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　地下鉄・ゆりかもめの駅、新聞販売店等に置いてある他、希望する区民の皆さんに配達しています。また、「点字広報」、「声の広報」も発行していますので、ご利用ください。

「広報みなと」は、港区ホームページ（http://www.city.minato.tokyo.jp）でもご覧いただけます。

区の手続きや施設・催し物のご案内は へ　☎5472－3710　FAX5777－8752　年中無休　午前7時~午後11時

早く予約
しなくちゃ

定期的に
受けることが
大事なのね

封筒を開ければ、
自分の受けられる
健診・検診が分かるよ

を必ず受けましょう
この色の
封筒が
目印です

継続して受診することが大切です

このような健診・検診が受けられます

▼ 6月下旬に健康診査・がん検診の受診券、ご案内をお送りします

健診・検診健診・検診
区の健康診査・がん検診の費用は無料※です

※指定された検査内容について

▼ �乳がん（視触診）・子宮頸
けい

がん
　検診は
　��平成30年1月31日（水）まで

▼ �乳がん（マンモグラフィ検査）は
　��平成30年2月28日（水）まで

区内の指定医療機関
（送付するご案内に記載されています）

受診場所

健康推進課健康づくり係 ☎6400－0083問い合わせ
◦40歳以下の人は、 受診券の送付にあたり、 申し込みが必要な場合があります。
◦対象年齢は、 平成30年3月31日現在で計算しています。
◦受診日現在、 区に住民登録のない人は、 受診券を利用できません。
◦�土・日曜、 祝日は受診できる医療機関が限られます。 また、 受診期間終了間際には予約が取りにくくなることがありますので、 早めに受診してください。
◦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。

ご注意
ください

7月1日●土 ～
� 11月30日●木

受診期間

7月2日（日）は東京都議会議員選挙の投票日です

港区から健診（検診）についての大切なお知らせです。

Important information on Health Examinations from Minato City.

＜この郵便物が間違って郵送された場合＞
お手数ですが、封をしたまま表に「名宛人が居ません」と書いてポストに入れてください。

郵便区内特別

〒１０８－８３１５ 港区三田１丁目４番１０号

港区みなと保健所

お申し込み下さい。

医療機関へ直接お早めに

＊予約は、

＊Make an early reservation at each medical institute．

受診期間：平成２９年７月１日（土）から１１月３０日（木）まで

（乳がん検診（視触診）、子宮頸がん検診は平成３０年１月３１日（水）まで）

（乳がん検診（マンモグラフィ）は平成３０年２月２８日（水）まで）
Period of Examinations：ＪＵＬ．１－ＮＯＶ．３０，２０１７

（Breast cancer screening（Mammography）：ＪＵＬ．１，２０１７－ＦＥＢ．２８，２０１８）

（Breast cancer screening（Clinical Breast Exam）／Cervical cancer screening：ＪＵＬ．１，２０１７－ＪＡＮ．３１，２０１８）

区の花 アジサイ

健診（検診）は無料です。Health Examinations are free of charge．
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健康診査
・

特定保健
指導

対象　�40～74歳の人（平成29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、ご加入の保険証発行元へお問い合わせください。
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
検査内容　問診、身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査等

基本
健康診査

対象　�75歳以上の人（後期高齢者医療制度加入者）、生活保護受給者等
　　　※�平成29年4月2日以降の港区国民健康保険加入者は、対象となりま

す。
目的　生活習慣病の早期発見・早期治療
検査内容　問診、身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査等

各種検診

保険証の発行元に関係なく、対象の区民なら誰でも受けられます。
肝炎ウイルス検診
対象　�40歳以上（40歳未満でも希望する人は受けられます）で、これまで一

度も受けたことのない人
検査内容　問診、血液検査
骨粗しょう症検診
対象　�40・45・50・55・60・65・70歳の女性（港区特定・基本健診の対象者に節目

の年齢で実施）
検査内容　問診、骨密度測定

※�胃がん・大腸がん検診（35歳以上）、骨粗しょう症検診（20歳以上の女性で、過去5年以内に受診してい
ない人）は、通年でみなと保健所で受け付けている検診がありますので、お問い合わせください。

拡充
しました

区の種類豊富ながん検診
対　象 検査内容等

胃がん
検診

胃部X線検査 40歳以上の人 問診、胃部Ｘ線検査（バリウム検査）

胃内視鏡検査 50歳以上の
偶数年齢の人　※1 問診、胃内視鏡検査

大腸がん検診 40歳以上の人 問診、便潜血反応検査（検便）

肺がん検診 40歳以上の人 問診、胸部Ｘ線検査（全員実施）�
喀
かく
痰
たん
検査（該当者に実施）

女
性
対
象

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 問診、視診、内診、細胞診（全員実施）�
HPV（ヒトパピローマウイルス）検査※2

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28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

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
けい
部触診、

ファイバースコープ等による診察

男
性
対
象

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）

※1　�50歳以上の偶数年齢の人は、胃がん検診の胃部Ｘ線検査か胃内視鏡検
査を選択できます。ただし、同じ年度に受診できるのは、どちらか一方
の検査です（胃内視鏡検査と胃部Ｘ線検査の両方を受診することはでき
ません）。

※2　�HPV検査は、30・33・36・39歳の希望者に実施します。



　港区の魅力やブランドを国内外に
広く発信する個人・団体（企業を含
む）を｢クルー｣と位置付け、その取
り組みを｢MINATOシティプロモ
ーションクルー認定事業｣として認
定し、クルーの活動に係る経費の一
部を認定区分に応じて助成します。
いずれの区分の取り組みも「MINA 

TOシティプロモーションクルー認
定事業」として認定され、支援を受
けることができます。
募集区分および事業内容、募集対象
支援内容
　表2のとおり
助成金額（区分A・区分Bのみ）
　助成対象経費から総収入を引いた

金額の範囲内で表2のとおり
申請受付期間
区分A・区分B　7月31日（月）まで
区分C　平成30年2月1日（木）まで
募集要項および申請書
　募集要項および申請書は、観光政
策担当（区役所3階）で配布する他、
港区ホームページからダウンロード

　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。
　学生は学生納付特例の申請が優先
となります。
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。

納付猶予制度
　世帯主の前年所得が一定以上であ
るため全額免除を受けることができ
ない人でも、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、
年金の受給資格期間に算入されます
が、年金額には反映しません。
　また、この制度は50歳未満の人が
対象となります（平成28年6月以前は
30歳未満の人が対象）。
※ 全額免除に該当する人でも、ご希

望であれば納付猶予を選択できま
す。

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30年6月
の申請は、7月1日（土）以降となりま
す。区役所、各総合支所の窓口では
7月3日（月）から受け付けます。
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

表2 MINATOシティプロモーションクルー募集概要等
募集区分 区分Ａ 区分Ｂ 区分Ｃ

区分内容
区の魅力発信に寄与しうるコンテンツ（ポ
スター、冊子、映像、PR製品等）の制作、発信
に対する助成

区が作成したPRツール（プロモーション映
像、観光ガイドブック等）の活用、発信協力
に対する助成

区のブランドや魅力を国内外に広めることに寄与しうる取り組みの認定
および支援

事業要件

区の魅力発信に寄与し、プロモーション波及効果の期待できる事業のうち、次の要件を全て満たすものが対象となります。
（1）申請する団体の責任で、自ら主催（企画、実施、経理）する事業
（2）新たに実施する事業、または新たな展開を伴う既存事業
　（ただし、助成対象は新たな事業展開部分のみとなります）
（3）助成の申請のあった年度の3月15日までに完了する事業

新規事業・既存事業問わず、申請する団体または個人の責任で、自ら主催
（企画、実施、経理）する事業

募集対象

団体（企業を含む） 団体（企業を含む） 個人
ただし、次のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。
（1）宗教活動または政治活動を主な目的とするもの 
（2）法令または公序良俗に反するもの、またはその恐れがあるもの 
（3）暴力団またはその構成員の統制下にあるもの 
（4）定款、規約等を有しないもの 
（5）事業税および法人都民税または法人道府県民税を滞納しているもの　

ただし、次のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。

区分Ａ・区分Ｂの
募集対象と同じ

（1）宗教活動または政治活動を主な目的とするもの
（2） 法令または公序良俗に反するもの、またはその恐

れがあるもの
（3）暴力団またはその構成員の統制下にあるもの

助成金額 助成対象経費の2分の1以内で上限100万円 助成対象経費の5分の4以内で上限10万円 経費の助成なし
助成団体数（予定） 5件 10件 ―

決定方法 要件適合を審査し、評価の高い上位事業を採択します。 要件適合を審査し、MINATOシティプロモーションクルー認定事業としてふ
さわしい事業を決定します。

助成事業実施期間 助成金交付決定日（9月上旬予定）～平成30年3月15日（木）実施分 ―
事業認定期間 平成30年3月31日（土）または事業の完了した日のいずれかまで

事業認定

●SNSや観光冊子、メールマガジン等の区の情報発信媒体で認定事業をPR（※1） 
●港区シティプロモーションシンボルマークの使用許可（※2） 
●シティプロモーショングッズ（法被やプロモーションDVD）の貸し出し　等 
※1　PRに使用する発信媒体は、区が選択します。 
※2　シンボルマークは、平成30年4月以降からご使用いただけます。平成29年度の認定事業では使用できませんのであらかじめご了承ください。

産業振興課シティプロモーション
担当 ☎3578－2554

申し込み・問い合わせ

もできます。
申し込み
　募集要項を確認の上、申請書およ
び関係書類を申請受付期間内に、直
接、産業振興課シティプロモーショ
ン担当へ。

表1 平成29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 4120 円 8分の5
半額免除 8250 円 4分の3
4分の1免除 12370円 8分の7
通常納付 16490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、未納扱いとなり
年金額に反映しません。

　例年、梅雨が明けると熱中症の患
者が増加します。予防を心掛け、急
に暑くなる日や、気温が高い日・風
が弱い日・湿度が高い日には注意を
しましょう。熱中症は室内でも起こ
ります。高齢者や子どもは特に注意
が必要です。
熱中症の予防法
●エアコン・扇風機を上手に利用し
ましょう。
●屋外では、帽子や日傘を使用し、
日差しを避けましょう。
●白っぽい服や体を締め付けない服
を着用しましょう。
●水分をこまめに補給しましょう

（持病のある人は水分補給の方法を
主治医に相談しましょう）。
●日頃からバランスよく食事をし、
定期的な運動を行って、汗をかきや
すい体づくりをしましょう。

熱中症の症状
軽度
　めまい、立ちくらみ、筋肉痛、
汗がとまらない
中度
　頭痛、吐き気、体がだるい
重度
　けいれん、呼び掛けに反応しな
い、意識がない、高体温

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

◦トイレ、エレベーターは順次改修、取り替えを行うため、一部ご利用できなくなる期間があります。
◦１階南側フロアを大幅に改修し、待ち合わせや休憩が出来る区民ラウンジを整備しています。7月25
日（火）オープン予定です。
　詳しい工事内容、期間は港区ホームページと本庁舎内に掲示します。

熱中症を
予防しましょう

港区の魅力発信を担う
「MINATOシティプロモーションクルー認定事業」を募集します

国民年金保険料の免除制度を
ご存じですか

熱中症の対処法
　すぐに涼しい場所へ移って体を冷
やし、イオン飲料等を飲み、水分と
塩分を補給してください。軽度の人
でも誰かがそばで見守り、改善しな
い場合や中度以上の症状の場合は、
医療機関への受診が必要です。
熱中症予防情報サイト（環境省）
　暑さ指数の予測値、個人向けのメ
ール配信サービス等、熱中症予防に
役立つ情報が掲載されています。
http://www.wbgt.env.go.jp/

提供期間
　9月29日（金）まで

環境課環境政策係 ☎3578－2506
健康推進課健康づくり係　
 ☎6400－0083

問い合わせ

携帯版 スマート
フォン版

暑さ指数
メールサービス

http://www.city.minato.tokyo.jp平成29年（2017年）6月21日2
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　区では、高齢者がいつまでも元
気でいきいきと過ごせるよう、介
護予防事業「みんなと元気塾」を実
施しています。

対象
　介護保険の要支援認定または高
齢者相談センターで実施する「基
本チェックリスト」により参加対

象と認定された65歳以上の区民
内容・会場・定員・実施曜日・時
間
　表のとおり。詳しくは、各高齢

者相談センターにお問い合わせく
ださい。
申し込み
　電話で、7月1日（土）から、お住
まいの地区の高齢者相談センター
へ参加対象の確認等についてご相
談ください。各高齢者相談センタ
ーでは「基本チェックリスト」を本
人に受けていただき、事業の参加
対象となった場合、事業および、
申請書類等についての手続きを行
います。

各高齢者相談センター
 ☎欄外参照

問い合わせ

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

　区では、認知症の初期の人やそ
のご家族、また認知症予防に関心
のある人を対象に、身近な地域
で、気軽に相談や交流を図れる場
として、「みんなとオレンジカフ
ェ」を開設しています。カフェで
は、認知症専門医等による講話や
相談、認知症予防プログラム等を
実施しています。
　認知症には4つのタイプがあり
ます。今回の講演会では、その特
徴と対応の仕方について学ぶこと
ができます。
対象
　認知症の人および認知症の疑い
のある人とその家族、認知症予防
に関心のある人
とき
　7月22日（土）午前10時20分～11
時50分

ところ
　介護予防総合センター（みなと
パーク芝浦2階）
内容
　講演「正しく理解しよう認知症」
講師
　高橋　恵さん（北里大学北里研
究所病院精神科部長）
定員　30人（抽選）
費用　無料
申し込み
　電話で、7月12日（水）までに、

（特）エブリィ（土・日曜、祝日を
除く午前10時～午後5時）へ。
 ☎6435－2323

高齢者支援課高齢者相談支援係
 ☎3578－2409

問い合わせ

　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。
　また、しっかり噛むことのでき
る人と、入れ歯等を入れないまま
で噛むことの難しい人とでは、認
知症を発症する割合が1.9倍も違
っていることが知られています。
　歯と口の健康は、全身の健康を
保つためにも大きく影響します。
これからは、元気に自立して日常
生活を送ることができる健康寿命
を延ばすことが重要です。
「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12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（木）までに、
健康推進課地域保健係へ。
※ 申込者には、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

簡単4色！色えんぴつアート
　講師のお手本に倣

な ら

って4色の色
鉛筆で描く初心者向け講座です。
対おおむね50歳以上の区民
時 7月18・25日、8月15日（火・全
3回）午後2時～4時
所三田いきいきプラザ
人 15人（抽選）
費用　無料※初めて参加する人
は、初回のみ1330円（色鉛筆代）
持ち物　以前参加したことがある
人は色鉛筆・消しゴム・鉛筆削り
申電話または直接、7月2日（日）
までに、三田いきいきプラザへ。
 ☎3452－9421

簡単手芸を楽しむ「ちりめん
細工教室」
対 60歳以上の区民で手芸初心者
時 7月11日・8月8日・9月12日

（火・全3回）午前10時～正午
所南麻布いきいきプラザ

人 12人（抽選）
費用　2000円（材料費）
申電話または直接、7月3日（月）
までに、南麻布いきいきプラザ
へ。 ☎5232－9671

おいしく学ぶフィジーの文化
セミナー＆お茶会
対 60歳以上の区民
時 7月6日（木）午前10時～正午
所高輪いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、6月28日（水）
までに、高輪いきいきプラザへ。
6月29日（木）に、当選者のみ電話
連絡します。 ☎3449－1643

涼やかなモダンアレンジ 「夏
のプリザーブドフラワーアレ
ンジメント講座」
対 60歳以上の区民
時 7月26日（水）午後2時～4時
所豊岡いきいきプラザ

人 20人（抽選）
費用　3000円（材料費、ケース代）
持ち物　はさみ、持ち帰り袋（20
センチ×25センチ）
申電話または直接、7月11日（火）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
　 ☎3453－1591

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 7月25・26日（火・水）
所港南いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円
申電話で、6月30日（金）午後5時
までに、港南いきいきプラザへ。
 ☎3450－9915

介護保険負担限度額認定証の
更新
　6月中に、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※非
課税年金（遺族年金・障害年金）の
申告が必要になります。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
 ☎3578－2876・7

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

◆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

表「みんなと元気塾」講座一覧
事業名 会場 定員 実施曜日・時間 開始日 終了日

1 まるごと元気運動講座 介護予防総合センター 12 毎週水・土曜　午後2時～4時 8月19日 11月22日
2

はじめてのマシントレ
ーニング講座

三田いきいきプラザ 8 毎週月・木曜　午後2時～3時30分 8月3日 10月26日

3 神明いきいきプラザ 8 毎週月曜　午後2時～3時30分 
毎週金曜　午前10時～11時30分 8月4日 10月30日

4 虎ノ門いきいきプラザ 8 毎週火・金曜　午後2時～3時30分 8月1日 10月24日
5 港南いきいきプラザ 10 毎週月・木曜　午後1時30分～3時30分 8月17日 11月20日
6 介護予防総合センター 10 毎週火・金曜　午後2時～3時30分 8月1日 10月27日
7
バランストレーニング
足腰元気講座

青南いきいきプラザ 8 毎週金曜　午前10時～11時30分 8月4日 11月24日
8 港南いきいきプラザ 10 毎週金曜　午前10時～11時30分 8月4日 12月1日
9 介護予防総合センター 10 毎週火曜　午後2時～3時30分 8月1日 11月21日
10

みんなの食と健口（けん
こう）講座

虎ノ門いきいきプラザ 7 毎週火曜　午後2時30分～4時 8月8日 10月31日
11 飯倉いきいきプラザ 7 毎週水曜　午前10時～11時30分 8月23日 11月22日
12 白金台いきいきプラザ 10 毎週金曜　午後2時～4時 8月18日 9月29日

80歳になっても20本以上の
歯を保ちましょう
8
はち

0
まる

2
にい

0
まる

は健康長寿

みんなとオレンジカフェ
講演会

8月開始の介護予防事業 「みんなと元気塾」参加者募集
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問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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歳入 歳出

平成28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28年度下半期（平成28年10月～平成29年3月）
の財政状況をお知らせします。

予算現額 1,326億8,054万円

予算現額
282億6,022万円

予算現額
50億2,038万円

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 区役所の運営や災害防災のために
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
衛　生　費 健康を守るために
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

※グラフ１～グラフ　の数値は、平成29年3月31日現在のものです。

※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。

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（　　　　）。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
163億6,353万円

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29年6月21日
港区公報号外

歳出

保険給付費（45.3％）
128億1,201万円

共同事業拠出金（23.1％）
65億2,326万円

後期高齢者支援金等
（10.8％）30億6,232万円

その他（7.7％）
21億6,455万円

支出予定額（13.1％）
36億9,808万円

歳入

国庫支出金（18.7％）
52億8,784万円

前期高齢者交付金（6.4％）
18億637万円

繰入金（10.4％）
29億4,140万円

その他（7.0％）
19億8,817万円

収入見込額（8.9％）
25億616万円

国民健康保険料（25.2％）
71億2,941万円

共同事業交付金（23.4％）
66億85万円

特別区税（52.7％）
699億2,187万円

国庫支出金（7.2％）
95億1,427万円

使用料及び手数料
（5.7％）

75億727万円

都支出金（3.4％）
45億3,674万円

特別区交付金（2.2％）
28億8,515万円

地方消費税交付金（10.2％）
134億7,768万円

その他（10.1％）
133億9,237万円

収入見込額（8.6％）
114億4,519万円

その他（11.9％）
157億9,100万円

支出予定額（15.2％）
201億4,149万円

歳入

歳入

繰入金（35.1％）
17億6,320万円

その他（4.5％）
2億2,773万円

収入見込額（4.3％）
2億1,638万円

後期高齢者医療保険料（56.0％）
28億1,307万円

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（92.0％）
46億2,083万円

その他（5.2％）
2億6,117万円

支出予定額（2.8％）
1億3,838万円

支払基金交付金（21.6％）
35億3,350万円

介護保険料（22.5％）
36億8,817万円

その他（31.0％）
50億7,775万円

収入見込額（6.7％）
10億9,078万円

国庫支出金（18.2％）
29億7,334万円

歳出

保険給付費（75.3％）
123億2,449万円

その他（8.9％）
14億5,760万円

支出予定額（15.8％）
25億8,144万円

一般会計

特別会計

総務費（16.4％）
217億9,629万円

環境清掃費（3.5％）
47億180万円

土木費（5.6％）
74億3,040万円

衛生費（3.2％）
   42億9,185万円

公債費（0.7％）
9億9,196万円

民生費（31.0％）
411億3,882万円

教育費（12.4％）
163億9,694万円

　予算は、1つの会計年度に
おける収入と支出の見積も
りまたは計画です。図のよう
に、前年度で執行が終わら
ずに繰り越した予算、当年度
開始前に成立した当初予
算、当初予算調製後に起き
たことに対応する補正予算
（増額・減額）があります。

28年度の当初予算

28年度予算現額

27年度から繰り
越した予算

28年度の
補正予算

　一般家庭に例えると、基金は「預金」、
特別区債は「借金」に当たります。
　平成28年度は、将来に備えて震災対策
基金等に積み立てを行いました。特別区
債は計画的に償還しており、新たな起債
はしていませんので、残高は減少してい
ます（　　）。

基金と特別区債の現況

表2

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3

　当初予算の調製後、計画していないことが起きた場合に、
既定の予算に変更を加える予算のことです（表1）。

平成28年度各会計予算の補正状況表1

補正予算

当初予算 補正予算※ 予算現額

一般会計 1,203億3,000万円 122億4,487万円 1,326億8,054万円

国民健康保険事業会計 278億2,800万円 4億3,222万円 282億6,022万円

後期高齢者医療会計 48億5,071万円 1億6,968万円 50億2,038万円

介護保険会計 160億4,456万円 3億1,897万円 163億6,353万円

※ 補正予算額は、増額
だけではなく、減額
も含まれているた
め、主な補正事業の
金額合計とは一致
しません。

主な補正事業 金額

基金への積み立て
（震災対策基金、公共施設等整備基金等） 136億8,742万円

公共用地の取得
（旧協働会館用地、高輪三丁目用地） 13億4,000万円

保育園待機児童の解消
（私立認可保育所等設置支援事業、青山保育園等整備等） 2億4,554万円

安全・安心の強化
（客引き防止プロジェクト、280MHz帯防災ラジオの
導入（台場地域、聴覚障害者））

6,970万円

平成26年度 平成27年度 平成28年度

財政調整基金 623億4,247万円 675億9,167万円 722億5,757万円

特定目的基金 546億4,385万円 572億5,723万円 751億2,222万円

基金の合計 1,169億8,632万円 1,248億4,890万円 1,473億7,978万円

特別区債 41億3,204万円 28億1,008万円 18億4,980万円

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

各年度とも3月31日現在

図 予算現額のイメージ
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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27年度に引き続き、一時借入は行っていません。

　特別区民税の課税額は、平成29年3月31日現在約720億円です。
区民負担額は　　　　のようになります。種別 内訳 数量 金額

土　地 区役所・学校・公園等の敷地 248カ所　800,365.78㎡ 6,656億5,899万円

建　物 区役所・学校・公園等の建物 349棟　702,127.00㎡ 1,839億8,980万円

工作物 区役所・学校・公園等の工作物 － 47億1,173万円

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 56万円
合　　計 8,558億7,821万円

公有財産の現況 平成29年3月31日現在表3

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28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28年度下半期（平成28年10月～平成29年3月）
の財政状況をお知らせします。

予算現額 1,326億8,054万円

予算現額
282億6,022万円

予算現額
50億2,038万円

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 区役所の運営や災害防災のために
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
衛　生　費 健康を守るために
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

※グラフ１～グラフ　の数値は、平成29年3月31日現在のものです。

※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。

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（　　　　）。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
163億6,353万円

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29年6月21日
港区公報号外

歳出

保険給付費（45.3％）
128億1,201万円

共同事業拠出金（23.1％）
65億2,326万円

後期高齢者支援金等
（10.8％）30億6,232万円

その他（7.7％）
21億6,455万円

支出予定額（13.1％）
36億9,808万円

歳入

国庫支出金（18.7％）
52億8,784万円

前期高齢者交付金（6.4％）
18億637万円

繰入金（10.4％）
29億4,140万円

その他（7.0％）
19億8,817万円

収入見込額（8.9％）
25億616万円

国民健康保険料（25.2％）
71億2,941万円

共同事業交付金（23.4％）
66億85万円

特別区税（52.7％）
699億2,187万円

国庫支出金（7.2％）
95億1,427万円

使用料及び手数料
（5.7％）

75億727万円

都支出金（3.4％）
45億3,674万円

特別区交付金（2.2％）
28億8,515万円

地方消費税交付金（10.2％）
134億7,768万円

その他（10.1％）
133億9,237万円

収入見込額（8.6％）
114億4,519万円

その他（11.9％）
157億9,100万円

支出予定額（15.2％）
201億4,149万円

歳入

歳入

繰入金（35.1％）
17億6,320万円

その他（4.5％）
2億2,773万円

収入見込額（4.3％）
2億1,638万円

後期高齢者医療保険料（56.0％）
28億1,307万円

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（92.0％）
46億2,083万円

その他（5.2％）
2億6,117万円

支出予定額（2.8％）
1億3,838万円

支払基金交付金（21.6％）
35億3,350万円

介護保険料（22.5％）
36億8,817万円

その他（31.0％）
50億7,775万円

収入見込額（6.7％）
10億9,078万円

国庫支出金（18.2％）
29億7,334万円

歳出

保険給付費（75.3％）
123億2,449万円

その他（8.9％）
14億5,760万円

支出予定額（15.8％）
25億8,144万円

一般会計

特別会計

総務費（16.4％）
217億9,629万円

環境清掃費（3.5％）
47億180万円

土木費（5.6％）
74億3,040万円

衛生費（3.2％）
   42億9,185万円

公債費（0.7％）
9億9,196万円

民生費（31.0％）
411億3,882万円

教育費（12.4％）
163億9,694万円

　予算は、1つの会計年度に
おける収入と支出の見積も
りまたは計画です。図のよう
に、前年度で執行が終わら
ずに繰り越した予算、当年度
開始前に成立した当初予
算、当初予算調製後に起き
たことに対応する補正予算
（増額・減額）があります。

28年度の当初予算

28年度予算現額

27年度から繰り
越した予算

28年度の
補正予算

グラフ5

区民1人当たりの
負担額

1世帯当たりの
負担額

納税者1人当たりの
負担額

平成26年度 平成27年度 平成28年度
0

10万円

20万円

30万円

40万円

50万円

60万円

49万
1,844円

51万
3,784円

27万
6,847円

28万
9,714円

48万
5,156円

50万
8,848円

52万
3,120円

51万
2,306円

29万
2,514円

グラフ5

公有財産の現況 区民負担の概況

一時借入金 ※ 世帯数・人口は各年度とも翌年度4月1日現在、納税者数は各年度3月31日現在
※特別区民税額は各年度の課税総額（滞納繰越分を含む）

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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https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

◆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

　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（金）～14日（木）
テーマ
　水・大気・エネルギー・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、郵送または直接、〒105
－8511　港区役所環境課地球環境係（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。

母子メンタルへルス相談（面
接・予約制）
　妊娠・出産・育児期にある女性
が抱える心の問題に対して、専門
の医師が相談に応じます。
対区民で妊娠中・育児中の母親
とその家族※保育あり（申し込み
時にお申し出ください）
時 7月7日（金）・24日（月）いずれ
も午後2時～4時
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

ふたごの会
対区内在住で、ふたご（多胎）を
妊娠中または育児中の保護者※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12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

のんびりサロン
　母親同士が交流できるフリース
ペースです。助産師に個別相談も
できます。
対区民で、平成29年3～6月生ま
れのお子さんと保護者※1カ月児
健診後にご参加ください。
時 7月3日（月）午前9時30分～11時
30分
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳・バスタオ
ル
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
　 ☎6400－0084

はじめての離乳食教室
　離乳食の始め方について、調理
実演を交えて話をします。
対区民で、平成29年2月生まれの
お子さんのいる保護者
時 7月28日（金）（1）午前11時～正
午（2）午後1時30分～2時30分
所みなと保健所
人各30組（抽選）
持ち物　離乳食つくり方テキスト
（3～4カ月児健康診査案内と一緒
に郵送しています）、筆記用具、
当選はがき
申往復はがきの往信面に、希望
回（（1）または（2）を明記）・お子さ

んの生年月日・参加保護者氏名・
電話番号を、返信面に申込者の郵
便番号・住所・氏名を明記の上、
郵送で、7月5日（水・消印有効）ま
でに、〒108－8315　みなと保健
所健康推進課健康づくり係へ。※
抽選結果は全員に7月14日（金）発
送予定 ☎6400－0083

グループお母さんの時間（予
約制）
　育児や家庭でのつらい気持ちを
語り合い、分かち合う集いの場で
す。
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6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

すくすく育児相談
　身長・体重測定と発達・発育・
栄養・歯の衛生・心理・言葉・育
児等の相談に応じます。
対区民で、乳幼児と保護者
時 7月5日（水）午後1時～2時受け
付け
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

子ども家庭支援センター子育
て講座「子育て家族のための
アクティブ防災講座」
　東日本大震災を経験した母親か
ら、自分と家族を守るために本当
に必要な防災とは何か、便利な防
災グッズやいざという時にとるべ
き行動を学びます。楽しみながら
自分で考えて備え、行動できる防
災術を学びます。
対区民で、就学前のお子さんが
いる保護者
時 7月25日（火）午前10時～正午
所みなと保健所8階
人 20人（申込順）
申電話で、6月21日（水）～7月9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
担子ども家庭支援センター子育
て支援係

歯並び・かみ合わせ相談
　「矯正治療はいつから始めれば

いいか」そんな相談が増えていま
す。お子さんの「歯並び・かみ合
わせ」について、区内の矯正歯科
専門医が相談に応じます。
対 3歳～小学生
時 7月19日（水）午後3時～4時40分
所みなと保健所
人 12人（申込順）
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

調べる学習講座「しらべて、
まなんで、まとめてみよう」
対小学1～3年生
時 7月9日（日）午後2時～3時30分
所赤坂図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、7月9日（日）
までに、赤坂図書館へ。
 ☎3408－5090

子ども向け海洋講座「くじラ
ンドへようこそ！～一番でっ
かい海の哺乳類・クジラ～」
対小学1～3年生
時 7月2日（日）午後2時～3時30分
所港南図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、7月1日（土）
までに、港南図書館へ。
 ☎3458－1085

芝の語り部まち歩きツアー
「夏休み!芝公園を探検しよ
う」
　芝公園とその周辺を探検して歴
史・自然・防災についてさまざま
なことを発見できるツアーです。
対小学生（保護者の同伴可）ただ
し、下のお子さんが4歳以上の場
合は一緒に参加可。その場合、保
護者の同伴が必要です。
時 7月22日（土）午前9時～11時（午
前8時50分集合）
所都営三田線御成門駅地上出口
（A6）に集合
人児童15人（抽選）
申電話またはファックスで、6月
30日（金）までに、住所・氏名・子ど
もの年齢・電話番号を、芝地区総合
支所協働推進課地区政策担当へ。
 ☎3578－3121　FAX3578－3180

あきる野環境学習
　みなと区民の森と秋川渓谷で、
生き物観察や魚釣り体験をしま
す。
対小学3～6年生の区民で、両方
の回に参加できる人

時 7月23・30日（日・全2回）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）
人 20人（抽選）
費用　2000円（2回分合計）
申電話またはファックスで、7月
6日（木）までに、（株）エイチ・ア
イ・エス公務法人営業所（土・日
曜、祝日を除く午前9時30分～午
後6時受け付け）へ。
 ☎3519－7197　FAX3597－8733
　その他、（株）エイチ・アイ・エ
ス特設ページ
http://www.his-j.com/akiru 
nokankyogaku/
からも申し込みできます。※「H. 
I.S.あきる野環境学習」で検索で
きます。
問環境課地球環境係
 ☎3578－2496

港区防災学校「そなエリア東
京」親子防災体験ツアー
　タブレット端末を使った防災ク
イズやミニシアター等で、親子で
防災知識を身に付けることができ
ます。
対区内在住・在学の小学3～6年
生の子どもとその保護者
時 7月29日（土）午前9時～午後1時
30分
所東京臨海広域防災公園「そなエ
リア東京」（江東区有明3－8－35）
人 20組40人以内（申込順）※保護
者1人につき子ども2人まで
申電話で、6月22日（木）～7月6日
（木）に、みなとコール（午前9時
（初日は午前11時）～午後5時受け
付け）へ。 ☎5472－3710
担防災課地域防災支援係

港区学校保健会講演会「骨は
生きている～骨粗しょう症　
中学生から対策を～」
対区内在住・在勤者
時 7月13日（木）午後3時～5時
所生涯学習センター
人 60人程度（会場先着順）※保育
あり（4カ月～就学前、10人程度。
電話で、7月6日（木）までにお申し
込みください）
申当日直接会場へ。
問学務課保健給食係
 ☎3578－2736

環境課地球環境係 ☎3578－2498
問い合わせ

平
成
28
年
度
表
彰
式（
小
学
生
）

「小・中学生の環境に関する
　　自主研究」作品募集
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問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752

◆港区スポーツセンター・区民センター・健康増進センター・生涯学習センター・青山生涯学習館のお知らせは、毎月5日（土・日曜の場合は翌月曜）発行の港区スポーツふれ
　あい文化健康財団ニュース｢　　　　　｣に掲載されています。☎5770－6837 FAX5770－6884 http : //www.kissport.or.jp

　投票参加を求めるもの、明るい
選挙を表すポスター（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）を募集します。

対象
　区内在住・在学の小学生・中学
生・高校生
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」、港区
ホームページに掲載する予定で
す。また、区民まつりや区民セン
ター等で展示します。
※ 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。

申し込み
　作品の裏右下に学校名・学年・
氏名（ふりがな）を明記の上、郵送
または直接、9月6日（水・必着）ま
でに、〒105－8511　港区役所選
挙管理委員会事務局へ。

選挙管理委員会事務局
 ☎3578－2768

問い合わせ

　麻布地区総合支所では、「麻布で
“地域のちから”活性化事業」として、
「今の時代に合った新しい地域づく
りを考えること」「次世代のまちの担
い手を発掘・育成すること」を目的
として、地域コミュニティー活性化
事業である「ミナヨク（※）」を実施し
ています。
　平成29年度は7日間をかけ、さま
ざまなゲストとの対話、フィールド
ワーク、地域課題解決のためのアイ

デア検討や発表等のプログラムを実
施します。
　自らの五感で地域を学び、知り、
仲間とのアイデア検討を通じて、地
域の活性化に取り組む若い人材を募
集します。
※ 麻布地区を「みんな」で「よく」する
コミュニティーデザイン活動の略
称です。
対象　区内在住・在勤・在学者およ
び麻布でのコミュニティーデザイン
活動に興味がある20～40代の人
とき　表1のとおり
ところ　HAB-YU Platform（六本
木1－4－5　アークヒルズサウスタ
ワー3階）
定員　20人程度

※ 応募多数の場合、港区在住・在
勤・在学者を優先する場合があり
ます。
費用　無料
申し込み　8月4日（金）までに、次の
方法で申し込みください。
（1）港区ホームページ内のミナヨク応
募フォームから送信してください。
（2）参加申込書を作成の上、郵送し
てください。
※ 参加申込書は港区ホームページか
らダウンロードできる他、麻布地
区総合支所協働推進課地区政策担
当で配布しています。

告知イベントの開催　ミナヨクの取
り組みを紹介するとともに、皆さん
の質問にもお答えします。興味があ
る人、参加を迷っている人、どなた
でもぜひお気軽にご参加ください。
とき　7月19日（水）午後7時～9時
ところ　HAB-YU Platform（港区
六本木1－4－5　アークヒルズサウ
スタワー3階）
申し込み　当日直接会場へ。

〒106－8515　麻布地区総合支所
協働推進課地区政策担当
 ☎5114－8812

申し込み・問い合わせ

表 1 平成29年度「ミナヨク」プログラム実施スケジュール（予定）
日　時 内　容

1 8月23日（水）午後7時～9時30分 地域を知る①
2 9月1日（金）午後7時～9時 地域を知る②＋ゲストトーク
3 9月6日（水）午後7時～9時30分 デザイン思考講座＋テーマ作り
4 9月16日（土）午前8時45分～午後5時 フィールドワーク＋チームビルディング
5 9月23日（土・祝）午前9時～午後5時 アイデアをかたちに
6 10月14日（土）午前9時30分～午後5時 カンファレンス
7 11月10日（金）午後7時～9時30分 振り返り／修了式
※原則、全日程にご参加ください。

　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3
日（月）から販売します。
対象　区内在住・在勤者
販売総額
　1億円（額面総額1億1千万円・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
※ 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3日（月）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
　港区商店街連合会事務局等区内21
カ所
※販売場所一覧は表2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180の医療機関等。詳しく
は、スマイル商品券を購入した際に
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29年12
月31日（日）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

販売場所 住　　所 電話番号
港区商店街連合会事務局

※ 一部インターネットでもご案内して
います（詳しくは、港区商店街連合
会ホームページをご覧ください）。

芝公園1－5－25
港区役所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
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
港芝五郵便局 芝5－27－14 ☎5442－0867

芝浦ハウス 芝浦3－15－4 ☎3578－2555
（区商連事務局）

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
※完売した時点で終了となります。
※ 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。

表2プレミアム付きスマイル商品券販売所一覧（21販売所）

明るい選挙啓発
ポスタ―募集

みんなのアイデアでまちを変える
平成29年度

～『ミナヨク』メンバー募集～

プレミアム付き区内
共通商品券（スマイル

商 品 券）の販売

Licensed by TOKYO TOWER

麻布地区地域事業
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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）
　こころの病気（アルコール依存症
を含む）や認知症の早期発見・早期
治療・対応の仕方等について、精神
科医師が相談に応じます。
対区内在住・在勤者
時 7月3日（月）・19日（水）・21日
（金）・24日（月）いずれも午後※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
　こころの病気がある人の家族の集
まりです。交流を通じて家族同士で
支え合い、学び合う場です。
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。電話で、7月5日（水）までにお
申し込みください）
時 7月12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、健康推進課地域保健係へ。
既に参加したことのある人は、当日
直接会場へ。 ☎6400－0084

脂肪肝を改善させるための食事
教室
対区内在住・在勤・在学者
時 7月19日（水）午前11時30分～午後
1時
所みなと保健所
人 16人（申込順）
持ち物　普段使いの茶わん、電卓、
筆記用具
申電話で、虎の門病院肝疾患相談
センター（午前9時30分～午後4時）
へ。 ☎3560－7672
問健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

シリーズ脂質異常症「管理栄養
士に聞く！～血液サラサラを
目指すための食事の選び方～」
（体験型講座）
対区内在住・在勤者
時 7月24日（月）午後2時～4時
所みなと保健所
人 60人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、6人。申し込み時にお申

し出ください）
申電話で、6月21日（水）から、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
問健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

講座・催し物
とれたてメロン・スイカ・とう
もろこしまつり
対どなたでも
時 7月8日（土）（1）午前11時～午後4
時（なくなり次第終了）（2）午後1時15
分～1時45分（3）午後2時～3時
所神明いきいきプラザ
内（1）茨城県阿見町のスイカ・メロ
ンと産直野菜の販売（2）カフェコン
サート（3）スイカ割り＆ゲーム大会
と試食
人（3）のみ50人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問神明いきいきプラザ
 ☎3436－2500

三味線によるふれあいコンサー
ト
　長唄・三味線・笛による和のコン
サートです。
対どなたでも
時 7月8日（土）午後1時30分～2時30
分
所虎ノ門いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問虎ノ門いきいきプラザ
 ☎3539－2941

芝浦港南地区水辺フェスタ～地
域対抗ボートレース大会～
　芝浦および海岸2・3丁目地域、港
南地域、台場地域の3地域対抗の6人
乗りゴムボートレース大会です。
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人で、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。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30日（土）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※申込者
多数の場合、実行委員会で調整しま

す。※大会開催前にボート操作の練
習会を行います（9月3日（日）・9日
（土）実施予定。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）・日中連絡の取れ
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22日（木）～7月10日（月）
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

事業者向け省エネルギーセミナ
ー
対区内事業者
時・所・人

実施日 場所 定員
（申込順）

7月11日
（火） エコプラザ

各30人

7月14日
（金）

ダイキンソリューショ
ンプラザ「fuha:TOKYO」

（ショールーム見学会）
7月18日
（火） 赤坂区民センター

7月20日
（木） 高輪区民センター

7月24日
（月）

生活イノベーションプ
ラザ環境ソリューショ
ンスタジオ

（ショールーム見学会）
7月26日
（水）

黒龍芝公園ビル
（一部施設見学含む） 20人

7月28日
（金）

Professional BOX TOKYO
（ショールーム見学会） 30人

※午後2時～4時（午後1時30分開場）
申電話で、6月22日（木）～各実施回
の5日前までに、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

“都（みやこ）の絆”「京都府綾部
市＆海の京都PRイベントinみ
なと」
　京都府綾部市および「海の京都
DMO」と連携し、全国連携イベン
トを開催します。
対どなたでも
時（1）7月4日（火）正午～午後5時（2）
7月25日（火）まで午前8時～午後11時
所（1）みなとパーク芝浦1階アトリ
ウム（2）みなとパーク芝浦区民ギャ
ラリー
内（1）京都府綾部市PRイベント（特

産品の販売等）（2）「海の京都」パネル
展
申当日直接会場へ。
問企画課全国連携推進担当
 ☎3578－2509

大人の海洋講座「江戸前の海の
物語～江戸前の海の魚たち～」
対どなたでも
時 7月14日（金）午後2時～4時
所高輪図書館
人 30人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
 ☎5421－7617

大人の海洋講座「私たちの江戸
前の海その2　ここ100年の移
り変わり」
対中学生以上どなたでも
時 7月8日（土）午後2時～4時（午後1
時30分開場）
所赤坂図書館
人 30人（申込順）
申電話または直接、7月7日（金）ま
でに、赤坂図書館へ。 ☎3408－5090

麻布図書館開館3周年記念公演
「ドッティとリズデン」
対小学生以上どなたでも
時 7月1日（土）午後2時～3時（午後1
時30分開場）
所麻布図書館
人 40人（申込順）
申電話または直接、麻布図書館へ。
 ☎3585－9225

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 9月5日（火）午後6時～7時30分
所赤坂地区総合支所2階会議室
内私たちのまち赤坂・青山を考え
よう！～マイホームタウン赤坂・青
山～
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。
申申請書に住所・氏名（読み仮
名）・電話番号・質問またはアイデ
アを明記の上、郵送またはファック
スで、7月7日（金・必着）までに、〒
107－8516　赤坂地区総合支所管理
課管理係へ。※申請書は赤坂地区総
合支所管理課で配布する他、港区ホ
ームページからダウンロードできま
す。 ☎5413－7273　FAX5413－2019

◆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
◆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

※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。

6
月
25
日（
日
）

清水クリニック（内） 赤坂4－4－11　赤坂丹後町ビル1階 6441－0358
東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
小林歯科医院（歯） 西麻布3－2－11　第2谷沢ビル 3404－8489
★西麻布クリニック（内） 西麻布3－20－6　杉友ビル1階 3403－6696
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）

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　※日中、夜間とも区内在住者に限ります。

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25日（日） ヒカリ薬局 虎ノ門5－8－9 3431－3849

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

夜間・休日診療 
モバイルサイトからもご覧いただけます

▲

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★

小児
初期
救急

みなと
子ども

救急診療室

月～金曜
（祝日・年末年始を除く）
午後7時～10時

（受付は午後9時30分まで）

中学生まで
（おおむね15歳
未満の小児）の
軽症患者対象

芝浦1－16－10
（社福）恩賜財団母子愛育会　総合母
子保健センター　愛育病院1階

☎6453－7302

区
役
所
・
総
合
支
所
へ
の
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
特
記
が
な
い
場
合
は
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
。
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記
事
中
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に
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（
特
）…
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定
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活
動
法
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（
社
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）…
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会
福
祉
法
人　
（
社
）…
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社
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法
人　
（
公
社
）…
公
益
社
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（
財
）…
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般
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公
財
）…
公
益
財
団
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人　
（
有
）…
有
限
会
社　
（
株
）…
株
式
会
社

みなと

国民健康保険加入者の特定健診
電話勧奨
　7月から実施する特定健診の一部
の対象者に、区が委託している業者
から電話で健診のご案内をします。
対 4月1日現在、港区国民健康保険
加入者で、平成29年度に40歳に到達
する人
時 7月1日（土）～31日（月）
問国保年金課事業係 ☎内線2636

平成28年度港区食品衛生監視
指導の実施結果を公表します
　「平成28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28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）、消費者センターおよび港区ホ

ームページでご覧いただけます。
問生活衛生課食品安全推進担当
 ☎6400－0047

リユース食器をご利用ください
　お祭り等イベントで使われる紙皿
ごみを減らすため、学校給食で使わ
れなくなった食器4種類を再利用し
て貸し出します。
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29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、予算の範囲内で随時受け付け中
です。平成30年3月末までに使用を
希望する団体は、使用申請書を明記
の上、郵送・ファックスまたは直
接、〒108－0075港南3－9－59　み
なとリサイクル清掃事務所へ。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　FAX3450－8063

平成29年度第4回港区男女平等
参画推進会議
時 7月13日（木）午後2時～4時
所区役所5階会議室
申傍聴を希望する人または保育（4
カ月～就学前、3人程度）を希望する
人は、電話で、7月6日（木）までに、
総務課人権・男女平等参画係へ。
 ☎3578－2025

第3回港区史編さん委員会
時 7月13日（木）午後6時30分～8時
所区役所4階会議室
申傍聴を希望する人は、当日直接
会場へ。※保育あり（4カ月～就学
前、3人程度。希望する人は、電話
で、7月3日（月）までにお申し込みく
ださい）
問総務課区史編さん担当
 ☎3578－2049

変更・休止情報等
証明書自動交付機および電話予
約サービスの利用休止（台場分室）
　電気設備点検に伴う停電により、
芝浦港南地区総合支所台場分室の証
明書自動交付機と電話予約サービス
は終日利用できません。
　休止日に住民票等の取得を希望す
る人は、台場分室以外の区内に設置
されている証明書自動交付機をご利
用いただくか、各総合支所における
電話予約サービスをご利用くださ
い。
　ただし、電話予約サービスでは戸
籍全部（個人）事項証明書は受け取れ
ません。また、証明書発行手数料
は、窓口で発行するときと同じです
ので、ご了承ください。
時 7月17日（月・祝）
所芝浦港南地区総合支所台場分室
問芝浦港南地区総合支所区民課窓
口サービス係 ☎6400－0021

◆書面やファックスでの申し込みの際には、摩擦熱等の温度変化で筆跡が消えるボールペン等の使用をお控えください。

　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

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 28

区内法人・団体等 18

区外在住者 37

区外法人・団体等 92

合計 175

※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 162

教育委員会 14

選挙管理委員会 3

監査委員 2

議会 6

合計 187

※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。

港区の情報公開制度
開かれた区政の推進をめざして

図 情報公開請求の手続き

情報公開請求

照会

回答

公開

閲覧・視聴
（無料）

写しの交付
（費用がかかります）

非公開等 不存在等

情報提供

原則として14日以内に決定

決定に不服がある場合には、
審査請求ができます

港区情報公開・個人情報保
護審査会の審査を経て裁決

各総合支所管理課管理係 担当課

相　談

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。

　高輪地区の地域事業として、地域防災力
向上を目的に、各地域防災協議会、東海大
学・北里大学・明治学院大学の学生や教授
の参画により作成した映像作品の第2弾「大
震災、本当に大切な事とは!!」が完成しま
した。
　作品では、熊本地震の体験談や被災地の
支援活動の話等も取り上げています。災害
時に「自分自身や身近な人をどう守るのか」
という部分に焦点を当て、深く考えさせら
れる内容で、地域住民や大学生が出演して
います。

　この作品は、4月からケーブルテレビや
ちぃばす車内等で放映している他、DVD
の貸し出しもしています。また、港区ホー
ムページやYouTubeでも視聴ができま
す。ぜひ「たかなわ防災」で検索してみてく
ださい。なお、映像作品の第1弾である「え
っ、違うの！～正しい防災知識と災害時の
心構え～」も同様に放映・貸し出しを行っ
ています。
貸出場所
　高輪地区総合支所協働推進課協働推進
係、各港区立図書館 高輪地区総合支所協働推進課協働推進係 ☎5421－7621

問い合わせ

平成28年度 たかなわ地域防災研究事業映像作品
「大震災、本当に大切な事とは！！」

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
　区政情報の公開請求は、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
区ホームページからダウンロードで
きる「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28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
 ☎8面欄外参照

問い合わせ

高輪地区住民参加の
防災映像作品が完成しました

高輪地区
地域事業

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。

　落書きがあることで、街の美観を損ねるだけでなく、犯罪の誘発にもつな
がります。快適に、安心して過ごせる街を守るため、落書きを消去し、落書
きをさせない街づくりに取り組みます。
消去対象となるもの
　区内の道路沿いの壁面や工
作物等不特定の人が確認でき
る落書き
申請できる人
　区内にある、落書きをされ
た建物等を所有または管理す
る区民・事業者および地域団
体等
支援内容
消去剤で消去できる場合
　消去剤・消去用布等の貸与
消去剤で消去できず、塗装に
よる消去が必要な場合
　塗装事業者に委託し、落書
き消去を行います。
費用　無料
申し込み
　電話で、防災課生活安全推
進担当へご相談ください。 

とき 内容 時間 ところ

1
（土）

映画会「ハリケーン」(原題:THE HURRICANE) 午後2時～3時45分
(午後1時30分) 高輪図書館(40人)

ロック講座｢2017年､ 夏フェス大予習！｣ 午後2時～4時
(午後1時30分) みなと図書館(90人)

2
（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～午後11時30分
(午前10時30分より受け付け) 高輪図書館(20人)

麻布図書館開館3周年記念映画会「麦秋」 正午～午後2時10分
(午前11時30分) 麻布図書館(30人)

麻布図書館開館3周年記念映画会
「ローマの休日」(原題:ROMAN HOLIDAY)

午後2時30分～4時30分
(午後2時15分) 麻布図書館(30人)

3
（月）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

(受付終了：午後2時30分) 白金台児童館

4
（火）おはなし会「こぐまちゃんのみずあそび」他 午後2時40分～3時 台場区民センター

6
（木）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

(受付終了：午後2時30分) 豊岡児童館

7
（金）

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

大人の折紙講座「七夕飾りを折る」 午後2時～3時
(午後1時30分) 高輪図書館(10人)

8
（土）

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

ぴよぴよおはなし会ーおひざでだっこー
「とんとんとん！だれかな？」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

おはなし会「びっくりさんちのみつごちゃん」他 午前11時～11時30分 三田図書館
子ども映画会「ブルーナーのおはなしえほん
ミッフィーのおじいさまとおばあさま」

午前11時30分～午後0時10分
(午前11時) 三田図書館(60人)

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「猿の惑星 創世記」
(原題:RISE OF THE PLANET OF THE APES)

午後2時～3時45分
(午後1時30分) 港南図書館(45人)

おはなし会「おまたせクッキー」他 午後3時～3時30分 みなと図書館
10
（月）映画会「天国と地獄」 午後1時～3時30分

(午後0時30分) みなと図書館(90人)

12
（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
おはなし会「ミミとライタとしゃぼんだま」他 午後2時30分～3時 港南図書館
おはなし会「かとりせんこう」他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

13
（木）

親子で遊ぼうおはなし会「つんっ！」他 午前10時30分～11時 高輪図書館
DVDシアター

「ディスカバリーチャンネル 彗星衝突計画」
正午～午後0時55分
(午前11時30分) 三田図書館（60人）

14
（金）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

(受付終了：午後2時30分) 港南子ども中高生プラザ

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

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

白金台児童館
台場区民センター
豊岡児童館
青山児童館
赤坂子ども中高生プラザ
三田図書館
港南図書館

☎3444－1899
☎5500－2355
☎3453－1592
☎3404－5874
☎5561－7830
☎3452－4951
☎3458－1085

☎5439－2511
☎3408－5090
☎3450－9576
☎5447－0611
☎3443－1555
☎5443－7338
☎3443－1666

高輪図書館
みなと図書館
港区スポーツセンター
麻布図書館

☎5421－7617
☎3437－6621
☎3452－4151
☎3585－9225

15
（土）

ぴよぴよおはなし会―おひざでだっこ―
｢アリのおでかけ｣他 午前11時～11時20分 みなと図書館

映画会「海の牙」(原題:LES MAUDITS) 午後2時～3時40分
(午後1時30分) 赤坂図書館(35人)

16
（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

17
（月・祝）おはなし会「でっこりぼっこり」 午後2時30分～3時 麻布図書館

18
（火）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

(受付終了：午後2時30分) 麻布子ども中高生プラザ

19
（水）

プレママおはなし会 午後2時～3時 麻布図書館

ナイトシアター｢猛進ロイド｣ 午後6時～7時10分
(午後5時30分) みなと図書館(90人)

20
（木）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

(受付終了：午後2時30分) 高輪子ども中高生プラザ

21
（金）

映画会
「ワイルドライフ オーストラリア メルボルンの海」
「ワイルドライフ アリューシャンマジック」

午後2時～4時
(午後1時30分) 高輪図書館(40人)

22
（土）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
(受付終了：午後2時30分)

芝浦アイランド児童
高齢者交流プラザ

みなとシネクラブ「切腹」 午後1時～3時20分
(午後0時30分) みなと図書館(90人)

おはなし会「ぷしゅー」他 午後2時～2時30分 赤坂図書館

23
（日）

おはなし会「くまさん どこ？」他 午後2時～2時30分 高輪図書館

楽しく体験「ボードゲームで遊ぼう！」 午後0時30分～5時
(正午) 赤坂図書館(20人)

映画会「但馬屋のお夏」 午後2時～3時30分
(午後1時30分) 三田図書館(60人)

麻布図書館開館3周年記念おやこシアター
「世界の絵本箱 ごきげんなライオン」

午後2時～3時
(午後1時30分) 麻布図書館(30人)

25
（火）おはなし会「いかだにのって」他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

26
（水）おやこおはなし会「いいな いいな」他 午前10時30分～11時 港南図書館

27
（木）おはなし会「あらら ありゃりゃ」他 午前10時30分～11時 三田図書館

30
（日）子ども映画会「キキとララの青い鳥」 午前10時30分～11時30分

(午前10時) 港南図書館(45人)

つな ぐ コーナー

と全国をと全国を港区港区

　徳島県南東部の阿南市は、四国最東
端に位置する自治体です。紀伊水道に
面した県内でも有数の漁業が盛んな地
で、夏場が旬のハモは国内屈指の漁獲
高を誇ります。さらに、阿南市には、世
界で初めて青色発光ダイオード（LED）
の実用化に成功した企業の本社があり、
各所でLEDのイルミネーションを活用
した美しい夜景を演出して「光のまち」を
PRしています。
　阿南市は、白金の白金北里通り商店
会が毎年7月に開催する「白金阿波踊り」
を契機に、平成28年から同商店会と交
流を深めてきました。8回目となる平成
29年は、7月16日（日）に開催されます。
同市の事業者も協力し、名産のハモを
使ったハモクリームコロッケの実演販売

や、たけのこの水
煮等の特産品販
売をする模擬店
を初めて出展す
る予定です。「今
後、阿南市から
阿波踊りの連が

参加する等、交流を深めていきたいで
す」と同市担当者は話します。

　また、阿南市内には、四国八十八カ
所霊場の21番札所太

た い
龍
りゅう

寺
じ
と22番札所平

びょう

等
ど う

寺
じ
があります。平等寺は4月、県独自

の民泊制度
である「シー
ムレス民泊」
の開業第1号
と な りまし
た。シームレ
スとは「つな
ぎ目のない」
という意味で、普段は遍路向けの宿泊
所として、災害時には避難所として活
用されます。一

い っ
宿
しゅく

寺
じ
から太龍寺までの

約5キロメートルの旧遍路道は「かも道
み ち

」
と呼ばれる四国最古の遍路道で、多く
の史跡が残っています。
　「お遍路さんに日常的に『お接待』をし
ている四国の人は、おもてなしの心を
大切にしています。阿南市も温かい人
情にあふれています。今回のイベント
参加を機に、港区民の皆さんとの交流
を広げていきたいと思います」と担当者。

「民間交流を深め、今後は事業の協力
や、災害時支援を目的とした自治体間
協定をめざしたい」と話してくれました。

LEDで輝く「光のまち」が白金阿波踊りに初出展
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白金阿波踊りの様子

平等寺

落書き消去活動を
支援します
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