過ごしているのか
もしれません。
　私たち一人ひとりが人権について
自分のこととして考え、お互いの人
権を尊重し合う、差別のない、差別
を許さない社会を築いていかなけれ
ばなりません。
　差別落書きを見つけた場合は、総
務課人権・男女平等参画係へ連絡し
てください。

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2027

問い合わせ

的で自立ができる年齢）が長いと
いう調査報告もあります。
　このことから国では、平成34年
までの「歯と口の健康づくり」の目
標の1つに「8020達成者の割合を50
パーセントまで引き上げる」こと
を挙げています。
　港区では平成24年度の「お口の
健診」受診者集計結果から、国の
目標をすでに達成しています。
「8020達成者」募集のお知らせ
　区では、80歳以上で20本以上自
分の歯がある人を、診査の上、日
頃の歯と健康づくりの成果をたた

え表彰します。
対象　生年月日が昭和11年3月31
日以前の区民で、自分の歯が20本
以上あり（治療している歯も含
む）、表彰が初めての人
申し込み　電話で、8月31日（水）
までに、健康推進課地域保健係
へ。
※ 申し込み者には、診査等の詳細
を、後日郵送します。

健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

問い合わせ

80歳になっても20本以上の歯を
保ちましょう ～8020は健康長寿～

はちまるにいまる

区長エッセイ
メールマガジン  きらっと★

港区  きらっと 検索

毎月１日配信
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区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休  午前7時～午後11時
☎5472－3710
FAX5777－8752
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※区役所・総合支所への郵便は、郵便番号とあて先（例：105-8511 港区役所○○課）で届きます。  ※ファックスでの問い合わせはFAX3578-2034へ。  ※費用の表記がないものは、すべて無料です。

みなと

健　　康
精神保健福祉相談（予約制）
対区内在住・在勤者
時 7月4日（月）・15日（金）・20日（水）・
25日（月）※時間はお問い合わせくだ
さい。
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084
または各総合支所区民課保健福祉係
へ。 ☎欄外参照

家族会
対区民で、こころの病気がある人
の家族※保育あり（4カ月～就学前、
2人、申込順。電話で、7月6日（水）
までにお申し出ください）
時 7月13日（水）午後1時30分～3時30
分
所みなと保健所
申初めて家族会に参加する人は、
電話で、7月6日（水）までに、健康推
進課地域保健係へ。すでに参加した
ことのある人は、当日直接会場へ。
 ☎6400－0084

緩和ケア家族交流会（予約制）
対テーマに関心がある区民
時 8月1日（月）午前10時～11時30分
所みなと保健所
テーマ　死生学を学ぶ
人 15人（申込順）
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。 ☎6400－0084

講座・催し物
サキソフォン・ジャズコンサート
対どなたでも
時 7月2日（土）午後1時～1時45分
所神明いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問神明いきいきプラザ ☎3436－2500

芝浦港南地区水辺フェスタ「地
域対抗ボートレース大会」
対芝浦港南地区在住・在勤・在学
者（1）子どもの部：18歳以上1人と、
子ども（小学3～6年生）5人、合計6人
のチーム（2）一般の部：大人（中学生
以上）6人のチーム※同一部門内での
複数チームへの選手登録はできませ
ん。※申し込みいただいた人の中か
ら当日実施予定のリレー形式のレー
スに参加いただく場合もあります。
時 9月22日（木・祝）午前10時30分～
午後4時
所都立お台場海浜公園
人地域ごと20チーム（120人程度）、

合計60チーム（360人程度）※申し込
み多数の場合、実行委員会で調整し
ます。※出場の可否は全チームに通
知します。※大会開催前に、ボート
操作の練習会を行います（大会当日
の練習会は実施しません）。
申 6人のチームを作り、希望の部門
番号およびチーム名、代表者の氏
名・住所（勤務先）・日中連絡のとれ
る電話番号、選手の氏名、チームの
つながり（例：○○小3年1組保護者チ
ーム）、学年（子どもの部のみ）を、
電話で、6月21日（火）～7月10日（日）
に、みなとコール（午前9時（初日は
午後3時）～午後5時受け付け）へ。
 ☎5472－3710
担芝浦港南地区総合支所協働推進
課地区政策担当

清掃工場個人見学会
対区内在住・在勤・在学者
時 7月16日（土）午後1時30分～3時
所港清掃工場※車での来場はご遠
慮ください。
人 50人（申込順）
申電話で、7月13日（水）午後5時ま
でに、港清掃工場へ。 ☎5479－5300

講演・パネルトーク「女性だか
らって仕事の夢をあきらめない
～先輩たちの話をきこう～」
対中学生以上どなたでも
時 7月24日（日）午後1時～3時
所男女平等参画センター
人 208人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、8人程度。7月14日（木）ま
でに、申し込み時にお申し出くださ
い）※詳しくは、男女平等参画セン
ターホームページ
http://www.minatolibra.jp/
をご覧ください。
申電話または直接、男女平等参画
センターへ。 ☎3456－4149
担総務課人権・男女平等参画係

Summer Breeze～ハワイア
ンコンサート～
対中学生以上どなたでも
時 7月2日（土）午後2時～3時30分（午
後1時30分開場）
所三田図書館
人 60人（申込順）
申電話または直接、三田図書館へ。
 ☎3452－4951

お 知 ら せ
赤坂地区「区長と区政を語る会」
対区内在住・在勤・在学者
時 8月25日（木）午後6時～7時30分
所赤坂地区総合支所2階

内国際的な視点から考える赤坂青
山のまち
人 10人程度（抽選）※手話通訳・保育
（4カ月～就学前、2人程度）を希望す
る人は、申し込み時にお申し出くだ
さい。
申郵送またはファックスで、住所・ 
氏名（ふりがな）・電話番号・提言
（「国際化推進」「観光施策」「地域の協
働」について2～3項目、各150字程
度）を明記の上、7月8日（金・必着）
までに、〒107－8516　赤坂地区総
合支所管理課管理係へ。
 ☎5413－7014　FAX5413－2019

港区みどりの実態調査（第9次）
調査の概要　区では、「港区みどり
を守る条例」に基づき、おおむね5年
ごとに、区内の樹木や緑地等の緑
と、湧水等の自然の水の実態を調査
し、緑と水の現状と経年変化を公表
しています。
　この調査は、区が進めてきた都市
緑化やみどりの保全と再生の取り組
みの効果を解析し、今後の緑化行政
の方向を定めるための重要な資料と
なるものです。
調査の時期と内容　航空写真の撮影
と現地調査は、6～12月に行います。
樹木や湧水の調査は、所有者または
管理者の承諾を得て、敷地内に立ち
入り現地調査を行いますので、ご理
解とご協力をお願いします。
情報提供のお願い　緑化面積が20平
方メートル以上の壁面緑化と湧水地
の場所に関する情報を集めていま
す。ご存じの人は、ご連絡ください。
問環境課緑化推進担当
 ☎3578－2331

リユース食器をご利用ください
対区内に活動拠点がある町会・自
治会・学校・事業者・各種団体等
内平成28年度のリユース食器の利
用計画書提出期限は終了しています
が、まだ受け付けが可能です。平成
29年3月末までに使用を希望する団
体は、使用申請書に明記の上、提出し
てください。申請書は港区ホームペ
ージからダウンロードもできます。
詳しくは、お問い合わせください。
問みなとリサイクル清掃事務所ご
み減量推進係 ☎3450－8025

平成28年第2回東京二十三区清
掃一部事務組合議会定例会
時 6月27日（月）午後3時（午後2時受
け付け開始）
所東京区政会館20階（千代田区飯田
橋3－5－1）
人 30人（会場先着順）

申当日直接会場へ。
問みなとリサイクル清掃事務所運
営係 ☎3450－8025

「港区暮らしのガイド」に掲載
する広告を募集します
　区は、区民の皆さんの生活に役立
つ情報を掲載している「港区暮らし
のガイド」に掲載する広告を募集し
ます。詳しくは、港区ホームページ
をご覧ください。
問区長室広報係 ☎3578－2037

変更・休止情報等
大平台みなと荘の臨時休業
　施設の定期点検および設備工事の
ため、臨時休業します。
対区内在住・在勤者
時 7月12日（火）～14日（木）、9月1日
（木）～30日（金）※9月の休業期間中
は、代替施設を用意します。詳しく
は、港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。
問地域振興課地域振興係
 ☎3578－2532

求人・区民委員募集
○港区緑と水の委員会委員
　緑と水や生物多様性の保全・再生
と普及啓発に関する施策について検
討する区民委員を公募します。
対区内在住・在勤・在学者
内区長からの諮問に関する検討・
審議・報告等（9月～平成29年3月の
間に2回程度開催予定）
人 3人※保育あり（4カ月～就学前、
2人）
任期　2年（9月～平成30年8月）
謝礼等　委員には、区の規定による
謝礼を支給します。
選レポートおよび応募の理由によ
り、書類審査で決定します。レポー
トテーマは、「自然や生きものと共
存した港区の将来像について」です。
申環境課緑化推進担当（区役所8階）
で配布する応募用紙に必要事項を明
記の上、レポートと一緒に、郵送ま
たは直接、7月7日（木・必着）まで
に、〒105－8511　港区役所環境課
緑化推進担当へ。 ☎3578－2330

○港区環境審議会委員
　環境保全に関する基本事項を調
査・審議する区民委員を公募します。
対区内在住者
内区長からの諮問に関する調査・
審議等（9月～平成29年3月の間に4回
程度開催予定）
人 3人※保育あり（4カ月～就学前、

休日診療  
※受診するときは、あらかじめ電話で診療時間等をお問い合わせください。

診療時間 は午前 9 時～午後 5 時
診療時間 ★ は午後 5 時～午後10時

モバイルサイトからもご覧いただけます

6
月
26
日（
日
）

三田ハウス内科クリニック
（内） 三田5－2－18　三田ハウス109 5443－3864

東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
岡田歯科医院（歯） 北青山3－3－7　第一青山ビル2階 3408－0108
★きつかわクリニック（内） 芝5－31－16　YCC田町ビル4階 3451－1731
港区休日歯科応急診療所

（港区口腔保健センター） 三田1－4－10　みなと保健所2階 3455－4927
(休日のみ）

◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822　赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

診療
案内

東京消防庁救急相談センター
（毎日24時間）

「＃7119」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎3212－2323（ダイヤル回線の固定電話等）

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」（毎日24時間）

☎5272－0303
ホームページ  http://www.himawari.metro.tokyo.jp/

電話
相談

小児救急
電話相談

月～金曜（祝日を除く）
午後6時～11時

土・日曜、祝日、年末年始
午前9時～午後11時

「＃8000」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎5285－8898（ダイヤル回線の固定電話等）

薬の相談
港区休日くすり何でもテレホン　対応時間：午前9時～午後2時　※薬局の電話がかかりにくい場合は、☎090－9378－7915

6月26日（日） 子安薬局 六本木7－14－7 3401－8667
夜間対応当番薬局（毎日）　対応時間：午後8時～午前0時 ☎090－3690－3102
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福
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株
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式
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3人程度
報酬等　委員には区の規定による報
酬および交通費を支給します。
任期　2年（9月～平成30年8月）
選レポートおよび応募の理由によ
り、書類審査で決定します。レポー
トテーマは「自然をはぐくみ、暮ら
し、働くことを誇りに思える国際環
境都市・港区について」です。
申環境課環境政策係（区役所8階）で
配布する応募用紙に必要事項を明記
の上、レポートと一緒に、郵送また
は直接、7月7日（木・必着）までに、

〒105－8511　港区役所環境課環境
政策係へ。  ☎3578－2506
○印の共通事項
　応募用紙は、港区ホームページか
らダウンロードもできる他、電子申
請サービス
http://www.shinsei.elg-front.jp/
tokyo/
からも申し込めます。

育児休業代替任期付職員
対日本国籍を有し、平成10年8月1
日までに生まれた人
募集職種　事務※詳しくは人事課
（区役所10階）、各総合支所・台場分
室、各港区立図書館等で配布する採
用選考案内をご覧ください。
期間　8月1日以降、職員の育児休業
の取得状況に応じて、おおむね6カ
月以上3年未満
勤務時間　原則として、午前8時30
分～午後5時15分

人 5人程度
選第1次試験日（作文）：7月12日（火）
午後6時30分集合
申郵送または直接、採用選考案内
の指定用紙に必要事項を明記の上、
7月4日（月・必着）までに、〒105－
8511　港区役所人事課人事係へ。
 ☎3578－2107
※電子申請サービス
http://www.shinsei.elg-front.jp/
tokyo/
からも申し込めます。

インターネットを利用した宅配クリーニン
グのトラブル

Q　クリーニング業者のホームページか
ら、婦人コートとセーター等7点のク

リーニングを申し込みました。専用の袋が
届き、宅配便で業者に送り、その後、クリ
ーニングされた商品が返却されました。し
かし、うち1点だけが違うものでした。間
違った商品は事業者に返却しました。事業
者からは探しているが見つからないと言わ
れました。納得できません。

A　インターネットで申し込む形態での
クリーニングの相談件数は毎年増加し

ており、中でも消費者と事業者との間の衣
類の受け渡しを宅配業者を利用して行う、

いわゆる宅配クリーニングの相談が目立っ
ています。「汚れが落ちていない、変色し
た」「衣類の紛失」「預けたものと違うものが
届く」等さまざまな問題が多く、解決が困
難になるケースもあります。利用する際に
は、消費者と事業者が直接対面し、衣類の
状態を相互に確認することが大切です。ク
リーニングした衣料に不具合が生じたらク
リーニング店に原因の説明を求め、クリー
ニング事故賠償基準等を参考に、話し合い
をする必要があります。店舗型とは違い消
費者と事業者が直接対面しない形態である
ことで、契約内容の解釈の違い等を生じな
いよう、利用する際は連絡先等事業者の情
報や、利用規約等を十分に確認することが
重要です。

表1 Ⅰ類採用試験
採用区分 試験区分 採用予定数 主な受験資格

Ⅰ類

土木造園
（土木） 16人程度

日本国籍を有する人で、昭和60年4月2日～平成7年4月
1日に生まれた人
※Ⅰ類採用試験【一般方式】（6月5日第1次試験実施）

に申し込んだ人は、試験区分や受験の有無に関わら
ず、Ⅰ類採用試験【土木・建築新方式】の申し込みが
できません。

※Ⅰ類採用試験【土木・建築新方式】と経験者採用試
験・選考（9月4日第1次試験実施）の双方に申し込む
ことはできません。

建築 12人程度

表2 Ⅲ類採用試験
採用区分 試験区分 採用予定数 主な受験資格

Ⅲ類 事務 141人程度 日本国籍を有する人で、平成7年4月2日～平成11年4月
1日に生まれた人

表3 経験者採用試験
採用区分 試験・選考区分 採用予定数 国籍・年齢等 業務従事歴

2級職

事務 102人程度 日本国籍を有する人
で、昭和60年4月2日
～平成元年4月1日ま
でに生まれた人

　民間企業等における業務従事
歴が4年以上ある人。業務従事歴
は、1つの民間企業等での経験の
みを対象とし、複数の経験は通
算しない。

土木造園
（土木） 15人程度

建築 13人程度

3級職
（主任

主事Ⅰ）

事務 25人程度
日本国籍を有する人
で、昭和55年4月2日
～昭和60年4月1日に
生まれた人

　民間企業等における業務従事
歴が8年以上ある人。業務従事歴
は、1年以上の期間について、複
数のものを通算することができ
る。ただし、そのうち1カ所につい
ては、継続した4年以上の経験を
有すること。

土木造園
（土木） 6人程度

建築 9人程度

3級職
（主任

主事Ⅱ）

事務 6人程度 日本国籍を有する人
で、昭和46年4月2日
～昭和55年4月1日に
生まれた人

　民間企業等における業務従事
歴が13年以上ある人。業務従事
歴は、1年以上の期間について、
複数のものを通算することがで
きる。ただし、そのうち1カ所につ
いては、継続した４年以上の経
験を有すること。

建築 2人程度

表 4 申込方法
申込方法 申込場所 申込期間
インター
ネット

特別区人事委員会ホームページ
http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm

6月13日（月）午前10時～
7月22日（金・受信有効）

郵送 特別区人事委員会事務局任用課
〒102－0072　千代田区飯田橋3－5－1

6月13日（月）～
7月20日（水・消印有効）

　各試験の受験資格等について詳し
くは、採用試験案内をご覧ください。
Ⅰ類採用試験（土木・建築新方式）
第1次試験日　9月4日（日）
　表1参照
Ⅲ類採用試験
第1次試験日　9月11日（日）
　表2参照
経験者採用試験
第1次試験日　9月4日（日）
　表3参照

申込方法等（Ⅰ類（土木・建築新方
式）・Ⅲ類・経験者採用試験共通）
　表4参照
試験案内の配布場所
　各総合支所、特別区の各区役所、
特別区人事委員会事務局等

特別区人事委員会事務局任用課採
用係 ☎5210－9787
人事課人事係 ☎3578－2108

問い合わせ

　国民年金保険料の納付が、
経済的に困難な場合、保険料
が｢免除｣または｢猶予｣される
制度があります。免除が承認
された期間は、老齢・障害・
遺族基礎年金の受給資格期間
に含まれます。
免除（全額・一部）制度
　本人・配偶者・世帯主の前
年の所得が一定額以下の場合
や失業等の理由がある場合、
申請により全額または一部免
除となります。
平成28年度保険料額

免除額 保険料（月）
将来の

年金額の
割合

全額免除 0円 2分の1
4分の3免除 4070円 8分の5
半額免除 8130円 4分の3

4分の1免除 1万2200円 8分の7
通常納付 1万6260円 1

※ 一部免除が承認された期間
の保険料を納めていない期
間は、年金額に反映しませ
ん。
納付猶予制度
　7月1日から30歳未満を対象
とした「若年者納付猶予」制度

第31回港区
ジョイントコンサート
　港区音楽連盟加盟16団体による器楽・合
唱等バラエティーに富んだ演奏会です。
とき　7月3日（日）正午～午後4時30分（午前
11時30分開場）
ところ　メルパルクホール（芝公園2－5－

国民年金保険料の
免除制度をご存じですか

平成28年度特別区職員採用試験

Ⅰ類（土木・建築新方式）・Ⅲ類・経験者

6月21日更新｢港区広報トピックス(30分番組)｣港区広報番組をご覧ください 内容  参議院議員選挙について、区立小学校紹介（白金小学校）、造幣局一日デザイン教室（南山小学校）
放送期間  6月21日(火)～30日(木)
J:COMチャンネル港・新宿(11ch)の他、港区ホームページ、YouTube、ちぃばす・お台場レインボーバス車内でもご覧いただけます。

消費者センター（相談直通電話）
 ☎3456－6827
相談時間（月～土曜　午前9時30分～午後
4時）※土曜は電話相談のみ

問い合わせ

20）
内容　器楽・男声合唱・女声合唱・混声合
唱・ジャズ等の演奏
費用　無料
申し込み　当日直接会場へ。

港区音楽連盟事務局 ☎3431－4247
地域振興課文化芸術振興係 ☎3578－2584

問い合わせ

を拡大し、50歳未満を対象と
した「納付猶予」制度が導入さ
れます。50歳未満の人（学生
を除く）は、世帯主の前年の
所得にかかわらず、本人・配
偶者の前年の所得が一定額以
下の場合や失業等の理由があ
る場合、申請により納付が猶
予されます。猶予された期間
は、年金額に反映しません。
申請できる期間
　過去に保険料の未納がある
場合、申請月の2年1カ月前ま
でさかのぼって申請できま
す。7月～平成29年6月までの
申請は、7月1日(金)から受け
付けます。50歳未満を対象と
した納付猶予制度は、平成28
年7月分から申請できます。
保険料の追納
　保険料が免除された期間
は、10年以内であれば保険料
を納める(追納)ことができま
す。3年度目以降に追納する
ときには、当時の保険料に一
定額が加算されます。
※ 追納の申し込みは、電話
で、港年金事務所(代表)
へ。 ☎5401－3211

国保年金課国民年金係
 ☎内線2662～6

問い合わせ

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休  午前7時～午後11時
☎5472－3710
FAX5777－8752
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港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この広報紙は、古紙を利用した再生紙を使用しています。

とき 内容 時間 ところ

1
（金）

夜のDVDシアター
「蒸機の記憶 萩原政男8mmフィルムアーカイヴス」

午後6時30分～7時35分
（午後6時） 赤坂図書館（30人）

2
（土）

おもちゃの病院（受付終了：午後2時30分） 午前10時～午後3時 赤坂子ども中高生プラザ

映画会
「ワイルドライフ 幻の鳥 炎の舞に迫る」

午後2時～3時30分
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

英語のおはなし会「英語であそぼう！」 午後2時～2時40分　 赤坂図書館

3
（日）

港区スポーツセンター区民無料公開日 午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター

七夕おはなし会とぬいぐるみおとまり会 午前11時～11時30分
（午前10時30分） 高輪図書館（20人）

麻布図書館開館2周年記念映画会
「レナードの朝」（原題:AWAKENINGS）

午前11時～午後1時
（午前10時30分） 麻布図書館（30人）

麻布図書館開館2周年記念映画会
「すっ飛び駕」

午後1時15分～2時50分
（午後1時） 麻布図書館（30人）

麻布図書館開館2周年記念映画会
「四十二番街」（原題:42ND STREET）

午後3時～4時30分
（午後2時50分） 麻布図書館（30人）

4
（月）おもちゃの病院（受付終了：午後2時30分） 午前10時～午後3時 白金台児童館

5
（火）おはなし会「ぷしゅ～」他 午後2時40分～3時 台場区民センター

7
（木）おもちゃの病院（受付終了：午後2時30分） 午前10時～午後3時 豊岡児童館

8
（金）おもちゃの病院（受付終了：午後2時30分） 午前10時～午後3時 港南子ども中高生プラザ

9
（土）

きしゃポッポおはなし会 午後2時～2時30分 高輪図書館

映画会「ガスパール 君と過ごした季節」
（原題:GASPARD ET ROBINSON）

午後2時～3時30分
（午後1時30分） 港南図書館（45人）

ぴよぴよおはなし会ーおひざでだっこー
「むしさんどこいくの？」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

おはなし会「ポッチャーン！」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

おはなし会「とこやにいったライオン」他 午前11時～11時30分 三田図書館

こども映画会「ブルーナーのおはなしえほん 
ミッフイーとどうぶつえん」

午前11時30分～
午後0時10分 三田図書館（60人）

12
（火）映画会「新・平家物語」 午後2時～3時30分

（午後1時30分） みなと図書館（90人）

13
（水）

ランチタイムコンサート 午後0時10分 障害保健福祉センター

「ともだちやもんな、ぼくら」他 午後2時30分～3時 港南図書館

「ちびゴリラのちびちび」他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

July

7
時間、ところ欄にある（）は、それぞれ開場時間、定員をあらわしています。定員を超えた場合、入場をお断りすることもありますので、ご了承ください。

とき 内容 時間 ところ

14
（木）

親子で遊ぼうおはなし会
「とっくん トラック うみへ ぶぶー」他 午前10時30分～11時 高輪図書館

DVDシアター「世界偉人伝」第4回 正午～午後1時
（午前11時30分） 三田図書館（60人）

15
（金）おもちゃの病院（受付終了：午後2時30分） 午前10時～午後3時 青山児童館

16
（土）

おもちゃの病院（受付終了：午後2時30分） 午前10時～午後3時 芝浦アイランド児童高
齢者交流プラザ

映画会「太陽が知っている」（原題:La Piscine） 午後2時～4時5分
（午後1時30分） 赤坂図書館（35人）

ぴよぴよおはなし会ーおひざでだっこー
「なでなでももんちゃん」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

17
（日）

港区スポーツセンター区民無料公開日 午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター

おはなし会「ぐりとぐらのかいすいよく」 午後2時30分～3時 麻布図書館

18
（月・祝）みなとシネクラブ「きっと、うまくいく」 午後1時～3時50分

（午後0時30分） みなと図書館（90人）

19
（火）

おもちゃの病院（受付終了：午後2時30分） 午前10時～午後3時 麻布子ども中高生プラザ

バリアフリー子ども映画会
「瞳のなかの少年 十五少年漂流記」

午後2時～3時10分
（午後1時30分） 高輪図書館分室（50人）

20
（水）プレママおはなし会 午後2時～3時 麻布図書館

21
（木）おもちゃの病院（受付終了：午後2時30分） 午前10時～午後3時 高輪子ども中高生プラザ

22
（金）

映画会「泣きぬれた天使」
（原題:L'ANGE DE LA NUIT）

午後2時～3時30分
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

23
（土）おはなし会「むしっこサーカス」 午後2時～2時30分 赤坂図書館

24
（日）

映画会「ヘンリー八世の私生活」
（原題:THE PRIVATE LIFE OF HENRYⅧ ）

午後2時～3時30分
（午後1時30分） 三田図書館（60人）

おはなし会「あつい!!」他 午前11時～11時30分 高輪図書館

26
（火）おはなし会「さんさんさんぽ」他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

27
（水）おやこおはなし会「ぱんぽこぽん」他 午前10時30分～11時 港南図書館

28
（木）おはなし会「おっとどっこいしゃもじろう」他 午前10時30分～11時 三田図書館

31
（日）

夏休み子ども映画会「めいたんていラスカル か
いとうウルフさんじょう！」

午前10時30分～11時
（午前10時） 港南図書館（45人）

障害保健福祉センター
青山児童館
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
麻布子ども中高生プラザ
高輪図書館分室
高輪子ども中高生プラザ

白金台児童館
台場区民センター
豊岡児童館
港南子ども中高生プラザ
港南図書館
みなと図書館
三田図書館

☎3444－1899
☎5500－2355
☎3453－1592
☎3450－9576
☎3458－1085
☎3437－6621
☎3452－4951

☎5439－2511
☎3404－5874
☎5443－7338
☎5447－0611
☎3443－1666
☎3443－1555

赤坂図書館
赤坂子ども中高生プラザ
高輪図書館
港区スポーツセンター
麻布図書館

☎3408－5090
☎5561－7830
☎5421－7617
☎3452－4151
☎3585－9225

大使館大使館
だよりだより

�
　南米大陸の中央部を占めるブラジル
連邦共和国は、面積が日本の約22.5倍
という広大な国です。天然資源に恵ま
れ、農業も盛んで、近年では製造業も
伸びています。公用語は
ポルトガル語でキリスト
教徒が多く、多数の国か
らの移民で成り立ってい
る国です。
　「この夏、オリンピッ
ク・パラリンピックが開
催されるリオデジャネイ
ロは、ブラジルの顔とい
えるまちです」とアウグス
ト・ペスタナ参事官。「テレビ番組等で
よく、ブラジルのイメージ画像として、
丘の上に建つキリスト像や巨大な奇岩
シュガーローフマウンテンが使われて
いるのをご覧になった人もいるかと思
います。あれはリオの風景です」
　「リオは1960年まで首都だった所で
す。首都ブラジリアが政治の、サンパ
ウロが経済の中心地であるのに対し、

リオは文化のまちです。音楽ではボサ
ノバやサンバが有名ですが、一流のオ
ーケストラもあり、誰でも好みのもの
を見つけられる所ですよ。私も次の帰

国時には、リオのグァナ
バーラ湾に面したニュー
ポート・エリアにぜひ行
きたいと思っています。
19世紀ヨーロッパのバロ
ック建築がありながら都
市開発も進行中で、歴
史が層をなしている地区
です」とペスタナ参事官。
「リオデジャネイロオリン

ピック・パラリンピックではマスコッ
トや聖火トーチのデザインに日系人が
活躍するなど、ブラジルと日本の関わ
りの深さを感じています」

キリスト像や奇岩シュ
ガーローフマウンテ
ンのあるリオの風景

ブラジル連邦共和国

アウグスト・ペスタナ参事官

ニュ
ー
ポ
ー
ト・エ
リ

ア
に
あ
る
建
築
物

　投票参加を求めるもの、公正か
つ適切な選挙を表すポスタ―を募
集します。
対象
　区内在住・在学の小学生、中学
生、高校生
規格
　1人1点自作のもの・画用紙の四
つ切り、八つ切りまたはそれに準
ずる大きさ・描画材料は自由
選考方法
　小学生、中学生、高校生の各部
でそれぞれ入選作品を選定し、そ
の中から各部の最優秀作品を決定
します。
　入選作品は都が選考するポスタ
ーコンクールへ推薦します。ま
た、入選、佳作受賞者へ賞状と副
賞を贈ります。

　入選作品は｢広報みなと｣に掲載
し、区民まつりや区民センター等
に展示します（港区ホームページ
への掲載も予定しています）。
※ 作品の著作権は港区選挙管理委
員会に帰属し、選挙啓発として
使用させていただきますのでご
了承ください。

申し込み
　作品の裏面右下に学校名・学
年・氏名（ふりがな）を明記の上、
郵送または直接、9月7日（水・必
着）までに、〒105－8511　港区選
挙管理委員会へ。

港区選挙管理委員会事務局
 ☎3578－2769

問い合わせ

Licensed by TOKYO TOWER

選挙啓発
� ポスター

募集

明 る い
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