
各総合支所窓口一覧

各総合支所窓口一覧

令
和
３
年（
二
〇
二
一
年
）４
月
発
行

港区子育てハンドブック

みんなとKIDS
あ ん し ん 子 育 て

港
区
子
育
て
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

み
ん
な
と
K
I
D
S

管理課
協働推進課
まちづくり課 芝公園

1-5-25

六本木
5-16-45

赤坂
4-18-13

高輪
1-16-25

芝浦
1-16-1

台場
1-5-1

施設運営担当
協働推進係
まちづくり係
窓口サービス係
保健福祉係
戸籍係
施設運営担当
協働推進係
まちづくり係
窓口サービス係
保健福祉係
施設運営担当
協働推進係
まちづくり係
窓口サービス係
保健福祉係
施設運営担当
協働推進係
まちづくり係
窓口サービス係
保健福祉係
施設運営担当
協働推進係
まちづくり係
窓口サービス係
保健福祉係

3578-3191
3578-3123
3578-3104
3578-3141
3578-3161
3578-3153
5114-8805
5114-8802
5114-8815
5114-8821
5114-8822
5413-7273
5413-7272
5413-7038
5413-7012
5413-7276
5421-7067
5421-7621
5421-7664
5421-7612
5421-7085
6400-0033
6400-0031
6400-0017
6400-0021
6400-0022
5500-2351
5500-2352

区民課

区民課

管理課
協働推進課
まちづくり課

区民課

管理課
協働推進課
まちづくり課

区民課

管理課
協働推進課
まちづくり課

区民課

台場分室  窓口サービス係
台場分室  保健福祉係（月曜のみ）

管理課
協働推進課
まちづくり課



　かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ

とはありません。

　私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、

生きがいに満ちたまちづくりに努めています。

　このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生

まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。

　私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること

を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、

心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること

を宣言します。

　　昭和60年８月15日

港　　区　　

港 区 平 和 都 市 宣 言

　港区子育てハンドブック「みんなとKIDS」は、妊娠期から18歳未満を対象に、各種

制度、情報等を紹介しています。

　ハンドブックに掲載している子ども・子育て情報は、港区ホームページでもご覧に

なれます。

　このハンドブックに掲載している情報は、令和3年4月現在のものです。

　要件、料金等が変更になる場合があります。掲載している情報の詳細については、

担当連絡先にご確認ください。

港区子育てハンドブック
「みんなとKIDS」

令和３年（2021年）4月発行

編集・発行　　　港区子ども家庭支援部
　　　　　　　　子ども家庭支援センター
編集協力・印刷　株式会社 文洋社

刊行物発行番号　2020158－4840



子どもの命と権利を守る

子どもと家庭に寄り添い支える あたたかなまちを目指して

港区子ども家庭総合支援センター

　港区子ども家庭総合支援センターは、港区児童相談所、子ども家庭支援センター、
母子生活支援施設の複合施設として、令和3年4月1日に開設しました。
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