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利用できる日時　表1のとおり
利用できる店舗　セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、
コミュニティ・ストア、ミニストップ
※マルチコピー機（キオスク端末）がある店舗に限ります。
受け取れる証明書　表2のとおり
コンビニ交付サービスを利用するには
　マイナンバーカード（個人番号カード）または住民基本台帳カード
と、暗証番号登録が必要です。暗証番号登録については、各総合支
所区民課窓口サービス係へお問い合わせください。� ☎2面欄外参照

みなとコール� ☎5472－3710

　区役所、各総合支所・台場分室、みなと保健
所等の窓口業務や区立施設の開館日は、

　上記期間と異なる施設は、右のとおりです。
　各種届け出や、証明等が必要なときは、早め
に手続きを済ませてください。特に、印鑑登録
は日数がかかる場合があります。
　戸籍の届け出は年末年始の期間中でも、区役
所1階の宿直室で受け付けますが、戸籍届書の
確認ができません。できる限り事前に、戸籍届書
記載内容および必要書類について各総合支所区
民課窓口サービス係（芝地区総合支所は戸籍係）
に確認してください。

年末は12月28日（金）まで、
年始は1月4日（金）からです。

施設名 年末 年始 特記事項
各港区立図書館

（高輪図書館分室を除く） 12月28日（金）午後5時まで 1月4日（金）から

みなとリサイクル清掃事務所 12月30日（日）午後4時25分
まで 1月4日（金）から 12月29日（土）は午後4時25分

まで
港区スポーツセンター 12月30日（日）まで 1月4日（金）から
各港区立運動場 12月30日（日）まで 1月4日（金）から
氷川武道場 12月30日（日）まで 1月4日（金）から
芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ

12月30日（日）午後6時15分
まで 1月4日（金）から 12月29日（土）は午後6時15分

まで

区立公衆浴場「ふれあいの湯」 12月31日（月）まで 1月5日（土）から 1月2日（水）は午前9時～午後
1時営業

臨海斎場
12月31日（月）まで
※��式場（通夜）は12月30日
（日）まで

葬儀・火葬施設は1月4日
（金）から
※�通夜は1月3日（木）から

※�各高齢者相談センターの12月29日（土）～1月3日（木）の受付時間は、午前9時～午後5時です（在宅介護や介護予防
に関する電話での相談は、この時間以外も受け付けできます）。

※�子ども家庭支援センター、各児童館、飯倉学童クラブおよび各子ども中高生プラザ（高輪子ども中高生プラザを
除く）は、12月29・30日（土・日）も施設を開放します（利用時間は施設ごとに異なります）。詳しくは、事前にご
確認ください。

コンビニ交付サービスを利用する場合

年末年始の窓口案内

年末年始の証明書類の受け取り方法のご案内 年末年始に証明書類が必要な場合は、
次の方法で受け取ることができます。

利用できる日時　表1のとおり
受け取れる証明書　表2のとおり
予約・受け取り方法　本人が電話で、平日の午後4時までに、各総
合支所区民課窓口サービス係（芝地区総合支所は証明交付担当）また
は台場分室にお申し込みください。証明書の受け取り場所によって
予約先が異なりますのでご注意ください。印鑑登録証明書の場合
は、印鑑登録証（カード）が必要です。
　受け取りには、本人を確認できる書類（運転免許証、パスポート
等）と手数料1通当たり300円（釣り銭のないようにお願いします）、
印鑑登録証明書の場合は印鑑登録証（カード）も必要です。
※�午後4時以降の予約は、翌日以降の受け取りになります。
予約先と受け取り場所　表3のとおり

電話予約サービスを利用する場合

表1�年末年始のコンビニ交付サービスおよび電話予約サービスを利用できる日時

利用方法
12月 1月

22～24日
（土～月・祝）

25～28日
（火～金）

29～31日
（土～月）

1～3日
（火・祝～木） 4日（金）

コンビニ交付サービス 午前6時30分～
午後11時

午前6時30分～
午後11時 × × 午前6時30分～

午後11時

電話予約
サービス

予約 × 午前8時30分～
午後4時 × × 午前8時30分～

午後4時

受け取り 午前9時～
午後5時

午後5時15分～
8時 × × 午後5時15分～

8時
×…利用できません

表2 �受け取れる証明書 コンビニ交付サービス 電話予約サービス
住民票（世帯全員・世帯一部）※1 ○ ○
印鑑登録証明書　 ○ ○※3
戸籍（全部・個人）事項証明書※1・2 ○ ×
特別区民税都民税課税証明書（直近3年分） ○ ×
特別区民税都民税納税証明書（直近3年分） ○ ×
戸籍の附票※1・2 ○ ×
○…受け取れます　　　　　×…受け取れません
※1 現在のもの
※2 �本籍地が港区の場合のみ。ただし、氏名に使われている文字によっては、コンビニ交付サービスが利用できな

い場合があります。
※3 �印鑑登録をした本人で、印鑑登録証（カード）の提示ができる人が対象です。代理人では、予約・受け取りがで

きません。

表3�電話予約サービスの予約先と受取場所
予約先 受取場所

芝地区総合支所
☎3578－3144 区役所1階　宿直室

麻布地区総合支所
☎3583－4151 麻布区民センター

赤坂地区総合支所
☎5413－7011 赤坂区民センター

高輪地区総合支所
☎5421－7611 高輪区民センター

芝浦港南地区総合支所
☎3456－4151

男女平等参画センター
（みなとパーク芝浦2階）

芝浦港南地区総合支所
台場分室
☎5500－2351

台場区民センター



◆各総合支所区民課窓口サービス係◆　芝地区☎3578－3141　麻布地区☎5114－8821　赤坂地区☎5413－7012　高輪地区☎5421－7612　芝浦港南地区☎6400－0021
◆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
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　区では、認可保育所等の入所待
機児童の早期解消のため、平成31
年4月から、新設の保育施設の空
きクラスを活用した1歳児定員拡
大事業を開始します。
対象児童
　次の要件を全て満たす人が対象
です。
（1）区内在住で、平成29年4月2日
～平成30年4月1日生まれの児童
（2）保護者が就労・疾病等の事由
により児童を保育することができ
ず、保育の必要性の認定を受け、
港区認可保育園等に平成31年度入
所申請をしたが、入所に至らなか�
った児童
※�認可保育園等を2園以上希望し
ている人が対象です。希望が1
園のみの人は対象とはなりませ
ん。

一人で悩んで
いませんか？

子どもだけが使える子どもだけの相談ネットです。

保育課保育支援係�☎3578－2445
各総合支所区民課保健福祉係
� ☎欄外参照

※�認可保育園・認定こども園・港
区保育室・地域型保育事業等を
利用している児童は対象になり
ません。

※�延長保育の実施時間は、実施保
育園と同様です。

利用料金
　認可保育園・認定こども園・港

両親学級
　主に父親になる人に体験してい
ただく実習（乳幼児の風呂、衣類
の着脱、妊婦体験ジャケット）と
グループワーク、講義（お産につ
いて）を実施します。
対区民で、出産予定日が平成31年
2～5月の妊婦とそのパートナー（1
人での参加可）
時2月2・16日（土）午後1時～3時45
分（いずれかにお申し込みくださ
い）
所恩賜財団母子愛育会4階（南麻布
5－6－8）
人45組（抽選）
持ち物　母子健康手帳、筆記用具
申電話で、1月5日（土）～20日（日）
に、みなとコール（受付時間：午
前9時（初日は午後2時）～午後5時）
へ。※参加予定者には詳細を1月
下旬頃発送予定� ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

母親学級
　これから母親になる人の地域で
の仲間づくりと、妊娠・出産・育
児についての情報提供を目的とし
た母親学級を行います。
対区民で、出産予定日が平成31年
2～6月の妊婦
時2月8・15・22日（金・全3回）午
後2時～4時（2月22日（金）のみ午後
1時～2時30分と午後3時～4時30分
の2回制）
所みなと保健所
人80人（申込順）
持ち物　母子健康手帳、筆記用具
申電話で、1月31日（木）までに、
みなとコール（受付時間：午前9時
～午後5時）へ。� ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

母子メンタルへルス相談
　妊娠・出産・育児期の女性が抱
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（申込時に
お申し出ください）
時1月11日（金）・28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

うさちゃんくらぶ
　初めてのお子さんと保護者の交
流会です。地区別での自己紹介や
情報交換、助産師の講話等を行い
ます。
対区民で、平成30年11月生まれの
第1子とその保護者
時芝・麻布・赤坂地区在住者：2
月13日（水）、高輪・芝浦港南地区
在住者：2月27日（水）いずれも午
後1時30分～3時30分
所みなと保健所
人各50組（抽選）
持ち物　バスタオル、母子健康手帳
申電話で、1月5日（土）～14日（月・
祝）に、みなとコール（受付時間：
午前9時（初日は正午）～午後5時）
へ。※抽選結果は1月中旬発送予
定� ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

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。申込時にお申し出ください）
時1月23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
対区民で、平成30年9～12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1月7日（月）午前9時30分～11時
30分（受け付けは午前10時15分ま
で）
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

1月の乳幼児健診・育児相談
対4カ月児育児相談（平成30年9月

生まれの人）、1歳6カ月児健康診
査（平成29年6月生まれの人）、3歳
児健康診査（平成27年12月生まれ
の人）
申該当者には通知しています。届
かない人は、お問い合わせくださ
い。※転入した人、健診がお済み
でない人は、ご相談ください。
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30年8月生まれの
お子さんのいる保護者
時1月25日（金）午前11時～正午、
午後1時30分～2時30分
所みなと保健所
人各回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
申電話で、12月21日（金）～1月6日
（日）に、みなとコール（受付時間：
午前9時（初日は午後3時）～午後5
時）へ。※抽選結果は全員に1月15
日（火）発送予定� ☎5472－3710
担健康推進課健康づくり係

子育て座談会「寝かしつけにつ
いて」
対麻布地区総合支所管内に在住の
区民で、3歳未満のお子さんがい
る保護者
時1月31日（木）午後1時30分～3時
所麻布区民センター
人10人（申込順）※保育あり（4カ月
～3歳未満、10人。申込時にお申
し出ください）
申電話で、1月11日（金）までに、
麻布地区総合支所区民課保健福祉
係へ。� ☎5114－8822

1月の高輪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その保
護者

（1）ほっとひといき子育て相談
時・所①白金台児童館：1月8日（火）
②豊岡児童館：1月17日（木）③高輪
児童館：1月31日（木）④高輪子ども

中高生プラザ：1月8日（火）・17日
（木）・31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1月19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
対高輪地区在住の1歳未満のお子
さんとその保護者
時1月15日（火）午後1時30分～3時
（受付時間：午後1時15分～1時30分）
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、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

すくすく育児相談
対区民で、乳幼児とその保護者
時1月16日（水）相談受付時間：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

平成30年度港区文化プログラム
連携事業「子どものためのジャ
ズ＆日本舞踊」
対小・中学生とその保護者
時1月27日（日）午後2時～4時
所麻布区民センター
内ワークショップと小ライブ
人150人（申込順）
申ファックスまたはメールで、件
名を「子どものためのジャズコン
サート参加希望」として、氏名・
学校名・学年・連絡先・保護者氏名
を明記の上、（特）キッズファンへ。
問（特）キッズファン
� ☎6277－3210　FAX4243－3143
メール：sanka@kidsfun.or.jp
地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2538

区保育室・地域型保育事業等の保
育料と同額。
※�詳しくは、「保育園入園のごあ
んない平成31年度版」をご確認
ください。

提出書類
　空きクラスを活用した1歳児定
員拡大事業利用申請書
※�提出書類は、2月1日（金）から保
育課・各総合支所区民課で配布
する他、港区ホームページから
ダウンロードもできます。

申し込み
　申請書を、郵送または直接、2月
1日（金）～3月8日（金・必着）に、
〒105－8511　港区役所保育課保
育支援係（区役所7階）へ。各総合
支所区民課保健福祉係でも申し込
めます。

実施施設
　表のとおり
利用可能期間
　4月1日～平成
32年3月31日
※�1カ月単位の
利用更新で、
原則最長1年
間利用可能

利用可能日・利
用可能時間
　月～土曜（祝
日、年末年始を
除く）
　午前7時15分
～午後6時15分

1歳児定員拡大事業空きクラスを
活用した についてのお知らせ

平
成
31
年
3
月
ま
で
港
区
役
所
本
庁
舎
の
大
規
模
改
修
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

表 事業実施施設一覧
地区 事業実施園 住所 定員（人）

芝
小鳩ナーサリースクール
浜離宮（仮称） 浜松町1－3、4、5 5

新橋保育室 新橋6－12－4 10

麻布
コスモス西麻布保育園 西麻布2－2－2　

NKホームズ1階B 5
ふたばクラブ東麻布保育
園（仮称） 東麻布1－5 5

高輪

高輪さつき保育園 高輪1－16－15　
自動車部品会館2階 5

さくらさくみらい高輪
（仮称） 高輪2－6 5

三光保育室 白金3－18－2 10
マリー保育園白金高輪

（仮称） 白金3－2－3 5
芝浦
港南

ゆらりん港南緑水保育園
（仮称）

港南4－7－37
（港南緑水公園内） 10
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人10人（60歳以上の新規の人優先
で抽選）
費用　1000円（テキスト代）
申電話または直接、12月28日（金）
までに、飯倉いきいきプラザへ。
� ☎3583－6366

食と健
け ん こ う

口講座
　口腔

くう

機能の維持、正しい栄養の
摂り方等を専門の先生から学びま
しょう。
対60歳以上の区民
時1月15・29日（火・全2回）午前10
時～11時30分
所青南いきいきプラザ
人10人（申込順）
費用　100円（教材費）
申電話または直接、1月8日（火）ま
でに、青南いきいきプラザへ。
� ☎3423－4920

年末だよ全員集合「年越しそば
の振る舞い」
対60歳以上の区民
時12月29日（土）午前11時～午後2
時
所白金いきいきプラザ
人100人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問白金いきいきプラザ
� ☎3441－3680

季節に似合うプリザーブドフラ
ワーアレンジメント講座
　季節に合った作品を作ります。
花器付きです。
対60歳以上の区民
時1月23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）
持ち物　ハサミ、持ち帰り袋（約
20センチメートル×約25センチ
メートル）
申電話または直接、1月13日（日）
までに、豊岡いきいきプラザへ。

簡単ポーセリンアート講座「世
界にひとつだけのお皿を作ろ
う」
対おおむね50歳以上の区民
時1月22日（火）午前10時～11時、
午前11時～正午
人各10人（抽選）
費用　2000円（材料費）
所三田いきいきプラザ
申電話または直接、1月12日（土）
までに、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

サラブレッド講座「人と馬の絆」
　サラブレッドの「歴史」や「早く
走る秘密」等を学びます。
対おおむね50歳以上の区民
時1月31日（木）午後2時～3時
人30人（抽選）
所三田いきいきプラザ
申電話または直接、1月18日（金）
までに、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

初めてのパソコン教室
　初心者向けの教室です。パソコ
ンの基礎から始まり、ワードの使
い方、はがきの作成まで学びま
す。
対おおむね60歳以上の区民
時2月2日～3月9日（2月23日を除く
毎週土曜・全5回）午後2時～3時30
分
所神明いきいきプラザ
人10人（抽選）
申電話または直接、1月15日（火）
までに、神明いきいきプラザへ。
� ☎3436－2500

ゴルフ教室「ゴルフスコアアッ
プのための体力づくり教室」
対50歳以上の区民
時1月20日～2月24日（毎週日曜・
全6回）午前10時～11時
所飯倉いきいきプラザ

　区内の特別養護老人ホーム（白
金の森、港南の郷、サン・サン赤
坂、麻布慶福苑、ベル、新橋さく
らの園、ありすの杜きのこ南麻
布、洛和ヴィラ南麻布）では、要
介護度、介護者の状況等を考慮し
た入所基準に基づき、入所の必要
性が高い申込者から優先して入所
していただくための入所順位名簿
を作成しています。
対象
　要介護3～5と認定され、常時介
護が必要な人

特別養護老人ホーム
入所申し込み受付
平成31年度前期
（4月1日～9月30日）
入所順位名簿

高齢者支援課高齢者施設係
� ☎3578－2420

　要介護1・2の人は、やむを得な
い事情により特別養護老人ホーム
以外での生活が著しく困難である
と認められた人
申し込み
　本人または代理人が、直接、1
月31日（木）までに、入所申込書に
必要事項を明記し、介護保険被保
険者証と印鑑を持参の上、各高齢
者相談センター（地域包括支援セ
ンター）、特別養護老人ホーム、
高齢者支援課（区役所2階）へ。

� ☎3453－1591

介護家族の会に参加しませんか
　介護についての悩みや不安等
を、お互いに話し、交流する場で
す。
対家族を介護している人、介護経
験のある人どなたでも
時（1）芝地区介護家族の会：1月15
日（火）午後1時30分～3時（2）南麻
布ホッと・ネット：1月24日（木）午
後1時30分～3時30分（3）北青山「絆
の会」：12月21日（金）午後2時～4時
（4）高輪地区みんなで語ろう会：1
月17日（木）午後2時～3時30分（5）
芝浦港南地区「かいごカフェ」：1
月11日（金）午後2時～3時30分
所（1）芝地区高齢者相談センター
（2）麻布地区高齢者相談センター
（3）赤坂地区高齢者相談センター
（4）白金台いきいきプラザ（5）芝浦
港南地区高齢者相談センター
申当日直接会場へ。

問各高齢者相談センター
� ☎欄外参照
担高齢者支援課高齢者相談支援係

みんなとオレンジカフェ
　認知症の人やその家族等が気軽
に相談や交流のできる場です。
対どなたでも
時（1）12月26日（水）（2）1月9日（水）
（3）1月10日（木）（4）1月16日（水）
（5）1月18日（金）いずれも午前10時
～午後4時
所（1）みなと保健所（2）ありすいき
いきプラザ（3）介護予防総合セン
ター（みなとパーク芝浦2階）（4）赤
坂区民センター（5）高輪区民セン
ター
費用　各200円（飲み物代）
申当日直接会場へ。
問高齢者支援課高齢者相談支援係
� ☎3578－2409
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歯並び・かみ合わせ相談
　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1月30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

平成30年度港区教育委員会表彰
候補者の推薦
　都大会規模以上の行事（学業、
研究活動、スポーツ、芸術等）で優
勝またはそれに相当する成績を収
め、他の模範となる功績があった
幼児・児童および生徒を表彰しま
す。推薦書は、港区ホームページ
からダウンロードできます。
対区内在住・在学の幼稚園児、
小・中学生
表彰式日時　2月7日（木）午後4時
所区役所
申推薦書および表彰内容がわかる
書類を、1月9日（水）までに、在籍
する学校（園）へ。学校（園）への提
出が困難な場合は、郵送または

ファックスで、住所・氏名・電話
番号を明記の上、〒105－8511　
港区役所教育推進部教育長室教育
総務係へ。
� ☎3578－2829　FAX3578－2759

育児サポート子むすび 第Ⅲ期
協力会員養成講座
　育児サポート子むすびは、子育
ての支援を受けたい人（利用会員）
と子育ての支援をしたい人（協力
会員）が会員になり、地域の中で
互いに助け合いながら子育てをす
る会員制の相互支援活動です。協
力会員として活動するには「協力
会員養成講座」の受講が必要です。
年間3回（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期）実施し、1
年の間で、全科目を受講すれば登
録できます。
対18歳以上（高校生不可）で、区で
保育支援活動をしたい人、講座修
了後に支援活動ができる人
時2月4日（月）・6日（水）・12日
（火）・14日（木）・19日（火）・20日
（水）
所みなと保健所、麻布地区総合支
所
内保育の心（2時間）、心の発達と
その問題（4時間）、身体の発達と

病気（2時間）、小児看護の基礎知
識（4時間）、安全・事故（救命講習
含む）（3時間）、子どもの世話（2時
間）、子どもの遊び（2時間）、子ど
もの栄養と食生活（3時間）、事業
を円滑に進めるために（3時間）、
計25時間
人30人（申込順）
費用　2000円（テキスト代）
申電話またはファックスで、1月
25日（金）までに、（社福）港区社会
福祉協議会ボランティア・地域活
動支援係へ。
� ☎6230－0284　FAX6230－0285
担子ども家庭支援センター子育て
支援係

平成30年度港区地域こぞって子
育て懇談会「みんなで聞こう、
いっしょに話そう～泣いて笑っ
て、ありのまま子育て〇

ま る

！～」
　区内の子育て環境向上のため、
子育て中の人、地域で子育てを応
援する人等が集う場です。
対区内在住・在勤・在学者
時1月26日（土）（1）懇談会：午後1
時～3時30分（2）交流会：午後3時
30分～4時（3）地域情報コーナー：
正午～午後4時（時間内は入退室自

由）
所みなと保健所
内（1）みんなで聞こう「わたし流、
子ども・子育て応援あれこれ」、
いっしょに話そう「泣いて笑っ
て、ありのまま子育て〇

まる

！」（2）子
どもも大人も一緒に楽しめるプロ
グラム（音楽遊び等）（3）区内で活
動する子ども・子育て応援グルー
プ・団体の活動紹介
人100人（申込順）※お子さんの同
伴可※保育あり（4カ月～就学前、
20人。1月17日（木）までに、申込
時にお申し出ください）※手話通
訳あり（ファックスで、1月17日
（木）までに、子ども家庭支援セン
ターへ。FAX3455－4539）
申電話で、12月21日（金）～1月23
日（水）に、みなとコール（受付時
間：午前9時（初日は午後3時）～午
後5時）へ。� ☎5472－3710
担子ども家庭支援センター子育て
支援係

◆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
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　区では、毎年6月と12月の年2回、財政状況
についてお知らせしています。
　今回は、平成29年度決算のあらましと、平
成30年度上半期（4～9月）の予算執行状況等に
ついてお知らせします。

　平成29年度は、「区民の誰もが安
全・安心に、夢と希望を持って暮ら
せる躍動感に満ちた活力ある港区」
を実現するために施策を推進してき
ました。
　歳入決算額は、特別区税、国庫支
出金等が減となったものの、特別区
交付金、都支出金、繰入金等が増と
なったことにより、前年度比494億
円、率にして36.4パーセント増の

1,848億円となりました（グラフ1）。
　歳出決算額は、総務費における震
災復興基金への積み立てや教育費に
おけるゆかしの杜（郷土歴史館、が
ん在宅緩和ケア支援センター等）の
整備等の増により、前年度比464億
円、率にして36.1パーセント増の
1,749億円となりました（表1・グラ
フ2）。
　経常収支比率（※）は、株式等譲渡
所得割交付金等の経常的な財源の増
により、前年度比0.5パーセント減
の67.5パーセントとなりました。

港区の家計簿平成29年度
平成30年度

平
成

30

年12月
21日港区公報

号
外

表1�港区基本計画における施策体系別決算額
事項 予算額 決算額 執行率

Ⅰ�かがやくまち 612億8,400万円 605億4,449万円 98.8％
❶�都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを
支えるまちをつくる 567億9,920万円 561億9,148万円 98.9％

❷環境にやさしい都心をみなで考えつくる 44億8,479万円 43億5,301万円 97.1％
Ⅱ�にぎわうまち 33億9,172万円 32億2,119万円 95.0％

❶�地域の課題を自ら解決できるコミュニ
ティをつくる 13億8,319万円 13億1,500万円 95.1％

❷�港区からブランド性ある産業・文化を発
信する 20億 853万円 19億 619万円 94.9％

Ⅲ�はぐくむまち 853億5,209万円 826億8,818万円 96.9％
❶明日の港区を支える子どもたちを育む 451億8,541万円 437億1,472万円 96.7％
❷�生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住
を支援する 401億6,668万円 389億7,346万円 97.0％

Ⅳ�実現をめざして 296億9,004万円 284億1,373万円 95.7％
計 1,797億1,785万円 1,748億6,760万円 97.3％

平成29年度決算のあらまし

※�経常収支比率とは、財政の弾力性を示す総合的な指標です。この比率が高いほど新たな
住民ニーズに対応できる余地が少なくなり、財政は硬直化していることになります。

※各グラフの（　　）内は構成比

計数については、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、合計等と一致しない場合があります。

歳 入 歳 出 278億7,065万円 262億9,392万円 ～

52億7,808万円（18.9％）
20億1,784万円（7.2％）

79億7,618万円（28.6％）

55億5,495万円（19.9％）
70億4,360万円（25.3％）

国 民 健 康 保 険 料

国 庫 支 出 金
共 同 事 業 交 付 金

前期高齢者交付金
そ の 他 9億   786万円（3.5％）

15億   920万円（5.7％）

136億7,483万円（52.0％）

32億9,636万円（12.5％）
69億   568万円（26.3％）

保 険 給 付 費

後期高齢者支援金等
共 同 事 業 拠 出 金

介 護 納 付 金
そ の 他

52億8,369万円 52億2,462万円 ～

1億6,847万円(3.2％)

2億4,480万円(4.7％)

48億1,135万円(92.1％)

2億9,358万円(5.6％)

18億6,240万円(35.2％)

31億2,771万円(59.2％) 後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料
繰 入 金

そ の 他 そ の 他

総 務 費

広域連合負担金

歳 入 歳 出 

～160億1,755万円 155億189万円

4億6,708万円（3.0％）
6億1,644万円（4.0％）
8億9,754万円（5.8％）
135億2,083万円（87.2％）

26億2,272万円（16.4％）
24億9,035万円（15.5％）
31億7,357万円（19.8％）
77億3,091万円（48.3％） 保 険 給 付 費

地域支援事業費
総 務 費
そ の 他

介 護 保 険 料
（支払基金交付金含む）

繰 入 金
国 庫 支 出 金

そ の 他

歳 入 歳 出 

グラフ3 国民健康保険事業会計の決算額

グラフ4 後期高齢者医療会計の決算額

グラフ5 介護保険会計の決算額

平成27年度 1,294億3,385万円(100.0％)
712億6,796万円(55.1％)

平成28年度 1,354億4,487万円(100.0％)

768億2,639万円(56.7％)

平成29年度 1,848億1,087万円(100.0％)
767億4,343万円(41.5％) 200億9,610万円

(10.9％)

141億98万円(7.6％)
5,110万円(0.0％)

4,605万円(0.0％)

4,988万円(0.0％)

76億7,460万円(4.2％)

77億2,523万円(5.7％)

72億1,332万円(5.6％)

26億7,775万円(1.4％)

27億3,308万円(2.0％)

26億9,907万円(2.1％)

634億6,690万円(34.3％)

153億9,758万円(11.4％)

165億9,584万円(12.8％)

134億7,768万円(10.0％)

148億8,994万円(11.5％)

192億3,885万円
(14.2％)

167億1,784万円
(12.9％)

■特別区税…区民税やたばこ税等　■地方消費税交付金…地方消費税のうち区へ交付されるもの　■地方特例交付金…地方税減収の一部補塡
■使用料及び手数料…施設の使用料や住民票の発行手数料等　■国・都支出金…国や東京都からの補助金等　■諸収入…貸付金返還金や区の預金利子等　■その他…繰入金等

グラフ1 歳入決算額の推移

平成29年度 1,748億6,760万円(100.0％)

538億287万円(30.8％)

430億8,526万円(33.5％)

496億7,023万円(41.4％)

597億516万円(34.1％)

267億5,430万円
(20.8％)

169億8,399万円
(14.1％)

142億6,407万円(8.2％)

140億2,168万円(10.9％)

125億5,363万円(10.5％)

250億8,026万円
(14.3％)

177億6,352万円
(13.8％)

189億7,158万円
(15.8％)

54億7,201万円(3.1％)

52億881万円(4.1％)

49億259万円(4.1％)

80億3,734万円(4.6％)

131億2,605万円(10.2％)

79億7,716万円(6.6％)

7億7,005万円(0.4％)

9億9,196万円(0.8％)

13億8,350万円(1.2％)

77億3,583万円
(4.4％)

75億6,437万円(5.9％)

76億6,276万円(6.4％)

平成28年度 1,285億1,596万円(100.0％)

平成27年度 1,201億543万円(100.0％)

■総務費…区役所の運営や防災のために　■民生費…高齢者や障害者、子どもたちのために　■教育費…学校教育や社会教育等のために　■土木費…道路、公園、住宅等の整備のために
■環境清掃費…環境保全や清掃事業のために　■諸支出金…基金の積み立て等のために　■公債費…特別区債の返済のために　■その他…衛生費、産業経済費等

グラフ2 歳出決算額の推移

　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（グラフ3）。

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

港区役所本庁舎内に夜間
・休日等に立ち入る場合、
手続きが必要です

　セキュリティ対策強化のため、港区役所本庁舎の4階以上（9階を除く）に立ち入る場合、本庁舎1階の宿直室で
手続きが必要です。手続きが必要な時間帯は次のとおりです。ご理解のほどよろしくお願いします。
●平日：夜間～早朝（午後8時30分～翌日午前7時45分）
●土・日曜、祝日、年末年始：終日　

問い合わせ
契約管財課庁舎改修工事担当
☎3578－2275

一般会計

　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4）。

　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5）。
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　平成30年度上半期（4～9月）の予算執行状況等は、グラフ6～9のとおりで
す。また、公有財産の現況については表2、基金と特別区債の現在高につい
ては、表3・4のとおりです。

区民負担の概況
　特別区民税の課税額は、9月30日現在、737億6,321万円（納税義務者数14万
7,881人）です。区民1人当たり、1世帯当たり、納税者1人当たりの負担額を
計算すると、表5のとおりです。
一時借入金
　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が、実績はありません。

平成30年度上半期（4～9月）の予算執行状況等 表2 �公有財産の現況（9月30日現在）
種別 内訳 数量・面積 金額
土地 区役所・学校・公園等の敷地 248カ所 804,386.29㎡ 6,743億　765万円
建物 区役所・学校・公園等の建物 360棟 711,789.80㎡ 1,926億　141万円
工作物 区役所・学校・公園等の工作物 － 45億5,845万円

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 5件 117万円

合計 8,729億8,582万円

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
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

表3 �基金の現在高（9月30日現在）
　合　計 �1,542億1,349万円　前年同期に比べ、100億4,459万円増加
区民1人当たりの基金 59万9,968円 前年同期に比べ、3万1,046円増加

1世帯当たりの基金 105万6,945円 前年同期に比べ、5万6,099円増加
※人口（25万7,036人）、世帯数（14万5,905世帯）は、10月1日現在

表4 �特別区債の現在高（9月30日現在）
　合　計 �9億1,173万円　前年同期に比べ、5億1,390万円減少
区民1人当たりの区債 3,547円 前年同期に比べ、2,079円減少

1世帯当たりの区債 6,249円 前年同期に比べ、3,648円減少
※�人口・世帯数は、表3と同様

表5 �特別区民税負担の概要（9月30日現在）
区民1人当たりの負担額 28万6,976円 前年同期に比べ、3,089円増加

1世帯当たりの負担額 50万5,556円 前年同期に比べ、6,143円増加

納税者1人当たりの負担額 49万8,801円 前年同期に比べ、3,963円増加
※�人口・世帯数は、表3と同様

財政課財政担当� ☎3578－2100
○表2について
契約管財課管財係� ☎3578－2131

グラフ6 一般会計の予算執行状況（9月30日現在）

特別区税

地　方
消費税
交付金

使用料
及　び
手数料

国　庫
支出金

繰入金

繰越金

その他

772億9,644万円(55.4％)

339億6,647万円(43.9％)

108億4,131万円(7.8％)

67億5,647万円(62.3％)

79億9,682万円(5.7％)

63億1,263万円(79.9％)

139億1,418万円(10.0％)

40億8,229万円(29.3％)

110億1,963万円(7.9％)

27億7,564万円(25.2％)

23億2,466万円(1.7％)

49億7,362万円(214.0％)

163億5,937万円(11.7％)

47億4,806万円(29.0％)

● 一般会計 ● 予算額 1,396億5,241万円

収入済額計 636億1,518万円(45.6％) 490億9,333万円(35.2％)

119億8,400万円(8.6％)

169億6,143万円(12.2％)

140億6,426万円(10.1％)

53億6,736万円(3.8％)

537億2,562万円(38.5％)

56億9,799万円(4.1％)

318億5,176万円(22.8％)

61億　225万円(50.9％)

53億　368万円(31.3％)

26億5,922万円(18.9％)

15億1,716万円(28.3％)

215億5,400万円(39.6％)

23億6,437万円(41.5％)

98億9,266万円(31.1％)

支出済額計

その他

教育費

土木費

衛生費

民生費

環　境
清掃費

総務費

～ ～
グラフ7 国民健康保険事業会計の予算執行状況（9月30日現在）

都支出金

国　民
健　康
保険料

その他

● 国民健康保険事業会計 ● 予算額 242億2,118万円

収入済額計 120億38万円(49.5％) 83億4,373万円(34.5％)

8億6,631万円(3.6％)

138億9,115万円(57.4％)

94億6,372万円(39.1％)

2億7,269万円(31.5％)

57億3,220万円(41.3％)

23億3,884万円(24.7％)

支出済額計

その他

保　険
給付金

国　民
健康保険
事業費

77億6,664万円(32.1％)

33億2,965万円(42.9％)

137億2,451万円(56.7％)

57億3,584万円(41.8％)

27億3,004万円(11.3％)

29億3,489万円(107.5％)

グラフ8 後期高齢者医療会計の予算執行状況（9月30日現在）

後期高齢者
医　療
保険料

繰入金

その他

● 後期高齢者医療会計 ● 予算額 53億 7,167万円

収入済額計 20億8,357万円(38.8％) 16億2,056万円(30.2％)

2億4,301万円(4.5％)

49億5,030万円(92.2％)

1億7,836万円(3.3％)

3,863万円(15.9％)

15億1,905万円(30.7％)

6,288万円(35.3％)

支出済額計

その他

総務費

広　域
連　合
負担金

20億5,788万円(38.3％)

10億2,894万円(50.0％)

31億9,625万円(59.5％)

9億5,877万円(30.0％)

1億1,754万円(2.2％)

9,586万円(81.6％)

～ ～

グラフ9 介護保険会計の予算執行状況（9月30日現在）

介　護
保険料

その他

● 介護保険会計 ● 予算額 159億5,898万円

収入済額計 79億8,827万円(50.1％) 65億8,582万円(41.3％)支出済額計

その他

保　険
給付費

39億4,740万円(24.7％)

18億8,032万円(47.6％)

40億1,686万円(25.2％)

17億2,297万円(42.9％)

79億9,472万円(50.1％)

43億8,499万円(54.9％)

支払基金
交付金

地域支援
事業費～

8億　134万円(5.0％)

9億4,665万円(5.9％)

2億4,021万円(30.0％)

5億1,737万円(54.7％)

142億1,099万円(89.1％)

58億2,823万円(41.0％)

12月21日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	ワーク・ライフ・バランス推進企業認定証交付式＆シンポジウム、みんなでパラスポーツ体験、区立小学校紹介
（御成門小学校）　他　放送期間 	12月21日（金）～12月31日（月）
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。

収入済額
　事業の財源となる現金を収納した額
支出済額
　事業の実施に伴い経費を支出した額

歳　入 予算額（構成比）
収入済額（収入率）

予算額（構成比）
支出済額（執行率）歳　出
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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

精神障害者地域活動支援セン
ター一時移転の仮施設移転説明
会
　築50年を経過している精神障害
者地域活動支援センターを、現在
と同じ場所で改築し、平成33年4
月に新しい施設での運営を開始し
ます。改築期間中は、仮施設へ移
転します。
仮施設　浜松町エクセレントビル
3階（浜松町2－6－5）

平成30年度障害児・者を支援し
ている人への研修「障害者の権
利を守るために～成年後見制度
の活用～」
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1月18日（金）午後6時30分～8時
30分
所区役所9階会議室
人70人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、5人。1月11日（金）まで
にお申し込みください）

野田あすかさんのプロフィル
　テレビ等で紹介された話題のピ
アニスト。子どもの頃から人との
コミュニケーションがうまくとれ
ず、いじめを受け、転校を余儀な
くされる。22歳の時に初めて、
「発達障害」と診断された。たくさ
んの苦しみを抱え、自分の障害と
向き合ってきたことで、あすかさ
んの奏でる「やさしいピアノ」は多
くの人の感動を呼んでいる。
内容
◦野田　あすかさんの心がホッと
するミニ演奏会（30分）
◦野田　福徳さんの講演（60分）
テーマ：発達障害の娘との35年
　障害があっても、一生懸命、前
向きに生きようとしているご両親
とあすかさんの35年間についてお
話しいただきます。
費用
　無料
申し込み
　電話またはファックスで、12月
21日（金）～1月30日（水）に、電話
の場合は、みなとコール（受付時
間：午前9時（初日は午前11時）～
午後5時）へ。� ☎5472－3710
　ファックスの場合は、住所・氏

名（ふりがな）・電話番号・ファッ
クス番号、同伴者の人数、保育の
有無、車いす使用の有無、その他
特に配慮が必要な事項の有無を明
記の上、障害者福祉課障害者福祉
係へ。

　平成28年4月1日に、障害者差別
解消法が施行されました。
　区は、地域の皆さんに、障害者
差別解消法の趣旨や障害者への理
解を深めていただくとともに、障
害のある人もない人も、互いに、
その人らしさを認め合いながら、
共に生きる社会づくりについて地
域全体で考える契機とするため、
講演会を開催します。
対象
　どなたでも
とき
　2月3日（日）午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）
ところ
　高輪区民センター区民ホール
定員
　250人（申込順）
※手話通訳・要約筆記あり。保育
あり（4カ月～就学前、8人程度。1
月24日（木）までにお申し込みくだ
さい）
出演者　
　野田　あすかさん（発達障害の
あるピアニスト）
　野田　福徳さん（野田あすかさ
んの父）

移転日　平成31年3月1日（金）※施
設移転準備のため、2月23日（土）
は、臨時休館します。
説明会
対どなたでも
時1月23日（水）午後1時30分～2
時、1月24日（木）午後6時30分～7
時
所精神障害者地域活動支援セン
ター
人各50人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問障害者福祉課精神障害者担当
� ☎3578－2457

　1・2月は「はたちの献血」キャン
ペーン月間です。
　10～20代の献血者数は、平成19年
は約146万人でしたが、平成28年に
は約105万人となり、10年間で約30
パーセントも減少しています。
　成人式を迎える「はたち」の若者の
皆さんを中心とした、多くの人に献
血のご協力をお願いします。
　血液型・貧血の検査と、医師の問
診を受けてから採血を行うので、初
めての人も安心してご参加いただけ
ます。
対象
　どなたでも
とき
　（1）1月2・3日（水・木）午前10時～
午後4時（午前11時15分～午後0時30
分は中断）（2）1月11日（金）午前9時30
分～午後4時（3）1月18日（金）午前10
時～午後4時（午前11時30分～午後0
時45分は中断）
ところ
　（1）増上寺境内（芝公園4－7－35）
（2）日本赤十字社（芝大門1－1－3）
（3）港区役所9階会議室
申し込み
　当日直接会場へ。

申し込み　利用希望日の1カ月前の
同日からテレホンサービス、予約シ
ステム、またはJTBみなと予約セン
ターで申込順に受け付けます。
※�冬季区民保養施設は1月8日（火）宿
泊分まで開設しています。

利用者登録
　利用申し込みには利用者登録が必
要です。抽選申し込みの専用はがき
で登録できます。後日、ご自宅に利
用者登録証が送られます。
臨時休業のお知らせ
　熱川プリンスホテルは、1月15日
（火）に休業します。大平台みなと荘
は、1月22～24日（火～木）まで休業
します。

3月利用分抽選申し込み
対象　区民
申し込み　専用はがきを郵送で、1
月1日（火・祝）～12日（土・必着）
に、JTBみなと予約センターへ。専
用はがきは、各総合支所、各区民セ
ンター、地域振興課（区役所3階）、
JTB浜松町店・赤坂見附店にありま
す。または、区民保養施設テレホン
サービス・区民保養施設予約システ
ムで1月7日（月）～1月18日（金）に申
し込みください。抽選結果は1月末
にご自宅に郵送します。
空き室申し込み
対象　区民、区内在勤者

区民保養施設を減額した料金で利用
できます
　65歳以上の区民（年度内に65歳に
なる人を含む）は、本人確認書類の
提示のみで、大平台みなと荘および
熱川プリンスホテルをそれぞれ、年
度内2泊まで、1泊（2食付き）につき
次の減額した料金でご利用できま
す。
大平台みなと荘　利用料金（9500～1
万500円）を3000円に減額
熱川プリンスホテル　利用料金から
2100円を減額
※�土・日曜、年末年始（12月31日～1
月3日）の減額利用はできません。
※�チェックイン時に本人確認書類が

確認できない場合は減額できませ
ん。

保健福祉課福祉活動支援係
� ☎3578－2381
東京都赤十字血液センター
� ☎5272－3523

担当課　地域振興課地域振興係

登録・利用・申し込み
12月28日（金）～1月6日（日）は受け
付け休止
JTBみなと予約センター
午前10時30分～午後6時30分（土・
日曜、祝日を除く）�☎5434－7644
区民保養施設テレホンサービス
施設番号：大平台みなと荘「11」、
熱川プリンスホテル「67」
午前8時～午後10時�☎6268－8250
区民保養施設予約システム
空き室照会等� 午前5時～午前0時
抽選空き室申し込み等
� 午前8時～午前0時
https://hoyo.city.minato.tokyo.jp
区民保養施設事業について
みなとコール� ☎5472－3710

区民保養施設利用案内
大平台みなと荘・熱川プリンスホテル・冬季区民保養施設

■平成31年度千代田区立神田一橋中学校通
信教育課程生徒募集
対象　都内在住・在勤で、次の全てに該当
する人（1）昭和21年3月31日以前の尋常小学
校卒業者または国民学校初等科修了者（2）
高等学校の入学資格がない人　選考日時　
2月3日（日）午前10時　定員　若干名　申し
込み　郵送または直接、願書に必要事項を
明記の上、1月25日（金・消印有効）までに、
〒101－0003千代田区一ツ橋2－6－14　千
代田区立神田一橋中学校へ。願書は千代田
区立神田一橋中学校で配布しています　問
い合わせ　千代田区立神田一橋中学校　☎
3265－5961

情報アンテナ

障害者福祉課障害者福祉係
�☎3578－2383　FAX3578－2678

問い合わせ・申し込み

野田　あすかさん・野田　福徳さん

　　 献血
キャンペーン
はたちの

誰もが自分らしく輝いて生きるまち
障害者差別解消法啓発講演会
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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
12月23日（日・祝） 一ツ木薬局 赤坂3－21－16 3583－0698
12月24日（月・振休） 梅花堂薬局 元赤坂1－5－2　永島ビル 5474－0538
12月29日（土・年末） 三田薬局（南青山） 南青山1－1－1　西館1階 3796－5371
12月30日（日・年末） 北村薬局 南青山5－1－25 3400－2091
12月31日（月・年末） 北村薬局 南青山5－1－25 3400－2091
1月1日（火・祝） 北村薬局 南青山5－1－25 3400－2091
1月2日（水・年始） シミズファーマシー 西麻布4－18－16 3407－0794
1月3日（木・年始） シミズファーマシー 西麻布4－18－16 3407－0794

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

12
月
23
日（
日・祝
）

藤田クリニック（内・小） 南青山2－22－19　三和青山ビル8階 5772－7381
西麻布インターナショナルクリ
ニック（小・内） 西麻布3－17－20　LY西麻布2階 6447－5966

東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
とがし歯科医院（歯） 芝5－31－16　YCCビル2階 5443－6755
赤坂デンタルクリニック（歯） 赤坂3－13－13　中村ビル3階 3589－1548

★岸本クリニック（内） 六本木5－16－4　
六本木エーワンビル4階 3589－2112

12
月
24
日（
月・振
休
）

もとやまクリニック（内） 白金1－8－9 3473－2866
山王病院（小） 赤坂8－10－16 3402－3151
赤坂見附前田病院（内・外） 元赤坂1－1－5 3408－1136
小林歯科医院（歯） 西麻布3－2－11　第2谷沢ビル 3404－8489
★伊皿子坂医院（内・小） 高輪2－16－52－101 5447－7701

12
月
29
日（
土・年
末
）

アザブ循環器・内科クリニック（内）元麻布3－4－8 5411－0405
古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011
虎の門病院（内） 虎ノ門2－2－2 3588－1111
岡田歯科医院（歯） 芝4－4－5　三田KMビル1階 3453－6931
ルカデンタルクリニック（歯） 南青山2－22－4－1階 6804－1293
★西麻布クリニック（内） 西麻布3－20－6　杉友ビル1階 3403－6696

12
月
30
日（
日・年
末
）

鈴木医院（内） 白金台4－12－11 3441－6668
北里研究所病院（内・外） 白金5－9－1 3444－6171
国際医療福祉大学三田病院

（内・外） 三田1－4－3 3451－8121

元麻布ファミリエデンタル
クリニック（歯）

元麻布3－1－30
フォルトウーナ元麻布101 6434－0090

★芝浦アイランド内科
クリニック（内）

芝浦4－20－4
芝浦アイランドブルームホームズ2階 5730－0221

12
月
31
日（
月・年
末
）

白金坂の上診療所（内・小） 白金台4－7－8　ストーリア白金2階 3447－3232
赤坂見附前田病院（内・外） 元赤坂1－1－5 3408－1136
東京都済生会中央病院（内・外） 三田1－4－17 3451－8211
岩崎歯科医院（歯） 東新橋2－5－14　MSK新橋ビル1階 3434－3522
橋本歯科医院（歯） 赤坂7－5－27　赤坂パインクレスト304 3585－8864
★川島医院（内） 虎ノ門1－8－14　三昭ビル3階 3519－6651

1
月
1
日（
火・祝
）

南赤坂クリニック（内） 赤坂1－11－36　
レジデンスバイカウンテス420 5561－9258

古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011
虎の門病院（内） 虎ノ門2－2－2 3588－1111
榊原デンタルクリニック（歯） 南麻布2－5－15－2階 3456－2507
★しば胃腸こうもんクリニック（内）芝4－11－5　KTビル3階 6453－9307

1
月
2
日（
水・年
始
）

六本木北浜診療所（内・小） 六本木6－1－20　六本木電気ビル2階 3402－0792
北里研究所病院（内・外） 白金5－9－1 3444－6171
国際医療福祉大学三田病院
（内・外） 三田1－4－3 3451－8121

鈴木歯科医院（歯） 高輪1－26－10 3441－5365
岡村歯科医院（歯） 南麻布4－11－28 3444－7911
★中村クリニック（内） 六本木4－11－13 3401－8003

1
月
3
日（
木・年
始
）

白金台おがわクリニック（内） 白金台3－8－3 6447－7081
赤坂見附前田病院（内・外） 元赤坂1－1－5 3408－1136
東京都済生会中央病院（内・外） 三田1－4－17 3451－8211
さいた歯科クリニック（歯） 南青山3－18－16　ル・ボワビル501 3402－1516
★劉内科整形外科（内） 南麻布2－2－13　麻布ハイプラザ205 5476－5489
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

（休日及び年末年始のみ）

※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。

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

ださい）
申電話で、12月21日（金）から、みな
とコール（受付時間：午前9時（初日
は午後2時）～午後5時）へ。
� ☎5472－3710
担健康推進課健康づくり係

胃・大腸がん検診
対35歳以上の区民
時2月1日（金）～28日（木）午前8時30
分～9時30分
所こころとからだの元氣プラザ（千
代田区飯田橋3－6－5）
人20人（申込順）
申電話で、1月4日（金）から、健康推
進課健康づくり係（受付時間：午前9
時～午後5時）へ。� ☎6400－0083

芝地区合同囲碁交流会
　小講座と多面打ち指導碁を行いま
す。
対区民
時1月20日（日）小講座：午前10時～
10時25分、多面打ち指導碁：午前10
時30分～午後1時
人入門、初級～中級、上級～有段各
10人（抽選）
所虎ノ門いきいきプラザ
申電話または直接、1月10日（木）ま
でに、虎ノ門いきいきプラザへ。
� ☎3539－2941

～午後8時、土曜午前10時～午後5
時）へ。※詳しくは、がん在宅緩和
ケア支援センターホームページ
https://www.minato-hpccsc.jp/
をご覧ください。
� ☎6450－3421　FAX6450－3583

認知症の理解と予防
　認知症看護認定看護師による認知
症に関するセミナーです。
対どなたでも
時1月26日（土）午後2時～3時
所がん在宅緩和ケア支援センター
人30人（申込順）
申電話またはファックスで、氏名・
電話番号を、1月25日（金）午後8時ま
でに、がん在宅緩和ケア支援セン
ター（受付時間：月～金曜午前10時
～午後8時、土曜午前10時～午後5
時）へ。※詳しくは、がん在宅緩和
ケア支援センターホームページ
https://www.minato-hpccsc.jp/
をご覧ください。
� ☎6450－3421　FAX6450－3583

管理栄養士が教える！適塩のすすめ
「がんばらない『減塩』をはじめま
せんか（料理実演）」
対区内在住・在勤・在学者
時1月31日（木）午後1時30分～3時
所みなと保健所
人30人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、10人。申込時にお申し出く

問がん在宅緩和ケア支援センター
（受付時間：月～金曜午前10時～午
後8時、土曜午前10時～午後5時）
� ☎6450－3421

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
時1月16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。※
保育あり（4カ月～就学前、2人。1月
9日（水）までにお申し込みください）
� ☎6400－0084

アピアランス個別相談
　手術や抗がん剤、放射線治療の副
作用による脱毛、爪の変色、肌のく
すみ等の外見変化に関してお悩みの
人への支援をしています。
対区民で、がん患者とその家族
時1月24日（木）午後0時30分～1時30
分
所がん在宅緩和ケア支援センター
人3人（申込順）
申電話またはファックスで、氏名・
電話番号を、1月23日（水）午後8時ま
でに、がん在宅緩和ケア支援セン
ター（受付時間：月～金曜午前10時

精神保健福祉相談
　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1月7日（月）・18日（金）・23日
（水）・28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

くつろぎカフェ
　がんを患った人とその家族が、気
軽に立ち寄り、安心してゆっくり過
ごせる場として、くつろぎカフェを
催します。
対がんを患っている人または患った
ことのある人、その家族
時1月8日（火）午後1時30分～3時30分
※時間内は入退室自由です。
所がん在宅緩和ケア支援センター
申当日直接会場へ。※詳しくは、が
ん在宅緩和ケア支援センターホーム
ページ
https://www.minato-hpccsc.jp/
をご覧ください。

※区役所・総合支所・都庁への郵便は、郵便番号と宛先（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、全て無料です。

◆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



区長室広報係　☎3578－2036
 「広報みなと」の
自宅配送について

「広報みなと」は、希望する区民の皆さんに自宅配送しています。また、自宅配送をしている人で、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。

8 平成30年（2018年）12月21日

「ちぃばす」年末年始の臨時ダイ
ヤ運行
　全ての路線で土・日曜および祝日
ダイヤの間隔を変更して運行しま
す。田町ルートは30分間隔、青山
ルート・高輪ルート・芝浦港南ルー
トは40分間隔、赤坂ルート・芝ルー
トおよび麻布東・西ルートは60分間
隔となります。
　なお、一部のルートで始発と終発
の時刻および終発の間隔も変更とな
りますので、ご注意ください。
時12月29日（土）～1月3日（木）
箱根駅伝に伴う交通規制
　田町・芝・麻布東・高輪ルートで
遅れが生じる場合があります。
時往路：1月2日（水）午前8時～9時頃、
復路：1月3日（木）午後1時～2時頃
問（株）フジエクスプレス
� ☎3455－2213
地域交通課地域交通係�☎3578－2279

「お台場レインボーバス」年末年
始の臨時ダイヤ運行
　土休日ダイヤで運行します。
時12月29日（土）～1月3日（木）�
問ケイエム観光バス（株）
� ☎6380－7701
地域交通課地域交通係�☎3578－2278

使用済みパソコンの無料回収を
開始しました
　区は、小型家電リサイクル法の認
定事業者であるリネットジャパン
（株）と協力して、12月1日から、使
用済みパソコンの無料回収を開始し
ました。回収したパソコンから取り
出した金属は、東京2020大会で使用
する金・銀・銅メダルにも活用され
ます。
回収手順　（1）使用済みパソコンを
処分したい人は、リネットジャパン
のホームページから申し込み（2）申
し込み後に無料でダウンロードでき
るデータ消去ソフトでパソコンの
データを消去し、ダンボールに梱包
（3）宅配業者が希望の日時にパソコ
ンを回収※詳しくは、リネットジャ
パンホームページ
http://www.renet.jp/
をご覧ください。
問みなとリサイクル清掃事務所運営
係� ☎3450－8025

高輪図書館の館内用エレベ－ター
工事を行います
　館内用エレベーターの取り替え工
事に伴い、高輪図書館の利用を一部
制限します。カウンターでの資料の
貸し出し・返却業務は継続します
が、館内書架での閲覧等は休止しま
す。
　なお、新聞・雑誌等を閲覧する場
合は、工事による振動・騒音・臭い
等が生じることをご理解ください。
詳しくは、港区立図書館ホームペー
ジをご覧ください。
時1月中旬～3月末（予定）
問みなと図書館� ☎3437－6621
高輪図書館� ☎5421－7617

フェフルール横（みなとパーク芝浦1
階）、アトリウム（みなとパーク芝浦
2階）
問総務課人権・男女平等参画係
� ☎3578－2027

30～40代シングル女性向け「わた
しらしい未来を描くための人生計
画書作成講座」
対30～40代独身女性
時1月25日（金）午後6時30分～8時30
分
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）
人20人（申込順）※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。男女平等参画センター
ホームページからも申し込めます。
� ☎3456－4149

ドキュメンタリー「20世紀に輝い
た世界の女性たち」ココ・シャネ
ルにみる女性の生き方を考える
ワークショップ
対どなたでも
時1月29日（火）午後6時40分～8時40
分
所リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）
人50人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、4人程度。1月10日（木）まで
に、申込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。男女平等参画センター
ホームページからも申し込めます。
� ☎3456－4149

介護×育児×家事・しごと「多重ケ
アの実態と地域支援について学ぼ
う」
対どなたでも
時2月1日（金）午後7時～8時30分
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）
人20人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、6人程度。1月17日（木）まで
に、申込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。男女平等参画センター
ホームページからも申し込めます。
� ☎3456－4149

冬のコンサート「震災から8年、心
に響け！津軽三味線コンサート」
対どなたでも
時1月24日（木）午後2時～3時30分
所高輪区民センター　
人60人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
12月29日（土）～1月3・17日（木）は休
館� ☎5421－7617

問保健福祉課福祉活動支援係
� ☎3578－2381

介護のしごと面接・相談会
　区内で介護に従事する人材を確保
するため、介護のしごと面接・相談
会を開催します。
対どなたでも
時1月29日（火）午後1時～4時（受付時
間：午後3時30分まで）
所港区スポーツセンター（みなと
パーク芝浦内）
申当日直接会場へ。
問介護保険課介護事業者支援係
� ☎3578－2821

清掃工場個人見学会
　区民の皆さんに、清掃工場の理解
を深めていただくため、個人見学会
を開催します。
対区内在住・在勤・在学者
時1月19日（土）午後1時30分～3時
所港清掃工場（港南5－7－1）※公共
交通機関をご利用ください。
人50人（申込順）
申電話で、1月17日（木）午後3時まで
に、港清掃工場（受付時間：月～土
曜午前9時～午後5時）へ。
� ☎5479－5300

あきる野環境学習「城山登山と酒
蔵見学」
対20歳以上の体力に自信のある区民
※未成年の人は保護者同伴でも参加
できません。※勾配が急な山（標高
434メートル）を往復約2時間かけて
登山します。
時1月27日（日）午前8時30分～午後5
時30分頃※午前8時15分区役所集
合、往復バスで移動
所あきる野市
人40人（抽選）
費用　2000円
申電話またはファックスで、1月17
日（木）までに、（株）タビックスジャ
パン八重洲支店（受付時間：土・日
曜、祝日および12月28日（金）～1月3
日（木）を除く午前9時30分～午後6
時）へ。（株）タビックスジャパン特
設ページ
h t t p : / /www . t a b i x . c o . j p /
akiruno/
からも申し込めます。※「タビック
ス　あきる野環境学習」で検索でき
ます。
� ☎3275－3200　FAX3275－0880
問環境課地球環境係� ☎3578－2497

人権啓発パネル展
　子ども・高齢者・障害者・外国人
の人権、同和問題、インターネット
による人権侵害等、各種人権啓発パ
ネルを展示します。通常の展示に加
え、世界人権宣言70周年を記念した
世界人権宣言書画パネル展、犯罪被
害者支援啓発展示、写真展「イエメ
ンの子どもたち・世界の子どもたち
展」を同時開催予定です。※詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。
時1月9日（水）～23日（水）午前8時～
午後11時
所アトリウム・区民ギャラリー・カ

第7回みなと国際交流・協力の日
「多文化都市の未来」
対どなたでも
時1月12日（土）午後1時～5時30分
所麻布区民センター区民ホール
内国際団体の活動紹介、日本文化紹
介、民族衣装を着ての写真撮影等
申当日直接会場へ。
問地域振興課国際化推進係
� ☎3578－2303
「みなと国際交流・協力の日」実行委
員会� ☎・FAX3447－0843

平成30年度港区文化プログラム連
携事業「シアターコモンズʼ19オー
プニング公演　犯罪部族法」
対小学生以上どなたでも
時演劇公演と出演者によるアフター
トーク：1月19日(土)午後3時～5時
15分、演劇公演とシンポジウム：1月
20日(日)午後1時～3時45分
所リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）
人各日150人程度（いずれも申込順）
費用　（1）高校生以下・70歳以上・
障害者：無料（2）学生：3000円（3）区
民：4000円（4）その他：4300円（1～3
月開催の「シアターコモンズ’19」内
の約8演目共通パス）
申1月10日（木）までに、（1）電話で、シ
アターコモンズ実行委員会へ。（2）
～（4）シアターコモンズ実行委員会
ホームページ
http://theatercommons.tokyoか
らお申し込みください。
問シアターコモンズ実行委員会（受
付時間：年末年始を除く午前10時～
午後6時）� ☎080－3936－6676
地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2538

消費者センター講師派遣事業公
開講座「整理収納セミナー今日か
ら使える整理術～モノの捨て方
しまい方～」
対区内在住・在勤・在学者
時1月25日（金）午前10時～正午
所消費者センター（みなとパーク芝
浦2階）
人20人（申込順）
申電話で、12月21日（金）午前9時か
ら、消費者センターへ。
� ☎3456－4159

公衆浴場年始湯（朝湯）
対どなたでも
時1月2日（水）
所

浴場名 ところ 電話番号 時間
アクアガ
－デン三
越湯

白金5－
12－16

☎3441
－9576

午前8時～
正午

麻布黒美
水温泉　
竹の湯

南麻布1
－15－12

☎3453
－1446

午前8時～
午後1時

南青山
清水湯

南青山3
－12－3

☎3401
－4404

午前8時～
午後1時

ふれあい
の湯

芝2－2
－18

☎5442
－2639

午前9時～
午後1時

費用　大人（12歳以上）：460円、中
人（小学生）：180円、小人（未就学
児）：80円
申当日直接各浴場へ。

※区役所・総合支所・都庁への郵便は、郵便番号と宛先（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、全て無料です。
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定も行います。
禁煙外来マップ
　区内の禁煙外来実施医療機関や区の禁煙支援情
報を掲載しています。港区ホームページからダウ
ンロードできます。
禁煙講習会
　加熱式たばこ等の新しいたばこに関する情報
や、禁煙外来の費用およびスケジュール等につい
て、医師による講習会を開催します。
対象
　どなたでも
とき
　1月23日（水）午後7時～8時30分
ところ
　みなと保健所
定員
　40人（申込順）�
※�保育あり（4カ月～就学前、6人。申込時にお申
し出ください）

申し込み
　電話で、12月21日（金）から、みなとコール（受
付時間：午前9時（初日は午後1時）～午後5時）へ。
� ☎5472－3710

禁煙外来治療費助成の概要
対象
　20歳以上の区民で、18歳未満の子どもまたは妊
婦と同居している人
助成金額
　1万円
※�自己負担額が1万円未満の場合は、自己負担額
（100円未満を切り捨てた額）を助成。

※助成対象者1人につき1回限り。
申請書類
　禁煙治療前：助成金交付登録申請書
　禁煙治療全て終了後：助成金交付申請書兼請求
書、領収書、明細書等
申し込み
　申請書類を郵送で、〒108－8315　みなと保健
所健康推進課健康づくり係へ。
禁煙外来について
　喫煙がなかなかやめられないのは、ニコチンに
よる依存状態にあるのが原因です。禁煙外来で
は、ニコチンを含まない飲み薬等を使うことで、
たばこを吸いたくなる気持ちを抑え、我慢せずに
禁煙ができるようになります。
保険適用となる条件
⃝ニコチン依存症スクリーニングテストが5点以
上
⃝一日平均本数×喫煙年数（ブリンクマン指数）が
200以上（35歳以上のみに適用）
⃝直ちに禁煙を始めたいと思っている
◦禁煙治療を受けることを文書により同意してい
ること
⃝保険での禁煙治療を受けたことのある人は、前
回の禁煙治療の初回診療日から1年経過している
こと
禁煙外来治療の目安
通院回数　5回
通院期間　12週
保険適用でかかる医療費（自己負担額）　約1万
3000円～2万円
その他の禁煙支援
禁煙支援薬局
　港区禁煙支援薬局（区内75薬局）では、禁煙相談
が無料で受けられます（禁煙補助剤の購入は実
費）。
禁煙相談
　みなと保健所では、喫煙者やその家族を対象に
禁煙相談を実施しています（原則、毎月第2水曜の
午前。予約制）。肺年齢測定、一酸化炭素濃度測

受動喫煙による健康影響
　たばこの煙には、喫煙者が吸いこむ「主流煙」
と、喫煙者が排出した呼気に混じる「呼出煙」、燃
えているたばこから生じる「副流煙」があります。
副流煙には、発がん性物質やニコチン、一酸化炭
素等の有害物質が主流煙よりも数倍多く含まれて
います。他人の喫煙によりたばこから発生した煙
（副流煙・呼出煙）にさらされる受動喫煙は、健康
に影響を及ぼすことが分かっており、子どもへの
影響は深刻です（表1）。
　区民の喫煙率は、子育て世代であり、働き盛り
世代でもある40歳代の男性を筆頭に高くなってい
ます（グラフ1）。
　区では、子どもの受動喫煙による健康被害の防
止を目的として、禁煙外来で保険適用による禁煙
治療を受け、所定の治療（原則12週間に渡り、計5
回の受診）を全て完了した人に、治療にかかった
費用の一部を助成します。

万6300円（2）資格無：7万5700円、資
格有：8万5200円※夜間勤務の割り
振りがある場合は、資格無：9万
7500円、資格有：10万6500円※平成
30年度実績※交通費は別途支給
人（1）①4人程度②9人程度（2）16人程
度
選書類審査後、面接を実施します。
日時は書類審査後にお知らせしま
す。
申郵送または直接、履歴書（写真貼
付、希望職種、第1希望から第3希望
までの希望園（※）を備考欄に明
記）、（1）希望者のみ、応募の動機を
書いた原稿用紙（400字程度）を同封
の上、1月18日（金・必着）までに、
〒105－8511　港区役所保育課保育
支援係「区立保育園非常勤担当」（区
役所7階）へ。※募集園については、
港区ホームページをご覧ください。
問保育課保育支援係� ☎3578－2429

ロードもできます。
問教育指導課指導支援係
� ☎3578－2834

区立保育園非常勤職員
任用期間　4月1日～平成32年3月31
日（一定の条件を満たした場合、更
新も可）
募集職種　（1）保育員（2）特定保育員
対保育士資格を有し、都道府県知事
の保育士登録を受けている人（見込
み可）。（2）は、保育に興味・関心が
あり、熱意を有する人も可
業務内容　（1）保育園に勤務する保
育士の職務内容に準ずる職務（2）保
育補助
勤務時間　（1）①午前8時30分～午後
6時30分のうち週29時間（月～土曜の
うち週4日または5日）②午後2時30分
～8時30分のうち週5日29時間（月～
金曜）（2）午前7時～午後8時30分のう
ち週5日15時間（月～金曜）
報酬（月額）　（1）①18万3300円②20

平成31年度港区教育委員会少人
数指導講師登録
対小・中教員免許状取得者または取
得見込者（平成31年4月1日取得者）
任用期間　第1学期中、第2学期中、
第3学期中（学期ごとの任用）
勤務場所　港区立小・中学校
勤務日等　原則月～金曜（土曜勤務
の場合もあります。学校により勤務
日、勤務時間等が異なります）
報酬　時給2300円（交通費はおおむ
ね実費額支給）
選各学校が、登録者の中から選考
（書類審査・面接等）を行います。
申教育指導課（区役所7階）で配布す
る募集要項をご覧の上、申込書を、
郵送または直接、〒105－8511　港
区教育委員会事務局学校教育部教育
指導課指導支援係へ。募集要項・申
込書は港区ホームページからダウン

神明いきいきプラザ・神明子ど
も中高生プラザ臨時休館
　施設の設備点検のため臨時休館し
ます。
時1月27日（日）
問神明いきいきプラザ�☎3436－2500
神明子ども中高生プラザ
� ☎5733－5199
芝地区総合支所管理課施設運営担当
� ☎3578－3135

港区立図書館ホームページの利
用停止
　システムメンテナンスのため、港
区立図書館ホームページの利用を停
止します。
時12月28日（金）午後10時～1月4日
（金）午前9時※終了時間については
前後する場合あります。
問図書文化財課庶務係�☎3437－6621

※区役所・総合支所・都庁への郵便は、郵便番号と宛先（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、全て無料です。

区分
科学的根拠は因果関
係を推定するのに十
分である

科学的根拠は因果関
係を示唆しているが
十分ではない

大人 肺がん、脳卒中、虚
血性心疾患

鼻腔・副鼻腔がん、
乳がん、COPD（慢性
閉塞性肺疾患）等

子ども 乳幼児突然死症候群
（SIDS）、喘息の既往

低出生体重・胎児発
育遅延、喘息の重症
化、中耳疾患等

出典：厚生労働省「喫煙と健康　喫煙の健康影響に関する
検討会報告書」（平成28年8月）より作成

表 1 受動喫煙による健康影響
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（％） 男性
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15.415.4

5.25.2

26.226.2

7.77.7

18.718.7

21.321.3

12.212.2

8.38.3

13.713.7

5.85.85.15.1

18.218.2

グラフ 1 港区民の喫煙率

第30回港区民世論調査（平成27年度）より作成

健康推進課健康づくり係� ☎6400－0083
問い合わせ

の子育て・働き盛り世代
禁煙外来治療費の一部を助成します
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　区では、区役所1階ロビーを会場として、お子さ
ん連れの人はもちろん、どなたでも鑑賞できる無料
の音楽コンサートを開催しています。区内で活動し
ている文化芸術活動団体や音楽愛好家の皆さんの演
奏を発表する機会づくりと、区民の皆さんが気軽に
さまざまな音楽に親しめる環境づくりを目的として
います。

福岡県みやま市

第17回

　福岡県の南部に位置するみやま市
は、肥沃な土壌と豊富な水に恵まれた
農業のまちです。土地利用の耕地比率
は約4割にもおよび、一級河川・矢部
川や支流の清らかな水をたたえる田園
風景が広がります。セロリの日本三大
産地の1つで、西日本では最も多く収
穫しています。温暖な気候を生かした
山川ミカンやナスの栽培も盛んで、西
部の有明海では良質な海苔の養殖が行
われています。
　みやま市は国内で唯一、約700年の
歴史を誇る「幸若舞（公式には大頭流幸
若舞）」を今

こんにち

日まで伝存している地域で
す。「幸若舞」は国の重要無形民俗文化
財に指定されていて、毎年1月20日五
穀豊穣を願って、大江天満神社で奉納
されます。

　江戸時代から
親しまれてきた
長田鉱泉場は、
日本有数の炭酸
含有量を誇る天
然の軟水が湧き
出る観光名所で
す。「慢性的な

消化器の疾病や便秘に効果があるとい
われ、県外からも多くの人が訪れてい
ます。天然水の炭酸が飛ばないよう熱
交換で温度管理している足湯も楽しめ
ます」と、みやま市商工観光課の吉田
直樹さん。
　みやま市は、自治体新電力によるエ
ネルギーの地産地消と、市民一人一人
が生ごみを分別し、燃やさず液肥化す
ることによる2つの資源循環の取り組
みで知られています。平成30年3月に
は港区と「再生可能エネルギーの活用
に関する協定」を結び、同市の新電力
会社が福島県白河市の再生エネルギー
を区の施設に供給する試みが始まりま
した。
　九州の自然や風景を楽しむトレッキ
ング「九州オルレ」のコースに、「みや
ま・清水山コース」が認定されており、
そのコースをたどると室町時代の画僧�
・雪舟が作ったといわれる名勝・清水寺
本坊庭園等四季折々の景観を楽しめま
す。吉田さんは「美しい自然やおいし
い農産物もあり、ゆっくりと時間を過
ごせます。心と体を癒しにぜひ、お越
しください」と話してくださいました。

重要無形民俗文化財「幸
こ う

若
わ か

舞
ま い

」を国内で唯一伝存

幸
若
舞

5
（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

映画会「キートンの決死隊」
（原題：DOUGHBOYS）

午後2時～3時20分
（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

6
（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
お正月映画会「ゲット　スマート」

（原題：GET SMART）
午後1時～2時50分
（午後0時30分開場） みなと図書館

英語のおはなし会「英語であそぼう！」 午後2時～2時40分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館

DVDシアター「パーティクル・フィーバー 人類は
ヒッグス粒子を見た」（原題：PARTICLE FEVER）

午後2時～3時40分
（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

7
（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

お正月映画会「七つの顔」 午後1時～2時25分
（午後0時30分開場） みなと図書館

新春子ども映画会「ビッケと神々の秘宝」
（原題：Vicky and Treasure of the Gods）

午後2時～3時40分
（午後1時30分開場）

高輪図書館分室
（50人）

8
（火）おはなし会「おもち」　他 午後2時40分～3時 台場区民センター

9
（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「あかちゃん社長がやってきた」　他 午後2時30分～3時 港南図書館
おはなし会「うしろにいるのだあれ」　他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

10
（木）

DVDシアター「時代と歩んだ国鉄列車」
第10回「国鉄分割民営化」

正午～午後0時50分
（午前11時30分開場） 三田図書館（60人）

11
（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

12
（土）

ぴよぴよぴよおはなし会 「こねて のばして」　他 午前11時～11時20分 みなと図書館
おはなし会「しょうがつがくると」　他 午前11時～11時30分 三田図書館
映画会「チップス先生さようなら」

（原題：Goodbye, Mr.Chips）
午後2時～3時55分
（午後1時30分開場） 港南図書館（45人）

新春こどもらくご 午後3時～3時30分 みなと図書館

13
（日）

バリアフリー映画会
「ジャップ★ザ★ロック★リボルバー」

午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

15
（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

16
（水）プレママおはなし会 午後2時～3時

（午後1時30分開場） 麻布図書館

18
（金）

映画会
「神秘の火山密集地帯」「大峡谷、時の芸術」

午後1時～4時10分
（午後0時30分開場）

高輪区民センター
（50人）

19
（土）

ぴよぴよおはなし会 「おにのパンツ」　他 午前11時～11時20分 みなと図書館
一般映画会

「稚内発 学び座 ソーランの歌が聞こえる」
午後2時～3時45分

（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

みなと図書館講座
「第2回英語多読、はじめませんか？」

午後2時～4時30分ごろ
（午後1時30分開場） みなと図書館（90人）

おはなし会「てぶくろ」　他 午後3時～3時30分 みなと図書館

20
（日）

楽しく体験「ボードゲームで遊ぼう！」 午後0時30分～4時
（正午開場） 赤坂図書館（20人）

おはなし会「ゆうびんやさんおねがいね」　他 午後2時30分～3時 麻布図書館

麻布図書館日本再発見講座「日本の大道芸」 午後3時～4時
（午後2時30分開場） 麻布図書館（30人）

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

22
（火）おやこおはなし会「たった　たった」　他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

23
（水）おやこおはなし会「おやこでちゅっ！」　他 午前10時30分～11時 港南図書館

24
（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

おはなし会「かまくらレストラン」　他 午前10時30分～11時 三田図書館

25
（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

夜のDVDシアター
「被災地の水産加工業 経営者たちの戦いの記録4」

午後6時～6時40分
（午後5時30分開場） 赤坂図書館（35人）

26
（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「孤独の人」 午後1時～3時
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

おはなし会「おもちのきもち」　他 午後2時～2時30分 赤坂図書館
きしゃポッポおはなし会 午後2時30分～3時 麻布図書館

27
（日）

おはなし会「おふくさん」　他 午前11時～11時30分 高輪区民センター
映画会「伴奏者」

（原題：L'ACCOMPAGNATRICE）
午後2時～3時50分

（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

麻布図書館「響きあう美しい音の世界 朗読とアイ
リッシュハープコンサート」

午後2時～3時40分
（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

31
（木）

DVDシアター
「シリーズ現代の狂言 枕物狂・佐渡狐」

午後6時～7時20分
（午後5時30分開場） 麻布図書館（30人）

とき とき内容 内容時間 時間ところ ところ

January

赤坂子ども中高生プラザ� ☎5561－7830
高輪図書館� ☎5421－7617
港区スポーツセンター� ☎3452－4151
みなと図書館� ☎3437－6621

赤坂図書館� ☎3408－5090
麻布図書館� ☎3585－9225
白金台児童館� ☎3444－1899
高輪図書館分室� ☎3443－1666
台場区民センター� ☎5500－2355
障害保健福祉センター� ☎5439－2511
港南図書館� ☎3458－1085

三田図書館� ☎3452－4951
港南子ども中高生プラザ� ☎3450－9576
麻布子ども中高生プラザ� ☎5447－0611
高輪子ども中高生プラザ� ☎3443－1555
青山児童館� ☎3404－5874
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ�☎5443－7338

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。

出演
　齋藤　友紀さん（フルート）
　金益　研二さん（ピアノ）
申し込み
　当日直接会場へ。

第7回区役所ロビーコンサート
　「港区在住フルーティストに
よるフルートコンサート」
対象
　どなたでも
とき
　1月22日（火）午後0時15分～0
時45分
ところ
　区役所1階ロビー

地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2343

区
役
所
ロ
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ー
コ
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ト


