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　昭和44（1969）年兵庫県宝塚市出身。平成2（1990）年、漫才コンビ「ビッグアップル」としてデビュ
ーし活動するも、相方が突然の引退。平成8（1996）年に夫婦漫才コンビ「中山まさとも・つかさ」と
して再スタートし、現在は、漫才はもちろん、講師・リポーター・俳優・ラジオパーソナリティ
ー等、タレントとして全国で活動中。高知の母子家庭に育ち、何の“アテ”もない中、独学で「漫才
師として食べていく」という夢を実現させた自身の体験等を交えた講演は、「勇気が持てる心の教
育」として高い評価を得ています。
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旧高松宮邸

講演   講師 中山まさとも（漫才師）
笑って前向きに！
�～素敵な大人の背中を見せるには～
　「常に思考を前向きにすることで、いじめや差別は減らせ
る」という持論を軸に、「差別の愚かさ」について分かりやすく
語ります。「人権・差別問題」という枠を超えた「成功哲学」を、
あなたも明日から日々の暮らしに取り入れてみませんか。
 ※講演後半に、コンビでの漫才もあります。

 　血のつながりのない息子を育てる父
親、長年連れ添った妻に先立たれた男
性のグリーフ（喪失）ケア、障害のある
子を育てる夫婦の苦境と成長。「家族の

映画 

ナレーション：樹木希林

12月4日～10日
人権とは、誰もが生まれながらに持っている、人間が人間らしく生きていくための権利であり、人類が歴史の中で築いてきた財産です。

国連は、「世界人権宣言」が採択された12月10日を「人権デー」と定めました。
日本では、この人権デーを最終日とする1週間を「人権週間」として、全国でさまざまな人権啓発活動が行われています。

区でも、人権について一層理解を深めていただくため、人権擁護委員を中心とした街頭啓発の実施や、「講演と映画のつどい」を開催します。

　法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権尊重思想の普及高揚のため、啓発活動重点目標を定めるとともに17項目の
強調事項を掲げ、全ての人が相互に共存し得る平和で豊かな社会の実現に向けた啓発活動を展開しています。

●女性の人権を守ろう
●子どもの人権を守ろう
●高齢者の人権を守ろう
●障害を理由とする偏見や差別をなくそう
●同和問題に関する偏見や差別をなくそう
●アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
●外国人の人権を尊重しよう

●HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別を
なくそう

●刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
●犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
●インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
●北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

●ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
●性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう
●性自認を理由とする偏見や差別をなくそう
●人身取引をなくそう
●東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

� （関連記事4面参照）
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総務課人権・男女平等参画係 ☎3578－2027問い合わせ

絆」にフォーカスし、それぞれの課題に向き合う3組の家族の
物語。見た人が、子育てを「楽しめる」ようになる映画です。

企画・監督・撮影：豪田トモ　　　（122分・日本語字幕つき）
製作：インディゴ・フィルムズ　　©2014 Indigo Films

映画「ずっと、いっしょ。」より

人権イメージキャラクター
  人ＫＥＮあゆみちゃん

人権イメージキャラクター
  人ＫＥＮまもる君

と　き　12月5日（火）午後1時30分～5時15分（午後1時開場）
ところ　高輪区民センター区民ホール
交　通　 地下鉄　南北線・三田線　白金高輪駅（1番出口）直結 

ちぃばす　高輪ルート147番「高輪
地区総合支所前」下車　徒歩0分 
※ 来場の際は公共交通機関をご利

用ください。
定　員　 250人（会場先着順）
　　　　※ 手話通訳あり
　　　　 ※ 保育あり（4カ月～就学前、8人程

度。電話で、11月28日（火）までに、
みなとコール（午前9時～午後5時
受け付け）へ） ☎5472－3710

費　用　無料
申し込み　当日直接会場へ。

  人権週間記念

講演と映画のつどい
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区　分 職　員　数 増　減　状　況
部　門 平成28年 平成29年 対前年比 主な増減理由

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会 13 14 1 欠員補充による増
総務・企画 497 502 5 運営体制の見直し、人員配置の変更（派遣職員の増）
税　　務 67 65 △2 運営体制の見直し
民　　生 640 655 15 運営体制の見直し
衛　　生 268 268 －
労働・商工 22 23 1 運営体制の見直し
土　　木 210 214 4 人員配置の変更（再任用短時間勤務職員から常勤職員への配置変更）
計 1717 1741 24

教 育 部 門 305 301 △4 運営体制の見直し
消 防 部 門 － － －

小 　 　 計 2022
（83）

2042
（65）

20
（△18）

　
　
会
計
部
門

公
営
企
業
等

国 保 事 業 41 41 －
介護保険事業 40 41 1 人員配置の変更（育休任期付職員の増）
後期高齢者
医療事業等 10 10 －

小　　　計 91
（2）

92
（3）

1
（1）

合　　　　計 2113
（85）

2134
（68）

21
（△17）

※1�　職員数は、一般職に属し、地方公務員の身分を保有する休職中の職員、派遣職員（一部事務組合派遣等19人を除く）を含
み、臨時・非常勤職員を除いています（地方公共団体定員管理調査報告数値）。

※2�　（　　）は、再任用短時間勤務職員で外数です。

区分
部門 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 過去5年間の

増減数（率）
一般行政 1700 1663 1691 1701 1717 1741 41（2.4％）�
教　育 316 311 302 304 305 301 △15（△4.7％）
消　防 － － － － － － －（�－�％）

公営企業等
会　計 89 88 92 95 91 92 3（3.4％）

総合計 2105 2062 2085 2100 2113 2134 29（1.4％）
※1　職員数は、地方公共団体定員管理調査報告数値です。
※2　「過去5年間の増減数（率）」とは、平成24年に対する平成29年の数値となります。

参考 �第2次港区職員定数配置計画における定員管理の数値目標（数・率）
計画期間

目標数値 実績数値
始　期 終　期

平成19年4月1日 平成28年4月1日 △360人 △15.3％ △362人 △15.4％

区分

職種
採用

離　　職
退　　職 免　　職

合　計
定年 勧奨 普通 死亡 任期満了 分限 懲戒 失職

一般行政職

93 51 16 16 3 0 0 0 0 86
税　務　職
福　祉　職
医　療　職
技能労務職 3 5 2 2 2 0 0 0 0 11
教　育　職 6 2 0 2 0 0 0 0 0 4

合　　計 102
（126）

58
（0）

18
（0）

20
（0）

5
（0）

0
（32）

0
（0）

0
（0）

0
（0）

101
（32）

※1　（　　）は、再任用職員で外数です。
※2　育児休業代替任期付職員は含みません。

区　分 住民基本
台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率

（Ｂ/Ａ）

平成
28年度

25万1015人

（ 平成29年
4月1日現在）

1284億2386万
8000円

69億2188万
6000円

194億5862万
1000円 15.2％

※�人件費には、特別職（区長、区議会議員等）に支給される給料、報酬等も含まれています。

❶任免および職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由� （各年4月1日現在）（単位：人）

①一般行政職
区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
港　区 30万5698円 42万3418円 41.5歳
都 31万4841円 44万5081円 41.5歳

②技能労務職
区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
港　区 30万3415円 40万3266円 51.4歳
都 29万3011円 39万5511円 49.3歳

③教育職（幼稚園教育職員）
区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
港　区 30万9436円 41万652円 37.9歳
都 34万459円 44万863円 40.7歳

※1�　「平均給料月額」とは、平成29年4月現在における職種ごとの職員の基本給の平均
額です。

※2�　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、
超過勤務手当等全ての諸手当を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
いて明らかにされているものです。

※3�　「③教育職」における都の値は、小中学校教育職員の平均値です。

（３）平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況�
� （平成29年4月1日現在）

（２）職員数の推移� （各年4月1日現在）（単位：人）

（１）人件費の状況（普通会計決算）�

区分 職員数
（Ａ）

給　与　費 1人当たりの
給与費（Ｂ/Ａ）給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

平成
28年度 2022人 70億6898万

9000円
28億7689万
9000円

32億7808万
4000円

132億2397万
2000円 654万円

※1�　職員手当には、退職手当は含まれていません。
※2�　職員数は、「地方公務員給与実態調査」による平成28年4月1日現在の普通会計に属
する職員の人数です。

※3�　給与費欄については、1000円未満切り上げのため各項目の合計と計（B）が一致し
ない場合があります。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）�

（３）職員の採用および退職等の状況� （平成28年度）（単位：人）

　区では毎年、区政の公正性および透明性を高めることを目的とし、
「港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員数・
給与等を公表しています。この公表を通し、区民の皆さんに、より一層
区政へのご理解をいただきたいと考えています。
　「平成29年度 港区の人事行政の運営等の状況」の全文は人事課（区役所
10階）・各総合支所の他、港区ホームページでもご覧になれます。

問い合わせ

❶・❸・❹・❺について� 人事課人事係　☎3578-2106
❷について� 人事課職員支援係　☎3578-2853
❻について� 人事課健康管理担当　☎3578-2863

❷給与の状況

職員の任用、給与、勤務条件等の
　　　　人事行政の状況をお知らせします港区

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

　平成31年3月まで改修エリアを切り替えながら工事を行っています。トイレ、エレベーターは順次改修、
取り換えを行っているため、一部ご利用できなくなる期間があります。ご不便をおかけしますが、ご理解
のほどよろしくお願い申し上げます。
　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。

　地方公務員の給与は、次のような考え
方に基づいて決められています。
◦職務の性質と責任に対応する。
◦ 特別区内での生計費、国や他の地方公

共団体の職員の給与、民間の給与等を
考慮する。

◦ 住民の意思が反映されるよう、議会の
議決を経て条例で定める。

　特別区では、こうした給与決定の原則
に従い、専門的中立な第三者機関である
特別区人事委員会が、毎年、特別区内の
民間事業所の給与の実態等を調査して、
特別区職員の給与についての勧告を行い
ます。
　港区職員の給与は、この勧告に基づき、
区議会の審議を経た上で決定されます。
　給与の状況については、総務省通知に
基づき「港区の給与・定員管理等につい
て」として後日、港区ホームページで詳細
を公表します。

給与が決定される仕組み
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問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752

③地域手当� （平成29年4月1日現在）
支給実績（平成28年度決算） 15億8117万7000円
支給職員1人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 75万796円
支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率）

港区 20％ 2106人 20％

④特殊勤務手当� （平成29年4月1日現在）
支給実績（平成28年度決算） 1828万9000円
支給職員1人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 12万1924円
職員全体に占める手当支給職員の割合（平成28年度） 7.1％
手当の種類（手当数） 7

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対す
る支給単価

訪問指導業務手当 福祉事務所に勤務する
訪問員、指導員等

生活保護法、身体障害者
福祉法等に定める業務を
行うための家庭訪問

日額470円

特定危険現場業務手当 支給対象業務に従事し
た職員

建築物等の建設現場にお
ける工事監督または検査
の業務等

日額
240円～410円

公害検査業務手当 公害行政を主管する課
に勤務する職員

大気汚染防止法等に基づ
く公害の検査業務 日額220円

防疫等業務手当 保健所に勤務する職員
感染症予防法に定める感
染症等の患者等に接触す
る業務

日額
310円～670円

放射線業務従事手当 保健所に勤務する職員 エックス線操作の業務 日額650円

有害物等取扱手当 保健所に勤務する職員 有害な薬物を使用した試験等 日額310円

清掃業務手当 清掃事務所に勤務する
職員

廃棄物の処理を直接行う
業務等 日額700円

②退職手当� （平成29年4月1日現在）

区　分 港　区 都 国
自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨

退
職
手
当

勤続20年 18.50月分 25.50月分 23.50月分 23.50月分 20.445月分 25.55625月分
勤続25年 29.00月分 34.25月分 31.50月分 31.50月分 29.145月分 34.5825月分
勤続35年 41.25月分 49.55月分 45.00月分 45.00月分 41.325月分 49.59月分
最高限度額 41.25月分 49.55月分 45.00月分 45.00月分 49.59月分 49.59月分

その他の加算措置 定年前早期退職者に対する特例措置
１人当たりの平均支
給額（平成28年度）

119万
9693円

2216万
1526円

⑤超過勤務手当� （平成29年4月1日現在）

支給実績（年度決算） 支給職員1人当たり平均支給年額（年度決算）

平成28年度 7億1725万4000円 71万2975円

平成27年度 7億192万2000円 61万5182円

⑥その他手当� （平成29年4月1日現在）

手当名 港　区 都
支給実績

（平成28年度 決 算）
支給職員1人当た
り平均支給年額
（平成28年度決算）

扶養手当

配偶者� 1万3700円
配偶者� 1万円

（行政職給料表（一）4
級相当職員は8000円）

1億3240万
9000円 19万6452円

配偶者以外2人まで
� 6000円 子� 7500円

その他� 6000円 その他� 6000円
16～22歳の子の加算
� 4000円

16～22歳の子の加算
� 4000円

住居手当

借家・借間に居住する職員のうち、
月額2万7000円以上の家賃を負担
する職員
27歳まで� 2万7000円
28～32歳� 1万7600円
33歳から� 8300円

年度末時点において35歳未満
で、借家・借間に居住する職員
のうち、月額1万5000円を超え
る家賃を負担する職員

1万5000円

9117万
2000円 7万6550円

通勤手当
運賃相当額

（支給限度額1月につき　　　　5万5000円） 港区と同様 3億6139万
円 18万4759円

管理職
手当

部長� 12万7600円
課長� 9万1100円
幼稚園園長� 8万9600円
幼稚園副園長� 6万4700円

本庁部長� 12万8600円
本庁課長� 9万2600円
学校校長� 10万4500円
学校副校長� 8万700円

1億2815万
7000円 114万4254円

区　　分 港　区 都 国

一般行政職
大学卒 18万2700円 18万2700円 18万2700円
高校卒 �14万6100円 14万4600円 14万6100円

技能労務職 �13万8000円 14万2000円 －

（４）職員の学歴別初任給の状況� （平成29年4月1日現在）

区　　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職
大学卒 27万8891円 31万8218円 34万7389円
高校卒 23万8233円 27万2100円 28万4700円

技能労務職 17万9800円 23万7200円 28万2817円

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況� （平成29年4月1日現在）

区　分 総職員数（Ａ） 勤務成績の区分が「最上位」（6号昇給）または
「上位」（5号昇給）により昇給した職員数（B） 比率（Ｂ/Ａ）

平成28年度 1766人 651人 36.9％
※1 　総職員数には、一般行政職、技能労務職の他、医療職、福祉職等を含み、幼稚園教育職
員、指導主事、再任用職員等は含まれません。

※2 　「最上位」および「上位」の職員は、標準（4号昇給）の職員と比べて「最上位」は2号、「上
位」は1号拡大された昇給幅が付与されています。

（６）昇給への勤務成績の反映状況

①期末・勤勉手当� （平成29年4月1日現在）
区　分 港　区 都 国

平成28年度
支給月数

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
2.60月分 1.80月分 2.60月分 1.80月分 2.60月分 1.70月分

（1.45月分）（0.85月分）（1.45月分）（0.85月分）（1.45月分）（0.77月分）
加算措置の状況 役職等による加算措置　有
※�（　　）は、再任用職員の支給月数です。

（７）職員手当の状況
区　　分 給料月額 区　　分 支給月数

給
料

区　長
副区長
教育長

125万4900円
100万9500円
93万7400円 期末手当

区　長
副区長
教育長
議　長
副議長
議　員

6月期
12月期
3月期

計

1.70月分
1.80月分
0.25月分

3.75月分
報
酬

議　長
副議長
議　員

90万6400円
78万4200円
61万3900円

退
職
手
当

算定方式　�退職の日における給料月額に次
に掲げる割合を乗じて得た額 1期の手当額 支給時期

区　長 勤続期間1年につき　449/100 2254万円
任期満了時副区長 勤続期間1年につき　359/100 1450万円

教育長 勤続期間1年につき　269/100 756万円
※1 　期末手当の支給月数は、平成28年度に支給された月数です。
※2 　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額および支給割合に基づき、1
期（区長および副区長は4年＝48月、教育長は3年＝36月）勤めた場合における退職手
当の見込み額です。��

（８）特別職の報酬等の状況� （平成29年4月1日現在）

１週間の勤務時間 38時間45分

平均取得日数 13.9日

（１）職員の勤務時間の状況� （平成29年4月1日現在）

（２）職員の年次有給休暇の取得状況� （平成28年度）

❸勤務時間その他の勤務条件の状況

離職時の職 離職日 再就職先の名称 地位 再就職日
総務部長

平成29年
3月31日

（社）東京都港区医師会 事務局長
平成29年
4月1日

監査事務局長 （社）東京都港区医師会 事務局次長
みなと保健所生活衛生課長 （株）八芳園 衛生室室長

麻布小学校長 玉川大学 准教授
※1　港区職員の退職管理に関する条例第3条第1項の届出に基づき掲載しています。
※2�　平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に退職した管理監督離職者（課長
級以上の職員、小中学校の校長・副校長、幼稚園の園長・副園長）のうち、平成29年4月
1日以降に営利企業等に再就職した者または再就職先が変更となった者を対象とし
ています。

※3�　営利企業等とは、営利企業および営利企業以外の法人（国、国際機関、地方公共団
体、特定独立行政法人および特定地方独立行政法人は除く）のことをいいます。

管理監督離職者の再就職先の状況
❺退職管理の状況

職員数

公務災害 通勤災害
平成28年度中の認定件数

発生率
平成27年度中
の認定件数
（公務上）

平成28年度中
の認定件数

平成27年度中
の認定件数公務上 公務外

2158人 7 0 3.2‰ 9 4 0
※1 　発生率（‰パーミル）は、職員1000人当たりの公務上認定件数の割合です。
※2 　職員数は、平成28年4月1日現在の人数で、区長、副区長、教育長および再任用職員
を含み、派遣職員、臨時･非常勤職員を除いています。

❻公務災害・通勤災害認定状況

分限処分 降任 免職 休職 降給 合計 失職
0 0 32 0 32 0

懲戒処分 戒告 減給 停職 免職 合計 訓告等
1 1 1 0 3 1

※ 港区長が地方公務員法第29条に基づく懲戒処分等を行った場合は、港区ホームペー
ジで公表しています。

❹分限および懲戒処分等の状況� （平成28年度）（単位：人）
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11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  ウェルカムTOKYOスポーツパーク2017、ノロウイルスによる食中毒の予防、中学校紹介（お台場学園港陽中学校）　他
放送期間  11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。

　人権を守るということを私たちが考
えるには、まずは人権が侵害されてい
る状態を知ることが大切です。しかし
日常生活で人権のことを考えるのは、
なかなか難しいことです。その難しさ
の背景には、次の2つのことがあるよ
うに思います。第1は、私たちがかな
り意識しないと人権が守られていない
状態にある人が見えないということ
と、第2は困難な状態にある人は自分
からなかなか声を上げないということ
です。とりわけ高齢者はそうです。
　私は、高齢者の貧困と孤立をテーマ
に全国で多くの調査を行ってきまし
た。港区では、一人暮らし高齢者の孤
立に関わる調査を平成7（1995）年、平
成16（2004）年そして平成23（2011）年の
3回実施しています。3回目は、区役所に
ある港区政策創造研究所（当時の所長
は私）が行った一人暮らし高齢者の全
数調査でした。調査を実施してみて、港
区にも経済的にも大変で孤立している
高齢者が少なくないという現実が見え
てきました。しかも困っていても我慢
していたり、また困り事を困り事とも
考えなかったりする人がいるのです。
　社会的孤立問題が、最近になって注
目されるようになっていますが、港区
でも高齢者の孤独死がありました。東
京都監察医務院のデータによれば、東
京23区での65歳以上の孤立死数（独り
で自宅で死亡）は平成14（2002）年に
1364人でしたが、その後も増加傾向に
あり、平成28（2016）年には3175人とな
っています。また、6年前から賃貸ア
パートの家主向けの「孤独死保険」が開

発され、ここ2年間で1000件を超える
保険料が支払われたそうです（日本少
額短期保険協会）。
　一人で死ぬこともあるので、問題と
はいえないという意見もありますが、
問題は、生活不安の中で、親族・地域
ネットワークが切れ、「健康で文化的
な生活」とはほど遠い寂しさの中で亡
くなっていくということは、あっては
ならないということです。まさに人間
の尊厳、人権が守られていない状態で
すから。
　平成29（2017）年1月1日現在、港区の
65歳以上の人口は、総人口の約17パー
セントに当たる4万3155人で、うち、
一人暮らし高齢者の人数は6708人に上
ります。
　港区内の片隅で苦しみ・悩みなが
ら、ひっそりと我慢して暮らしている
高齢者の声に耳を澄まし、どんなこと
で困っているのかを知り、また機会が
あれば寄り添うこと、それが人権を守
る活動にもつながるのではないでしょ
うか。

表 プレミアム付きスマイル商品券販売所一覧（19販売所）
 ※完売した時点で終了となります。

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

薬局　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

みなとパーク芝浦
芝浦1－16－1

みなとパーク芝浦1階
芝浦区民協働スペース

☎3578－2555
（区商連事務局）

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
※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。

　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12月1日（金）から販売し
ます。
対象
　区内在住・在勤者
販売期間
　12月1日（金）午前10時～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19カ所
※販売所一覧は表のとおり
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。

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、購入者の本人確認書類（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、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（平成29年5月現在）」、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30年5月31日
（木）までとなります。

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

　法務省と全国人権擁護委員連合
会では、人権尊重思想の普及高揚
のため、啓発活動重点目標を定め
るとともに17項目の強調事項（1面
参照）を掲げ、全ての人が相互に
共存し得る平和で豊かな社会の実
現に向けた啓発活動を展開してい
ます。
差別落書き
　区内の公園やトイレ等で、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
しまう恐れがあります。
　「自分は差別とは関係ない」と考
えている人もいますが、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。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。
犯罪被害者の人権
　犯罪被害者やその家族は、命を
奪われる、体を傷付けられる等の

直接的な被害のみならず、興味本
位のうわさや心ない中傷等により
名誉を傷つけられたり、私生活の
平穏を害されたりといった、二次
的被害といわれるさまざまな問題
に苦しめられています。
　私たちは、誰もが犯罪被害者に
なる可能性があります。被害者や
その家族の人たちの立場に立って
考える等、犯罪被害者等の人権に
配慮した行動が大切です。
困ったときは人権相談へ
　人権問題でお悩みの人は、人権
擁護委員による「人権身の上相談」
へお気軽にご相談ください。
とき　
　毎月第2・4木曜午後1時～4時
（12月の第4木曜、1月の第2木曜を
除く）
ところ　区役所3階区民相談室
申し込み
　電話または直接、相談希望日の
前日午後5時までに、総務課人権・
男女平等参画係（区役所4階）へ。

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2027

問い合わせ

地元商店街購買促進ロゴマーク

区内共通商品券（スマイル
商 品 券）
の販売

プレミアム
付き

プレミアム付き区内共通商品券

「声なき声」に耳を澄ます－高齢者と人権－
河合　克義さん（明治学院大学教授）

河合　克義さん

　明治学院大学社会学部教
授、博士（社会学）。昭和24

（1949）年生まれ。フランス・
ナンシー大学社会学研究所
客員研究員、明治学院大学
副学長、港区政策創造研究

所初代所長、総務省「今後の都市部におけるコミュニ
ティのあり方に関する研究会」および「都市部における
コミュニティの発展方策に関する研究会」座長、港区
地域包括ケアシステム推進会議委員長、内閣府「地域
活動における男女共同参画に関する実践的調査研究
検討会」座長等を歴任

12月4日～10日
平成29年度啓発活動重点目標
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所高輪いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、12月13日
（水）までに、高輪いきいきプラザ
へ。 ☎3449－1643

健康入浴推進事業
対おおむね60歳以上の区民
時・所

浴場名 電話
番号 実施日時

南青山清水湯
（南青山

3－12－3）
☎3401
－4404

12月4日（月）
午前10時45分

～11時45分
麻布黒美水
温泉竹の湯

（南麻布
1－15－12）

☎3453
－1446

12月6日（水）
午後2時10分

～3時10分

アクアガーデン
三越湯

（白金
5－12－16）

☎3441
－9576

12月7日（木）
午後2時20分

～3時20分

ふれあいの湯
（芝2－2－18）

☎5442
－2639

12月8日（金）
午後1時45分

～2時45分
内「風邪予防、体調管理は食事か
ら」（栄養士）、演芸ライブ「年の瀬
を、笑って笑って迎えましょう」
（落語家）
人各15人程度（申込順）
申電話または直接、実施日の前
日までに、希望する銭湯へ。
問保健福祉課福祉活動支援係
 ☎3578－2381

平成28年度贈呈の寿商品券
（港区内共通商品券）の有効期
限が近づいています
　区では、長寿のお祝いとして、
毎年9月15日現在、70・77・80・
88・90・99歳の人に寿商品券を贈
呈しています。平成28年8月～平

成29年3月に贈呈した寿商品券の
有効期限は、平成29年12月31日
（日）までです。この期間に贈呈さ
れた寿商品券をお持ちの人は、早
めにご利用ください。また、平成
29年度贈呈の寿商品券の有効期限
は、平成30年12月31日（月）です。
商品券に記載されている有効期限
を確認の上、ご利用ください。
問各総合支所区民課保健福祉係
　 ☎欄外参照

ケアハウス港南の郷入居者募
集
募集戸数　世帯（夫婦）用1戸
入居予定　平成30年1月下旬
主な申し込み資格　（1）申込者が
60歳以上で夫婦であること（夫婦
の一方が55歳以上でも可）（2）港区
内に3年以上居住していること（3）
ケアハウスを利用することにより
独立した生活が営めること※詳し
くは、「募集案内」をご覧くださ
い。
サービス内容　食事の提供、入浴
準備、生活相談、緊急時の対応
使用料　収入により異なります。
「募集案内」配布期間　12月7日
（木）まで
「募集案内」配布場所　高齢者支援
課（区役所2階）、ケアハウス港南
の郷、各総合支所・台場分室、各
いきいきプラザ、各高齢者相談セ
ンター
申本人が直接、11月27日（月）午
前10時～12月7日（木）午後4時に、
ケアハウス港南の郷へ。
問高齢者支援課高齢者施設係
 ☎3578－2420
ケアハウス港南の郷 ☎3450－5950

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752

◆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

　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・ところ・定員・とき
　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。

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

表みんなと元気塾一覧
内容 ところ 定員（人） とき 開始日 終了日

はじめてのマシン
トレーニング講座

ありすいきいきプラザ 10 毎週火･金曜　午前10時～正午 平成30年1月5日 平成30年3月27日
西麻布いきいきプラザ 8 毎週火･金曜　午前10時～正午 平成30年1月5日 平成30年3月27日
青山いきいきプラザ 6 毎週月・金曜　午前10時～正午 平成30年1月5日 平成30年3月26日
高輪いきいきプラザ 10 毎週火・金曜　午前10時～11時30分 平成30年1月9日 平成30年3月27日

水中トレーニング
講座

港南いきいきプラザ 10 毎週火曜　午前9時20分～10時50分 平成30年1月9日 平成30年3月27日

港区スポーツセンター
（みなとパーク芝浦内）

12 毎週水曜　午後1時～2時30分 平成30年1月10日 平成30年3月28日
12 毎週水曜　午後3時～4時30分 平成30年1月10日 平成30年3月28日
12 毎週金曜　午後1時～2時30分 平成30年1月12日 平成30年3月30日

みんなの食と健
けん

口
こう

講座
三田いきいきプラザ 7 隔週月曜　午前10時～11時30分 平成30年1月15日 平成30年3月26日

介護予防総合センター
（みなとパーク芝浦２階） 10 隔週金曜　午後2時～3時30分 平成30年1月12日 平成30年3月30日

芝地区合同ダンスパーティー
対おおむね50歳以上の区民
時 12月16日（土）午後1時～3時（午
後0時30分開場）
所神明いきいきプラザ
人 120人（抽選）
申電話または直接、11月30日
（木）までに、神明いきいきプラザ
へ。 ☎3436－2500

初心者向けスマートフォン教室
　使用機種はiPhoneです。
対 50歳以上の区民
時（1）12月1・8日（金・全2回）（2）
12月15・22日（金・全2回）午前10
時～11時30分※いずれかをお選び
ください。
所西麻布いきいきプラザ
人各10人（60歳以上の人優先で抽
選）
費用　500円
申電話または直接、（1）11月27日
（月）までに、（2）12月11日（月）ま
でに、西麻布いきいきプラザへ。
 ☎3486－9166

折り紙教室「季節をテーマに
折る」
対 60歳以上の区民
時 12月11日、平成30年1月8日、2
月12日、3月12日（月・全4回）午後
1時30分～3時
所南麻布いきいきプラザ
人 10人（抽選）
費用　1000円（材料代）
申電話または直接、11月30日
（木）までに、南麻布いきいきプラ
ザへ。 ☎5232－9671

膝痛予防改善教室
対 60歳以上の区民
時 12月18日～平成30年3月26日
（平成30年1月1・8日、2月12日を
除く月曜・全12回）午前10時～11
時30分
所ありすいきいきプラザ
人 10人（新規の人優先で抽選）
申本人が直接、11月30日（木）ま
でに、ありすいきいきプラザへ。
 ☎3444－3656

フラワー教室
対 60歳以上の区民

時 12月19日（火）午前10時～11時
所麻布いきいきプラザ
人 10人（抽選）
費用　1000円（材料費）
申電話または直接、12月4日（月）
までに、麻布いきいきプラザへ。
 ☎3408－7888

スマートフォン体験講座
対スマートフォンを持っていな
い60歳以上の区民
時 12月6日（水）午後1時30分～3時
30分
所赤坂いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申往復はがきの往信面に「スマー
トフォン体験講座申込」・郵便番
号・住所・氏名・（ふりがな）・年
齢・電話番号を、返信面に自分の
郵便番号・住所・氏名を明記の
上、11月28日（火）までに、〒107
－0052赤坂6－4－8　赤坂いきい
きプラザへ。 ☎3583－1207

シニア向けスマートフォン教室
対 60歳以上の区民
時 12月4日（月）午後2時～4時
所白金台いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申本人が、電話または直接、11
月26日（日）までに、白金台いきい
きプラザへ。※当選者のみ11月27
日（月）以降にご連絡します。アン
ドロイドOSのスマートフォンを1
人1台お貸します。 ☎3440－4627

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 12月19・20日（火・水）
所高輪いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、11月30日（木）午後5時
までに、高輪いきいきプラザへ。
 ☎3449－1643

東京都済生会中央病院共催講
座「理学療法士と始めるいき
いき脳活体験塾」
対 60歳以上の区民
時 12月20日～平成30年3月28日
（12月27日、平成30年1月3日、3月
14日を除く毎週水曜・全12回）午
前10時～11時

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

申し込み
　電話で、12月1日（金）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

1月開始の介護予防事業

参加者募集
「みんなと元気塾」

　平成29年第4回定例会は、11月下
旬に開会する予定です。
　議案は、開会日の1週間前から区
政資料室(区役所3階)および区議会
ホームページ
http://www.gikai.city.minato.
tokyo.jp/
でご覧いただけます。
　また、各区民センター・港区立図

書館・各いきいきプラザ等、区の各
施設でも議案の概要をご覧いただけ
ます。
本会議の生中継をインターネットで
ご覧になれます
　港区ホームページ「港区議会」か
ら、｢港区議会インターネット中継｣
をご覧ください。
　過去の録画映像もご覧いただけま
す。

区議会事務局 ☎3578－2920
問い合わせ

港 区 議 会
定例会
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平成29年度障害児・者を支援
している人への研修
対仕事・家族・ボランティア等
で障害児・者の支援や介護に携わ
っている人、または興味のある区
内在住・在勤・在学者
時 12月8日（金）午後6時30分～8時
30分
所区役所9階会議室
内災害時・被災後に必要な対応
について
人 50人（申込順）
申電話またはファックスで、障
害者福祉課障害者支援係へ。
 ☎3578－2674　FAX3578－2678

障害者のための創作講座「ク
リスマスリースを作ろう」
対 18歳以上で身体障害者手帳、
愛の手帳、精神障害者保健福祉手
帳のいずれかを所持、難病により
障害支援区分認定を受けた区民
時 12月18日（月）午後1時45分～3
時30分
所障害保健福祉センター
人 10人（抽選）
費用　1300円程度（材料費実費）
申電話またはファックスで、12
月8日（金）までに、障害保健福祉
センターへ。申し込みの際、身体
状況の確認をすることがありま
す。手話通訳・介護者が必要な人
は、ご相談ください。また、一般
の交通機関の利用が困難な人は、
巡回送迎バスを利用できます。
 ☎5439－2511　FAX5439－2514

　障害基礎年金とは、思わぬ事故
によるけが・病気・心の病等で重
い障害が残ったときに、その生活
を支えるために支給される年金で
す。
　次の全ての要件に該当する場合
に請求できます。
（1）初診日（障害の原因となった病
気やけがで初めて医師の診察を受
けた日）が、20歳到達日（誕生日の
前日）前であるか、国民年金に加
入中である場合。または、過去に
国民年金に加入していたことがあ
る60歳以上65歳未満の人で、国内
在住中に初診日がある場合
（2）現在および障害認定日（初診日
から1年6カ月経過した日または症

は極めて困難で、労働により収入
を得ることができない状態
※国民年金障害等級の判断基準
は、障害者手帳の等級の判断基
準とは異なりますので、ご注意
ください。
20歳到達日前に初診日のある場合
は次の点にご注意ください
　国民年金に加入する20歳到達日
（誕生日の前日）前に初診日がある
人は、20歳になったときに障害の
程度が国民年金障害等級の1級ま
たは2級に該当すれば、障害基礎
年金を請求することができます。
　この場合は、保険料の納付要件
は問われませんが、本人の所得等
により支給の制限があります。
年金額
1級　97万4125円
2級　77万9300円
※障害基礎年金を受けられるよう
になったときや、その後、その
人によって生計を維持されて
いる18歳までの子（障害等級1～
2級の障害がある場合は20歳未
満）がいるときには、次の額が
加算されます。
1人目・2人目　各22万4300円
3人目以降　各7万4800円
相談時に主に次のことを確認しま
す
（1）基礎年金番号

（2）現在の障害の原因となったけ
がや病気の名称、初めて医師の診
察を受けた初診日、その時の医療
機関の名称
（3）障害認定日（20歳到達日前に初
診がある人は20歳到達日）の障害
の状態と、その時の医療機関の名
称
（4）現在の障害の状態と、受診中
の医療機関の名称
※障害の程度は「障害認定基準」で
定められています。これをもと
に事前に担当の医師の意見を聞
いておくと、より的確な相談が
できます。「障害認定基準」は、
日本年金機構ホームページから
ダウンロードできます。

相談・請求先は初診日に加入して
いた年金制度により異なります
国民年金第1号被保険者　国保年
金課国民年金係
厚生年金加入中または国民年金第
3号被保険者　港年金事務所
共済組合加入中　所属の共済組合

国保年金課国民年金係
 内線2662～6
港年金事務所（代表）
 ☎5401－3211

問い合わせ

所7階）、区政資料室（区役所3階）、
総合案内（区役所1階）、各総合支所、
各港区立図書館（高輪図書館分室を
除く）でご覧になれます。
ご意見の提出方法　港区ホームペー
ジ｢施策・計画に対するご意見｣か
ら、郵送・ファックス・または直
接、12月20日（水・必着）までに、各
計画の担当課へ（表1参照）。

区民説明会
　各計画の説明会を次のとおり開催
します（どの日程も説明内容は同じ
です）。
対象　どなたでも
とき・ところ　表2参照
定員　各20人（会場先着順）
申し込み　当日直接会場へ。

　教育委員会では、学校教育・生涯
学習・スポーツ・図書館サービス・
子ども読書活動の計画の改定にあた
り、素案をまとめました。

閲覧方法　5つの計画の素案は、港
区ホームページ｢施策・計画に対す
るご意見｣の他、教育委員会事務局
庶務課および生涯学習推進課（区役

表1 5つの計画
計画名 計画の概要 意見提出先 問い合わせ

港区学校教育
推進計画

学習指導要領の改訂をはじめとした教育を取り巻く社会状況等の変
化や区のこれまでの取り組みの成果と新たな課題を踏まえ、一層魅力
ある区立幼稚園・小中学校づくりを推進するため、平成30年度～32年
度を計画期間とする港区学校教育推進計画の素案をまとめました。

〒105－8511　港区役所庶務
課教育政策担当
 FAX3578－2759

庶務課教育政策担当
 ☎3578－2721・02

港区生涯学習
推進計画

区の生涯学習に関する取り組みを体系化し、区全体で生涯学習を推
進する体制を整えるとともに、全ての人の学びの意欲に応え、自主的・
主体的な学習の支援に取り組むため、平成30年度～32年度を計画期
間とする港区生涯学習推進計画の素案をまとめました。

〒105－8511　港区役所生涯
学習推進課生涯学習係
 FAX3578－2749

生涯学習推進課生涯
学習係
 ☎3578－2742

港区スポーツ
推進計画

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等のスポーツを取り
巻く環境の変化を踏まえ、誰もがスポーツを楽しめる場を充実するた
め、平成30年度～32年度を計画期間とする港区スポーツ推進計画の
素案をまとめました。

〒105－8511　港区役所生涯
学習推進課スポーツ企画担当
 FAX3578－2749

生涯学習推進課スポ
ーツ企画担当
 ☎3578－2751

港区立図書館
サービス推進
計画

誰もが自由に資料を手に取り、知識や情報を得ることができるという
図書館の本質を重視し、ソフト・組織・ハードが一体となって、あらゆ
る利用者の知りたい・学びたいという思いに応え、主体的な学びを支
援する図書館サービスを実現するため、平成30年度～32年度を計画
期間とする港区立図書館サービス推進計画の素案をまとめました。

〒105－0011芝公園3－2－25
図書・文化財課庶務係
 FAX3437－6627

図書・文化財課庶務係
 ☎3437－6621

港区子ども読
書活動推進計
画

乳幼児期から学齢期、青年期にいたる子どもの成長を読書という側面
から支え、読書に親しみ、生涯を通じて本をとおして学ぶ大人になる
ことの手助けをすることを目的とし、平成30年度～32年度を計画期間
とする港区子ども読書活動推進計画の素案をまとめました。

〒105－0011芝公園3－2－25
図書・文化財課学校支援担当
 FAX3437－6627

図書・文化財課学校支
援担当
 ☎3437－6621

表2 説明会日程
日時 場所

12月8日（金）

1回目：午後6時～6時40分
2回目：午後6時45分～7時25分
3回目：午後7時30分～8時10分

生涯学習
センター
2・3階

12月10日（日）

1回目：午前10時30分～11時10分
2回目：午前11時15分～11時55分
3回目：正午～午後0時40分

区役所9
階

※ 学校教育、生涯学習・スポーツ、図書館・子
ども読書で3部屋に分かれ、各3回説明お
よび質疑応答を行います。どの計画の説
明もお聞きいただけます。

※ 各回の開始時間に参加者がいない場合
は、その回の説明を行わない場合があり
ます。

状が固定した日）に、国民年金障
害等級表の1級または2級の状態に
ある場合。または、障害認定日に
障害の程度が障害等級表の2級以
上に該当しなかったが、その後65
歳到達日（誕生日の前日）前までに
2級以上に該当するようになった
場合
（3）保険料納付要件を満たしてい
る場合（初診日の前日において、
初診日の属する月の前々月までの
被保険者期間のうち、保険料納付
済み期間と保険料免除期間を合算
して3分の2以上あること。また
は、初診日の属する月の前々月ま
での直近1年間に保険料の滞納が
ないこと）
国民年金障害等級には1級と2級が
あります
1級の障害　他人の介助がなけれ
ば、ほとんど自分の用を行うこと
ができない程度の状態
2級の障害　必ずしも他人の助け
を借りる必要はないが、日常生活

　マイナンバー制度における情報
連携と、国が運営する「マイナポ
ータル」からの子育て電子申請の
利用が11月13日（月）から開始され
ました。
　具体的な手続き方法は、港区ホ

ームページ、またはマイナポータ
ルホームページ
https://myna.go.jp/
をご覧ください。

〇マイナンバー制度について
マイナンバー総合フリーダイ
ヤル ☎0120－95－0178
情報政策課情報政策担当
 ☎3578－2061・80

問い合わせ

マイナンバー制度における
情報連携・子育て電子申請の
本格運用が開始されました

「広報みなと」自宅配送は
住所変更の手続きが必要です

｢広報みなと｣を自宅配送している人で、住所が変更になった人は、区長室広報係へご連絡ください。
住所変更の手続きが必要です。 区長室広報係　☎3578－2038

障害基礎年金を
ご存じですか

についてご意見を募集します
教育分野の5つの計画（素案）
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https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

　お子さんの発達や発達障害につ
いての相談件数は年々増え、平成
28年度の相談件数は5年前に比べ
約5倍となっています（発達支援セ
ンター相談室調べ）。
　この講演会では、発達障害のあ
るお子さんの子育て経験のある講
師に、保護者の思い、そこから見
える必要な支援、サポーターにで
きること等をお話しいただきま

す。
　今子育て中の保護者に向けて、
また、その保護者のサポーターと
なる地域の皆さんに向けてメッセ
ージをお届けします。
対象　区内在住・在勤・在学者ま
たはテーマに関心があり、発達障
害の人（発達障害を心配している
人）が身近にいる人
とき　12月23日（土・祝）午前10時

～正午
ところ　港区役所9階会議室
講師　橋口　亜希子さん（日本発
達障害ネットワ
ークJDDnet事
務局長）
定員　60人（申
込順）
※区民のみ保育
あり（4カ月～就学前、8人。希
望する人は、12月14日（木）まで
に、申し込み時にお申し出くだ
さい）。
※手話通訳あり
申し込み　電話で、11月21日（火）

～12月21日（木）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
　ファックスの場合は、障害者福
祉課発達障害者担当へ。
 FAX3578－2678

障害者福祉課発達障害者担当
 ☎3578－2694　FAX3578－2678

問い合わせ

母子メンタルへルス相談（面
接・予約制）
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 12月8日（金）・18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

のんびりサロン
対区民で、平成29年8～11月生ま
れのお子さんとその保護者※1カ
月児健診後にご参加ください。
時 12月4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
対区民で、平成29年7月生まれの
お子さんのいる保護者

時 12月22日（金）（1）午前11時～正
午（2）午後1時30分～2時30分※（2）
は生涯学習講座の動画撮影が入り
ます。
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）のいずれかを明
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
の宛先欄に申込者の郵便番号・住
所・氏名を明記の上、郵送で、12
月5日（火・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12月15日（金）発送予定
 ☎6400－0083

すくすく育児相談
対区民で、乳幼児とその保護者
時 12月6日（水）午後1時～2時
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

12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
　保健師・助産師・管理栄養士に
よる育児相談です。お子さんの計
測もできます。
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：12月5日
（火）②豊岡児童館：12月14日（木）
③高輪児童館：12月21日（木）④高
輪子ども中高生プラザ：12月5日
（火）・14日（木）・21日（木）①②③
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 12月16日（土）相談受付時間：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 12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）
内親と子の歯の話、情報交換
人 15人（会場先着順）
持ち物　母子健康手帳、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

なかよし会
対区内在住で、ダウン症児とそ
の保護者
時 12月13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

グループお母さんの時間（予
約制）
　育児中のつらい気持ちを話し、
分かちあう場です。
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 12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

◆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

発達支援講演会

橋口　亜希子さん

発達障害のある子の子育てとは？
～保護者として今だからわかる「本当に必要な支援」～

　12月3日～9日は、障害者週間で
す。障害者週間は、障害や障害者
への理解を深めるとともに、障害
者の社会参加への意欲を高めるこ
とを目的とした週間です。プログ
ラムを通して皆で共に考え、楽し
む事業を実施します。
対象　どなたでも
とき　12月9日（土）午後1時～3時
30分
ところ　障害保健福祉センター
定員　250人（会場先着順）
※ 保育あり（4カ月～就学前、3人。
希望する人は、電話で、11月30
日（木）までに、障害者福祉課障
害者福祉係へ）

交通
●ちぃばす芝ルート「金杉橋バス
停」徒歩3分 
●都バス「金杉橋バス停」徒歩3分 
●地下鉄浅草線・大江戸線「大門

駅」徒歩10分 
●地下鉄三田線「芝公園駅」徒歩10
分
●JR・東京モノレール「浜松町
駅」徒歩10分 
※ご来場の際には公共の交通機関
をご利用ください。
プログラム
第1部　記念式典
（1）障害者に対して理解と功績の
顕著な企業や団体および個人に区
長から感謝状を贈呈します。
企業
●（株）きらく　銀のさら　麻布店
●フランス料理店　レ・クリスタ
リーヌ
個人
●武村直明さん
（2）障害者週間ポスター原画入賞
者を表彰します。
第2部　啓発プログラム

第36回障害者週間記念事業
ともに生きるみんなの集い

を開催します

　区内の障害のある人が働く姿・
店舗等を紹介します（港区広報番
組「『区民とともにFeel  your 
MINATO』笑顔があふれる　こ
こがわたしの輝く職場～福祉ショ
ップ・事業所紹介～」放映他）
第3部　区民団体によるパフォー
マンス
●子どもたちによる日本舞踊（港
区伝統文化事業実行委員会）
主催　港区、第36回障害者週間記
念事業実行委員会、港区心身障害
児・者団体連合会
後援　港区社会福祉協議会、港区
民生委員・児童委員協議会
申し込み　当日直接会場へ。

障害者週間ポスター
原画入賞者

　平成29年度は、合計43点の作品
をご応募いただきました。ありが
とうございました。
最優秀賞（第36回障害者週間記念
事業ポスターに採用）
水沼　虹湖さん（御成門小学校2年）
優秀賞
渡邉　真観さん（みなと障がい者

福祉事業団）
上手　美映さん（一般）
佳作
桜井　優さん（工房ラピール）
高井　知之さん（工房ラピール）
江澤　栞怜さん（白金の丘小学校2
年）
栁下　実加さん（御成門小学校3年）

最
優
秀
作
品

「
み
ん
な
で
い
き
る
　

み
ん
な
の
心
が
自
由
な
せ
か
い
」

障害者福祉課障害者福祉係
 ☎3578－2458　FAX3578－2678

問い合わせ
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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 12月8日（金）・11日（月）・20日
（水）・25日（月）いずれも午後※時間
はお問い合わせください。※11日は
児童精神科医が担当します。
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。12月6日（水）までにお申し出く
ださい）
時 12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、12月6日（水）までに、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 12月15日（金）午前11時30分～午
後1時
所みなと保健所2階
人 20人（申込順）
持ち物　普段使用している茶わん、
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時受
け付け）へ。 ☎3560－7672
問健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

講座・催し物
プラザ神明フェスティバル
　舞台発表や各種体験等盛りだくさ
んです。
対どなたでも
時 12月9日（土）午前11時～午後5時
所神明いきいきプラザ
費用　入場無料（食券は有料）

申当日直接会場へ。
問神明いきいきプラザ
 ☎3436－2500

芝の語り部によるまち歩きツア
ー「忠臣蔵その虚と実」～忠臣
蔵ゆかりの地を訪ねる～
対区内在住・在勤者で長時間の歩
行に自信がある人
時 12月10日（日）午前9時～正午（午
前8時50分集合）
所 JR新橋駅銀座口集合（泉岳寺解
散）
人 20人（抽選）
費用　220円（交通費）
申電話またはファックスで、11月
30日（木）までに、住所・氏名・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

サックスフォレスト・クリスマ
スコンサート2017
対どなたでも
時 12月16日（土）午後1時30分～2時
30分
所三田いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問三田いきいきプラザ
 ☎3452－9421

就職応援セミナー
対就職を希望する新卒・既卒の人
時 11月29日（水）午前10時～正午：就
職直前対策セミナー、午後1時～1時
45分：労働基準監督官による労働基
準法セミナー
所商工会館
人 35人（申込順）
申産業振興課ホームページ
http://www.minato-ala.net
からお申し込みください。
 ☎3578－2563

就職面接会
対就職を希望する新卒・既卒の人
時 11月29日（水）午後2時～4時
所商工会館
持ち物　履歴書、職務経歴書
申当日直接会場へ。
問産業振興課経営相談担当
 ☎3578－2563
ハローワーク品川 ☎5418－7304

平成29年度港区文化プログラム
連携事業　建築ガイドツアー「慶
應義塾大学と三田の名建築」
　慶應義塾大学から増上寺に至る町
並みを飾る名建築を、建築専門家の
解説とともに巡るガイドツアーで
す。通常非公開の重要文化財もご案
内します。「広報みなと」11月21日号
を見た人をご招待します。
対どなたでも（全行程ご自身で歩け
る人）
時  12月16日（土）午後1時15分～3時
30分
所慶應義塾大学アート・スペース
（三田2－15－45）入り口（南別館1階）
集合※徒歩で慶應義塾大学から増上
寺まで移動します。歩きやすい靴で
ご参加ください。手荷物のお預かり
はできません。
人 5人（申込順）
申慶應義塾大学アート・センター
ホームページ
http://art-c.keio.ac.jp/-/tokarna
または、ファックスで慶應義塾大学
アート・センターへ。申し込みの際
に、氏名・年齢・電話番号・所属
（会社名・学校名等）・メールアドレ
スと、「広報みなと」を見た旨を明記
してください。 FAX5427－1620
問慶應義塾大学アート・センター
 ☎5427－1621
メールアドレス：
archives@art-c.keio.ac.jp
地域振興課文化芸術振興係
 ☎3578－2343

鳥取県北栄町震災復興支援への
感謝イベント
　平成28年10月の鳥取県中部地震復
興支援への感謝の気持ちを北栄町か
ら区民に伝えるイベントです。
対どなたでも
時（1）11月30日（木）午前11時～午後
5時（2）12月1日（金）午前10時～午後3
時
所（1）区立お台場レインボー公園
（2）みなとパーク芝浦1階アトリウム
内鳥取県北栄町の特産野菜等の販売
申当日直接会場へ。
問企画課全国連携推進担当
 ☎3578－2509

マンション管理組合向け省エネ
セミナー「省エネ化を図って、
管理経費を削減する方法」
対区内のマンション管理組合役員、
マンション管理会社、賃貸オーナ
ー、興味のある人
時 12月9日（土）午後2時～4時（午後1
時45分開場）
所区役所5階
内マンション共用部の省エネを検
討しませんか。専門家が、省エネ・
節電のための改修や運用改善のポイ
ントを解説し、管理経費削減のヒン
トを提案します。本セミナーは今回
が最終回となります。※7月に実施
したセミナーと同じ内容です。
人 30人（申込順）
申電話で、11月21日（火）～12月4日
（月）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

第2回坐禅体験講座
　歴史ある青松寺（愛宕）の静けさの
中で自分を見つめ直してみましょ
う。非公開の十六羅漢、納経堂等も
今回特別に参拝できます。
対区内在住・在勤・在学者
時 12月15日（金）午後3時30分～5時
30分
所青松寺（愛宕2－4－7）
人 40人（申込順）
費用　一般：500円、港ユネスコ協会
会員：無料※茶話会参加希望者は、
一律300円必要です。
申電話で、港ユネスコ協会（火～金
曜、祝日を除く）へ。港ユネスコ協
会ホームページからも申し込みでき
ます。 ☎3434－2300
問生涯学習推進課生涯学習係
 ☎3578－2742

大人のワークショップ「カンタ
ン！絵てがみ年賀状」
対中学生以上どなたでも
時 12月7日（木）午後2時～3時30分
所高輪図書館
人 12人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
 ☎5421－7617

◆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

※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。
11
月
23
日（
木・祝
）

蔵本内科クリニック（内） 芝公園1－7－15　池田ビル１階 5733－3355
古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011
赤坂見附磯谷歯科室（歯） 赤坂3－21－17　ASK赤坂5階 3582－4011
★高輪内科クリニック（内） 高輪1－16－4 3449－6748

11
月
26
日（
日
）

新橋田中内科（内） 新橋2－16－1　ニュー新橋ビル３階 3580－9466
東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
三昭歯科医院（歯） 虎ノ門1－8－14　三昭ビル2階 3593－9575
大塚歯科医院（歯） 南青山4－9－17 3401－6480
★横尾内科医院（内） 高輪3－5－20　１階 3441－0435
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、年末年始を除く）

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
11月23日（木・祝）三田薬局（芝） 芝4－14－1 5443－3515

11月26日（日） 芝浦薬局 芝浦2－16－5 3452－0687

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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麻布図書館歴史講座「江戸と港
区～忠臣蔵史跡めぐり～」
対中学生以上どなたでも
時 12月9日（土）午後2時～4時（午後1
時30分開場）
所麻布図書館
人 30人（申込順）
申電話または直接、麻布図書館へ。
 ☎3585－9225

伝統芸能 講談を楽しむ 義士伝
「大高源吾　両国橋出会い」
対どなたでも
時 12月14日（木）午後2時～3時30分
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

三田図書館音楽会「年末クラシ
ックコンサート」
対中学生以上どなたでも
時 12月22日（金）午後6時～7時30分
（午後5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。
※12月21日（木）は休館 ☎3452－4951

お 知 ら せ
ふれあいの湯の日曜・休日の利
用開始時間を早めます
　混雑緩和策として、4～10月まで、
利用者が多い日曜・休日に限り利用
開始時間を試行的に1時間早めてい
ましたが、12月1日（金）からは日
曜・休日の利用時間を本格的に1時
間早めます。※11月30日（木）までは
施設改修工事のため、臨時休業しま
す。
実施日　日曜・休日
利用時間　午後2時～11時
所区立公衆浴場ふれあいの湯
問保健福祉課福祉活動支援係
 ☎3578－2381

環状第二号線新橋・虎ノ門地区
の都市計画案の縦覧
件名　東京都市計画地区計画の変更
縦覧期間　12月1日（金）～15日（金）
縦覧場所　都市計画課（区役所6階）、
東京都都市計画課（都庁第二本庁舎
12階）
意見書の提出先　郵送または直接、
〒163－8001新宿区西新宿2－8－1　
東京都都市整備局都市づくり政策部
都市計画課へ。
説明会
　縦覧する案の説明会を次の日程で
開催します。
対どなたでも
時 11月30日（木）午後6時30分～8時
所きらきらプラザ新橋
人 60人（会場先着順）※保育あり（4
カ月～就学前、5人程度。11月24日
（金）正午までに、港区都市計画課
へ）
申当日直接会場へ。
問東京都都市整備局都市計画課
 ☎5388－3225
都市計画課都市計画係 ☎3578－2215

浜松町駅西口地区関連の都市計
画案の縦覧
件名　（1）地区計画の変更 （2）防火

地域及び準防火地域の変更（3）用途
地域の変更 
縦覧期間　12月1日（金）～15日（金）
縦覧場所　（1）（2）港区都市計画課
（区役所6階）（3）東京都都市計画課
（都庁第二本庁舎12階）および港区都
市計画課（区役所6階）  
意見書の提出先　郵送または直接、
（1）（2）〒105－8511芝公園1－5－25
　都市計画課都市計画係へ。（3）〒
163－8001新宿区西新宿2－8－1　東
京都都市整備局都市づくり政策部都
市計画課へ。
説明会
　縦覧する案の説明会を次の日程で
開催します。
対どなたでも
時 12月1日（金）午後6時30分～8時
所神明いきいきプラザ
人 80人（会場先着順）※保育あり（4
カ月～就学前、5人程度。11月24日
（金）正午までに、港区都市計画課
へ）
申当日直接会場へ。
問東京都都市整備局都市計画課
 ☎5388－3225
都市計画課都市計画係 ☎3578－2215

「第2回区民景観セレクション」
を募集します
　「あなたが誇り、愛着を持つ景観」
を応募してください。応募の中から
数件を選んで「区民景観セレクショ
ン」として公表します。
応募部門　（1）メインテーマ部門：
「昔ながらの雰囲気や寺町の風情な
ど、味わい深い歴史・文化を感じる
景観」（2）選択応募部門：（1）以外のテ
ーマから自由に選択して応募
応募資格　区内在住・在勤・在学者
その他　グランプリ（1件）には記念
品をお贈りします。
申港区ホームページから応募いた
だくか、応募用紙に必要事項を明記
の上、郵送または直接、平成30年2
月13日（火・必着）までに、〒105－
8511　港区役所都市計画課へ。応募
用紙は、都市計画課（区役所6階）で
配布している他、港区ホームページ
からダウンロードもできます。
問都市計画課街づくり計画担当
 ☎3578－2204・10

求人・区民委員募集
港区保健所運営協議会委員
　区内の公衆衛生や保健所の運営に
ついて審議する委員を募集します。
対 18歳以上の区民で、平日の日中
に年1回程度開催される会議に参加
できる人
任期　平成30年2月1日～平成32年1
月31日
人 2人
報酬　出席委員には区の基準による
報酬
申郵送で、封書の表に「委員希望」
と明記し、「港区の保健衛生に望む
こと」（400字程度）・住所・氏名・年
齢・電話番号を明記の上、12月8日
（金・必着）までに、〒108－8315　
みなと保健所生活衛生課庶務係へ。
 ☎6400－0041
※電子申請サービス
http://www.shinsei.elg-front.jp/
tokyo/
からも申し込めます。

港区職員（技能Ⅵ（作業Ⅲ））
対平成30年4月1日現在35歳未満の
人
採用予定日　平成30年4月1日（日）
第一次試験日　平成30年1月6日（土）
人若干名
選体力測定、択一試験、作文試験
および面接
申直接、12月11・12日（月・火）午
前9時～午後1時に、申込用紙（写真
添付）等を、区役所10階受付会場へ。
申し込み受け付け時に簡単な体力測
定を行います。※受験資格・採用選
考日程・勤務場所等について詳しく
は、選考案内（申込用紙）をご覧くだ
さい。選考案内（申込用紙）は、人事
課人事係（区役所10階）・各総合支
所・台場分室・港区立各図書館等で
配布しています。選考案内（申込用
紙）は港区ホームページからダウン
ロードもできます。
問人事課人事係 ☎3578－2108

ご意見募集（パブリックコメント）
都市再生整備計画事後評価（環
状2号線周辺地区）
　区では、「都市再生整備計画（環状
2号線周辺地区）」が、事業最終年度
を迎えるにあたり、取り組みの成果
を評価する事後評価を実施していま
す。このたび「事後評価シート（案）」
をまとめましたので、ご意見を募集
します。
対区内在住・在勤・在学者
閲覧方法　港区ホームページ「施
策・計画に対するご意見」の他、都

市計画課（区役所6階）、区政資料
室（区役所3階）、総合案内（区役所1
階）、各総合支所、各港区立図書館
（高輪図書館分室を除く）でご覧にな
れます。
ご意見の提出方法　ご意見・住所・
氏名を明記の上、港区ホームペー
ジ、郵送またはファックスで、12月
22日（金・必着）までに、〒105－
8511　港区役所都市計画課街づくり
計画担当へ。
 ☎3578－2244　FAX3578－2239

港区生物多様性地域戦略－生物
多様性みなとプラン－（素案）
　区では、生物多様性の保全と持続
可能な利用のために策定した港区生
物多様性地域戦略について、これま
での効果の検証と計画の見直しを行
い、「港区生物多様性地域戦略－生
物多様性みなとプラン－（平成30年
度～32年度）」の素案をまとめました
ので、ご意見を募集します。
対区内在住・在勤・在学者
閲覧方法　港区ホームページ、環境
課（区役所8階）、区政資料室（区役所
3階）、総合案内（区役所1階）、各総
合支所、各港区立図書館（高輪図書
館分室を除く）、エコプラザでご覧
になれます。
ご意見の提出方法　ご意見・住所・
氏名を明記の上、港区ホームペー
ジ、郵送・ファックスまたは直接、
12月20日（水・必着）までに、〒105
－8511　港区役所環境課緑化推進担
当へ。 ☎3578－2331　FAX3578－2489

募集住宅
家族向け
（1）区営住宅1戸　
●シティハイツ港南：1戸
（2）都営住宅（地元割当）：2戸
●赤坂五丁目：1戸（2人以上入居向
け）
●港南四丁目第2：1戸（3人以上入居
向け）
（3）区立住宅3戸
●シティハイツ高輪：3戸
（4）特定公共賃貸住宅3戸　
●シティハイツ竹芝：1戸
●シティハイツ神明：2戸
単身者向け
（1）区営住宅1戸
●シティハイツ芝浦：1戸
（2）特定公共賃貸住宅1戸
●シティハイツ桂坂：1戸
主な申込資格
　区内在住であること（単身者は3年
以上）、家族向けは同居親族がいる
こと、世帯の所得が基準内であるこ
と、現に住宅を必要としているこ
と、住民税の滞納がないこと等で
す。
　詳しくは、「申込のしおり」をご覧
ください。
「申込のしおり」の配布期間
　12月1日（金）～11日（月）
※土・日曜を除く。

「申込のしおり」の配布場所
　各総合支所協働推進課・台場分
室、いきいきプラザ、港区指定管理
者㈱東急コミュニティー虎ノ門支店
※区民向け住宅ホームページ
　http://www.minato-sumai.jp/
　からダウンロードもできます。
※ 郵送も可能ですので、お問い合わ
せください。

申込受付期間
　郵送で、12月14日（木・必着）まで
に、募集案内添付の封筒で、指定の
宛先へ。
申込資格の見直しについて（区営住
宅のみ）
　区営住宅申込資格の「特に居住の
安定を図る必要があるもの」に該当
する子育て世帯の子どもの年齢を引
き上げました。
　詳しくは、区民向け住宅ホームペ
ージをご覧ください。
※ 港区借上住宅は申込順入居者募集
を行っています。詳しくは、区民
向け住宅ホームページをご覧くだ
さい。

港区指定管理者㈱東急コミュニテ
ィー虎ノ門支店 ☎5733－0129

問い合わせ

担当課　住宅課住宅管理係

◆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。

区民向け住宅（区営・区立・特定公共賃貸）入居者
募集および都営住宅（地元割当）入居登録者募集

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。

つな ぐ コーナー

と全国をと全国を港区港区

　北海道のオホーツク海側に位置する
佐呂間町は、日本で3番目に大きい湖で
ある「サロマ湖」に面しています。町の面
積は約400平方キロメートルで港区の20
倍ほどもあります。サロマ湖産のホタテ
は日本有数の生産量を誇り、他にも北
海シマエビ、今が旬のカキ等多くの海
産物がとれます。また、日照時間が長
く、昼夜の寒暖差が大きい気候は豊か
な農産物を育みます。特にカボチャの
生産が盛んで、濃厚な味わいで知られ
るえびすカボチャが有名です。
　佐呂間町と港区の関わりは、平成2年
に同町が近隣自治体と一緒に、区内で
合同観光物産展を開いたことから始ま
りました。平成10年には佐呂間町単独
で、三田商店街振興組合と慶応仲通り
商店会が主催する「まちぐるみ三田納涼
カーニバル」に参加し、以来毎年出展し
ています。それらがきっかけとなり、平
成20年に港区と「商店街友好都市との交
流に関する基本協定」を結びました。観
光・物産の産業振興で交流するだけで
なく、災害時には互いに支援もすると
いう友好な関係を築いています。
　「佐呂間町の素晴らしさをさまざまな

イベントを通じて、港区民の皆さんに
伝えたいと思っています。平成29年10
月に開かれた『みなと区民まつり』『全国
交流物産展in新橋』にも出展し、ホタテ
の浜焼きや海産物等を販売し大好評で
した」と佐呂間町の担当者は話します。

　大自然に包まれた佐呂間町は「森と湖
のまち」をキャッチフレーズにしていま
す。町のシンボルであるサロマ湖は四
季折々の表情を見せてくれます。「サロ
マ湖展望台から
の雄大な眺め、
キムアネップ岬
から見る夕日は
絶景です。今後
も港区と交流を
深め、区民の皆さんが佐呂間町に来て
いただけるようにPRや企画を考えたい
と思っています」と話してくれました。

サロマ湖に面した「森と湖のまち」
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キムアネップ岬の夕日

とき 内容 時間 ところ

2
（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

みなと図書館ライブラリーコンサート
「60sインストゥルメンタルコンサート」

午後2時～3時30分
（午後1時30分） みなと図書館（90人）

バリアフリー映画会「あぶあぶあの奇跡」 午後2時～3時55分
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

みんなの工作会「ツリーを飾ろう！」  午後2時～3時30分
（午後1時30分） 赤坂図書館

「響きあう美しい音の世界　朗読とマンドリン」午後2時～4時（午後1時30分） 麻布図書館（30人）

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

バリアフリー映画会「母べえ」 午後2時～4時20分
（午後1時30分） 麻布図書館（30人）

4
（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

5
（火）

おはなし会「ツリーさん」他 午後2時40分～3時 台場区民センター

7
（木）

16ミリ映画会「酔いどれ天使」 午後1時～2時40分
（午後0時30分） みなと図書館（90人）

8
（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

大人の折紙講座「干支を折る 戌
いぬ

」 午後2時～3時
（午後1時30分） 高輪図書館（10人）

9
（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

おはなし会「100にんのサンタクロース」他 午前11時～11時30分 三田図書館

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「女猫」 午後2時～3時50分
（午後1時30分） 港南図書館（45人）

10
（日）

Storytime in English
（英語でおはなし会） 午後2時30分～3時 麻布図書館

12
（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） 神明子ども中高生プラザ

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

映画会「麦秋」 午後2時～4時10分
（午後1時30分） 麻布図書館（30人）

おはなし会「ぼくのイスなのに！」他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

December

12
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

港南図書館
神明子ども中高生プラザ
障害保健福祉センター
麻布子ども中高生プラザ
高輪子ども中高生プラザ
高輪図書館分室

港区スポーツセンター
白金台児童館
台場区民センター
港南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
三田図書館

☎3452－4151
☎3444－1899
☎5500－2355
☎3450－9576
☎5443－7338
☎3452－4951

☎3458－1085
☎5733－5199
☎5439－2511
☎5447－0611
☎3443－1555
☎3443－1666

赤坂子ども中高生プラザ
みなと図書館
赤坂図書館
高輪図書館
麻布図書館

☎5561－7830
☎3437－6621
☎3408－5090
☎5421－7617
☎3585－9225

14
（木）

親子で遊ぼうおはなし会「あーそーぼ」他 午前10時30分～11時 高輪図書館

DVDシアター
「NHKスペシャル ヒューマンなぜ人間になれたのか
『第4集 そしてお金が生まれた』」

正午～午後0時50分
（午前11時30分） 三田図書館（60人）

映画会「忠臣蔵「天の巻」「地の巻」（総集編）」 午後1時～2時50分
（午後0時30分） みなと図書館（90人）

16
（土）

ぴよぴよおはなし会－おひざでだっこ－
「さんかくサンタ」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

みなとシネクラブ「椿姫」
（原題:Camille）

午後1時～2時40分
（午後0時30分） みなと図書館（90人）

一般映画会「ポストマン」 午後2時～3時55分
（午後1時30分） 赤坂図書館（35人）

おはなし会「はじめてのかさじぞう」他 午後3時～3時30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「めがねうさぎのクリスマスったら
クリスマス」他 午後2時30分～3時 麻布図書館

19
（火）

プレママおはなし会 午前10時～11時30分 みなと図書館

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

21
（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

22
（金）

映画会「レンブラント 描かれた人生」
（原題:REMBRANDT）

午後2時～3時25分
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

23
（土・祝）

おはなし会「モモンガのはいたつやさんと
クリスマスのおとしもの」他 午後2時～2時30分  赤坂図書館

映画会「ストーリー・オブ・ラブ」
（原題:The Story of Us）

午後2時～3時40分
（午後1時30分） 麻布図書館（30人）

きしゃポッポおはなし会 午後2時30分～3時 麻布図書館

24
（日）

おはなし会「ぴったりのプレゼント」他 午後2時～2時30分 高輪図書館

映画会「アンデルセン物語」
（原題:Hans Christian Andersen）

午後2時～3時55分
（午後1時30分） 三田図書館（60人）

26
（火）おはなし会「すっぽんぽーん」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「ねんどろん」他 午前10時30分～11時 港南図書館

28
（木）おはなし会「ゆきがやんだら」他 午前10時30分～11時 三田図書館

　区では、開かれた透明性の高い
区政の推進・区民参画の推進のた
めに、皆さんから区政に対するさ
まざまなご意見・ご提案等（以下
「区民の声」）をいただき、信頼さ
れる区政の実現をめざすとともに
区政運営の参考としています。
　回答が必要なものについては、
担当課から文書または電話で、原
則14日以内に回答することとして
います。
「区民の声」の公表について
　電話・来訪・手紙・広聴はが
き・広聴メールおよび広聴ファッ
クス等でお寄せいただいた「区民
の声」は、個人情報に関する内容
等を除き、ご意見・ご提案の内容
と区の対応・考え方の要旨等を港
区ホームページ等で原則として公
表します。
区に寄せられた「区民の声」の一部
をご紹介します
ペットマナー向上の看板について
　私の住む地域では、新しい高層

マンションが建てられ、住民が増
えるにつれ、ペットも増えた。区
が設置した「ペットマナー向上」の
看板は、公園では見かけるが、な
ぜこの地域の道路とかにはないの
か。
区の対応・考え方
　区では、ペットマナー向上のた
めに、犬のしつけ方教室の実施
や、パンフレットやマナープレー
トの作成等の啓発活動を行ってい
ます。当該地域においても、他地
域と同様、必要に応じてペットの
マナーに係る啓発看板を設置して
おりますが、今後も引き続き皆さ
んのご意見等に応じて看板の増設
等の対応を行ってまいります。
※ その他のご意見・ご提案等は、
港区ホームページをご覧くださ
い。

区長室広聴担当
 ☎3578－2050～2

問い合わせ

区政への
ご意見・ご提案について




