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◆�「広報みなと」は新聞（朝日・読売・毎日・日本経済・産経・東京）折り込みです。区の施設や、郵便局（赤坂・一ツ木通・麻布・芝・芝公園・新橋・高輪）、公衆浴場、区内のＪＲ・
　地下鉄・ゆりかもめの駅、新聞販売店等に置いてある他、希望する区民の皆さんに配達しています。また、「点字広報」、「声の広報」も発行していますので、ご利用ください。

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

区の手続きや施設・催し物のご案内は へ　☎5472－3710　FAX5777－8752　年中無休　午前8時~午後8時

不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛をお願いします新型コロナウイルス

見本

　区は、新型コロナウイルス感染症の影響に苦しむ地域経済の活性化に向けたさらなる追加支
援と、2月の商店街の閑散期に向けた支援および区民の生活支援のため、港区商店街連合会が
発行するプレミアム付き区内共通商品券（スマイル商品券）の追加発行を支援しています。

　「追加発行！コロナに負けるな！プレミアム付き区内共通商品券（ス
マイル商品券）」の販売に当たり、販売枠を超えてお申し込みいただい
ため、抽選を実施し当選者を決定しました。多くの区民の皆さんにご
応募いただき、ありがとうございました。
　当選した人は、当選はがきと現金を持参の上、販売
期間内にお買い求めください。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に
より、販売方法等が変更される場合は、商品券特設ホー
ムページおよび専用コールセンターでお知らせします。

問い合わせ
プレミアム付き区内共通商品券（スマイル商品券）専用コールセンター
（土・日曜、祝日を除く午前8時30分～午後5時） ☎6385－7495

見本

プレミアム付き区内共通商品券
(スマイル商品券 ) 使って商店街を支援しよう！

を

商品券利用期間　7月31日（土）まで

20％共通券
プレミアム率▶

30％限定券
プレミアム率▶

担当課　産業振興課産業振興係

商品券特設ホームページ
https://www.smile-minatoku.jp

二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、「商品券特設ホー
ムページ」をご覧いただけます。

　商品券特設ホームページでは、プ
レミアム付き区内共通商品券を購入
できる郵便局名、所在地等の情報の
他、ご利用いただける約1000店舗の
情報を掲載しています。
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2月1日更新｢港区広報トピックス（20分番組）｣港区広報番組をご覧ください 内容  区長記者発表、成年後見制度　他
放送期間  2月1日（月）～10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。

新型コロナウイルス感染症を乗り越えていくために

概要
　新型コロナウイルス感染症が再
び感染拡大していることにより、
区施設の貸室の定員制限も長期化
しています。区は、区施設を利用
する団体の今後の負担を軽減する
ため、定員制限をしている貸室の
使用料を半額に減額します。
対象施設
　表のうち、定員制限をしてい
る貸室。
対象期間
　利用日が2月1日（月）から貸室の
定員制限を終了する日までのもの

区施設の貸室の使用料を
半額に減額します

季節性インフルエンザ流行期における外来受診等の
相談先を紹介します

新型コロナウイルス感染症に関連した犯罪に注意してください

　新型コロナウイルス感染症の流行
が続いている中、インフルエンザが
流行する季節になりました。
　インフルエンザや新型コロナウイ
ルス感染症を疑う症状がある人の相
談先は次のとおりです。
発熱や咳、息苦しさ（呼吸困難）強い
だるさ（倦怠感）等の症状がある人
原則「かかりつけ医」に相談
　「かかりつけ医」または地域の身近
な医療機関に相談し、診療や検査を
受診するか、「診療・検査医療機関」
の紹介を受けます。地域の身近な医
療機関については、東京都医療機関
案内サービス「ひまわり」等で検索す
ることができます。
東京都医療機関案内サービス「ひま

わり」のホームページ
https://www.himawari.metro.
tokyo.jp/
「かかりつけ医」がない等、相談する
医療機関に迷う場合
　「東京都発熱相談センター」に相談
し、「診療・検査医療機関」の紹介を
受けます。
とき　24時間対応しています。
 ☎5320－4592
新型コロナウイルス感染症に関する
一般的な電話相談
みなと保健所電話相談窓口
対象　区内在住・在勤・在学者
とき　月～金曜午前8時30分～午後5
時15分 ☎3455－4461
聴覚障害がある人等の相談窓口

 FAX3455－4460
東京都電話相談窓口（新型コロナコ
ールセンター）
とき　月～日曜午前9時～午後10時
（祝日を含む）
対応内容　感染の予防に関すること
や、新型コロナウイルス感染症に関
する一般的な相談
 ☎0570－550571（ナビダイヤル）多言
語（日本語、英語、中国語、韓国語）
対応
聴覚障害がある人等の相談窓口
 FAX5388－1396
厚生労働省電話相談窓口
とき　午前9時～午後9時
※ 土・日曜、祝日も対応しています。
 ☎0120－565653（フリーダイヤル）

　新型コロナウイルス感染症に関す
る卑劣な犯罪が全国的に発生してい
ます。
PCR検査やワクチン接種を口実にし
た詐欺
　保健所や区役所の職員を名乗る者
から「高齢者を対象にPCR検査やワ
クチン接種ができます」「検査で陽性
の場合はホテル等での治療が必要で
す」「2月上旬までは医療従事者を優
先してワクチン接種を行います」「接
種後は１泊してもらいます」等の具
体的な説明があった後、「検査や接
種には予約金が必要です」とお金を
要求されます。
　このような電話は詐欺です。自宅
の電話は在宅時も常に留守番電話設

定にし、メッセージを確認する習慣
をつけましょう。
店舗を狙った侵入窃盗
　令和2年の緊急事態宣言下では、
営業時間の短縮および自粛をしてい
る店舗に対する侵入窃盗被害が発生
しています。
　閉店中に無施錠の出入口や小窓等
から侵入されたり、店舗のポスト等
に入れていた合鍵を使用して侵入さ
れ、レジや金庫に保管していた現金
が窃取されるものです。閉店時は下
記の防犯対策を実践し、被害を未然
に防止してください。
● 店舗内（レジや金庫等）に現金を保
管しないようにする。
● 店舗入口のみならず、侵入が予想

される勝手口ドアや小窓等も必ず
施錠する。
● 店舗のポストや店舗外に設置のキ
ーボックス等に合鍵を入れておか
ない。
　また、防犯カメラの設置や侵入さ
れたときに警備会社に通報される機
械警備を導入する等、店舗に侵入者
を近づけないようにしましょう。閉
店中の店舗前で周辺の様子を伺う等
している不審者を見かけた場合に
は、110番通報をお願いします。
偽の通信販売サイトに注意
　コロナ禍に自宅で過ごす人を狙っ
て、偽の通信販売サイトに誘導し、
商品が購入できると騙し、お金を振
り込ませる詐欺が多数発生する可能

港区新型コロナ 
こころのサポートダイヤル
 ☎5333－3808

　新型コロナウイルス感染症の流行
が続いている中、ストレスや不眠等
の心の不調について相談できる電話
相談窓口です。
対象　区内在住・在勤・在学者
とき　月～金曜（祝日を除く）午前9
時～午後5時
開設期間　3月末まで

問い合わせ

保健予防課保健予防係
 ☎6400－0081　FAX3455－4460
〇港区新型コロナ こころのサポ
ートダイヤルについて
健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　FAX3455－4460

性があります。
●不自然な日本語が使われている
●商品価格が極端に安い
● 個人の振込先口座が指定されてい
る

　以上の点が見られたら、購入には
十分気を付けましょう。
皆さんへのお願い
　電話やメールで新型コロナウイル
ス感染症対策の話や、新型コロナウ
イルス感染症に関する投資や融資等
のお金の話を持ちかけられたら、ま
ずは冷静になって、すぐ行動しない
ようにしましょう。行動する前に区
や警察に相談しましょう。

防災課生活安全推進担当
 ☎3578－2272

問い合わせ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う
水道料金・下水道料金の
支払猶予の受付再開について

　都では、新型コロナウイルスの
感染拡大に伴い、一時的に水道料
金等の支払いが困難な事情にある
人に対する支払猶予を、9月30日
まで実施していましたが、コロナ
禍による経済への影響が依然とし
て懸念されていることから、資金
需要が大きくなる年末から年度末
にかけて、支払猶予の新規受付を
再開します。
対象
　新型コロナウイルスの影響によ
り収入が減少している場合等、一
時的に水道料金・下水道料金のお
支払いが困難になった人
※ 既に支払猶予を申し出た人で

も、対象料金を完済した人は、
改めて申し込みできます。
支払猶予期間
　申し出のあった日から最長1年
間
受付期間
　3月31日（水）まで
申し込み
　電話またはファックスで、水道
局お客さまセンターへ。

問い合わせ

水道局お客さまセンター 
 ☎5326－1101　FAX3344－2531

企画課企画担当 ☎3578－2622
問い合わせ

表 対象施設
施設名

区民センター
伝統文化交流館
いきいきプラザ
勤労福祉会館

商工会館
男女平等参画センター

生涯学習センター
青山生涯学習館

学校施設（プールの団体貸切のみ対象）
※ 区外事業者が利用する場合は、減額の対

象外となります。
※ 減額の手続きは不要です。施設利用まで

に、各施設の窓口で減額後の使用料をお
支払いください。

※ 減額後の使用料等については、港区ホー
ムページをご覧いただくか、各施設にお
問い合わせください。
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MINATO CITY

2月1日更新｢区民とともに Feel your MINATO｣（20分番組、日英バイリンガル放送、手話放送）港区広報番組をご覧ください 内容  （社福）港区社会福祉協議会で実施している「子むすびサービス」。このサービスは、「育児の手助けをしたい人（協力会員）」と、「育児の手助けを必要とし
ている人（利用会員）」の相互のつながりによって成り立っています。それぞれの視点・思いを、番組を通じて紹介します。 放送期間  2月1日（月）～28日（日）
J：COMチャンネル港・新宿 （11ch）の他、港区ホームページ、YouTubeでご覧いただけます。

　新型コロナウイルス感染症の影響
を踏まえ、区は、ひとり親世帯を支
援するため、「港区ひとり親世帯臨
時特別給付金」を7月から支給してい
ます。
　給付金を支給されていない人で、
申請していない人は、2月26日（金）

の申請期限までに、早めに申請して
ください。
対象
　児童扶養手当受給資格者（現在、
児童扶養手当受給者でなくても、支
給条件に当てはまれば支給となりま
す）

港区ひとり親世帯臨時特別給付金の
申請はお済みですか

3月31日投函
か ん

分まで郵送申請する際の
郵送料を区が負担します

概要　窓口の3密を避けることを目的として、郵送可能な手続
きに要する郵送料を区が負担しています。区民・事業者の皆さ
んが、区宛てに送る各種手続きの郵送料は、料金受取人払を利
用していただくと区の負担となります。料金受取人払の様式を
封筒に貼ることで、切手を貼らずとも書類を郵送できますの
で、ぜひご利用ください。
主な対象手続き
● 各種証明書（住民票、戸籍に関する証明、特別区民税課税・
納税証明書）の請求

● 各種補助金交付申請・実績報告
● 国民健康保険料、介護保険料等の減額・減免申請
● 融資あっせんに関するもの
※ 以上4項目以外にも対象となる場合がありますので、各種手続
きの担当窓口にお問い合わせください。
料金受取人払の様式　港区ホームページに料金受取人払用の様
式を掲載しています。港区立図書館や、いきいきプラザの窓口で
も配布しています。
実施期間　3月31日（水）投函分まで
その他　料金受取人払の様式等は、港区ホームページをご覧く
ださい。
※ 住民票等の証明書を郵送で申請する際の返信用封筒には、切
手の貼付が必要です。

　新しい生活様式が定着し、多くの人が
マスクを着用している中で、聴覚に障害
がある人にも伝わりやすい事例を「うれ
しい配慮」として、｢広報みなと｣11月1日
号から全9回に渡って紹介してきました。
このコラムで学んだことをできることか
ら実践してみませんか。
動画でのうれしい配慮④
両方でうれしい配慮を実現
　手話と字幕の両方がつくことで、聴覚
に障害がある人が、内容を理解できるよ
うになります。これは、高齢者にもうれ
しい配慮です。誰も
が取り残されない情
報保障をもっと広げ
ていきましょう。
情報保障の重要性
　平成23年の東日本大震災では、障害が
ある人の死亡率が被災地全体の死亡率に
比べて高いといわれています（出典：平成
24年度版障害者白書）。聴覚に障害があ
る人は、情報が届かないことで被災した
人が多くいました。
　新型コロナウイルス感染症の対策をは

じめ、正しい情報を障害がある人にも届
けることが大切です。
◯ろう者
　手話通訳がついて、会見の
内容がとてもよく分かるよう
になりました。ただ、手話通
訳者が感染しない配慮もして
ほしいです。
◯中途失聴者および難聴者
　手話通訳は付いたのです
が、字幕はまだまだ遅れてい
ます。私たちは、日本語字幕
での情報がよく分かるので、
今後の字幕の発展に期待して
います。
　聴覚障害者への情報保障に
ついては、（特）MAMIE（マ
ミー）ホームページ
http://mamie.jp
をご覧ください。

障害者福祉課障害者福祉係
 ☎3578－2386　FAX3578－2678

問い合わせ

聴覚障害者への情報保障
聴覚に障害がある人がうれしい配慮って❾

このコラムは今回が最終回です。ご愛読ありがとうございました。

　新型コロナウイルス感染症の影響
による休業等に伴う収入の減少・失
業により、住居を失う恐れがある人
について、家賃相当額を家主に支給
します。
対象
　次の条件を満たす人
（1） 離職等により生活に困窮し、住
宅を喪失または喪失する恐れが
あること

（2） 離職・廃業から2年以内、または
やむを得ない休業等により、収
入を得る機会が減少し、離職等
と同程度の状況にあること

（3） 資産が一定額以内、かつ収入基
準額以内であること（表参照）

支給額
　支給上限額（表参照）を限度とし
た、収入に応じて調整された額
支給期間
　原則3カ月（一定の条件により3カ
月間の延長、再延長および再々延長

支給期間の延長
　原則3カ月、延長は3回まで、最長
12カ月間の受給が可能となります。
求職活動要件の変更
　次の要件を全て満たすこと。
申請・延長・再延長

（1）離職・廃業による申請
● 申請時ハローワークへの求職申し
込み
●常用就職をめざす就職活動
● 月1回以上就労支援員との面談等
● 月2回ハローワークにおける職業
相談等
● 週1回以上企業等への応募・面接

（2）休業等による減収での申請
● 月1回以上就労支援員との面談等
● 申請・延長・再延長の際に、休業
等の状況について港区生活・就労
支援センターへの報告
● 申請・延長・再延長決定の際に、
港区生活・就労支援センターにお
ける面談の実施および本人に応じ
た活動方針の決定
再々延長
※全ての受給者に適用されます。

表 対象となる基準額と支給上限額

世帯
人数

収入基準額
（A＋B） 資産

基準額
支給

上限額A B
1人
世帯 8万4000円

家
賃
額
※

50万
4000円 6万9800円

2人
世帯 13万円 78万円 7万5000円

3人
世帯 17万2000円 100万円 8万1000円

4人
世帯 21万4000円 100万円 8万6000円

※ 実際の家賃額が支給上限額を超える場合
は支給上限額で算定します。

問い合わせ

港区生活・就労支援センター
 ☎5114－8826　FAX3505－3501

家賃の支払いにお困りの人へ
～「住居確保給付金」のご相談は　　　
　　港区生活・就労支援センターへ～

担当課　生活福祉調整課自立支援担当

●ハローワークへの求職申し込み
●常用就職をめざす就職活動
● 月1回以上就労支援員との面談等
● 月2回ハローワークにおける職業
相談等

● 週1回以上企業等への応募・面接

※ 港区生活・就労支援センターは、
港区が設置した、生活にお困りの
人の相談を受ける機関です。社会
福祉士等、専門的な資格を持った
職員が相談に応じます。職員が相
談者と一緒に問題点を整理し、必
要に応じて生活保護をはじめとし
た他制度につなぐ等、生活改善に
向けて支援します。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響に
より、支援内容に変更が生じる場合
があります。
※�新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、まずは電話でご相談く
ださい（相談窓口等の混雑が予想
されますので、ご留意ください）。

「住居確保給付金」の受給要件が1月
1日から変更されました

が可能）
支給方法
　区が家主・不動産業者・保証会社
等へ代理納付
申し込み
　郵送または直接、〒106－8515六
本木5－16－45　港区生活・就労支
援センターへ（区が郵送料を負担し
ます。詳しくは、下の記事をご覧く
ださい）。

二次元コードをスマートフォンで
読み取ると、港区ホームページの料
金受取人払用のデータを掲載して
いるページをご覧いただけます。

問い合わせ

企画課区役所改革担当
 ☎3578－2622

支給額
基本給付
　1世帯5万円（第2子以降1人につき3
万円加算）
追加給付
　1世帯5万円
※ 6月分の児童扶養手当受給者世帯
（生活保護世帯を除く）と年金等の
受給者で基本給付を受けた人で家
計が急変した人
申請期限
　2月26日（金・消印有効）
申請方法

　郵送で、申請書類に必要事項を記
入の上、2月26日（金・消印有効）まで
に、〒105－8511　港区役所子ども家
庭課子ども給付係へ（区が郵送料を
負担します。詳しくは、下の記事を
ご覧ください）。支給条件や、申請
書類の請求については、お問い合わ
せください。申請書は港区ホームペ
ージからダウンロードもできます。

子ども家庭課子ども給付係
 ☎3578－2432

問い合わせ

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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4面の内容は、令和3年1月18日時点のものです。詳しくは、各問い合わせ先にご確認ください。　※二次元コードをスマートフォンで読み取ると、問い合わせ先のホームページ等をご覧いただけます。
区分 支援（事業名） 内容 申請期限 問い合わせ先

世
帯
や
個
人
の
皆
さ
ん

給
付

住民税非課税世帯の
家計を応援 港区商品券特別給付

世帯員全員が令和2年度の住民税が課税さ
れていない世帯に区内共通商品券を給付
　単身世帯：2万円分
　複数人（2人以上）世帯：3万円分
※生活保護受給者等は対象外

3月17日（水・消印有効）
港区企画課
商品券特別給付担当
☎3578－2009

生活が困難な
ひとり親世帯の人たちに ひとり親世帯臨時特別給付金

児童扶養手当受給世帯等に対して給付
　一世帯：5万円
※第2子以降は3万円加算
基本給付の再給付
（基本給付で認定された人のみ対象）
　一世帯：5万円
※第2子以降は3万円加算

2月26日（金・消印有効）
※ 詳しくは右記の問い合わせ先にご
確認ください。

港区子ども家庭課
子ども給付係
☎3578－2432

休業期間中
賃金が支払われない人に

新型コロナウイルス感染症
対応（個人、事業者向け）
休業支援金・給付金

中小企業で働く従業員に対して
給付額：月額最大34万1000円

休業した期間／申請期限（必着）
令和2年10月～12月／3月31日（水）
1月～2月／5月31日（月）

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金コー
ルセンター（厚生労働省）
☎0120－221－276

休業による収入減で住居を
失う恐れがある 住居確保給付金 給付額：原則3カ月家賃相当額

※支給上限額あり
通常業務のため、申請期限はありま
せん。

港区生活・就労支援センター
☎5114－8826
住居確保給付金相談
コールセンター
☎0120－23－5572

貸
し
付
け

収入減で生活が困難

①福祉資金緊急小口資金（特
例貸付）
②総合支援資金生活支援費
（特例貸付）

①20万円以内
② 二人以上世帯：月額20万円以内
単身世帯：月額15万円以内

3月31日（水） （社福）港区社会福祉協議会
☎6230－0282

東京都母子及び父子福祉資
金（ひとり親家庭への生活資
金貸付）

就労収入の減少分に対する貸し付け
月額上限：10万5000円

通常業務のため、申請期限はありま
せん。

港区子ども家庭課家庭
相談センター
☎3578－2436

提
供

家計や家事の負担軽減や
食事の提供

ひとり親家庭等への
「エンジョイ・ディナー事業」

児童扶養手当受給世帯等の家計や家事の負
担を軽減し、親子が団らんして栄養バラン
スの取れた夕食（お弁当）の機会を提供

3月16日（火）
※お弁当配布は3月31日（水）まで

港区子ども家庭課子ども・子
育て支援係
☎3578－2846

猶
予・減
免

収入減で保険料の納付が困難

国民健康保険料の減免 感染症の影響で収入が減少した人に対し減免 3月31日（水・必着）
港区国保年金課
資格保険料係
☎3578－2574・5

国民年金保険料の免除・猶予 感染症の影響で収入が減少した人に対し免
除・猶予 右記の問い合わせ先にご確認ください。 港区国保年金課国民年金係

☎3578－2662～6

介護保険料の減免 感染症の影響で収入が減少した人に対し減免 右記の問い合わせ先にご確認ください。
港区介護保険課
介護収納相談担当
☎3578－2896

収入減で税の納付が困難 特別区民税等徴収猶予の特例
一時的に納付できないと認められる場合
に、納税者の申請に基づき、一定期間徴収を
猶予

猶予を受けたい税の納期限まで
※ 詳しくは右記の問い合わせ先にご
確認ください。

港区税務課納税促進係・滞納
整理担当
☎3578－2618～20
☎3578－2626～33

収入減で水道料金等の
支払いが困難

水道料金・下水道料金の支払
猶予

感染症の影響で収入が減少した人に対し、
支払いを猶予 3月31日（水）

東京都 水道局
お客さまセンター
☎5326－1101猶

予

給
付

売上が半分以下で家賃の
支払い等が困難 持続化給付金 ●中小企業等：最大200万円

● フリーランス含む個人事業者：最大100万円 2月15日（月）
持続化給付金事務局
（中小企業庁）
☎0120－279－292

家賃の支払いが苦しい
家賃支援給付金

一定の売上減少要件を満たす事業者に
●中小企業等：最大100万円×6カ月
● フリーランス含む個人事業者：
最大50万円×6カ月 

2月15日（月）
家賃支援給付金
コールセンター
（経済産業省）
☎0120－653－930

東京都家賃等支援給付金
国の家賃支援給付金給付通知を受けた都内の
●中小企業等：最大37万5000円
●個人事業者：最大18万7500円

オンライン：2月15日（月）午後11時59分
郵送：2月15日（月・消印有効）

東京都家賃等支援給付金
コールセンター
☎6626－3300

都の営業時間短縮の要請に
全面的に協力

営業時間短縮に係る感染拡
大防止協力金
（令和2年12月18日～1月7日分）

一事業者当たり 一律84万円 2月26日（金） 東京都緊急事態措置等・
感染拡大防止協力金
相談センター
☎5388－0567営業時間短縮に係る感染拡

大防止協力金
（1月8日～2月7日（日）分）

協力期間／支給額
1月8日～2月7日（日）／一店舗当たり186万円
1月12日～2月7日（日）／一店舗当たり162万円

右記の問い合わせ先にご確認ください。

助
成

雇用を維持できない 雇用調整助成金 上限日額：1万5000円
補助率：10／10

支給対象期間の末日の翌日から
2カ月以内
※ 詳しくは右記の問い合わせ先にご
確認ください。

学校等休業助成金・
支援金、雇用調整助
成金コールセンター
（厚生労働省）
☎0120－60－3999

臨時休業等をした小学校等に
通う子どもの世話を行うため
①休職した労働者がいる

②契約していた仕事ができない

①小学校休業等対応助成金
②小学校休業等対応支援金

①1日1人：上限1万5000円
②1日当たり： 4100円（定額）

または7500円（定額）

休業した期間／申請期限（必着）
令和2年10月1日～12月31日／3月31日
（水）
1月1日～3月31日（水）／6月30日（水）

新型コロナウイルス感染予防
対策ガイドライン等に
基づいた取り組みを行う

中小企業等による
感染症対策助成事業

【A】 単独申請コース
限度額：50万円（条件によっては200万円）

【B】 グループ申請コース
限度額：30万円

2月26日（金・必着）
東京都中小企業振興公社
中小企業等による
感染症対策助成事業事務局
☎4477－2886

【商店街店舗向け】
新たにテイクアウト・デリバリー

・通信販売を実施する

テイクアウト・デリバリー・
通信販売導入商店街店舗応
援補助金

補助上限：80万円
補助率：新たにテイクアウト・デリバリー・
通信販売を実施する際に要する経費の4／5

3月15日（月）
港区産業振興課
産業振興係
☎3578－2556

【町会・自治会向け】
新型コロナウイルス感染拡大
防止の啓発活動を行う

新型コロナウイルス感染拡
大防止普及啓発事業助成金

限度額：1事業当たり30万円
助成率：10／10

事業期間／申請期限（午後5時必着）
2月19日（金）～3月31日（水）／2月10日（水）
3月5日（金）～3月31日（水）／2月24日（水）

東京都生活文化局
都民生活部地域活動推進課
 地域活動支援担当
☎5388－3166

貸
し
付
け

売り上げ減で
資金繰りが厳しい

感染症対応融資（全国制度）
融資金額：4000万円以内
※ セーフティネット保証（4号・5号）または
危機関連保証の認定が要件

3月31日（水）
※ 詳しくは右記の問い合わせ先にご
確認ください。

東京都産業労働局金融部
金融課
☎5320－4877

新型コロナウイルス感染拡
大に伴う特別融資あっせん あっせん金額：500万円以内 3月31日（水）

港区産業振興課
経営相談担当
☎3578－2560・61

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う給付、貸し付け等の各種支援のご案内

「広報みなと」は、区民で、新聞購読をしていない人、区有施設で入手することが困難な人のうち、希望する人に自宅配送して
います。また、自宅配送を申し込んだ人で、不要になった人、住所が変更になる人は、分かり次第早めに区長室広報係へご連
絡ください。新規配送・配送停止・住所変更の手続きには、1カ月程度の期間がかかります。 区長室広報係　☎3578－2036

「広報みなと」の
自宅配送について

事
業
者
等
の
皆
さ
ん

そ
の
他

区
の
取
組

貸付・融資等の申請に必要な区が発行する証明書手数料無料化（港区）
※各申請締め切りまで。

郵送申請する際の郵送料を区負担とする受取人払いの実施（港区）
※3月31日（水）投函分まで。

参
考
情
報

厚生労働省
新型コロナウイルス
感染症について

経済産業省
新型コロナウイルス感染症関連
（経済産業省の支援策）

東京都
新型コロナウイルス
感染症対策支援情報ナビ

東京都緊急事態措置等に関する情報
東京都緊急事態措置等・
感染拡大防止協力金相談センター
☎5388－0567

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット
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MINATO CITY

区立自転車等駐車場（定期利用分）

一斉募集のお知らせ
令和
3年度

区民斎場「やすらぎ会館」のご案内

表2利用料金
種類 定期利用 一時利用

自転車 一般：月額1800円 1回：150円学生：月額1300円
原動機付自転車
（50cc以下）

一般：月額2700円 1回：200円学生：月額2200円
※ 一時利用については、最初の2時間は無料です。入庫から、24
時間の単位が1回です。

　 こうなん星の公園自転車駐車場、六本木駅自転車駐車場につ
いては、定期利用のみの利用です。

芝地区総合支所まちづくり課まちづくり係
 ☎3578－3104
麻布地区総合支所まちづくり課まちづくり係
 ☎5114－8815
高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係
 ☎5421－7664
芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係
 ☎6400－0017

問い合わせ

表1定期利用一斉募集自転車等駐車場

駐車場名 所在地 電話番号 利用時間
収容台数（台）

自転車 原動機付自転車
（50cc以下）

田町駅東口 芝浦3－3先 ☎5443－0590

午前4時30分～
翌日午前1時30分

1200 50
品川駅港南口 港南2－14－6 ☎3472－7931 800 100
浜松町駅北口 海岸1－2－34 ☎3434－3150 200 50

★ こうなん星の公園 港南1－9－24 ☎6712－9343 1020
★ 三河台公園 六本木4－2－27 ☎3408－5135 204

白金高輪駅 高輪1－3－20先 ☎3440－6191 午前4時30分～
翌日午前1時 270

★ 桜田公園 新橋3－16－15 ☎3432－9090

午前4時30分～
翌日午前1時30分

408
広尾駅 南麻布5－1－25 ☎5420－1171 195
麻布十番駅 麻布十番1－4－14 ☎0120－3566－21 84 30（定期のみ）

★ 六本木駅 六本木6－5－19 ☎3470－4186 428
白金台駅 白金台4－6－2 ☎6450－4347 281

※★印は機械式自転車駐車場
※駐車場について詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

　自転車を駅前や道路上に放置する
と、歩道をふさぎ、歩行者の通行の
妨げになるばかりでなく、災害時の
避難や救助活動にも大きな支障とな
ります。
　放置自転車の解消に向け、自転車
等駐車場の積極的な利用をお願いし
ます。
対象
　次のいずれかに該当する人
●区内に住所を有していること
● 区内の事務所または事業所に勤務
していること

●区内の学校に通学していること
● 港区に隣接している特別区内（千
代田区、中央区、新宿区、品川
区、目黒区、渋谷区）に住所を有
していること
定期利用一斉募集自転車等駐車場
　表1のとおり
利用料金
　表2のとおり
休業日
　年中無休
※工事等による休業を除く。

利用できる車両
一般の自転車
　スタンドのない自転車や大型の自
転車等については利用できるスペー
スを限定しています。
　表1の★印の自転車駐車場は、全
長が1メートル90センチ以下等、利
用できる自転車に制限があります。
詳しくは、各駐車場へお問い合わせ
ください。
50cc以下の原動機付自転車
　利用できる駐車場が限られていま
す。表1でご確認ください。

し、保険証をお返しください。
国民健康保険料を滞納すると
（1） 納期限までに納付がないと、督
促状や催告書が送付されます。

（2） 滞納期間が1年を超えると、保険
証を返還してもらい、「資格証明
書（※）」が交付されることがあり
ます。

（※ ）資格証明書でも保険診療が受け
られますが、医療機関では、か
かった医療費をいったん全額自
己負担していただくことになり
ます。後日、申請により、かか
った医療費の国民健康保険負担
相当分を滞納保険料に充当する
ことができます。

（3） 上記の他、保険料を滞納すると、
予告なく財産を差し押えられる
ことがあります。

　保険料の納付が困難なときは必ず
ご相談ください。

〇国民健康保険制度について
国保年金課資格保険料係
 ☎3578－2643～45
〇資格証明書について
国保年金課資格保険料係
 ☎3578－2647～49
〇滞納処分（差し押さえ等）について
国保年金課滞納整理係
 ☎3578－2536・7、2650～3

問い合わせ

　令和3年3月（予定）から、順次病院
や薬局等の医療機関でマイナンバー
カードが健康保険証として使えるよ
うになります。
　マイナンバーカードを使えば、就
職や転職、引っ越ししても、保険者
への加入や脱退等の届け出の後、保
険証の発行を待たずに、マイナンバ
ーカードで受診できます（保険者へ
の加入や脱退等の届け出は、引き続
き必要です）。
利用には事前に登録が必要です
　マイナンバーカードを健康保険証

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
　加入・脱退や、住所・氏名に変更
があった場合は、異動があった日か
ら14日以内に最寄りの総合支所区民
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。手続きに必要なものについて
は、港区ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。

保険料の納付
　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、その間にかかった医療費は全
額自己負担となります。
誤って保険証を使うと
　区の国民健康保険の資格がなくな
った後に保険証を使うと、区が負担
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

国民健康保険制度のご案内

マイナンバーカードが
健康保険証として

利用できるようになります

として利用するためには、事前に登
録が必要です。登録の申し込みは、
マイナポータルで行います。

※ 保険証として使えるのは、令和
3年3月（予定）からですが、その
後も従来の保険証はそのまま使
えます。

二次元コードをスマートフォンで
読み取ると、マイナポータルのホー
ムページをご覧いただけます。

〇マイナンバーカードの健康保険
証利用申し込みに関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル
 ☎0120－95－0178

問い合わせ

申し込み
　利用を希望する場合（浜松町駅北
口、広尾駅、麻布十番駅を除く）は、
直接、2月11日（木・祝）～21日（日）
に、各自転車等駐車場管理室へ。
 ☎表1参照
● 浜松町駅北口自転車等駐車場の利
用を希望する場合は、3月16日（火）
から、自転車等駐車場管理室へ。
● 広尾駅自転車駐車場、麻布十番駅
自転車等駐車場の利用を希望する
場合は、3月20日（土・祝）から、港
区ホームページで申し込みができ
ます。港区ホームページに記載の
手順に沿って利用申請を行ってく
ださい。
● いずれも申込者多数で定期利用枠
を超えた場合は、抽選となります。
※ 申し込みについて詳しくは、港区
ホームページをご覧ください。

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

　夜間・休日等に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
契約管財課庁舎管理担当
☎3578－2870

　区民斎場「やすらぎ会館」は、安価
で安心して葬儀ができる施設です。
お通夜・告別式を行うことができま
す（火葬はできません）。
対象
●亡くなった区民の葬儀を行う人
● 区内にお住まいの人で三親等以内
の親族の葬儀を主宰する人

利用時間・使用料　表3のとおり

申し込み　電話で、やすらぎ会館へ
申し込み後、来館して申請書を提出
してください。 ☎3470－3117
所在地　南青山2－34－1

地域振興課地域振興係
 ☎3578－2530～2

問い合わせ

表3 区民斎場「やすらぎ会館」利用時間・使用料
利用時間 使用料

式場等一式使用料 午後4時～翌日午後3時 8万5300円

式場等区分使用料 午前8時30分～午後3時 4万3100円
午後4時～翌日午前8時30分 4万2200円

仮安置施設使用料 24時間ごと（24時間に満たないときは24時間とします） 800円

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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冬は湿度管理が大切です
　冬を快適に過ごすために、温度と
同様に湿度にも気を配ることが大切
です。少しの心掛けで住まいの空気
は快適になります。
湿度は50パーセントを目安に
　湿度は低すぎても高すぎてもよく
ありません。低湿度では風邪やイン
フルエンザにかかりやすくなり、高

湿度では結露やカビ
が発生する恐れがあ
ります。部屋の湿度は50パーセント
を目安に管理しましょう。部屋には
温度計とともに湿度計を置くことを
おすすめします。
結露していませんか
　結露は、室内で発生した水蒸気が
冷えて水滴になったものです。特に

冬は、生活のさまざまな場面で発生
した水蒸気に加え、必要以上に加湿
器を使用することによって湿度が高
くなることがあります。結露を放置
するとカビが発生しやすい環境にな
り、アレルギー疾患を引き起こすこ
とがあります。結露してしまった
ら、水滴をふき取りましょう。
換気をしましょう
　新型コロナウイルス感染症対策と
しても換気は有効です。対面の窓を
2カ所以上開け、空気の入り口と出
口を作りましょう。24時間換気シス

テムのスイッチは常に入れ、部屋の
壁の給気口が開いているか確認しま
しょう。
住まいの環境をより快適に
　住まいの衛生について気になるこ
とがあればご相談ください。希望が
あれば区職員が住宅にお伺いし、換
気設備の確認や住まいの衛生のアド
バイスをしています。

生活衛生課生活衛生相談係
 ☎6400－0043

問い合わせ

適切な湿度管理で
健康的な冬を過ごしましょう

　港区民交通傷害保険は、少額の保
険料で加入でき、車両による交通事
故でけがをした場合、入院・通院の
治療日数と治療期間に応じた保険金
をお支払いする制度です。
　自転車または身体障害者用車いす
の使用等により、他人にけがを負わ
せたり、他人の財物を壊したり、誤
って電車等を運行不能にさせたこと
等によって発生した、法律上の損害
賠償責任を補償する｢自転車賠償責
任プラン｣も併せて募集します。
　令和2年4月から、「東京都自転車
の安全で適正な利用の促進に関する
条例」により、都内で自転車を使用
する人の自転車賠償責任保険への加
入が義務化されています。

　自転車事故でも多額の損害賠償金
を支払わなくてはならない事例が発
生していますので、いざというとき
のために自転車賠償責任プランがセ
ットされたコースへのご加入をおす
すめします。
　詳しくは、各総合支所協働推進課
で配布するパンフレットまたは港区
ホームページをご覧ください。
※ 自転車賠償責任プランのみに加入
することはできません。
加入対象者
　4月1日時点で区内に住所・勤務
先・学校がある人
保険期間
　4月1日午前0時～令和4年3月31日
午後12時

加入申し込み方法
　表1のとおり
※ 令和4年度から団体加入を除き、
加入は全て金融機関窓口での申し
込みに変更する予定です。
コースの種類と保険料
　表2の7つのコースから1つを選ん
で加入してください。複数のコース
への加入はできません。
※ 令和2年度から、自転車賠償責任
プランに「示談交渉サービス」がセ
ットされています。

引き受け保険会社
　このご案内は概要を説明したもの
です。
　詳しくは、損害保険ジャパン（株）
東京公務開発部営業開発課（受付時
間：祝日除く月～金曜午前9時～午後
5時）にお問い合わせください。
 ☎3349－9666
※保険会社の承認番号：SJ20－09715
承認日：令和2年11月13日

各総合支所協働推進課協働推進係
 ☎欄外参照

問い合わせ

表1 加入申し込み方法
区内在住者 区内在勤・在学者個人加入 10人以上の団体加入

受付
場所

最寄りの総合支所協働推進課
区内金融機関

（銀行・信用金庫・信用組合・ゆ
うちょ銀行・郵便局）

最寄りの総合支所協働推
進課

区内金融機関
（銀行・信用金庫・信用
組合・ゆうちょ銀行・郵
便局）

加入
方法

加入申込書に必要事項を明記
の上、保険料を添えて申し込
み

団体加入申込書に必要事
項を明記の上、人数分の
保険料を添えて申し込み

加入申込書に必要事項
を明記の上、保険料を
添えて申し込み

申込
期間

各総合支所協働推進課
　3月31日（水）まで
区内金融機関
　3月22日（月）まで

3月31日（水）まで 3月22日（月）まで

表2 コースの種類と保険料
コース 補償内容 一時払保険料 最高保険金額

A 区民交通傷害Aコース＋被害事故補償 900円 150万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）
B 区民交通傷害Bコース＋被害事故補償 1500円 350万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）
C 区民交通傷害Cコース＋被害事故補償 2500円 600万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）
XJ 区民交通傷害Xコース＋被害事故補償＋自転車賠償プラン 1400円 35万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）＋1億円（自転車賠償）
AJ 区民交通傷害Aコース＋被害事故補償＋自転車賠償プラン 1900円 150万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）＋1億円（自転車賠償）
BJ 区民交通傷害Bコース＋被害事故補償＋自転車賠償プラン 2500円 350万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）＋1億円（自転車賠償）
CJ 区民交通傷害Cコース＋被害事故補償＋自転車賠償プラン 3500円 600万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）＋1億円（自転車賠償）

助成団体募集のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の感染
拡大の影響を受けた区内団体の文化
芸術活動に対して、経費の一部を助
成することで、団体の活動継続を支
援します。これにより、区は新しい
鑑賞様式に対応した文化芸術活動の
促進と区民の鑑賞機会を確保します。
対象者
　区内に事務所等の活動拠点を置
き、平成30年4月1日以降区内で文化
芸術活動実績があり、新型コロナウ

イルス感染症の影響で令和2年2月以
降の事業が中止または延期となった
団体（大企業を除く）
対象事業
　4月1日（木）～令和4年3月20日（日）
に区内またはオンラインで行われ、
区民に広く鑑賞・参加の機会が提供
される文化芸術事業
助成金額
　1団体当たり上限30万円

助成率
　助成対象経費の10分の10
助成件数
　100件（予定）
募集要項
　港区ホームページをご覧ください。
申し込み
　郵送で、申請書類を〒105－8511
　港区役所地域振興課文化芸術振興
係へ（区が郵送料を負担します。詳
しくは、3面の記事をご覧ください）。
※ 申請書類は、港区ホームページか
らダウンロードできます。
注意事項
　受け付けは先着順です。なお、予
算上限に達した時点で本事業は終了

となります。
　持参やメール等による申し込みは
できません。
　令和3年度港区文化芸術活動サポ
ート事業に申請している事業または、
令和2年度港区文化プログラム連携
事業に指定されている事業では、本
事業に申請することはできません。

二次元コードをスマートフォ
ンで読み取ると、港区ホーム
ページの募集要項等のデータ
を記載しているページをご覧
いただけます。

地域振興課文化芸術振興係
 ☎3578－2584

問い合わせ

「港区文化芸術活動継続支援事業」

　区内での自転車事故件数は減少し
ていますが、交通ルールを守らない
交通事故が増加しています。特に、
安全不確認、二人乗り、右側通行等
の逆走による事故が多く発生してい
ます。また、保育園や幼稚園にお子

さんを送迎する保護者の自転車事故
も多数発生しています。自転車は誰
でも気軽に乗れますが、「車両」で
す。
　自転車を利用する際は、安全な乗
り方や交通ルールについて再確認し

自転車の交通ルールを守り、
交通事故ゼロをめざしましょう

て、安全・安心な自転車運転を心掛
けましょう。
自転車安全利用五則
（1） 自転車は、車道が原則、歩道は
例外

（2）車道は左側を通行
（3） 歩道は歩行者優先で、車道寄り
を徐行

（4）安全ルールを守る
● 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
●夜間はライトを点灯

● 交差点での信号遵守と一時停止・
安全確認

（5）子どもはヘルメットを着用
● 自転車を運転するときは、幼児や
児童だけでなく、高齢者や中学
生、高校生等もヘルメットを着用
しましょう。

地域交通課交通対策係
 ☎3578－2262

問い合わせ

令和
3年度

新たに区内在勤・在学者も加入対象になります

港区民交通傷害保険に
加入しましょう
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　区では、年度途中に育児休業からの復職を
予定している保護者を対象に、入所予約を実
施しています。
対象　次の全てに該当する区民
（1） 令和3年5月～令和4年3月に育児休業から
復職予定であること

（2） 令和2年5月1日～令和3年4月1日までに生
まれた児童の1歳の誕生日または誕生日前
日に復職すること

（3） 育児休業給付金受給対象者であること
　詳しくは、「保育園入園のごあんない」また
は港区ホームページをご覧ください。
定員　表1のとおり
※ 私立認可保育園・小規模保育事業所・事業
所内保育事業（地域枠）は対象外です。

申し込み　郵送または直接、通常の保育園申
込書類と併せて、育児休業明け入所予約申込
書および育児休業給付金支給決定通知書等の
写しを、お住まいの地区の総合支所区民課保
健福祉係へ（区が郵送料を負担します。詳し
くは、3面の記事をご覧ください）。
申込期間
郵送　3月8日（月）～31日（水）
直接　3月8日（月）～4月6日（火）
※ 令和3年4月の認可保育園等の入所申し込み
との併願はできません。

各総合支所区民課保健福祉係 ☎欄外参照
問い合わせ

表1実施園・予定数
実施園 予定数（人） 実施園 予定数（人）

芝保育園 ３ 白金保育園 ３
神明保育園 ６ しばうら保育園 ６
芝公園保育園 ３ こうなん保育園 ３
南麻布保育園 ３ たかはま保育園 ６
本村保育園 ３ 台場保育園 ３
西麻布保育園 ３ 芝浦アイランド

こども園 ３
麻布保育園 ３ 青南保育室 ６
飯倉保育園 ３ 第二青南保育室 ３
東麻布保育園 ３ 桂坂保育室 ３
元麻布保育園 ６ 志田町保育室 ３
赤坂保育園 ３ たまち保育室 ６
南青山保育園 ３ 芝浦橋保育室 ３
青山保育園 ３ 五色橋保育室 ３
伊皿子坂保育園 ３ 三光保育室 ３
高輪保育園 ３
※受け入れクラスはいずれも0歳児クラスです。

保育園の育児休業明け入所予約のご案内

　みなと保育サポートは、パート
タイム勤務や短時間勤務等で児童
の保育ができない家庭を対象に、
原則1日8時間以内で、1カ月160時
間を上限に保育を行います。
対象　区内在住の生後4カ月以上
の集団生活が可能な未就学児で、
保護者の就労等により一定程度継
続的に家庭で保育を受けられない
児童
申し込み　郵送または直接、2月

15日（月）～3月5日（金）に、みなと
保育サポート利用申請書を各みな
と保育サポートへ。
定員　表2のとおり
※ 申込者が募集を上回る場合は、
抽選で利用者を決定します。
利用料（1日当たり）
　4時間未満　1100円
　4時間以上6時間未満　1650円
　6時間以上8時間以下　2200円
　生活保護世帯および住民税非課

みなと保育サポート令和3年度
定期利用保育新規利用者の募集

税世帯は利用料が全額免除になり
ます。
　また、定期利用については、ひ
とり親世帯等で所得割課税額が7
万7100円以下の世帯では全員、区
内在住で生計を同一にしている上
のきょうだいがいる世帯は、下の

きょうだいの利用料が全額免除と
なります。

問い合わせ

各施設 ☎表2参照

担当課　子ども家庭支援センター
子ども家庭サービス係

表2施設名・定員・提出先・各施設問い合わせ
施設名 定員（人） 郵便番号 住所 電話

みなと保育サポート東麻布 20 106－0044 東麻布2－1－1 ☎5544－8461
みなと保育サポート赤坂 20 107－0052 赤坂9－4－2　2階 ☎3475－3902
みなと保育サポート白金 27 108－0072 白金3－10－12 ☎5423－4909
みなと保育サポート白金台 20 108－0071 白金台4－6－2 ☎6450－4298
みなと保育サポート港南四
丁目 20 108－0075 港南4－2－4 ☎5796－8861

　「子育てひろば」には、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ます。保護者が子育て仲
間と情報交換をしたり、育児相談をすることもできます。
　現在は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止す
るため、時間や人数等の一部利用を制限して実施していま
す。利用時間、利用方法、定員について詳しくは、各施設
にお問い合わせください。
　また、子育てひろば「あっぴぃ」で実施する子育てひろば
は、空き状況の確認と利用予約がオンラインでできるよう
になりました。詳しくは、子ども家庭支援センター子ども
家庭サービス係にお問い合わせください。

各施設 ☎表3参照
子ども家庭支援センター子ども家庭サービス係
 ☎6400－0090

問い合わせ

表3子育てひろば 実施施設
施設名 対象 所在地 電話

あっぴぃ新橋

0歳～おおむね3歳未満の
お子さんとその保護者

新橋6－4－2　2・3階 ☎5425－7525
あっぴぃ麻布 六本木5－12－24 ☎5114－9900
あっぴぃ西麻布 西麻布2－13－3　3階 ☎5467－7175
あっぴぃ赤坂 赤坂9－4－2　2階 ☎3475－3900
あっぴぃ白金台 白金台4－6－2　1階 ☎6450－4249
あっぴぃ芝浦 芝浦3－1－16 ☎5730－3252
あっぴぃ港南 港南2－3－13　3階 ☎6712－0688
あっぴぃ港南四丁目 港南4－2－4 ☎5796－8862
あっぴぃ台場 台場1－7－1　4階 ☎5520－9061
みなと子育て応援プラザPokke 芝5－18－1－102 ☎6435－0411
子育てひろば「あい・ぽーと」

0歳～就学前のお子さん
とその保護者

南青山2－25－1 ☎5786－3250
神明子ども中高生プラザ 浜松町1－6－7 ☎5733－5199
麻布子ども中高生プラザ 南麻布4－6－7 ☎5447－0611
赤坂子ども中高生プラザ 赤坂6－6－14 ☎5561－7830
赤坂子ども中高生プラザ青山館 北青山3－4－1－201 ☎5786－6567
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
芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ 芝浦4－20－1 ☎5443－7338

両親学級
悪区民で、出産予定日が令和3年
3～6月の妊婦とそのパートナー（1
人での参加可）
葦 3月6・13日（土）午後1時～2時、
午後2時45分～3時45分（いずれか
にお申し込みください）
梓恩賜財団母子愛育会　研究所
棟4階（南麻布5－6－8）
芦各15組（申込順）
持ち物　母子健康手帳、筆記用具
渥電話で、2月1日（月）～10日
（水）に、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

鯵健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　FAX3455－4460

母親学級
悪区民で、出産予定日が令和3年
3～7月の妊婦
葦 3月12・19・26日（金）基本コー
ス：午後1時30分～2時30分、オプ
ションコース：午後2時45分～3時
45分
梓みなと保健所
芦各20人（申込順）
持ち物　母子健康手帳、筆記用
具、バスタオル
渥電話で、2月28日（日）までに、
みなとコール（受付時間：午前9時

～午後5時）へ。 ☎5472－3710
鯵健康推進課地域保健係
　 ☎6400－0084　FAX3455－4460

うさちゃんくらぶ
悪区民で、令和2年11月生まれの
第1子とその保護者
葦芝・麻布・赤坂地区在住者：2
月10日（水）、高輪・芝浦港南地区
在住者：2月24日（水）いずれも午後
1時30分～3時30分
梓みなと保健所
芦各30組（会場先着順）
持ち物　母子健康手帳、バスタオ
ル
渥当日直接会場へ。

鯵健康推進課地域保健係
　 ☎6400－0084　FAX3455－4460

2月の乳幼児健診・育児相談
悪 4カ月児育児相談（令和2年10月
生まれの人）、1歳6カ月児健康診
査（令和元年7月生まれの人）、3歳
児健康診査（平成30年1月生まれの
人）
渥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。
鯵健康推進課地域保健係
　 ☎6400－0084　FAX3455－4460

令和3年度から入所予約の枠を拡大します

子育てひろば利用のお知らせ

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休  午前8時～午後8時
☎5472－3710
FAX5777－8752
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紙面上でお知らせしているイベントや事業等を延期または中止する場合があります（最新の情報は、港区ホームページをご覧ください）。
また、新型コロナウイルス感染症対策のため、施設入館時に個人情報（氏名・緊急連絡先）を集めます。
区が集めた個人情報は、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合があります。

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

対象　申込時に60歳以上の区民
で、1人で会場まで通うことがで
き、継続して参加できる人
※ 通院中の場合、主治医の了承が

必要です。
※ 安全のため事業の前後に血圧を

測定させていただきます。
内容と実施期間
（1）健康トレーニング
　楽しく体を動かしながら筋力や

柔軟性、バランス力の向上をめざ
します。4～9月（週1回・全20回・
1回60分程度）
（2）ミニ健30
　自主的に継続して運動ができる
よう、自宅でもできる介護予防運
動を実施します。4～6月（週1回・
全10回・1回30分程度）
※ 参加できるコースは表1の全コ

ースのうち、1人1コースのみで

す。
※ 「みんなと元気塾」と併用はでき

ません。
ところ　表1のとおり（抽選）
※ 詳しくは、各会場へお問い合わ

せください。
費用　無料
申し込み　電話または直接、2月
15日（月）までに、参加を希望する
会場へご相談ください。申請等の

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

　みんなとオレンジカフェは、認
知症の人やその家族、また認知症
予防に関心のある人が気軽に集え
る場所です。地域の認知症専門医
や専門職に相談できたり、皆さん
で交流したりしています。認知症

の人の心と向き合うために有効と
いわれている「回想法（昔の懐かし
い経験や思い出を語り合う療法）」
の実践等について学びます。
対象　区民
とき　3月13日（土）午前10時～11

　（公社）港区シルバー人材センタ
ーには、現在約1700人が会員登録
しており、93歳の会員も現役で仕
事についています。1回だけの仕
事から毎週2～3日の仕事まで、多
様な働き方をしています。また、
ボランティア活動も行い、地域社

会に貢献しています。
対象
　「働く意欲のある」60歳以上の区
内在住者
入会説明会　表2のとおり
申し込み
　電話または（公社）港区シルバー

日常生活に役立つスマホ講座
　お手持ちのスマートフォンを持
参してください。
悪おおむね60歳以上の区民
葦 3月1日～22日（毎週月曜・全4

回）午後1時30分～3時
梓三田いきいきプラザ
芦 8人（抽選）
渥電話または直接、2月19日（金）
までに、三田いきいきプラザへ。
　 ☎3452－9421

手続きを行います。
※ ご案内・申込書は各会場、各高齢

者相談センター、各総合支所区
民課保健福祉係等にあります。

※結果は、3月中旬に郵送します。

各会場 ☎表1参照
高齢者支援課介護予防推進係
 ☎3578－2930

問い合わせ

表2入会説明会日程一覧
とき ところ

2月9・10日（火・水）、3月9・10日（火・
水）いずれも午前9時30分～11時 （公社）港区シルバー人材センター

2月12日（金）午前10時～11時30分 白金台いきいきプラザ
2月15日（月）午前10時～11時30分 高輪区民センター
3月11日（木）午前10時～11時30分 港南区民協働スペース
3月12日（金）午前10時～11時30分 芝浦区民協働スペース（みなとパーク芝浦1階）

表1 プログラム一覧
地区名 芝 麻布

施設名
電話番号

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 

（とらトピア） 
☎3539－2941

南麻布いきいき
プラザ 
☎5232－9671

ありすいきいき
プラザ 
☎3444－3656

麻布いきいき
プラザ 
☎3408－7888

西麻布いきいき
プラザ 
☎3486－9166

飯倉いきいき
プラザ 
☎3583－6366

麻布区民協働スペース 
※「ありすいきいきプラザ」 
(☎3444－3656）にご連絡ください。

ミニ健30 10コース 8コース 8コース 6コース 16コース 2コース 6コース 6コース 2コース
健トレ 2コース 6コース 6コース 3コース 3コース 2コース 4コース 3コース

地区名 赤坂 高輪 芝浦港南

施設名
電話番号

赤坂いきいき
プラザ 
☎3583－1207

青山いきいき
プラザ 
☎3403－2011

青南いきいき
プラザ 
☎3423－4920

豊岡いきいき
プラザ 
☎3453－1591

高輪いきいき
プラザ 
☎3449－1643

白金いきいき
プラザ 
☎3441－3680

白金台いきいき
プラザ 
☎3440－4627

港南いきいき
プラザ 

（ゆとりーむ） 
☎3450－9915

介護予防総合
センター 

（ラクっちゃ） 
☎3456－4157

芝浦アイランド
児童高齢者
交流プラザ 

（あいぷら） 
☎5443－7338

台場高齢者
在宅サービス
センター 
☎5531－0520

ミニ健30 6コース 10コース 6コース 6コース 8コース 6コース 8コース 4コース 2コース 6コース 6コース
健トレ 1コース 1コース 1コース 2コース 2コース 4コース 7コース

令和3年度前期「健康トレーニング」参加者募集

みんなとオレンジカフェ講演会

働くことを通じて
地域社会に貢献しませんか

　平成30年～令和元年にかけて風し
んが流行しました。風しん抗体価の
低い妊娠初期の妊婦が風しんウイル
スに感染すると、胎児が先天性風し

ん症候群になる恐れがあります。
対象
◦�昭和37年4月2日～昭和54年4月1日
生まれの男性

　令和3年度末まで風しん抗体検査、
予防接種を公費で受けられます。
◦�19歳以上の妊娠を希望している女
性とその夫（パートナー含む）、同
居者または風しん抗体価の低い妊
婦の夫（パートナー含む）、同居者

　風しんの抗体検査や予防接種歴が
ない人は、抗体検査、予防接種を公
費で受けることができます。
◦2歳以上18歳以下の人
　麻しん風しん混合（MR）ワクチン
定期接種第1期（1歳～2歳未満）、第2

期（5歳以上7歳未満で小学校就学前
の1年間）のいずれかまたは両方未接
種の人への費用助成があります。
詳細について
　風しんの予防接種について詳しく
は、港区ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。

保健予防課保健予防係
 ☎6400－0081

問い合わせ

女性の安心な妊娠・出産と
生まれてくる赤ちゃんを
守るために予防接種を受けましょう

～2月4日は「風しんの日」です～

時30分
ところ　赤坂区民センター
定員　25人（申込順）
講師　黒川 由紀子氏（黒川 由紀
子老年学研究所所長）
内容　高齢者や認知症の人の心と
向き合う～回想法によるアプロー
チ～
申し込み　ファックスまたはメー
ルで、3月10日（水）までに、氏名、

住所、連絡先を明記の上、（特）介
護者サポートネットワークセンタ
ー・アラジンへ。 ＦＡＸ5368－1956
メール：arajin2001@arajin-care.
net

高齢者支援課高齢者相談支援係
 ☎3578－2409

問い合わせ

人材センターホームページ
http://www.minato-sc.or.jp
からお申し込みください。
web入会
　入会説明会に参加できない場合
は、（公社）港区シルバー人材セン
ターホームページで説明を視聴で
きます。
※入会面談は必要です。
入会面談
　入会説明会に出席またはweb入
会申し込み後、入会を希望する人
には第3火曜に面談を実施します。

年度会費
　会員になるためには会費が必要
です。会費は1年度（4月～翌年3
月）で2000円です。
※ 2・3月に入会する人は令和2年

度の会費を免除します。

（公社）港区シルバー人材センタ
ー
 ☎5232－9681　ＦＡＸ5232－9680

問い合わせ

担当課　保健福祉課地域保健福祉
係
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展示作品　港区教育長賞4作品、図
書館長賞10作品、優秀賞14作品

二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、港区立図書館のホ
ームページをご覧いただけます。

図書文化財課学校支援担当
 ☎3437－6621

問い合わせ

　小学生・中学生の両部門で合計
676作品の応募をいただきました。
審査の結果、港区教育長賞4作品、
図書館長賞10作品が全国コンクール
への推薦作品として選考され、11月
14日に郷土歴史館で表彰式を行いま

した。
入賞・入選作品を展示します
とき　2月20日（土）～28日（日）
午前9時～午後8時
※日曜、祝日は午後5時まで
ところ　高輪図書館

　区では、区内で活動しているさま
ざまな分野のNPO法人等の公益活
動を支援する「みなとパートナーズ
基金」を活用し、NPO活動に対する
助成事業を行っています。
対象　特定非営利活動促進法（NPO
法）の規定に基づき設立されたNPO
法人および公益活動を目的とする団
体（法人を除く）で、条件を全て満た
す団体
助成内容
　表1のとおり（令和3年度中に助成
事業が終了するものに限ります）。

申請から交付までのスケジュール
　表2のとおり
募集要項
　地域振興課（区役所3階）、各総合
支所管理課、各区民センターで配布
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
　募集要項を確認の上、郵送または
直接、申請書類を、3月1日（月・消
印有効）までに、〒105－8511　港区
役所地域振興課区民協働・町会自治
会支援担当へ（区が郵送料を負担し
ます。詳しくは、3面の記事をご覧
ください）。

※ 「協働事業」の申請にあたっては、
事前に地域振興課区民協働・町会
自治会支援担当へご相談ください。
みなとパートナーズ基金
目的
　区では、公益活動の促進を目的と
した寄付金の受け皿として、「みな
とパートナーズ基金」を設置してい
ます。この基金を通じて、区民・企
業等が、資金提供という形で公益活
動に協力・支援できる仕組み（図参
照）を作ることで、協働型社会の形
成を図っていきます。
寄付の受け付け
　港区NPO活動助成事業を支える

「みなとパートナーズ基金」への寄付
金を、区民・企業等の皆さんから募
っています。詳しくは、港区ホーム
ページをご覧ください。

　多くの人がコロナ禍の環境
変化で精神的失調を感じる時
代に、生（せい）の繊細さや揺
らぎを独自の世界で表現する
中村監督の映像や文章を入り
口に、現代社会の中で見えづ
らい女性や子どもを取り巻く
問題について考え、学び合う
ワークショップです。
対象　どなたでも
※ 保育あり（詳しくは、シア

ターコモンズ実行委員会に
お問い合わせください。）
日時　2月26・27日（金・土）
※いずれも午後1時～4時
ところ　リーブラホール（み
なとパーク芝浦1階）
費用　無料
定員　各25人程度（いずれも
区内在住・在勤・在学者優先
で抽選）
申し込み　2月11日（木・祝）
までに、シアターコモンズ
21’ホームページ
https://theatercommons.
tokyo
の「NEWS」からお申し込みく

ださい。
※ ワークショップの参加者

は、事前にAR映画「サス
ペンデッド」を鑑賞するこ
とをお勧めします。詳しく
は、シアターコモンズ21'
ホームページをご覧くださ
い。

※ 映画鑑賞は、ワークショッ
プの参加条件ではありませ
ん。

中村 佑子氏略歴
　昭和52年東京生まれ。慶應
義塾大学文学部哲学科卒。

「あえかなる部屋　内藤礼と、
光たち」をはじめとした映画
作品等を手掛ける。令和2年
12月に初の著書「マザリング
－現代の母なる場所」を出版。

シアターコモンズ実行委員
会 ☎050－5358－8561
2月6・7日（土・日）を除く
午前10時～午後6時
地域振興課文化芸術振興係
 ☎3578－2538

問い合わせ

4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、2月12日

（金・必着）までに、JTBみなと予約センタ
ーへ。専用はがきは、各総合支所区民課窓
口サービス係、各区民センター、地域振興
課（区役所3階）、JTB虎ノ門店にあります。
または、区民保養施設予約システムで、2
月18日（木）までに、申し込みください。抽
選結果は2月末にご自宅に郵送します。
空き室申し込み
対象　区民・在勤者
申し込み　利用希望日の1カ月前の同日か
ら区民保養施設予約システム、またはJTB
みなと予約センターで申込順に受け付けま
す。
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。

区民保養施設予約システムの変更および停
止について
　4月1日（木）から、区民保養施設予約シス
テムを次のとおり変更します。詳しくは、
港区ホームページをご覧ください。
（1）利用者登録機能等の追加
　 利便性向上のため、区民保養施設予約シ

ステムで利用者登録と施設の予約申し込

みがすぐに行えるよう変更します。
※ 区内在住・在勤の確認が完了するまでは、

登録および申し込みは確定しません。
※ すでに専用はがき等で利用者登録をして

いる人は、改めての登録手続きは不要で
す。

（2）パスワード設定機能の追加
　 セキュリティー機能の強化のため、現在

のログイン時に入力する生年月日に替え
て、登録者がパスワードを任意に設定で
きるよう改めます。

（3）区民保養施設予約システムの停止
　 区民保養施設予約システムの変更に伴

い、3月31日（水）午前0時～4月1日（木）午
前4時59分は、停止します。

二次元コードをスマートフォンで読
み取ると、区民保養施設予約シス
テムのページをご覧いただけます。

〇登録・利用・申し込み
JTBみなと予約センター
午前10時～午後6時30分（土・日曜、祝日
を除く） ☎5434－7644
区民保養施設予約システム
午前5時～午前0時
〇区民保養施設事業について
みなとコール ☎5472－3710

問い合わせ

担当課　地域振興課地域振興係

第2回「港区図書館を使った調べる
学習コンクール」の表彰式を開催しました

令和3年度「港区NPO活動助成事業」対象団体を募集します

令和2年度港区文化プログラム連携事業

病の時代を生きる"力"
「マザリング」とアート

〜映画監督・作家：中村佑子さんを迎えて〜

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

表1 助成事業区分および助成内容
助成事業

区分
単独事業 協働事業

（1）団体活動基盤整備事業 （2）地域福祉向上事業 （3）団体による協働事業 （4）区との協働事業

対象事業
団体の財政基盤、情報基盤、人
的基盤等の活動基盤を強化す
るための事業

団体が主体となって実施する、
社会的課題の解決、区民福祉向
上が期待できる事業

他の団体と協働で実施する、社
会的課題の解決、地域福祉向上
が期待できる事業

団体が主体となって区と協働で
実施する、社会的課題の解決、地
域福祉向上が期待できる事業

金額 助成対象経費として認定した
額の2分の1以内で、上限25万円

助成対象経費として認定した
額の2分の1以内で、上限50万円

助成対象経費として認定した
額の2分の1以内で、上限50万円

助成対象経費として認定した
額の2分の1以内で、上限75万円

予定団体 2団体 3団体 1団体 1団体

回数上限 1回まで 3回まで 団体による協働事業と区との
協働事業のうち合計3回まで

表2 スケジュール
2月 助成事業申請受け付け

4～5月 応募者によるプレゼンテー
ション、審査会の開催

6月 交付決定

図 NPO活動助成事業の仕組み

地域振興課区民協働・町会自治会
支援担当 ☎3578－2557

問い合わせ

紙面上でお知らせしているイベントや事業等を延期または中止する場合があります（最新の情報は、港区ホームページをご覧ください）。
また、新型コロナウイルス感染症対策のため、施設入館時に個人情報（氏名・緊急連絡先）を集めます。
区が集めた個人情報は、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合があります。

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

表彰された皆さんと港区教育長他

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休  午前8時～午後8時
☎5472－3710
FAX5777－8752
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※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。

みなと
※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。

みなと

障害者関連情報
障害者のための体操講座「座っ
てゆっくりストレッチ♪～音楽
に合わせて～」
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
援区分認定を受けている区民で医療
機関から運動を制限されていない人
時 3月2日（火）午後1時40分～3時30
分
所障害保健福祉センター6階
人 10人程度（抽選）
申電話またはファックスで、2月15
日（月）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、公共交通機関の利用
が困難な人は、巡回送迎バスを利用
できます。
　 ☎5439－2511　ＦＡＸ5439－2514
担障害者福祉課障害者施設係

健　　康
胃・大腸がん検診（予約制）
対 35歳以上の区民
時 3月1日（月）～31日（水）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
代田区神田神保町1－105　神保町三
井ビルディング）
人 20人（申込順）
申電話で、2月22日（月）までに、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

女性の健康講座「いいお産、い
い産後、いい更年期を迎えるた
めのボディケア」
　女性ホルモンの影響による身体の
変化や今から実践できる筋膜ケア、
骨盤底筋群体操等について、理学療
法士がお伝えします。
対区内在住・在勤・在学者
時 3月4日（木）午前10時～正午
所みなと保健所3階多目的室
人 15人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、10人。2月25日（木）まで
に、申込時にお申し出ください）※

当日は生涯学習講座の動画撮影を行
います。予めご了承ください。
申電話で、2月2日（火）～3月3日

（水）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
問健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

◎アピアランス（外見）ケア個
別相談
対がん患者およびその家族
時 3月4日（木）・17日（水）午前10時
～10時30分、午前10時30分～11時
人各1組（申込順）

◎両立支援個別相談
対がん患者およびその家族、企業
の人事労務担当者等
時 3月4日（木）午後6時～7時、午後7
時～8時
人各1組（申込順）
◎栄養セミナー「今が旬の野菜
～蕪

か ぶ

の温かポタージュスープ～」
対どなたでも
時 3月13日（土）午前10時30分～11時30
分
人 20人（申込順）
◎印の共通事項
所がん在宅緩和ケア支援センター
申電話またはファックスで、各開
催日の前日までに、開催日時・氏
名・電話番号・参加人数を、がん
在宅緩和ケア支援センター（受付時
間：平日午前10時～午後9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

講座・催し物
女性のための再就職支援セミナ
ー・就職面接会
　ハローワーク品川と共催により開
催します。セミナー、就職面接会の
みの参加も可能です。1～4回目は
Z

ズ ー ム

oomによるオンラインセミナー、5
回目は会場にてセミナーおよび就職

面接会を行います。
対就職を希望する人
時（1）2月15日（月）午前10時～正午（2）
2月18日（木）午前10時～正午（3）2月25
日（木）午前10時～正午（4）3月2日（火）
午前10時～正午（5）3月10日（水）午前
10時～正午※午後1時から就職面接会
所（1）～（4）オンラインツール（Zoom）
を使って受講可能な自宅等※インタ
ーネット環境がない人向けに、各回5
人程度会場枠を用意します。（5）男女
平等参画センター（みなとパーク芝浦
2階）
内（1）w

ウ ィ ズ

ithコロナ時代の女性の働き
方（2）50代からの再就職プランニング

（3） web面接会のコツと応募書類の
書き方（4）女性のための賢いマネープ
ラン（5）面接はコミュニケーション！
人（1）～（4）40人（5）20人（いずれも申
込順）
申各開催日の3日前までに、産業振
興課ホームページ「MINATOあらか
ると」
https://www.minato-ala.net/
からお申し込みください。就職面接
会は電話で、ハローワーク品川へお
申し込みください。 ☎5418－7304
問産業振興課経営相談担当
 ☎3578－2562

中小企業のための障がい者雇用
入門セミナー
対区内経営者・労務担当者・区内
在勤者
時 2月19日（金）午後2時～4時
所商工会館
人 30人（申込順）
申電話または商工会館ホームペー
ジからお申し込みください。詳しく
は、商工会館ホームページ
https://minato-shoukou.jp/
をご覧ください。
問商工会館 ☎3433－0862
担産業振興課経営相談担当

第6回一日消費者教室「キャッ
シュレス決済の注意点と使い方
の基本～〇〇ペイって何？～」
対区内在住・在勤・在学者
時 2月22日（月）午後1時30分～3時
所消費者センター（みなとパーク芝
浦2階）
人 18人（申込順）

申電話で、2月15日（月）までに、消
費者センター（受付時間：午前9時～
午後5時（日曜、祝日を除く））へ。
 ☎3456－4159

港区手話講習会
対区内在住・在勤・在学の15歳以
上（中学生不可）の健聴者で、全回受
講できる見込みがある人。※過去に
受講したクラス（「他の自治体の手話
講習会」で同等と認められるクラス
も含む）および下位のクラスに申し
込むことはできません。※令和2年
度港区手話講習会は新型コロナウイ
ルス感染症の影響で実施見送りとな
り、令和3年度の受講にそのまま移
行するため、募集は限定して行いま
す。
時 5月18日（火）～令和4年2月15日（火）
所障害保健福祉センター等
人

クラス とき・回数 定員

入門
午前10時~
正午（隔週火
曜・全20回）

20人程度
抽選

中級
午前10時~
正午（毎週火
曜・全35回）

20人程度
初級クラス修了者
優先。その他抽選

※募集を行うのは入門と中級のみで
す。※休講に備え、予備日を設定す
る予定です。※5月18日は開講式、
令和4年2月15日は閉講式を実施しま
す。式は講習の一環としており、出
席日数（修了基準）に含みます。
費用　350円（保険料）
申郵送または直接、所定の申込書
に住所・氏名を明記した返信用封筒

（長形3号・84円切手貼付）を同封の
上、2月26日（金・午後5時必着）まで
に、〒106－0032六本木5－16－45　

（社福）港区社会福祉協議会生活支援
係へ。※申込書の郵送を希望する人
は、希望のクラス・住所・氏名を明
記した返信用封筒（長形3号・84円切
手貼付）を同封し、送付してくださ
い。また、（社福）港区社会福祉協議
会の窓口でも申込書を配布している
他、（社福）港区社会福祉協議会ホー
ムページ
http://www.minato-cosw.net/
からダウンロードもできます。
 ☎6230－0282　ＦＡＸ6230－0285
担障害者福祉課障害者支援係

障害者歯科診療所
（港区口腔保健センター）

三田1－4－10
みなと保健所2階

2月13日（土）�
午前9時30分~午後0時30分

【完全予約制】
平日午前9時~午後5時
受付� ☎6400－0084

FAX3455－4460
健康推進課地域保健係

2月27日（土）�
午後1時30分~4時30分

※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。

2
月
7
日（
日
）

ワールドシティ益子クリニック
（小・内）

港南4－6－7
ワールドシティタワーズキャピタル
タワー3階

5783－0331

古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011

南青山おおつかクリニック（内・小）南青山4－9－17 5786－3288

兼松歯科医院（歯） 赤坂3－17－7　門田ビル3階 3583－3811

★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

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��https://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~翌朝8時

土･日曜、祝日、年末年始
午前8時~翌朝8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
2月7日（日） 白金台南薬局 白金6－6－1 5421－0880

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 
港区ホームページ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：午後7時~10時
土 �曜：午後5時~10時
※祝日・年末年始を除く
※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

紙面上でお知らせしているイベントや事業等を延期または中止する場合があります（最新の情報は、港区ホームページをご覧ください）。
また、新型コロナウイルス感染症対策のため、施設入館時に個人情報（氏名・緊急連絡先）を集めます。
区が集めた個人情報は、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合があります。

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

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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MINATO CITY

※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。

みなと

港区の人口 
令和3年1月1日現在

総人口

男 11万2,362人
24万318人

女 12万7,956人

男 9,749人 女 8,969人

出生等 256人 死亡等 336人
転入 2,061人 転出 2,485人

25万9,036人
(前月比504人減)

(前月比300人減)

1万8,718人 (前月比204人減)

日本人世帯数 13万3,258世帯
外国人世帯数 9,973世帯
複数国籍世帯数 3,296世帯

14万6,527世帯 (前月比348世帯減)
(前月比206世帯減)
(前月比145世帯減)
(前月比3世帯増)

日本人

外国人

世帯数

都営住宅入居者募集
募集住宅

（1）ポイント方式による募集（家族向
けのみ）：1290戸

（2）単身者向け・単身者用車いす使
用者向け・シルバーピア（単身者向
け・二人世帯向け）・居室内で病死
等があった住宅等：411戸
主な申込資格
　都内に居住していること、住宅に
困っていること、所得が定められた
基準に該当すること等です。
　これに加え、（1）ポイント方式は、
高齢者・心身障害者等の固有の資格
があること、（2）単身者向けは60歳
以上であること、シルバーピアは65

歳以上であること等です。
　詳しくは、募集案内をご確認くだ
さい。
申込書・募集案内の配布期間
　2月9日（火）まで
※土・日曜を除く。
申込書・募集案内の主な配布場所
　各総合支所協働推進課・台場分
室、港区指定管理者㈱東急コミュニ
ティー虎ノ門支店　等
申し込み
　郵送で、2月15日（月・必着）まで
に、募集案内添付の封筒で、指定の
宛先へ。

抽選日時
　単身者向け・単身者用車いす使用
者向け・シルバーピアについては、
3月19日（金）午前9時30分～10時30分

（予定）
抽選会場
　都庁第二本庁舎１階ホール

JKK東京（東京都住宅供給公社）都
営住宅募集センター都営募集課
2月15日（月）まで
※土・日曜、祝日を除く。
 ☎0570－010－810
上記以外の期間について
※土・日曜、祝日を除く。
 ☎3498－8894

問い合わせ

担当課　住宅課住宅管理係

事業名　浜松町二丁目地区第一種市
街地再開発事業
時 3月3日（水）まで※閉庁時を除く。
所環境課（区役所8階）、各総合支所
管理課、みなと図書館
問環境課環境指導・環境アセスメ
ント担当 ☎3578－2490

放置自転車リサイクル
時 2月14日（日）午前10時～10時30分
受け付け、後に購入順位の抽選
所みなとリサイクル清掃事務所作
業連絡所（元麻布3－9－6）
人販売台数30台程度※区民優先枠
を設けています。
費用　価格等、詳しくはお問い合わ
せください。
問（公社）港区シルバー人材センタ
ー ☎5232－9681
リサイクル自転車作業所（みなとリ
サイクル清掃事務所作業連絡2階）

（受付時間：火～金曜午前9時～午後5
時） ☎3479－3116

変更・休止情報等
虎ノ門いきいきプラザ臨時休館
　施設の設備点検のため臨時休館し
ます。
時 3月7日（日）
問虎ノ門いきいきプラザ
 ☎3539－2941
芝地区総合支所管理課施設運営担当
 ☎3578－3135

求人・区民委員募集
消費者センター啓発員
対パソコンの操作ができて、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（木）～令和4年3月
31日（木）
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（4週のうち
1週は週3日））
勤務場所　消費者センター（みなと
パーク芝浦2階）
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
報酬月額等　16万5330円程度
※交通費別途支給（限度額あり）
採用人数　1人

選 1次：書類選考、2次：書類選考合
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）、作文「応募の動機」（400字詰め
原稿用紙800字程度）、返信用封筒

（宛先を記入し返信用切手貼付）を同
封の上、2月9日（火・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

港区国際化推進アドバイザー会
議委員
　「港区国際化推進プラン」の策定
や、国際化推進施策の取り組みの検
証等を行う会議委員を募集します。
対 20歳以上の区内在住・在勤・在
学者で、任期中開催する会議（年2回
程度）に出席できる人
任期予定　4月1日（木）～令和5年3月
31日（金）
公募人数　10人（外国人5人、日本人
5人）
申郵送またはファックスで、A4判

（横書き、書式自由）1枚に、（1）氏名
（2）住所（3）国籍（4）性別（5）年代（6） 
在勤・在学者の場合は勤務先または
学校名、所在地（7）電話番号（8）港区
とのかかわり（委員経験あり等）（9）

「港区国際化推進プラン（素案）令和3
（2021）～令和8（2026）年度」について
のご意見を明記の上、2月26日（金・
必着）までに、〒105－8511　港区役
所地域振興課国際化推進係へ（区が
郵送料を負担します。詳しくは、3
面の記事をご覧ください）。
 ＦＡＸ3438－8252
※電子申請サービス
https://www.e-tokyo.lg.jp
からも申し込めます（登録手続きは
日本語です）。
注意事項　応募書類は返却しませ
ん。委員には、区の規定による謝礼
をお支払いします。「港区国際化推
進プラン（素案）令和3（2021）～令和8

（2026）年度」は、港区ホームページ
や地域振興課国際化推進係（区役所3
階）で閲覧できます。
問地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2308

　みなとエコチャレンジのポイント
景品交換申請受け付けは、2月15日

（月）より開始します。参加者には申
請期間や申請方法等詳しくは、2月
初旬頃に通知します。
※ インターネットでの参加者には、

メールで、インターネット以外で
の参加者には、郵便で通知しま
す。

環境課地球環境係 ☎3578－2496
問い合わせ

みなとエコチャレンジ2020の
景品交換のご案内

分譲マンションセミナー「最近
のトラブル事例（管理組合運営
やルール違反者への対応）につ
いて」
対区内分譲マンションの居住者ま
たは区分所有者
時 2月20日（土）午後2時～3時50分
所オンラインツール（M

マ イ ク ロ ソ フ ト

icrosoft 
T
チ ー ム ズ

eams）を使って参加可能な場所
申 2月14日（日）までに、港区ホーム
ページからお申し込みください。
問住宅課住宅支援係 ☎3578－2224

お 知 ら せ
みなとパーク芝浦フェスティバ
ル開催中止
　3月6日（土）にみなとパーク芝浦で
開催を予定していたみなとパーク芝
浦フェスティバルは、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、開催
を中止します。またの機会にご参加
ください。
問芝浦港南地区総合支所管理課管
理係 ☎6400－0036

大平台みなと荘への展示用絵画
募集
対区内在住・在勤者
展示期間　3月下旬～令和4年3月中
旬
展示要件　（1）額に納められた絵画

（2）大きさが概ねF10号（45.5×53.0
センチメートル）以上、F20号（60.6
×72.7センチメートル）以下の作品

（額の大きさは含みません。）（3）1人
1作品まで※保養施設に展示するた
め、宿泊者が心穏やかに笑顔で鑑賞

できる作品を募集します。
申直接、2月26日（金）までに、申込
用紙に必要事項を明記し、絵画（額
付）を持参の上、地域振興課（区役所
3階）へ。※申込用紙は地域振興課、
各総合支所管理課、各区民センター
で配布します。
問地域振興課地域振興係
 ☎3578－2530～2

令和₃年度港区文化芸術活動サ
ポート事業の助成団体を募集し
ます
　区内またはオンラインで行われる
文化芸術活動およびそれらの活動を
行う団体を育成するため、事業の実
施に係る経費の一部の助成（上限額
50万円または200万円のいずれかを
選択）を行います。併せて、専門家
によるアドバイスにより、団体やそ
の活動をサポートします。
申郵送で、申請書および関係書類
に必要事項を明記の上、2月28日

（日・消印有効）までに、〒107－
0052赤坂4－18－13　Kissポート財
団「港区文化芸術活動サポート事業」
担当へ。※申請書および関係書類の
ダウンロード、対象団体・事業等に
ついて詳しくは、Kissポート財団ホ
ームページ
https://www.kissport.or.jp/
をご覧ください。 
問 Kissポート財団事業課（受付時
間：祝日を除く月～金曜午前9時～午
後5時） ☎ 5770－6837
担地域振興課文化芸術振興係

港区環境影響調査実施要綱に基
づく環境影響調査書の縦覧

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休  午前8時～午後8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。

養蜂事業の概要
　芝地区総合支所では、芝地区内で
のミツバチの飼育や、採取したはち
みつの活用を通して、地域の人々の
交流を図ることを目的とする養蜂事
業を実施しています。
「しばみつⓇ」抽選販売
　港区芝地区産はちみ
つ「しばみつⓇ」50グラ
ム500円（税込）を数量
限定（予定数量300個）
で、区役所で抽選販売
します。（購入は1人2個まで）
抽選の申し込み
　2月5～8日（金～月）に、港区ホー
ムページからお申し込みください。

二次元コードをスマートフォンで読
み取ると、港区ホームページの「しば
みつ」のページをご覧いただけます。

※ 2月6～8日（土～月）の間は、みなと
コール（受付時間：午前9時～午後5
時）でも受け付けています。

 ☎5472－3710
※ 抽選結果は、2月中旬頃に、メー

ルまたは郵送でご連絡します。
当選者への商品受け渡し
とき　3月8日（月）午前10時～午後4
時
ところ　区役所1階ロビー
※ 郵送による対応は行っておりませ

ん。
（デザイナー：芝BeeBee’sプロジェ
クトメンバーである井原正揮さん、
井原佳代さん、山下沙枝さん）

芝地区総合支所協働推進課地区政
策担当 ☎3578－3192

問い合わせ

　麻布地区内にあるデリバリーやテ
イクアウトサービスを実施している
対象飲食店を利用し、その飲食物を
楽しむ様子の写真や利用した飲食店
への応援メッセージ等をSNSに投
稿して参加する、ハッシュタグキャ
ンペーン「AZABU飯」を開催しま
す。参加者には抽選でプレゼントも
あります。
　詳しくは、キャンペーン公式ホー
ムページをご覧ください。
　なお、SNSアカウントがない人
も、はがきで参加する方法がありま
す。詳しくは、お問い合わせくださ
い。
対象　どなたでも
開催期間　2月19日（金）～3月15日（月）
プレゼント内容
1等賞　スマイル商品券2万円分（1人）

2等賞　スマイル商品券1万円分（5人）
3等賞　スマイル
商品券2千円分（30
人）
AZABU飯賞　オ
リジナルエコバッ
グ（50人）
※ 豪華ゲスト出演

のオリジナルム
ービーをキャン
ペーン公式ホームページで公開予
定です。ぜひご覧ください。

ニ次元コードをスマートフォンで
読み取ると「AZABU飯」公式ホーム
ページをご覧いただけます。

麻布地区総合支所協働推進課地区
政策担当 ☎5114－8812

問い合わせ
　消費者グループ等によるパネル展
示の他、講座等を開催します。
パネル展示
とき　3月2～6日（火～土）午前9時～
午後5時
※6日（土）は午後4時まで
ところ　消費者センター（みなとパ
ーク芝浦2階）
参加団体　消費者団体・消費者問題
推進員および協力団体・企業
フードドライブ
とき　3月6日（土）午前9時～午後4時
ところ　消費者センター（みなとパ
ーク芝浦2階）
映画会「もったいないキッチン」
　食品ロス解決策のヒントを探すド
キュメンタリーです（日本語吹替
版）。
対象　どなたでも
とき　3月2日（火）午後2時～3時40分
ところ　男女平等参画センター（み
なとパーク芝浦1階）
定員　90人（申込順）
申し込み　電話またはファックス
で、2月22日（月）午後5時までに、氏
名、電話番号、住所、上映作品名を
消費者センター（受付時間：月～土曜

（祝日を除く）午前9時～午後5時）へ。
消費生活講座
食生活に活かそう食品表示～食品の
産地表示のしくみに強くなる～
とき　3月6日（土）午前10時～11時30
分
講師　独立行政法人農林水産消費安
全技術センター（FAMIC）職員
海洋プラスチック汚染～海洋ごみと
マイクロプラスチックの現状につい
て学ぶ～
とき　3月6日（土）午後2時～3時30分
講師　（社）JEAN事務局長
消費生活講座共通事項
対象　区内在住・在勤・在学者
ところ　消費者センター（みなとパ
ーク芝浦2階）
定員　各15人（申込順）
申し込み　電話で、2月26日（金）午
後5時までに、消費者センター（受付
時間：月～土曜（祝日を除く）午前9時
～午後5時）へ。

消費者センター
 ☎3456－4159　ＦＡＸ3453－0458

問い合わせ

ハッシュタグキャンペーン
「AZABU飯」を開催します

港区立郷土歴史館企画展

所 在 地　白金台4－6－2ゆかしの杜内　☎6450－2107　FAX6450－2137
開館時間　午前9時～午後5時（土曜のみ午前9時～午後8時）
ホームページ　https://www.minato-rekishi.com/
休 館 日　�毎月第3木曜（第3木曜が祝日等の場合は開館し、その前日の水曜に休館）、

年末年始（12月29日～1月3日）、特別整理期間

　本展では、昭和から平成にかけて長きにわたり芝
地区で活動した、木工芸家の中

なか

䑓
だい

瑞
ずい

真
しん

（1912～2002）
と彫金家の服

はっ

部
とり

雅
まさ

永
なが

（1918～2005）という二人の工芸
家についてご紹介します。
　中䑓は一木の桐材を刳

く

って刃物で器を成形する
刳
くり

物
もの

の第一人者として、上品で清浄感あふれる木工
品を制作しました。服部は伝統的な技法と現代的感
覚を融合し金属の特性を生かした金工品を制作しま
した。両者の交流を物語る資料は残されていません
が、工芸家としての歩みは不思議と共通するところがあります。
　大工の祖父を持つ中䑓と、彫金師の父を持つ服部は、ともに大正時代に生まれ、
10代前半に修業を始め、20歳前後でそれぞれ芝地区の西久保巴町と虎ノ門にて独
立しました。第二次世界大戦が始まり召集されますが、戦後は再び芝地区におい
て工芸の道に復した点も共通しています。以後は各種工芸展に出品し、研鑽を積

み、それぞれに独自の作風を確立しました。のちに中䑓は
重要無形文化財保持者（人間国宝）、服部は港区指定無形文
化財保持者となり、港区の伝統工芸の振興に多大なる貢献
を果たしました。
　当館（旧港区立港郷土資料館）ではこれまでも展覧会を通
して両者の活動を顕彰してまいりましたが、今回、中䑓は
18年ぶり、服部は15年ぶり、2人の作品を一堂に展示するの
は初めての機会となります。港区が誇る「匠の世界」を、ぜ
ひご堪能ください。なお、本展との同時開催として「未来に
伝えよう！　新指定文化財展（令和2年度）」を行います。

「匠の世界　―木工芸家・中䑓瑞真
と彫金家・服部雅永―」

中䑓瑞真作
桐木地二十四弁輪花盛器

第5回

郷土歴史館へ

服部雅永作
彫金額「森」

期日：3月21日（日）まで午前9時～午後5時（土曜のみ午後8時まで）
休館：2月18日（木）、3月18日（木）
観覧料：�大人200円、小・中学生、高校生100円
※�区内在住・在学の小・中学生、高校生、区内在住の65歳以上の人および障害者とその介助者（1人）
の観覧料は無料です。証明できるものをお持ちください。
郷土歴史館無料公開日
対象　区民（区民であることが証明できるものをお持ちください）
とき　2月11日（木・祝）午前9時～午後5時

商品イメージ

芝BeeBee’sプロジェクトで採れた
　はちみつ『しばみつⓇ』
　の抽選販売を行います

養
蜂
事
業
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
し
ば
っ
ち
」

第48回 港区消費生活展

オリジナルエコバッグ
※画像はイメージです。

　犯罪や非行のない明るい地域社会
を築こうとする全国的な運動“社会
を明るくする運動”の一環として、
次代を担う小・中学生に、日常の家
庭生活や学校生活の中で体験したこ
とを基に、犯罪・非行のない地域社
会づくりや犯罪・非行をした人の立
ち直りについて考えたこと、感じた
ことを題材とした作文コンテストを
行いました。
　24校975作品（小学校15校513作品、
中学校9校462作品）の応募があり、
入賞者が決定しました。
入賞者
最優秀賞
小学生の部

「声をかけることの大切さ」
港陽小学校6年　永見 望さん

中学生の部
「それって『当たり前』？」
白金の丘中学校1年　橋本 七菜子さ
ん
優秀賞
小学生の部

「支えることの大切さ」
港陽小学校6年　中村 心美さん
中学生の部

「帰れる場所」
三田中学校1年　山田 舞波さん
※ 新型コロナウイルスの感染拡大防

止のため、表彰式は中止となりま
した。

問い合わせ

保健福祉課地域保健福祉係
 ☎3578－2381

更
生
ペ
ン
ギ
ン
の

ホ
ゴ
ち
ゃ
ん

“社会を明るくする運動”
港区作文コンテスト

紙面上でお知らせしているイベントや事業等を延期または中止する場合があります
（最新の情報は、港区ホームページをご覧ください）。また、新型コロナウイルス感
染症対策のため、施設入館時に個人情報（氏名・緊急連絡先）を集めます。区が集め
た個人情報は、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合があります。

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ
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