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　自転車は車道通行が原則です。13歳未満または70歳
以上の人や、道路工事等でやむを得ず歩道を通行する
際は、歩行者に十分注意し、車道寄りを徐行しましょ
う。また、車道に自転車ナビマーク・自転車ナビライン
がある場合は、矢印の向きに沿って通行しましょう。

自転車ルール
を守りましょう

右側後方を確認してから通行

傘差し運転の
禁止

交差点では
一時停止

ながら
スマホの
禁止

　少額の保険料で加入でき、交通事故でけがをしたときに、
保険金が支払われます。
　自転車賠償責任プランは、自転車事故で損害賠償が発生し
た場合、最高1億円まで補償されます。万一に備えて保険に加
入しましょう。
　詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

港区民交通傷害保険　平成30年は、自転車事故件数が369件と、
前年と比較すると45件の増加となっていま
す。
　自転車事故の特徴として、歩行者や乗用車
との事故が多いことが挙げられます。自転車
を運転する際は、被害者にも加害者にもなら
ないよう、自転車ルールを守りましょう。

○交通安全、自転車ルールにつ
いて
地域交通課地域交通係
� ☎3578－2349
○港区民交通傷害保険について
各総合支所協働推進課協働推進
係� ☎2面欄外参照

問い合わせ

　港区名誉区民�兼高かおる氏は、去る1月
5日（土）、逝去されました。享年90歳でした。
　氏は、海外旅行が自由化される昭和39年以前から世界各
国を訪問し取材され、多様な情報を発信される等、国民に
とって海外を身近なものとし、日本の国際観光事業の発展
に大きく寄与されました。また、その経験を生かし、港区
国際交流協会の会長を長年にわたり務められ、港区の国際
化の推進に果たされた功績は極めて顕著であり、広く区民
の敬愛を受けるものとして、平成28年10月12日、港区名誉
区民に選ばれ、港区政に多大なるご尽力をいただきました。
　心からご冥福をお祈り申し上げます。
　現在、区では、兼高かおる氏を偲

しの

ぶ映像展示等を開催し
ています。
期間　2月18日（月）まで
場所　区役所1階ロビー

港区名誉区民

兼
かね

高
たか

かおる氏逝去

総務課総務係� ☎3578－2016問い合わせ

略歴
昭和3年 兵庫県神戸市で出生
昭和34年 テレビ番組「兼高かおる世界の旅」放送開始（平成2年まで31年

間放送）
昭和42年 文化庁芸術選奨新人賞受賞
昭和60年 外務大臣表彰受賞
平成2年 菊池寛賞受賞
平成3年 文化庁芸術選奨文部大臣賞受賞、紫綬褒章受章
平成4年 港区国際交流協会会長
平成7年 港区政五十周年記念事業実行委員会委員長
平成23年 日本旅行作家協会名誉会長
平成28年 港区名誉区民
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　全国瞬時警報システム（Ｊアラ�
ート※）を用いた自動放送試験
が実施されます。この自動放送
試験は、港区以外の地域でもさ
まざまな手段を用いて行われま
す。港区では、自動放送試験10
分前にも、日本語と英語で試験
実施のお知らせを放送します。
※�Ｊアラートとは、地震・津波や
武力攻撃等の緊急情報を、国
から人工衛星等を通じて瞬時
にお伝えするシステムです。

放送試験実施日時
　2月20日（水）午前11時ごろ
放送内容等
　表１のとおり

　現在の風しんの発生状況を踏ま
え、国は、感染拡大防止のため、抗
体保有率の低い39～56歳の男性につ
いて、風しんの予防接種を定期接種

子どもの防犯対策
　子どもが犯罪の被害に遭わないた
めに、日頃からコミュニケーション
をとり、犯罪に巻き込まれないため
にはどうしたらよいか、どのような
犯罪が起きているか、親子で話し
合っておきましょう。また、子ども
が狙われた犯罪や不審者の情報は、
地域や学校からも伝えられることが
あります。保護者同士で情報を交換
することで協力して子どもたちを
守っていきましょう。子どもたち
は、次の対策を心掛けましょう。
知らない人についていかない
　「あっちに犬がいるから、見に行かな
い？」、「○○駅はどっちにあるの？一
緒に行こう。」、「お母さんが呼んでい
るから一緒に行こう。」、「おもちゃを

買ってあげるから一緒に遊ぼう。」、こ
ういった言葉には気を付けましょう。
一人で遊ばないようにする
　複数で遊んでいれば、仲間が大人
に危険を知らせることができます。
外出するときは、家族に「誰と」「ど
こへ」「何をしに」「何時に帰るか」を
伝える
　約束の時間に帰ってこないとき
に、探す場所の見当をつけることが
できます。
連れて行かれそうになったら大声で
叫ぶ
　いざという時に大声を出せるよう
訓練しておいてください。防犯ブ
ザーも効果があるので、持っている
場合は身に着けておいてください。
みんなと安全安心メールをご利用く
ださい
　区では、犯罪や不審者の発生情報
等をお届けするメール配信サービス
を行っています。登録して、安全対
策にお役立てください。詳しくは、
港区ホームページをご覧ください。

課窓口サービス係（芝地区総合支所
は相談担当）へ届け出をしてくださ
い（表2参照）。
　保険料は届け出をした日ではな
く、国民健康保険の資格を得た日に
さかのぼって納めていただきます。
また、届け出が遅れるとその間にか
かった医療費は、全額自己負担とな
ります。
社会保険等に加入した人は脱退手続
きが必要です
　職場の健康保険に加入したとき
は、国民健康保険の脱退手続きが必
要です。各総合支所区民課窓口サー
ビス係（芝地区総合支所は相談担当）
へ届け出をしてください。
誤って保険証を使うと
　国民健康保険の資格がなくなった
後に誤って国民健康保険の保険証を
使うと、区（保険者）が負担した医療
費を後で返していただくことになり
ます。必ず脱退手続きをして、保険
証を返してください。

　国民健康保険は、病気やけがに備
えて加入者が保険料を出し合い、医
療にかかる費用に充てる助け合いの
制度です。
　職場の健康保険、国民健康保険組
合、後期高齢者医療制度等に加入し
ている人や、生活保護を受けている
人以外は、全て国民健康保険に加入
する必要があります。
　国民健康保険に加入すると「国民
健康保険被保険者証」（以下「保険
証」）が1人に1枚交付されます。
　さらに、70～74歳の人には「国民健
康保険高齢受給者証」も交付されま
す。医療機関にかかるときは、保険証
と併せて窓口に提示してください。
国民健康保険の加入や脱退は届け出
が必要です
届け出は１4日以内にしてください
　加入・脱退や、住所・氏名に変更
があった場合は、変更（異動）があっ
た日から14日以内に各総合支所区民

国民健康保険
制度のご案内

国保年金課資格保険料係
� ☎内線2643～5

保健予防課保健予防係
� ☎6400－0081

表2 国民健康保険の届け出
こんなときには届け出を 届け出に必要なもの

加
入

港区に転入してきたとき 他の区市町村の転出証明書・印鑑

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の資格喪失証明書（職
場の健康保険をやめた証明書）・印鑑

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 職場の健康保険の資格喪失証明書（被
扶養者でなくなった証明書）・印鑑

子どもが生まれたとき 保険証・印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書・印鑑

脱
退

港区から転出するとき 保険証・印鑑
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険の保険証・職場の健康保

険の保険証・印鑑職場の健康保険の被扶養者になったとき

死亡したとき（保険証の返却と葬祭費申請） 保険証・葬儀の領収書（原本）・葬儀を
行った人の銀行口座番号・印鑑

生活保護を受けるようになったとき 保険証・保護開始決定通知書・印鑑
変
更
・
保
険
証
の
書
換
等

区内で住所が変わったとき

保険証
世帯主が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
保険証の内容訂正・変更するとき
保険証を汚損または毀損したとき

就学等のため区外に転出したとき 保険証・在学（園）証明書・転出先の住
民票・印鑑

保険証を紛失したとき 印鑑
※ 外国人は表2に記載の届け出に必要なもの以外に、在留カードおよびパスポートを

持って、各総合支所区民課窓口サービス係で届け出をしてください。
※ 個人番号（マイナンバー）利用開始に伴い、届け出、申請時には個人番号の記入と本人

確認が必要になりました。
※ 届け出、申請時には世帯主と対象になる人の個人番号（マイナンバー）カードまたは通

知カード等と、届け出人（申請人）の本人確認書類（運転免許証等）が必要です。

情報伝達手段 内容
防災行政無線
※�区内に設置し
てある防災行
政無線から、
一斉に放送さ
れます。

【放送内容】
（1）上りチャイム音
（2）�「これはＪアラートのテスト
です」3回繰り返します

（3）�「こちらは、港区役所です」
（4）下りチャイム音

J：COM専用端末 防災行政無線と同様
280メガヘルツ
帯防災ラジオ 防災行政無線と同様

防災情報メール【タイトル】
（テスト）港区Ｊアラート自動放
送試験
【本文】
港区に以下の情報が発表されま
した。内容は以下の通りです。
=======
政府からの発表
これはＪアラートのテストです
=======

港区防災アプリ【タイトル】
防災情報メールと同様
【本文】
防災情報メールと同様

表１放送内容等

防災課危機管理担当
� ☎3578－2515
防災課防災係� ☎3578－2545

化すると発表しました。区は、速や
かに事業が実施できるよう準備を進
めています。対象者、実施期間、実
施方法等については、「広報みなと」
や港区ホームページでお知らせしま
す。

全国瞬時警報システム（Jアラート）の
全国一斉自動放送試験を実施します

こんにちは赤ちゃん訪問
対おおむね、生後120日以内のお
子さんのいる全ての家庭※第2子
以降の人もご利用ください。※里
帰り中、里帰り後も訪問できま
す。お問い合わせください。

申母子健康手帳に付いている「出
生通知書」のはがきを郵送してく
ださい。
問健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

Helloママサロン
対区民で、平成30年12月・平成31
年1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2月25日（月）午前9時30分～11時
30分（受付時間：午前10時15分ま
で）
所みなと保健所
人50組（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。
問健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

ママの健康相談（訪問）
対区民で、出産後1年未満の人
相談回数　3回まで
問健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

バースデイ歯科健診「年に一度
は歯科健診を受けましょう」
対1・2・4・5・6歳になる就学前
の区内在住のお子さん（誕生月を
過ぎても受診できます）※3歳のお
子さんは「3歳児健診」（個別に通知

します）をご利用ください。
時3月8日（金）、4月17日（水）�いず
れも午後1時30分～2時30分
持ち物　母子健康手帳、歯ブラシ
所みなと保健所
申当日直接会場へ。※妊産婦の歯
科健診を同日に行っています。詳し
くは、健康推進課地域保健係へ。
問みなとコール� ☎5472－3710
健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

グループお母さんの時間
　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（申込時にお申し出ください）
時2月28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

について

今後の
風しん対策

◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3121　麻布地区☎5114－8802　赤坂地区☎5413－7272　高輪地区☎5421－7621　芝浦港南地区☎6400－0031

防災課生活安全推進担当
� ☎3578－2270

問い合わせ

181
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◆各子ども中高生プラザ等◆　神明子ども中高生プラザ（浜松町1－6－7）☎5733－5199　赤坂子ども中高生プラザ（赤坂6－6－14）☎5561－7830　
高輪子ども中高生プラザ（高輪1－4－35）☎3443－1555　港南子ども中高生プラザ（港南4－3－7）☎3450－9576　麻布子ども中高生プラザ（南麻布4－6－7）☎5447－0611　
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（芝浦4－20－1）☎5443－7338

申し込み
　利用には登録が必要です。登録の際に
は、区内在住であることを証明できるも
の（健康保険証等）をお持ちください。
※�子育てひろば「あい・ぽーと」は、区内
在住者だけでなく区外在住者も利用で
きます。利用には会員登録（年会費（4月
1日～翌年3月31日）：区内在住・在勤
者500円、区外在住者1000円）が必要で
す。

子育てひろば・乳幼児一時預かり実施施
設
　表3のとおり
※�詳しくは、子育てひろば「あい・ぽー
と」にお問い合わせください。

　「子育てひろば」は、区内在住の人であ
れば、登録することで原則無料で利用で
きます。
　親子で遊べるスペースや、育児書を自
由に読めるコーナー等があり、親子あそ
びやおもちゃ作り等の講座（一部有料）
も、随時行っています。また、保護者が情
報を交換して子育ての仲間とつながり、
輪を広げていく場所です。施設によって
は、乳幼児一時預かり（有料）も行ってい
ます。
　子ども中高生プラザ等の中にも「子育
てひろば」が入っている施設もあります
（欄外参照）。
対象
　おおむね0～3歳のお子さんとその保護
者

　「放課GO→」・「放課
GO→クラブ」は、区立の小
学校施設等を利用し、放課
後等に子どもたちが安全で
安心して活動できる「居場
所」です。参加には登録が
必要です。詳しくは、各
「放課GO→」・「放課GO→
クラブ」へお問い合わせく
ださい（表１・2のとおり）。

　平成期を象徴する資料や生
活用品、区内の新しい交通等
について紹介し、「平成」とい
う時代を振り返ります。
とき　2月16日（土）～5月26日
（日）午前9時～午後5時（土曜
のみ午後8時まで）
※入館は閉館の30分前まで
休館日　2月21日（木）、3月20
日（水）、4月18日（木）、5月16
日（木）
ところ　郷土歴史館特別展示
室

平成と港区

郷土歴史館� ☎6450－2107

各子育てひろば� ☎表3参照
子ども家庭支援センター子育て支援係
� ☎6400－0090

表1 放課GO→
放課GO→みた（御田小学校内） ☎3451－6768
放課GO→おだいば（お台場学園港陽小学校内） ☎5500－2562
表2 放課GO→クラブ
放課GO→クラブおなりもん（御成門小学校内） ☎3431－2767
放課GO→クラブしば（芝小学校内） ☎3456－5082
放課GO→クラブあかばね（赤羽小学校内） ☎5443－0331
放課GO→クラブしばうら（芝浦小学校内） ☎5476－6877
放課GO→クラブしろかね（白金小学校内） ☎3440－4321
放課GO→クラブしろかねのおか（白金の丘学園白
金の丘小学校内） ☎3441－8395

放課GO→クラブこうなん（港南小学校敷地内） ☎6718－4230
放課GO→クラブあざぶ（麻布小学校内） ☎3583－5883
放課GO→クラブなんざん（南山小学校内） ☎3470－9699
放課GO→クラブほんむら（本村小学校内） ☎3473－4781
放課GO→クラブこうがい（笄小学校内） ☎3404－3301
放課GO→クラブひがしまち（東町小学校内） ☎3451－7728
放課GO→クラブあかさか（赤坂小学校内） ☎3404－6931
放課GO→クラブあおやま（青山小学校内） ☎5474－2760
放課GO→クラブせいなん（青山生涯学習館併設） ☎3404－8610

対子育てひろば「あい・ぽーと」会
員で、原則として区内在住の未就
学児がいる家族（全4回に参加でき
る人）※あい・ぽーと会員登録は
随時受け付けています。
時じゃがいもコース：4月13日、5
月11日、6月1日、7月6日（土・全4
回）午後1時30分～3時、さといも
コース：5月11日、7月6日、9月7
日、10月12日（土・全4回）午前10
時30分～正午※日程変更の可能性
あり。
所子育てひろば「あい・ぽーと」
人各コース18組（抽選）
費用　1家族3000円（材料費・参加
費）
申郵送・ファックスまたは直接、

とその保護者
時3月10日（日）午前10時～11時30
分
所アークヒルズ（赤坂1－12－32）
人15組（抽選）
申郵送・ファックスまたは直接、
2月26日（火）までに、参加申込書に
住所・氏名・年齢・電話番号を明
記の上、〒106－8515　麻布地区
総合支所まちづくり課まちづくり
係へ。参加申込書は、港区ホームペ�
ージからダウンロードできます。
� ☎5114－8815　FAX3585－3276

キッズ交流ガーデン
　恵泉女学園大学の学生と協働で
野菜を育ててみませんか。

応募用紙に必要事項を明記の上、
3月8日（金・必着）までに、〒107
－0062南青山2－25－1　子育てひ
ろば「あい・ぽーと」へ。※応募用
紙は、「あい・ぽーと」で配布して
いる他、「あい・ぽーと」ホーム
ページ
https://www.ai－port.jp/
からダウンロードもできます。※
結果は、3月15日（金）までに、「あ
い・ぽーと」ホームページでお知
らせします。
問子育てひろば「あい・ぽーと」
（受付時間：月～土曜午前10時～
午後5時）
� ☎5786－3250　FAX5786－3256

表3 子育てひろば・乳幼児一時預かり実施施設

施設名
子育てひろば 乳幼児一時預かり

休館日 所在地 電話
開館日時 定員 開館日時 定員

あっぴぃ新橋

月～日曜�
午前10時～
午後6時

20
組

月～日曜
午前8時30分～
午後6時30分

30
人

12月29日～
1月3日、
施設点検日

新橋6－4－2
きらきらプラザ
新橋　2・3階

☎5425
－7525

あっぴぃ麻布 35
組

15
人

六本木5－12－
24

☎5114
－9900

あっぴぃ西麻布 20
組

18
人

西麻布2－13－3
西麻布いきいき
プラザ3階

☎5467
－7175

あっぴぃ赤坂 20
組

20
人

赤坂9－4－2　
パークコート赤
坂檜町ザタワー
2階

☎3475
－3900

あっぴぃ白金台 20
組

20
人

白金台4－6－2
ゆかしの杜1階

☎6450
－4249

あっぴぃ芝浦 50
組

35
人 芝浦3－1－16 ☎5730

－3252

あっぴぃ港南 10
組

14
人

港南2－3－13
品川フロントビ
ルキッズ館3階

☎6712
－0688

あっぴぃ港南
四丁目

20
組 ― ― 港南4－2－4 ☎5796

－8862

あっぴぃ台場
月～日曜�
午前11時～
午後6時

20
組 ― ―

台場1－7－1
アクアシティ
お台場4階

☎5520
－9061

子育てひろば
「あい・ぽーと」

月～土曜
（祝日を除く）
午前10時～
午後4時30分

※
月～日曜

午前7時30分～
午後9時

※
12月29日～
1月4日、
祝日、

施設点検日
南青山2－25－1 ☎5786－3250

みなと子育て
応援プラザ
Pokke

月～土曜、
第1・3日曜
午前9時30分～
午後4時30分

25
組

月～日曜
午前7時15分～
午後8時15分

20
人

年末年始、
施設点検日

芝5－18－1－
102

☎6435
－0411

「放課GO→」
「放課GO→クラブ」

○放課GO→について
生涯学習スポーツ振興課生涯学習係� ☎3578－2742
○放課GO→クラブについて
子ども家庭課子ども家庭係� ☎3578－2426

対象
　当該小学校在籍児童また
は学区域在住児童
※�「放課GO→クラブ」では、
学童クラブ事業も実施し
ています。学童クラブ事
業は、別途入会申し込み
が必要です。詳しくは、
各「放課GO→クラブ」へ
お問い合わせください。

費用　大人：200円、高校生
以下：100円
常設展とのセット� � 大人：
400円、高校生以下：100円
※�未就学児または区内在住の
65歳以上の人および障害の
ある人、区内在住・在学の
小・中学生、高校生は無料
です（住所や年齢等を証明
できるものをお持ちくださ
い）。
※�5月5日（日・祝）は、区民無
料公開日です。区内在住で
あることを証明できるもの
をお持ちください。

郷土歴史館企画展

のお知らせ

でかけ
よう

つなが
ろう

広げ
よう

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。

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
。

子育てひろばへ

ぷちとまとの会
　臨床心理士からの発達を促す遊
びの小講話と交流会を開催しま
す。
対区内在住で、おおむね2000グラ
ム以下で生まれたお子さんとその
保護者
時3月6日（水）午前10時30分～正午
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。� ☎6400－0084

みんなでエコっとプロジェクト
「アークガーデンでバードウオ 
ッチングをしてみよう！」
対区内在住の3歳以上のお子さん
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　世帯内で同一の医療保険（国民
健康保険や後期高齢者医療等）の
加入者について、医療保険と介護
保険の対象期間中の自己負担分が
両方あり、その合計が表2・3の限
度額を超えた場合、申請をして認
められると、その超えた差額がそ
れぞれの制度から支給されます。
対象期間
　平成29年8月1日～平成30年7月
31日までの1年間
高額介護合算療養費の計算および
手続き
　高額介護合算療養費の計算は、
7月31日時点で加入している医療
保険者（区）が行います。

　基準日（平成30年7月31日）現在
で、港区国民健康保険または、後
期高齢者医療制度および介護保険
に加入している人で、対象期間に
医療保険、介護保険とも異動がな
く、払い戻しの対象となる人がい
る世帯等には、2月中旬以降に申
請書を郵送します。
　ただし、対象期間中に港区国民
健康保険や後期高齢者医療制度に
加入、または喪失した場合、通知
が届かないことがあります。詳し
くはお問い合わせください。
　高額介護合算療養費は、事由発
生日から2年を経過しますと、時
効となり申請できませんので、ご
注意ください。

観光大使個人のSNS等の情報発信を通し、区の
観光をはじめとしたさまざまな情報や地元の人し
か知らない情報等を、より多くの人に知ってもら
えるよう区の魅力を発信していただきます。

　港区に縁（ゆかり）があり、港区に愛着を持ち、
港区の魅力を積極的に発信していただける69人の
皆さんを港区観光大使に認定しました。
　港区観光大使には、名刺を活用した観光PRや

○後期高齢者医療制度について
国保年金課高齢者医療係
� ☎内線2654～9
○国民健康保険について
国保年金課給付係
� ☎内線2640～2
○介護保険について
介護保険課介護給付係
� ☎3578－2876～80

高額介護
合算療養費の
お知らせ

表2 �70歳以上の人

表3 �69歳までの人

高額介護合算療養費の自己負担限度額

後期高齢者医療
制度＋介護保険

国民健康保険＋介護保険
（世帯内の70歳以上75歳未満）

現役並み所得者 67万円 67万円
一般 56万円 56万円

住民税
非課税世帯

低所得者Ⅱ 31万円 31万円
低所得者Ⅰ 19万円 19万円

所得区分（賦課基準額） 国民健康保険＋介護保険
上位所得者（901万円超） 212万円

上位所得者（600万円超～901万円以下） 141万円
一般（210万円超～600万円以下） 67万円

一般（210万円以下） 60万円
住民税非課税世帯 34万円

○現役並み所得者　�後期高齢者医療制度の保険証または、国民健康保険の高齢受給
者証の一部負担割合が3割の人

○低所得者Ⅱ　　　世帯の全員が住民税非課税の人
○低所得者Ⅰ　　　世帯の全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の人
○一般　　　　　　上記以外の人

○�賦課基準額とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡
所得金額等の合計から、基礎控除額（33万円）を差し引いた額をいいます（雑損失
の繰越控除は行いません）。

※�自己負担額は保険適用のものに限ります。世帯で合算する場合、70歳未満の人の医療費
については医療機関ごと（入院、外来、歯科別）に、それぞれ自己負担2万1000円以上（月
額）を支払ったときのみ合算対象になります。
※�月単位での一部負担の合計額は、高額療養費および高額介護（予防）サ－ビス費の支給分
は除きます。
※限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。

産業振興課シティプロモーション
担当� ☎3578－2554

氏　名 肩書
青木　涼子 能×現代音楽アーティスト
有坂　美香 歌手
安藤　洋一 「高輪地区地域情報紙」チーフ
石川　啓子 チャレンジコミュニティ・クラブ総務部会部会長
井手　光裕 ラ・ピスタ新橋総責任者
出野　泰正 （特）赤坂氷川山車保存会副理事長
今井　　鉄 赤坂丹後町町会会長
内田　𠮷彦 芝神明商店会会長
大本　恵美里 「水辺のまち魅力アップ分科会」メンバー
大本　裕一 「水辺のまち魅力アップ分科会」メンバー
加来　耕三 歴史家・作家
金ヶ江　悦子 東京タワー名誉観光大使
金子　芳夫 「高輪今昔物語」リーダー
唐木　ひろ子 港区観光ボランティアの会アドバイザー
川上　利春 芝会議「まちの魅力発掘部会」サブリーダー
川田　絵里 港区商店街連合会事業企画推進委員
川田　圭子 新橋駅前ビル自治会長
北島　由記子 人と地域を元気にする盆踊り実行委員会代表
木野　雄介 港区商店街連合会事業企画推進委員
桐島　ローランド 写真家
日下部　泰祐 東麻布商店会顧問
久保　沙里菜 第23回新橋こいち祭ゆかた美人コンテスト受賞者
高　　頡頏 港区観光協会SNS外国人記者（中国語）
髙山　みな子 フリーランスライター
後藤　宗楓 港区華道茶道連盟　理事長
近藤　敏康 区民参画組織「麻布を語る会�麻布未来写真館分科会」座長
齊藤　俊一 田町センタービルピアタ会会長
斎藤　正精 チャレンジコミュニティ・クラブ代表
坂本　　力 青山外苑前商店街振興組合理事長
佐藤　伸弘 白金北里通り商店会会長
澤内　　隆 地理バッ地理®先生
さんみゅ～ アイドル
清水　軍治 港区音楽連盟会長
アカペラ・ユニットＸＵＸＵ（しゅしゅ）歌手
白木　愛奈 第23回新橋こいち祭ゆかた美人コンテスト受賞者

氏　名 肩書
須佐　直人 「白金タイムズ」編集長
鈴木　將人 東京グラフィックサービス工業会港支部支部長
千住　　明 作曲家
平　　百恵 第23回新橋こいち祭ゆかた美人コンテスト受賞者
高田　千明 パラリンピック競技選手
高田　裕士 デフリンピック競技選手
高橋　美沙子 「まちのお宝発掘プロジェクト」メンバー
高柳　由紀子 （特）あざ六プラス代表

田山　寛豪 元トライアスロンオリンピック選手（所属：NTT東日本・
NTT西日本／流通経済大学助教）

千葉山　いず美 「まちのお宝発掘プロジェクト」メンバー
長尾　哲治 ニュー新橋ビル商店連合会連合会長
ノッポン兄弟 東京タワー公式キャラクター
野村　知義 チャレンジコミュニティ・クラブ企画部会部会長
林　　俊吉 東京都製本工業組合港支部支部長
坂野　哲司 港区観光ボランティアの会代表幹事
日野　睦子 「赤坂街歩きの会」メンバー
日比野　薫 浜松町・芝・大門マーチング委員会代表
藤田　　薫 冊子「あの日あの頃」データ整理会代表
古屋　公啓 港南振興会事務局長
増田　明美 スポーツジャーナリスト
増田　由明 芝会議「まちの魅力発掘部会」リーダー
三浦　雅子 港区観光ボランティアの会副代表幹事
峯崎　恵紀 港区観光ボランティアの会アドバイザー
宮下　玲子 芝会議「まちの魅力発掘部会」サブリーダー
ミン　イェナ 港区観光協会SNS外国人記者（ハングル）
メントライン　マライ 港区観光協会SNS外国人記者（英語）
森　　　一 港区観光ボランティアの会副代表幹事
もりい　くすお イラストレーター
山口　謙二 港区観光ボランティアの会アドバイザー
吉田山田 アーティスト
吉益　一弘 港区観光ボランティアの会副代表幹事
REAL�VOX 歌手
琉水亭　はなび 英語落語
渡辺　仁久 （社）港区観光協会会長

表１ �港区観光大使（敬称略、50音順）

港区観光大使が決まりました

2月11日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	成人の日記念のつどい、女性のための防犯研修会　他
放送期間 	 2月11日（月・祝）～20日（水）
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。
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Q　「消費料金に関する訴訟
最終告知のお知らせ」という
はがきが届きました。心当た
りはありませんが、差出人が
公的機関のようで不安です。
どうしたらよいですか。
A　はがきに書いてある電話
番号には絶対に連絡しないで
ください。無視して、そのま
ま放置しましょう。訴訟通知
がはがきで来ることはありま
せん。
　最近、公的機関を思わせる
ような名称を名乗った機関か
らの、はがきによる架空請求
の相談が多く寄せられていま
す。
　架空請求の差出人に連絡し
てしまった場合や、少しでも
不安に思ったときは、消費者
センターにご相談ください。
消費生活相談窓口
　消費者センターでは、消費
生活相談員が区内在住・在
勤・在学者を対象に、個人の
消費生活におけるトラブル等
の相談を受けて問題解決への
お手伝いをしています。

　都市の低炭素化の促進を図る
ため、平成24年12月に「都市の
低炭素化の促進に関する法律
（エコまち法）」が施行されまし
た。区は、二酸化炭素排出量が
東京都の中で最も多く、今後も
大規模開発等により、事務所ビ
ルの延床面積が増加し続けると
予想されている実情を踏まえ、
まちづくりをする上で総合的に
対策を強化するため、平成27年
10月に「港区低炭素まちづくり
計画」を策定しました。
　このたび、計画の具体的な施
策の一つである「駐車機能集約
化」を推進するため、「港区低炭
素まちづくり計画」を改定する
とともに、環状2号線周辺地区
および品川駅北周辺地区の2地
区の「駐車場地域ルール」を策定
します。
港区低炭素まちづくり計画（改
定）および駐車場地域ルール（策
定）の概要
　環状2号線周辺地区および品
川駅北周辺地区の2地区につい
て、「駐車機能集約化」の施策を
推進するため、地域の駐車需要
の実情に合わせた「駐車場地域
ルール」を検討しました。その
うち駐車機能集約区域等、駐車
場地域ルールを適用するために
必要な事項を低炭素まちづくり

計画（改定）に記載します。ま
た、駐車機能集約化に向け、地
域の実情に合わせた駐車場地域
ルールを今後検討する地区とし
て、六本木交差点周辺地区、浜
松町駅周辺地区を追加検討地区
として低炭素まちづくり計画
（改定）に記載します。
共通事項
　「港区低炭素まちづくり計画」
（改定）および「駐車場地域ルー
ル」（策定）は、港区ホームペー
ジの他、区政資料室（区役所3
階）でもご覧になれます。
　また、11月1日～30日に実施
した「港区低炭素まちづくり計
画（改定素案）」および「駐車場地
域ルール（素案）」の区民意見募
集（パブリックコメント）で寄せ
られたご意見に対する区の考え
方についても、港区ホームペー
ジでご覧になれます。

所介護予防総合センター（みなと
パーク芝浦2階）
申電話で、2月12日（火）～3月21日
（木・祝）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。� ☎5472－3710
担高齢者支援課高齢者相談支援係

都営住宅地元割当シルバーピア
（高齢者集合住宅）あき家入居者
募集
募集住宅　港南四丁目第3アパー
ト：単身向け2戸、高輪1丁目ア
パート：単身向け1戸
対（1）申込者が65歳以上であるこ
と（2）区内に3年以上在住している
こと（3）所得が定められた基準内
であること（4）住宅に困っている
こと等

「申込みのしおり」配布・募集期間 
　2月21日（木）～3月1日（金）

「申込みのしおり」配布場所　高齢
者支援課（区役所2階）、各総合支
所協働推進課・台場分室、各いき
いきプラザ等
抽選日　3月11日（月）午前11時
抽選会場　区役所9階会議室
申郵送で、3月1日（金・消印有効）ま
でに、神谷町郵便局へ。詳しくは、
「申込みのしおり」をご覧ください。
問高齢者支援課高齢者施設係
� ☎3578－2421
（株）東急コミュニティー虎ノ門支
店� ☎5733－0109

所赤坂いきいきプラザ
人60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、2月20日（水）午後5時ま
でに、赤坂いきいきプラザへ。
� ☎3583－1207

楽しく短時間で変身できるプラ
チナ美容講座「5歳若返りをめ
ざします」
対60歳以上の区民で、全3回に参
加できる人
時3月5・12日（火）・15日（金）午前
10時～正午（全3回）
所高輪いきいきプラザ
人15人程度（抽選）
申電話または直接、2月25日（月）
までに、高輪いきいきプラザへ。
� ☎3449－1643

いつでも・どこでも・だれにで
も「気軽にスローエアロビック」
対60歳以上の区民
時3月12・19・26・29日（火・金
曜、全4回）午後1時30分～3時
所豊岡いきいきプラザ
人20人（抽選）
申電話または直接、3月4日（月）ま
でに、豊岡いきいきプラザへ。
� ☎3453－1591

認知症サポーターステップアッ
プ講座
対認知症サポーター養成講座を受
講した人、または認知症の基礎知
識がある人
時3月22日（金）午後2時～3時30分
人30人（申込順）

社交ダンスパーティー
　ワルツ・タンゴ・ルンバ・チャ
チャチャ等を中心に踊ります。見
学のみも可能です。
対おおむね50歳以上の区民
時3月9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、2月27日（水）
までに神明いきいきプラザへ。
� ☎3436－2500

食べて美
お い

味しい栄養士講座3月
「程良い中性脂肪が元気のコツ」
対おおむね50歳以上の区民
時（1）3月13日（水）午後2時～3時
（2）3月15日（金）午後2時～3時（3）3
月19日（火）午前11時～正午
所（1）三田いきいきプラザ（2）神明
いきいきプラザ（3）虎ノ門いきい
きプラザ
人（1）25人（2）30人（3）15人（いずれ
も抽選）
費用　300円（材料費）
申電話または直接、（1）2月26日
（火）までに、（2）2月28日（木）まで
に、（3）3月4日（月）までに、各い
きいきプラザへ。
三田いきいきプラザ�☎3452－9421
神明いきいきプラザ�☎3436－2500
虎ノ門いきいきプラザ
� ☎3539－2941

はり・マッサージサービス
対65歳以上の区民
時3月12・13日（火・水）

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
アクアガーデン
三越湯

（白金5－12－16）
☎3441
－9576

2月20日（水）
午後2時20分
～3時20分

麻布黒美水温泉
竹の湯

（南麻布1－15
－12）

☎3453
－1446

2月21日（木）
午後2時20分
～3時20分

ふれあいの湯
（芝2－2－18）

☎5442
－2639

2月22日（金）
午後1時50分
～2時50分

南青山�清水湯
（南青山3－12

－3）
☎3401
－4404

2月25日（月）
午前10時45分
～11時45分

内排尿のトラブルを解消しよう（看
護師）、昭和懐メロ弾き語り
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

アロハビューティーフラ「体験
コース」
　基礎の基礎から始める初心者の
ためのフラダンスです。
対おおむね50歳以上の区民
時3月8・22日（金・全2回）午後1時
30分～2時30分
所神明いきいきプラザ
人15人（抽選）
申電話または直接、2月24日（日）
までに神明いきいきプラザへ。
� ☎3436－2500

「港区低炭素まちづくり計画」(改定)
および「駐車場地域ルール」(策定)

問い合わせ

○｢港区低炭素まちづくり計
画｣（改定）について
都市計画課街づくり計画担
当� ☎3578－2210
○「駐車場地域ルール」（策
定）について
地域交通課交通対策係
� ☎3578－2263

問い合わせ

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

訴訟通知のはがきの例

消費料金に関する
訴訟最終告知のお知らせ

この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されてい
た契約会社、もしくは運営会社側から契約不履行によ
る民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知
致します。
管理番号�（わ）�218�裁判取り下げ最終期日を経て訴
訟を開始させていただきます。
尚、このままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面
的に受理され、執行官立会いの下、給与差し押さえ及
び動産、不動産の差し押さえを強制的に執行させてい
ただきますので、裁判所執行官による執行証明の交付
をご承諾いただきます様お願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては、当局にて
承っておりますので、お気軽にお問合わせ下さい。
尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護
の為、ご本人様からご連絡いただきます様、お願い申
し上げます。

※取り下げ最終期日　　平成30年１2月１9日
法務省管轄支局　訴訟最終告知通達センター
東京都千代田区霞が関○丁目△番□号
取り下げ等のお問い合わせ窓口　03-△△△△-××××
受付時間9：00～20：00（日、祝日を除く）

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。
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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

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

2月11日（月・祝） 白金台南薬局 白金6－6－1 5421－0880

2月17日（日） 調剤薬局ツルハドラッグ
白金台店

白金台3－15－6　
マスレンビル1階 5789－9175

薬の相談　※日中、夜間とも区内在住者に限ります。

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）

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/

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

※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

平成30年度障害者総合相談支援
センター研修会「成年後見制度～
その現状と基本計画を踏まえた
あり方について～」
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3月7日（木）午後6時30分～8時30分
所区役所9階会議室
人50人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、5人。2月28日（木）までにお
申し込みください）
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。
� ☎3578－2826　FAX3578－2678

精神障害者社会復帰援助事業（デ
イケア）
　社会や家庭でより自立した生活を
送れるよう、創作活動・各種教室・
レクリエ－ション・スポーツ等を通
じた集団生活指導を行います。
対区民で、こころの病気がある人
時毎週金曜午前9時30分～正午
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

ぜん息教室「いつもの咳、痰
た ん

、大
丈夫？探ってみよう！ぜん息と
COPD（慢性閉塞性肺疾患）」
　当日は肺年齢を測ることもできます。
対ぜん息患者とその家族および希望
者
時3月11日（月）午後2時～4時、午後6
時～8時（いずれも同内容）
所みなと保健所8階大会議室
人各45人（申込順）
申電話で、3月4日（月）までに、保健
予防課公害補償担当へ。
� ☎6400－0082

女性の健康講座「更年期との上手
なつきあい方」
　更年期に起こるさまざまな心身の

不調について、過ごしやすくするた
めのヒントを医師と一緒に見つけて
みませんか。
対区内在住・在勤・在学者
時3月12日（火）午後2時～4時
所みなと保健所8階会議室
人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）
申電話で、2月12日（火）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
担健康推進課健康づくり係

百年続く、老舗洋菓子店のよも
やま話
　老舗洋菓子店を通した地域の歴史
やこだわりについて聴きます。
対どなたでも
時3月6日（水）午後2時～3時30分
所神明いきいきプラザ
人100人（抽選）
申電話または直接、2月25日（月）ま
でに、神明いきいきプラザへ。
� ☎3436－2500

芝を楽しむ集い「芝でお酒が!?」
　芝会議地域コミュニティ部会が主
催する、芝地区の醸造元を知る・見
るイベントです。
対芝地区在住・在勤・在学者
時3月2日（土）午後2時～4時
所三田いきいきプラザ
人20人（申込順）
申電話で、2月12日（火）～3月1日
（金）に、芝地区総合支所協働推進課
協働推進係へ。� ☎3578－3158

戸板女子短期大学・ご近所ラボ
新橋、本の交流企画「ブックチェ
ンジ」
　戸板女子短期大学図書委員会の皆
さんとご近所ラボ新橋の連携企画で
す。おすすめ本を持ち寄り、本の内
容を題材に交流しましょう。
対どなたでも※おすすめ本を1冊お
持ちください。
時2月19日（火）午後6時～8時※入退
室自由です。
所ご近所ラボ新橋（新橋6－4－2）

人30人（申込順）
申電話で、氏名・電話番号を、2月
18日（月）までに、ご近所ラボ新橋（受
付時間：月～金曜午前11時～午後4
時）へ。� ☎6459－0789
問芝地区総合支所協働推進課地区政
策担当� ☎3578－3192

ホルンとピアノのコンサート「ク
ラシックからなつメロ・アニメ
まで」
　小さなお子さんも鑑賞できます。
対どなたでも
時2月23日（土）午後2時～3時30分（午
後1時30分開場）
所高輪いきいきプラザ
人40人程度（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問高輪いきいきプラザ�☎3449－1643

日本伝統文化を紹介する邦楽演
奏会「三味線演奏と日本舞踊」
対どなたでも
時3月16日（土）午後3時～4時30分
所明治学院大学白金校舎3号館（白金
台1－2－37）
人300人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問チャレンジコミュニティ・クラブ
事務局� ☎080－3301－9287
高輪地区総合支所協働推進課地区政
策担当� ☎5421－7123

第8回区役所ロビーコンサート
「弦楽四重奏コンサート」といけ
ばなの展示
対どなたでも
時2月19日（火）午後0時15分～45分※
いけばなの展示は、2月20日（水）午
後5時まで開催します。
所区役所1階ロビー
申当日直接会場へ。
問地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2343

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’19 
演劇公演～歓喜の歌～」
対小学生以上どなたでも
時3月12・13日（火・水）午後7時～8
時10分
所リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）

内1972年のミュンヘンオリンピック
で起きた「黒い9月」によるテロ事件
を描いた演劇作品を、レクチャー形
式のパフォーマンスとして上演しま
す。
人各100人程度（申込順）
費用　（1）高校生以下・70歳以上・
障害者：無料（2）学生：3500円（3）区
民：4500円（4）その他：4800円（1～3
月開催のシアターコモンズ’19内の
全演目に参加可能なコモンズパス）
申（1）は電話で、（2）～（4）はシア
ターコモンズホームページ
http://theatercommons.tokyo
からコモンズパスを購入の上、お申
込みください。詳しくは、シアター
コモンズホームページをご覧くださ
い。
問シアターコモンズ実行委員会（受
付時間：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

一日消費者教室「人生100年時代
のライフプランを考える」
　充実した人生を送るための資金、
医療・介護等について、専門家がお
話しします。
対区内在住・在勤・在学者
時3月6日（水）午後1時30分～3時30分
所消費者センター
人30人（申込順）
申電話で、2月12日（火）午前9時か
ら、消費者センターへ。�☎3456－4159

船と歩きで芝浦・港南の運河と
東京港をめぐる水辺ツアー
対小学生以上で全行程歩ける人
時3月9日（土）午前10時～午後0時30
分
コース　JR品川駅港南口集合～品
川セントラルガーデン～雲鷹丸～鯨
ギャラリー～新港南橋付近で乗船～
船で芝浦運河と東京港めぐり～新芝
橋付近で下船～みなとパーク芝浦で
解散
人30人（抽選）※同伴者は1人まで
申次のいずれかの方法で、2月20日
（水・必着）までに、お申し込みくだ
さい。2月27日（水）までに申込者全
員に当落通知を郵送します。（1）往
復はがきに、ツアー名、申込人数（2

※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

2
月
11
日（
月・祝
）

新橋青木クリニック（内） 新橋3－23－4　青木ビル 3432－0381
虎の門病院（内） 虎ノ門2－2－2 3588－1111
クリニックばんびぃに（小・内） 白金台3－16－13�白金台ウスイビル5階 3441－4150
天川デンタルオフィス外苑前（歯）北青山2－7－18　4階 5926－3871
★劉内科整形外科（内） 南麻布2－2－13　麻布ハイプラザ205 5476－5489

2
月
17
日（
日
）

ニュー新橋クリニック（内） 新橋2－16－1　ニュー新橋ビル4階 3580－6775
古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011
白金台診療所（内・小） 白金台5－18－6 3473－4741
たなかデンタルオフィス（歯） 芝5－13－16　三田文銭堂ビル1階 5476－5770
ミヤタデンタルオフィス（歯） 六本木1－10－16　

ホテルオークラ別館地下1階A－17号室 3582－6480
★馬場クリニック（内） 麻布十番2－13－2　クマイビル2階 3454－7788
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）
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人30人（申込順）
申電話または直接、麻布図書館へ。
※2月21日（木）は休館�☎3585－9225

平成30年度第1回港区国民健康保
険事業の運営に関する協議会（港
区国民健康保険運営協議会）
対どなたでも傍聴可
時2月25日（月）午前10時～正午
所港勤労福祉会館
人5人（申込順）
申傍聴を希望する人は、電話で、国
保年金課事業係へ。� ☎内線2636・7

国民年金保険料の前納割引制度
をご利用ください
　国民年金保険料をまとめて前払い
すると割引になります。口座振替に
よる前納は、納付書やクレジット
カードでの前納よりも割引額が増え
ます。
　平成31年4月末日（金融機関の休業
日の場合は翌営業日）に口座振替ま
たはクレジットカードでの前納（6カ
月前納、1年前納または2年前納）を
希望する人は、2月28日（木）までに港
年金事務所へお申し込みください。
問港年金事務所� ☎5401－3211
国保年金課国民年金係
� ☎内線2662～6

環状第二号線新橋・虎ノ門地区
の都市計画案の縦覧
　ご意見のある人は、縦覧期間内に
意見書を提出してください。
件名　都市計画地区計画の変更
縦覧期間　2月20日（水）～3月6日
（水）※閉庁時を除く。
縦覧場所　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　郵送または直接、3月
6日（水・必着）までに、〒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。
時2月20日（水）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。2月13日（水）
正午までに、港区都市計画課へお申
し込みください）
申当日直接会場へ。
問東京都都市整備局都市計画課
� ☎5388－3225
港区都市計画課都市計画係
� ☎3578－2215

港区環境影響調査実施要綱に基
づく環境影響調査書案の縦覧
事業名　西麻布三丁目北東地区第一
種市街地再開発事業
時2月11日（月・祝）～3月10日（日）※
閉庁時を除く。
所環境課（区役所8階）、各総合支
所、みなと図書館
意見書の提出　環境保全の見地から
意見のある人は、郵送または直接、事

人まで）、申込者全員の住所・氏
名・年齢・日中連絡のつく電話番号
を明記の上、〒105－0011芝公園4－
4－7東京タワーメディアセンター内�
　港区観光協会「観光ボランティア
ガイド担当」へ。（2）港区観光協会
ホームページ
http://www.minato-kanko.com
「MINATOまち歩きコーナー」の「ガ
イド企画ツアー」応募フォームへ。
問港区観光協会ボランティアガイド
担当（受付時間：平日午前9時～午後
1時）� ☎6452－8666
産業振興課観光政策担当
� ☎3578－2552

地域で共に生きる障害児・障害
者アート展
時2月27日（水）～3月11日（月）午前10
時～午後6時（金・土曜は午後8時ま
で）※入場は閉館の30分前まで。※
毎週火曜は休館。
所国立新美術館（六本木7－22－2）
内重度障害児を対象とした事業や区
内の障害者施設等で制作した作品を
展示します。
問障害者福祉課障害者福祉係
� ☎3578－2383　FAX3578－2678

クリエイティブ産業実態調査報告・
講演会「みんなで考えよう！クリ
エイティブシティMINATO」
　区内のクリエイティブ産業（※）の
実態を明らかにするため、区内のク
リエイティブ産業事業所を対象とし
たアンケート調査を実施しました。
調査結果の報告を港区政策創造研究
所の所長が行うとともに、有識者が
クリエイティブ産業に関する講演を
行います。※クリエイティブ産業と
は、芸術・音楽・映画・テレビ・ラ
ジオ・アニメ・ゲーム・デザイン・
ファッション・広告・出版・観光等
の産業のことです。
対区内在住・在勤・在学者
時3月9日（土）午後1時30分～4時30分
（午後1時開場）
所区役所9階会議室
人70人（申込順）
申電話、郵送または直接、3月1日（金）
までに、氏名・電話番号を、〒105
－8511　港区役所港区政策創造研究
所（4階）へ。� ☎3578－2569

高輪図書館、高輪分室合同企画 
講談ワークショップ「はり扇を作 
って講談師になろう！」
対小学生以上どなたでも（保護者同
伴可）
時3月3日（日）午前10時30分～11時30
分
所高輪区民センター
人15人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
※2月21日（木）は休館�☎5421－7617

麻布図書館文学講演会「辞書編
へ ん さ ん

纂
という一大事業～辞書制作の舞
台裏～」
対中学生以上どなたでも
時3月9日（土）午後2時～4時（午後1時
30分開場）
所麻布図書館

業名・住所・氏名（法人その他の団体
は、名称・代表者氏名および区内の
事務所または事業所の所在地）およ
び環境保全の見地からの意見を明記
の上、2月11日（月・祝）～3月11日
（月･消印有効）に、〒105－8511　港
区役所環境リサイクル支援部環境課
環境指導・環境アセスメント担当
へ。詳しくは、お問い合わせくださ
い。
説明会
時（1）2月28日（木）午後7時～8時30分
（午後6時30分受付開始）（2）3月2日
（土）午前10時～11時30分（午前9時30
分受付開始）※両日とも説明内容は
同じです。
所住友不動産六本木通りビルベルサ�
ール六本木（六本木7－18－18）
人160人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問西麻布三丁目北東地区市街地再開
発準備組合� ☎6434－9198
環境課環境指導・環境アセスメント
担当� ☎3578－2490

港区環境影響調査実施要綱に基
づく環境影響調査計画書の縦覧
事業名　（仮称）六本木一丁目計画
時2月11日（月･祝）～3月10日（日）※
閉庁時を除く。
所環境課（区役所8階）、各総合支所、
みなと図書館
意見書の提出　環境保全の見地から
意見のある人は、意見書を提出できま
す。詳しくはお問い合わせください。
問環境課環境指導・環境アセスメン
ト担当� ☎3578－2490

消費者センター勤務非常勤職員
（啓発員）
対4月1日現在65歳未満で、パソコン
操作ができ、消費者行政･消費者問
題に意欲のある人
任用期間　4月1日～平成32年3月31
日
勤務時間　午前8時30分～午後5時15
分（月～土曜のうち週4日）

勤務場所　消費者センター
業務内容　消費生活に関する情報の
整理、提供および啓発活動等、消費
者センターの事業に関する事務
報酬月額　18万4400円程度
採用人数　1人
選1次選考：書類審査、2次選考：1
次選考合格者に面接を実施予定
申郵送または直接、履歴書（写真貼
付）、応募の動機（400字詰め原稿用
紙800字程度）、返信用封筒（宛先を
明記し返信用切手貼付）を同封の
上、2月22日（金・必着）までに、
〒105－0023芝浦1－16－1　消費者
センター（みなとパーク芝浦2階）
へ。※応募書類は、返却しません。
※詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。
問消費者センター� ☎3456－4159

みなと保健所勤務非常勤職員（保
健師または看護師）
対4月1日現在65歳未満で、保健師ま
たは看護師免許をお持ちの人
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
新可能。
勤務時間　午前8時30分～午後5時15
分（昼休憩1時間）、週4日、原則月15
日勤務（土・日曜、祝日休み）年次有
給休暇あり。
勤務場所　みなと保健所保健予防課
業務内容　感染症対策業務に関する
こと
報酬月額　基本給18万4400円※交通
費別途支給（限度額あり）
採用人数　1人
選1次選考：書類審査、2次選考：1
次選考合格者に面接を実施予定
申郵送または直接、履歴書（縦4セン
チメートル×横3センチメートルの
写真を貼付）・職務歴ある人は職務
経歴書・資格証明書（写し）を同封の
上、2月28日（木・必着）までに、
〒108－8315　みなと保健所保健予
防課保健予防係（みなと保健所4階）
へ。※応募書類は、返却しません。
� ☎6400－0081

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

※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。

区内のＰＭ2.5の１日平均値

区内の放射線量の１日平均値
１月27日（日）の区内2カ所のモニタリングポストの放射線量の１日平均値は次のとおりです。

１月27日（日）の各局の１日平均値（速報値）は次のとおりです。

区
　
局

赤坂局 3.5㎍/㎥

一の橋局 3.0㎍/㎥

芝浦局 3.6㎍/㎥

都
　
局

高輪局 3.9㎍/㎥

第一京浜高輪局 4.5㎍/㎥

台場局 4.2㎍/㎥

※㎍／㎥＝1立方メートル当たりのマイクログラム
※速報値ですので、後日訂正されることがあります。
※ＰＭ2.5の環境基準は、1年平均値が15㎍／㎥以下、かつ1日平均値が35㎍／㎥以下です。
その他の測定結果やリアルタイムの数値は、港区ホームページまたは東京都ホームページ�
をご覧ください。

問い合わせ 環境課環境指導・環境アセスメント担当 ☎3５7８－2492

問い合わせ 環境課環境政策係 ☎3５7８－24８7

　※μＳｖ／ｈ＝１時間当たりのマイクロシーベルト
　※地表から50ｃｍの地点で測定。

区役所（植え込み）
0.066μS v／h

お台場学園
0.039μS v／h



8 平成31年（2019年）2月11日 http://www.city.minato.tokyo.jp

対象
　どなたでも
とき・ところ
　表2のとおり
申し込み
　当日直接会場へ。

　区は、互いの地域の発展と住民の
より豊かな生活の実現に向け、全国
各地域との連携を推進しています。
　今回、全国連携の取り組みの一環
として、北海道豊富町の温泉を濃縮
した製品を湯で希釈した「豊富温泉」
体験と、高級食材として有名な宗谷
地域特産の利尻昆布とホタテの貝殻
を活用した「宗谷海鮮風呂」を、区内
の銭湯で行います（表１）。
　併せて、一部の銭湯で、北海道宗谷
地域特産品の販売・PRも行います。
　また、各銭湯において、優れた吸
水・調湿機能を持つ豊富町産の
珪
け い そ う ど

藻土バスマットを使用し、来場者
へ豊富町の魅力を伝えます。
　北海道宗谷地域、東京都公衆浴場
業生活衛生同業組合港支部、港区の
3者によるイベントです。
※�今回、活用する「濃縮水」は、温泉
法に基づく「温泉」と定義できませ
んが、温泉水を7倍に濃縮した製
品を使用しており、豊富温泉の雰
囲気をお楽しみいただけます。

　パラローイングは、肢体や視覚障害
の選手が行うボート競技です。ブイ
（浮標）で仕切られた6つの直線レース
で実施され、スタートの合図とともに
こぎ出し、ボートの先端がフィニッ
シュラインに到達した順位で勝敗を競
います。
　種目は、男女別で競う1人乗りの「シ
ングルスカル」、男女のペア2人乗りの
「ダブルスカル」、男女2人ずつの漕

こぎ
手
て

と舵取り役のコックスが同乗し、5人1
組でチームを編成して競う「舵手つき
フォア」の3種類です。選手は障害の程
度によって3つのクラスに分かれます。
　シングルスカルとダブルスカルの選
手は左右にオールを持ち、両手でこぎ
ます。下肢に障害があるシングルスカ
ルの選手は体幹を使えないため、バラ
ンスをとりやすくするためにボートの
シートは動かず、背もたれと身体をベ
ルトで固定できるように設計されてい
ます。ボートの両脇に補助用の浮きが
ついているのも特徴です。ダブルスカ
ルでは背もたれがなく、体幹を使って

漕ぐことができます。
　舵手つきフォアでは、漕手がそれぞ
れ1本のオールを持ち、左右どちらか
の担当を受け持って交互に座ります。
スライディング式のシートで膝の曲げ
伸ばしができ、身体障害と視覚障害の
選手を組み合わせて出場できます。障
害のない選手の参加が認められている
コックスの役割も重要です。号令をか
けて4人のこぐスピードやタイミング
を合わせ、ボートが波や風の影響を受
ければ舵を切って、まっすぐ進むよう
にコントロールします。
　2020年の東京大会からコースの競漕

そう

距離が2倍の2000メートルに延長され
ます。選手の力強いパフォーマンスや
チームワーク、駆け引き等を楽しみま
しょう。
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 パラローイング 検索

パラローイング
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企画課全国連携推進担当
� ☎3578－2508

問い合わせ

豊
富
温
泉
体
験（
イ
メ
ー
ジ
）

豊
富
町
産「
バ
ス
マ
ッ
ト
」

　区では、東京23区内葬祭業者の協
力により、標準的な葬儀を安価で行
うことのできる区民葬儀券を発行し
ています。
区民葬儀で対象となる費用
　祭壇料金（御寝棺含む）・霊柩車運
送料金・火葬料金・遺骨収納容器代
（※表4〜８参照）

申し込み
　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）で死亡届
を出した際に、区民葬儀券の交付を
受け、区民葬儀取扱指定店に申し込
んでください。
※�夜間（午後5時15分～午前8時30分）
は、区役所の夜間受付でも区民葬
儀券を交付しています。

パンフレットの配布場所
　地域振興課（区役所3階）および各
総合支所区民課で配布しています。

相談窓口
　全東京葬祭業連合会�☎3941－4291
※�葬儀については、パンフレットに
記載された区民葬儀取扱指定店へ
ご相談ください。

地域振興課地域振興係
� ☎3578－2530～2

問い合わせ

表1�区内の銭湯
名称 所在地 定休日

アクアガーデン三越湯 白金5－12－16 金曜、 第3木曜
麻布黒美水温泉竹の湯 南麻布1－15－12 月・金曜
南青山清水湯 南青山3－12－3 金曜
ふれあいの湯 芝2－2－18 月曜

表2�とき・ところ

とき ところ
豊富温泉体験 宗谷海鮮風呂体験

3月3日（日） 南青山清水湯 麻布黒美水温泉竹の湯

3月4日（月） 南青山清水湯、アクアガーデン三
越湯 －

3月5日（火） － 南青山清水湯
3月6日（水） － 南青山清水湯
3月7日（木） － アクアガーデン三越湯
3月8日（金） － －
3月9日（土） 南青山清水湯、ふれあいの湯 －

3月10日（日） 南青山清水湯 麻布黒美水温泉竹の湯、ふれあい
の湯

※麻布黒美水温泉竹の湯は天然温泉のため、「宗谷海鮮風呂」のみ実施予定です。

表4�祭壇料金（御寝棺含む）（税抜） ※別途消費税がかかります。
区　分 料　金 区　分（長尺棺） 料　金

A1券（金らん5段飾）桐張棺 28万3800円 A1券（金らん5段飾）桐張棺 29万5800円
A2券（金らん4段飾）桐張棺 23万6000円 A2券（金らん4段飾）桐張棺 24万8000円
B券（白布3段飾）プリント棺 12万4000円 B券（白布3段飾）桐張棺 15万6000円
C券（白布2段飾）プリント棺 　9万1000円 C券（白布2段飾）桐張棺 12万3000円
※満6歳以下の人はA1券、A2券、B券、C券ともに1080円（税込）の割り引きになります。
※�祭壇を利用しないで、寝棺のみを利用の場合は表５の金額となります。なお、その場合
は別途人件費が必要となります。

表7�火葬料金（非課税）
区　分 料　金
大人 5万3100円

小人（満6歳以下） 2万9000円
※�上記の火葬料金については民営火葬場
の料金です。

表8�遺骨収納容器代（税抜）
※別途消費税がかかります。

区　分 料　金

大人用
2号一式 1万　900円
3号一式 9800円

小人用 6号一式 2300円

表5�棺料金（税抜）※別途消費税がかかります。

区　分 料　金 区　分
（長尺棺） 料　金

桐張棺 6万円 桐張棺 7万
2000円プリント棺 4万円

表6�霊柩車運送料金（税抜） ※別途消費税がかかります。
区分

種別
料　金

10キロメートルまで 20キロメートルまで 30キロメートルまで
宮型指定車 3万　250円 3万5750円 4万1250円
普通霊柩車 1万4160円 1万7760円 2万1360円

※�祭壇、霊柩車、火葬、遺骨収納容器について
は、ご利用になる人がそれぞれ取捨選択し、
組み合わせてご利用できます。

※�葬儀を行うにあたっては、表4〜8の区民葬
儀料金に含まれない諸費用が別途必要とな
ります。区民葬儀のご案内（パンフレット）
をご覧ください。

豊富温泉&宗谷海鮮風呂体験WEEKを開催します

区民葬儀のご案内

　区は、各事務事業について、継続
の必要性、効果性、効率性等に関す
る評価を行い、その結果を事業の見
直しや改善につなげるとともに、次
年度の予算（案）へ反映させるため、
事務事業評価を行っています。
　このたび、平成31年度当初予算
（案）が決まりましたので、事務事業
評価結果の予算（案）への反映状況を

表3 平成31年度当初予算（案）への反映状況（抜粋）
事業名 最終評価 平成30年度当初

予算（千円）
平成31年度当初
予算案（千円）

高齢者世帯民間住宅あっせん 改善 147 3032
感染症・災害医療情報システム 廃止 2675 0

平成30年度港区事務事業評価結果の
予算への反映状況をお知らせします

公表します（表3のとおり）�。
　なお、事務事業評価結果について
は、平成30年11月に公表していま
す。詳しくは、港区ホームページを
ご覧ください。
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