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新型コロナウイルス
誰でも接種

残高￥1，
000

残高

券種

ワクチン打てます

抽

選

プレミアム率
発行総額
使用可能場所※
販売単位
購入限度額
有効期限

※電子商品券と紙商品券では使用可能場所が異なります。詳しくは、特設サイトおよび港区商店街連合会ホームペー
ジをご覧ください。

申込期限

入

電子商品券
専
 用ウェブサイトからクレジットカードまたはコンビニ
決済等で購入します。
紙商品券
当選はがきを持参し、現金で購入します。
※事前申し込み～当選はがきの発送の流れは、電子商品券お
よび紙商品券共通です。

注意事項
販売期間終了後、購入
一定数
場合 、二次販売
。二次販売 決定
際
等
知
。
商品券購入後 返金・払 戻
。

商品券
行 予定
、特設
対応

区の手続きや施設・催し物のご案内は

込

販売場所・販売期間

インターネット
12月17日（金）午後11時59分
はがき
12月17日（金・必着）

申込方法

※申込者多数の場合は
抽選となります。

※落選の通知は
ありません。

限定券

20パーセント
30パーセント
6億円（電子商品券4億円 紙商品券2億円）
9億円
（電子商品券6億円 紙商品券3億円）
全ての電子商品券もしくは紙商品券
大型店舗・タクシー・医療機関を除く、
取り扱い店舗・タクシー・医療機関
電子商品券もしくは紙商品券取り扱い店舗
1口（冊）
1万円
1口
（冊）
1万円
「共通券」
「限定券」合わせて1人5口
（冊）
5万円まで
令和4年7月31日
（日）

区内在住・在勤者

当選はがきの発送

購

共通券

対象

事前申し込み

令和4年2月1日
（火）
～12日
（土）

V

表 販売券種

申
令和4年1月
27日
（木）頃から



店舗マップ

購入までの流れ

令和4年
1月中旬

港区芝公園1-5-25

購入には事前申し込みが必要です

区は、厳しい経営状況が続く区内商店街店
舗等をさらに支援するため、過去最大となる
総額15億円のプレミアム付き区内共通商品
券
（スマイル商品券）
を販売します
（ 表 参照）
。
今回は、スマートフォンの普及に伴う決済
の電子化の要望に応えるため、商品券の一部
を電子化して販売します。
電子商品券はインターネット、紙商品券は
インターネットまたはチラシに付いている応
募はがきによる事前申し込みで当選者を決定
し、当選者のみ購入できます。

12月17日
（金）
まで

〒105-8511

ワクチンを接種した後も、マスクの着用や手洗い、密集を避ける等、
引き続き感染防止対策の徹底をお願いします

利用／送付

支払う

編集／企画経営部区長室

プレミアム付き
区内共通商品券 を販売します

電子商品券

￥

3578-3111㈹
3583-4151㈹

総額15億円発行

残高

チャージ

発行部数85,000部

火・金曜の夜は、誰でもすぐに

電子商品券も
あります

購入／受信

芝 地 区
麻布地区

MINATO CITY

No.2179

5413-7011㈹
5421-7611㈹
3456-4151㈹
5500-2365

、電子商品券
1回
。

紙商品券

、

電子商品券
インターネット 特設
申 込
、
氏名・住所等 必要事項 入力 上、 申 込
（共通券・限定券 、購入時 選択
）
。
紙商品券
インターネット 特設
申 込
、氏名・住所・購入希望券種・金額・購入販売所
等 必要事項 入力 上、 申 込
。
はがき 区役所等 区有施設
区内郵便局等
配布
付
応募
、必要事
項 明記 上、 申 込
。

電子商品券
専用
、令和4年2月1
日（火）〜12日（土） 、当選
記
載
必要情報 入力 、 購入
（
決済等 購入）
。
紙商品券
次 販売場所 当選
持参
、現金
購入
（
・電子
等
購入不可）
。
平日
販売場所 区内郵便局53局
販売期間 令和4年2月1日
（火）
〜10日
（木）
※販売時間 、各郵便局販売窓口 開
設時間 準
。
休日
販売場所 区役所本庁舎1階
販売日時 令和4年2月5・12日（土）
午前10時〜午後4時
問い合わせ

二次元コードをス
マートフォンで読
み取ると、特設サ
イトをご覧いただ
けます。

へ

二次元コードをス
マートフォンで読
み取ると、港区商
店街連合会ホーム
ページをご覧いた
だけます。

付 区内共通商品券（
商品券）
専用
（年末年始 除
午前9時〜午後6時） ☎0120−769−578
担当課

☎5472－3710 FAX5777－8752

産業振興課産業振興係

年中無休

午前8時~午後8時

◆「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。
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手話普及啓発動画
「手話で話そう！」
第2弾を配信しています
手話の普及啓発と学習のきっか
けづくりを目的に、日常生活の中
で使える手話を紹介する手話普及
啓発動画
「手話で話そう！」
第2弾を
港区ホームページ等で配信してい
ます。動画には、区民や区内で活
躍している人が手話チャレンジャ
ーとして出演しています。
内容
手話クイズ編 ろう者が出題者と

して、次の2つの手話をクイズ形式
で紹介します。
（1）
コンビニエンスストア
（2）
病院
手話レッスン編 ろう者が講師と
して次の6つの手話を紹介後、手
話チャレンジャーが手話を実践し
ます。
（1）
痛い
（2）
助けてください

令和4年
1月開始

一部 65 歳以下を対象とした内容も掲載しています

対象
60歳以上の区民で、1人で会場まで
通うことができ、期間中継続して参加
ができる人
内容・定員・とき
表 のとおり
（抽選）
ところ
介護予防総合センター（みなとパー
ク芝浦2階）
費用
無料
申し込み
電話または直接、12月20日（月）まで
に、介護予防総合センターへ。
問い合わせ

介護予防総合センター ☎3456－4157
担当課

高齢者支援課介護予防推進係

対 おおむね50歳以上の区民
時 令和4年1月4日～3月22日（毎週
火曜、全12回）午後6時30分～7時
30分
所 三田いきいきプラザ
人 10人
（抽選）
申 電話または直接、12月25日
（土）
までに、三田いきいきプラザへ。
☎3452－9421

対 おおむね50歳以上の区民
時 令和4年1月7日（金）午後2時～
3時30分
所 虎ノ門いきいきプラザ
人 5人（抽選）
申 電話または直接、12月25日
（土）
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。
☎3539－2941

☎電話番号のかけ間違いにご注意ください。

歴史講座「港区の建造物」
対 おおむね60歳以上の区民
時 令和4年1月19日（水）午後2時～
3時
所 三田いきいきプラザ
人 20人
（抽選）
申 電話または直接、令和4年1月
10日（月・祝）までに、三田いきい
きプラザへ。
☎3452－9421
事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

編

二次元
読 取
、
「 手話
動画
覧

話

助

。

！」

問い合わせ

障害者福祉課障害者福祉係
☎3578－2670 ＦＡＸ3578－2678

表 一般介護予防事業・各種教室一覧
内容
定員（人） 実施曜日
時間
1 動
15
毎週月曜 午前11時30分〜午後0時30分
2
体操教室※1
15
毎週木曜 午後3時30分〜4時30分
3 認知症予防
音楽教室※1
15
毎週木曜 午前10時〜11時
4 頭
健康教室※1
15
毎週水曜 午後1時30分〜2時30分
5 膝痛予防改善教室
15
毎週月曜 午前10時〜11時
6 腰痛予防改善教室
15
毎週木曜 午前11時30分〜午後0時30分
7 肩
予防改善教室
15
毎週木曜 午前10時〜11時
8 自宅
※2
10
毎週月曜 午前10時〜11時
9
5
毎週土曜 午後3時30分〜4時30分
10
15
毎週金曜 午後1時30分〜2時30分
11
15
毎週火曜 午後7時〜8時
12
中国語
10
毎週金曜 午後3時30分〜4時30分
13
15
毎週土曜 午後3時30分〜4時30分
14
15
毎週火曜 午後3時30分〜4時30分
15
体想
15
毎週月曜 午後1時30分〜2時30分
16 颯爽
体操
15
毎週金曜 午前10時〜11時
17 地域元気
健康
※3
15
毎週木曜 午後3時30分〜4時30分
18
15
毎週木曜 午後7時〜8時
19
15
毎週月曜 午後3時30分〜4時30分
。
※2 指導員
（Zoom） 使
実施
※1 65歳以上 参加可能
※3 地域
主体的 健康
実践
方法 介護予防 通
学 教室
。

初心者のための詩吟体験

ハワイアンキルトの歴史を学び
ながら、オリジナルタペストリー
を作ります。
対 おおむね60歳以上の区民
時 令和4年1月10日（月・祝）・14
日
（金）
午後1時～3時
（全2回）
所 三田いきいきプラザ
人 10人
（抽選）
費用 1800円
（材料費）
申 電話または直接、令和4年1月5
日
（水）
までに、三田いきいきプラ
ザへ。
☎3452－9421

手話

介護予防総合センターの一般介護予防事業・各種教室

初めての韓国語講座

初めてのハワイアンキルト講座

ちぃばす
（3）
（4）
どこですか?
（5）
ごめんなさい
（6）
元気です
配信媒体 港区ホームページ、港区
コミュニティチャンネル（12月31日
（金）
までの港区広報番組
「こんにちは
港区長です」放送終了後10分以内に
放送）
、区有施設に設置しているデジ
タルサイネージ、YouTube

時 令和4年1月5日～3月23日（毎週
水曜、全12回）午前10時～11時30
分
所 飯倉いきいきプラザ
人 14人（抽選）
申 電話または直接、12月25日
（土）
までに、飯倉いきいきプラザへ。
☎3583－6366

ゴルフ教室

対 60歳以上の区民
時 令和4年1月5日～3月23日（毎週
水曜、全12回）午後2時30分～4時
所 西麻布いきいきプラザ
人 15人（抽選）
申 電話または直接、12月20日
（月）
までに、西麻布いきいきプラザ
へ。
☎ 3486－9166

対 50歳以上の区民
時 令和4年1月16日～2月20日（毎
週日曜、全6回）午前10時～11時
所 飯倉いきいきプラザ
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20日
（月）
までに、飯倉いきいきプラザへ。
☎ 3583－6366

パソコン教室

肩こり予防改善教室

膝痛予防改善教室

対 50歳以上の区民
時 令和4年1月6日～2月24日（毎週
木曜、全8回）
（ 1）午前10時～11時
30分
（2）午後1時30分～3時
所 西麻布いきいきプラザ
人 各5人
（60歳以上の人優先で抽選）
費用 2000円（教材費）
申 電話または直接、12月25日
（土）までに、西麻布いきいきプラ
ザへ。
☎ 3486－9166

やわらかボール体操教室
対 65歳以上の区民

対 60歳以上の区民
時 令和4年1月11日～3月29日（毎
週火曜、全12回）午前9時30分～11
時
所 南麻布いきいきプラザ
人 14人（抽選）
申 電話または直接、12月25日
（土）
までに、南麻布いきいきプラザ
へ。
☎5232－9671

スマートフォン教室
対 50歳以上の区民
時 令和4年1月20・27日（木・全2

開始日
令和4年1月10日
令和4年1月6日
令和4年1月6日
令和4年1月5日
令和4年1月10日
令和4年1月6日
令和4年1月6日
令和4年1月10日
令和4年1月8日
令和4年1月7日
令和4年1月4日
令和4年1月7日
令和4年1月8日
令和4年1月11日
令和4年1月10日
令和4年1月7日
令和4年1月6日
令和4年1月13日
令和4年1月10日
。

終了日
3月28日
3月24日
3月24日
3月23日
3月28日
3月24日
3月24日
3月28日
3月26日
3月25日
3月22日
3月25日
3月26日
3月29日
3月28日
3月25日
3月24日
3月31日
3月28日

回）
午後1時30分～3時
所 ありすいきいきプラザ
人 10人
（60歳以上の人優先で抽選）
費用 500円
（教材費）
申 電話または直接、12月20日
（月）
までに、ありすいきいきプラザ
へ。
☎3444－3656

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 令和4年1月18・19日
（火・水）
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、12月20日
（月）
までに、
赤坂いきいきプラザへ。
☎3583－1207

相 続 セ ミ ナ ー「 嫌 が ら れ る 事
業承継・相続と喜ばれる事業
承 継 ・ 相 続 の 違 い は ？ 」専 門
税理士が解説！
対 60歳以上の区民
時 12月26日（日）
（ 1）セミナー：午
後1時30分～2時30分（2）個別相談
会：午後2時30分～3時30分※1人20
分以内
所 白金いきいきプラザ
人（1）
10人（2）
6人
（いずれも抽選）
申 電話または直接、12月20日
（月）
までに、白金いきいきプラザ
へ。※当選者のみ、12月21日（火）
以降に、電話で連絡します。
☎3441－3680

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。

（区役所代表）
☎3578–2111

MINATO CITY
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「成人の日記念のつどい」
に参加申し込みをした皆さんに
招待状を郵送します
招待状（入場券）等が12月21日
（火）
までに届かない場合は、お問
い合わせください。
※参加申し込みは締め切りまし
た。
対象 平成13年4月2日～平成14年
4月1日に生まれた区民および以前

グループお母さんの時間「育児
や家庭の大変な気持ちを語り
合い、分かち合う集いの場」
対 区民で、乳幼児を育児中の母
親※保育あり（申込時にお申し出
ください）
時 12月23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
問 健康推進課地域保健係
☎6400－0084 ＦＡＸ3455－4460

はじめての離乳食教室

バースデイ歯科健診

内…内容 人…定員・募集人員

対 1・2・4・5・6歳になる就学前
の区内在住のお子さん（誕生月の
前後1～2カ月を目安にご利用くだ

初心者のためのiPhone教室

申…申し込み
問…問い合わせ

対 60歳以上の区民で、全2回受講
できる人
時 令和4年1月14・21日（金・全2
回）
午後1時30分～3時30分
所 白金台いきいきプラザ
人 8人
（抽選）
申 電話または直接、令和4年1月5
日
（水）
までに、白金台いきいきプ
ラザへ。※当選者のみ、令和4年1
月7日（金）以降に、電話で連絡し
ます。
☎3440－4627

選…選考方法

令和2年度贈呈の寿商品券（区
内 共 通 商 品 券 ）の 有 効 期 限 が
近づいています

担…担当課

区では、長寿のお祝いとして、
毎年9月15日現在、70・77・80・
88・90・99歳の人に寿商品券を贈
呈しています。令和2年8月～令和
3年3月に贈呈した寿商品券の有効
期限は、12月31日（金）です。この
期間に贈呈された寿商品券をお持
◆各総合支所区民課保健福祉係◆

策として、同じ式典内容で2回
開催します。
※参加回および入場時間は、招待
状に記載しています。
ところ 東京プリンスホテル 鳳
凰の間（芝公園3－3－1）
内容 式典（区長・来賓等挨拶、

ステージイベント）
※式の途中入退場はできません。

さい）※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 令和4年1月19日（水）午後1時10
分～1時30分、午後1時30分～1時
50分、午後1時50分～2時10分、午
後2時10分～2時30分
所 みなと保健所
人 各12組（申込順）
持ち物 母子健康手帳・バスタオ
ル
申 令和4年1月16日（日）までに、
みなと保健所けんしん等利用予約
システム
https://minato-kenshin.cityca.jp
からお申し込みください。予約シ
ステムを使用することができない
場合は、電話またはファックスで
お申し込みください。
問 健康推進課地域保健係
☎6400－0084 ＦＡＸ3455－4460

問 子育てひろばあっぴぃ港南四
丁目
☎5796－8862

その他 支給後に区外へ転出や私
立小学校へ入学した場合は、支給
額を返還していただきます。ま
た、小学校入学後も引き続き就学
援助の受給を希望する場合は、必
ず入学後に就学援助の申請をして
ください。
問 学務課学校運営支援係
☎3578－2731

子育てひろばあっぴぃ麻布半
日休館
施設設備点検のため、半日休館
します。
時 令和4年1月20日（木）午前8時30
分～正午
問 子育てひろばあっぴぃ麻布
☎5114－9900

子育てひろばあっぴぃ港南四
丁目臨時休館
空調清掃および防犯カメラシス
テムの更新工事のため、臨時休館
します。
時 12月19日（日）

ちの人は、早めにご利用くださ
い。
問 各総合支所区民課保健福祉係
☎欄外参照

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

12月15日（水）
3441−
三越湯
午後2時20分
9576
〜3時20分
（白金5−12−16）
12月16日（木）
麻布黒美水温泉
3453−
午後2時20分
竹 湯
1446
〜3時20分
（南麻布1−15−12）
12月13日（月）
南青山清水湯 3401−
午前10時45分
（南青山3−12−3）4404
〜11時45分
12月17日（金）
湯 5442−
午後1時50分
（芝2−2−18） 2639
〜2時50分

内「高齢者の睡眠を考えましょう
～眠りの質を良くし、免疫や記憶

芝地区☎3578－3161

麻布地区☎5114－8822

就学援助 新入学学用品・通
学用品費の支給のお知らせ
区は、経済的な理由で就学が困
難な児童・生徒の保護者に、ご家
庭の事情に応じて学用品費等を支
給しています。
小学校へ入学予定のお子さんの
保護者が、入学前に学用品等を購
入することができるように、新入
学学用品・通学用品費を入学前に
支給します。
対 区民で、国公立小学校に入学
予定の児童の保護者のうち、次の
いずれかに該当する人（1）児童扶
養手当受給者（2）令和2年の所得額
が教育委員会の定める基準所得額
に該当する人（3）新型コロナウイ
ルス感染症の影響により家計が急
変し、（2）に準ずると教育委員会
が認める人
申 郵送または直接、令和4年1月
14日（金・必着）までに、申請書を
提出用封筒（切手不要）に入れて、
〒105－8511 港区役所学務課学
校運営支援係（区役所7階）へ。※
12月中旬に、「ご案内」
「 申請書」
「提出用封筒」を、令和4年4月に小
学校に入学予定のお子さんの保護
者宛てに郵送します。申請書が届
かない場合は、電話でお問い合わ
せください。
支給時期 令和4年2月下旬
支給額 6万4300円
支給方法 申請書に記載された口
座に振り込みます。

力をアップしましょう～」
（看護師
による講義）、「美しい調べと共
に、年の瀬をすごしましょう」
（バ
イオリニストによる演奏）
人 各15人（申込順）
申 電話または直接、実施日の前
日までに、希望する浴場へ。当
日、区民であることが分かるもの
をお持ちください。
問 保健福祉課地域保健福祉係
☎3578－2379

区内の特別養護老人ホーム入
所申し込みのお知らせ
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、南麻布シ
ニアガーデンアリス）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い
ただいています。令和4年4月1日
赤坂地区☎5413－7276

問い合わせ

子ども家庭課子ども青少年育成
係
☎3578－2426

令和3年度港区教育委員会表
彰候補者の推薦
令和3年1月1日～12月31日に、
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
勝もしく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・生徒を表彰しま
す。該当者は、在籍する学校
（園）
を通し、推薦書をご提出くださ
い。詳しくは、港区ホームページ
をご覧ください。
対 区内在住・在学の幼稚園児、
小・中学生、高校生
申 12月22日（水）までに、推薦書
および表彰内容が分かる書類を、
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
港区役所教育長室教育総務係
へ。表彰式は、令和4年2月8日
（火）午後4時から、郷土歴史館で
行います。
問 教育長室教育総務係
☎3578－2714 ＦＡＸ3578－2759

一部 65 歳以下を対象とした内容も掲載しています

（金）
からの入所を希望する人の申
し込み方法等は、次のとおりで
す。
対 要介護3～5で常時介護が必要
な人、または要介護1～2でやむを
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 直接、令和4年1月31日（月）ま
でに、本人または代理人が介護保
険被保険者証と印鑑を持参の上、
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、高齢者支援課高齢者施設係
（区役所2階）
へ。
問 高齢者支援課高齢者施設係
☎3578－2412

高輪地区☎5421－7085

芝浦港南地区☎6400－0022

この広報紙は、誰にでも読みやすく、伝わりやすいフォント
（ユニバーサルデザインフォント）
を使用しています。

凡例 対…対象 時…とき 所…ところ

離乳食の始め方について話をし
ます。
対 区民で、令和3年8月生まれの
お子さんのいる保護者
時 令和4年1月26日（水）午前10時
30分～11時40分、午後1時30分～2
時40分
所 みなと保健所
人 各15組
（申込順）
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）
申 電話で、令和4年1月25日（火）
までに、みなとコール（受付時間：
午前9時～午後5時）へ。
☎5472－3710
問 健康推進課健康づくり係
☎6400－0083

区内在住で区外へ転出した人、区
立小・中学校に在籍した人で参加
申し込みをした人
とき 令和4年1月10日（月・祝）
第1回 正午～午後1時
第2回 午後2時～3時
※新型コロナウイルス感染症の対

子どもだけの
相談ネット
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令和4年4月1日入会 学童クラブの児童を募集します
就労等の理由により、放課後等に保護
者が家庭にいない児童を対象に、令和4
年度入会の学童クラブの児童を募集しま
す。
対象児童
児童館等学童クラブ
区内在住または区内小学校に在学の新
1年～新6年の児童
放課GO→学童クラブ
当該小学校に在学または学区域に在住
の新1年～新6年の児童
申込用紙配布場所
各学童クラブ、子ども家庭課子ども青
少年育成係（区役所7階）、各総合支所管
理課施設運営担当
※年末年始（12月29日（水）～令和4年1月3
日
（月）
）
を除く。
申し込み
電話で、面接日時の予約を、令和4年1
月6日（木）午前10時から、第1希望の学童
クラブへ。
面接は、申込用紙の内容を確認するた
め、20分程度行います。
面接の実施期間は、日曜、祝日を除く
令和4年1月13日
（木）
～2月5日（土）です。
※詳しくは、港区ホームページをご覧く
ださい。
問い合わせ

各学童クラブ
担当課
係

☎ 表 参照

子ども家庭課子ども青少年育成

表 区内学童クラブ一覧
地区
学童クラブ
神明子ども中高生プラザ学童クラブ
放課GO→学童クラブおなりもん
芝
放課GO→学童クラブしば
放課GO→学童クラブあかばね
飯倉学童クラブ
麻布子ども中高生プラザ学童クラブ
放課GO→学童クラブあざぶ
放課GO→学童クラブなんざん
麻布 放課GO→学童クラブほんむら
放課GO→学童クラブこうがい
放課GO→学童クラブひがしまち
東麻布学童クラブ
南麻布学童クラブ
赤坂子ども中高生プラザ学童クラブ
赤坂子ども中高生プラザ青山館学童クラブ
赤坂 放課GO→学童クラブあかさか
放課GO→学童クラブあおやま
放課GO→学童クラブせいなん
豊岡児童館学童クラブ
高輪児童館学童クラブ
白金台児童館学童クラブ
高輪子ども中高生プラザ学童クラブ
放課GO→学童クラブたかなわだい
高輪
放課GO→学童クラブしろかね
放課GO→学童クラブしろかねのおか
桂坂学童クラブ
三光学童クラブ
ゆかしの杜学童クラブ（白金台学童クラブ）
台場児童館学童クラブ
港南子ども中高生プラザ学童クラブ
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ学童クラブ
芝浦 放課GO→学童クラブしばうら
港南 放課GO→学童クラブしばはま
放課GO→学童クラブこうなん
芝浦学童クラブ
五色橋学童クラブ
※12月下旬までに、港区ホームページでお知らせします。

所在地
浜松町1－6－7
芝公園3－2－4 御成門小学校内
芝2－21－3 芝小学校内
三田1－4－52 赤羽小学校内
東麻布1－21－2
南麻布4－6－7
麻布台1－5－15 麻布小学校内
元麻布3－8－15 南山小学校内
南麻布3－9－33 本村小学校内
西麻布3－11－16 笄小学校内
南麻布1－8－11 東町小学校内
東麻布2－1－1 東麻布二丁目複合施設内
南麻布2－11－10 OJビル4階
赤坂6－6－14
北青山3－4－1－201号
赤坂8－13－29 赤坂小学校内
南青山2－21－2 青山小学校内
南青山4－19－7
三田5－7－7
高輪3－18－15
白金台4－8－5
高輪1－4－35
高輪2－8－24 高輪台小学校内
白金台1－4－26 白金小学校内
白金4－1－12 白金の丘学園白金の丘小学校内
高輪2－12－24 高輪桂坂ビル
白金3－18－2 旧三光小学校
白金台4－6－2 ゆかしの杜6階
台場1－5－1
港南4－3－7
芝浦4－20－1
芝浦4－8－18 芝浦小学校内
芝浦1－16－31 芝浜小学校内
港南4－3－28 港南小学校敷地内
芝浦4－12－28 芝浦中島ビル
海岸3－5－13 五色橋ビル2階

円滑に学校生活をスタートするために
就学支援シートを活用してみませんか
令和4年4月に区立小学校へ入学
するにあたり、ご家庭や在籍園、
療育機関等での生活の様子や支援
の様子等を小学校に引き継ぐた
め、就学支援シートをご活用くだ
さい。小学校では、記入された内

年末年始の
児童手当申請に
ご注意ください
☎電話番号のかけ間違いにご注意ください。

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

稚園や保育園、療育機関等に提出
してください（一度、返却されま
す）。就学先が決定後（令和4年1月
中旬）、直接、令和4年2月下旬ま
でに、保護者が就学先の学校に提
出してください。

容を参考に、入学後に必要な配
慮、支援方法等を検討します。
配布場所
区内の公立・私立幼稚園、区内
の公立・私立保育園、児童発達支
援センターで配布しています。在

宅保育の人や区外の就学前機関に
通っている人は、お問い合わせく
ださい。
提出方法
作成を希望する保護者は、就学
支援シートを記入後、在籍する幼

児童手当を受けるには、出生日
または転入日の翌日から15日以内
に認定請求書の提出が必要です。
令和3年度の年末年始12月29日
（水）～令和4年1月3日（月）の6日
間、区役所は閉庁します。
12月14～19日（火～日）に出生ま
たは転入した人は、認定請求書
を、令和4年1月4日（火）の年始開

庁日までに、提出してください。
認定請求書の提出が遅れると、1
月分の手当を受給することができ
ません。
※令和4年1月5日（水）以降に提出
した場合は、支給開始月が2月
以降になります。
郵送で申請する場合は、認定請
求書が区役所に到着した日が申請

日となります。
認定請求書は、各総合支所区民
課保健福祉係で配布している他、
港区ホームページからダウンロー
ドもできます。

ところ エコプラザ
定員 各20人（申込順）
※1世帯当たり1人のみ申し込めま
す。
申し込み 電話またはファックス
で、氏名・住所・電話番号・持ち
込む服の点数・サイズを、12月28
日（火）までに、エコプラザ（受付
時間：午前9時30分～午後8時（12月
28日（火）は午後5時））へ。
☎5404－7764 ＦＡＸ5404－7765
交換できるもの 子ども服全般
（洗
濯済みで汚れ・破損の少ないもの）
※肌着は新品未開封に限ります。

交換できないもの マタニティー
服、名前の記載があるもの等
※油性ペン等で名前が消されてい
れば交換できます。
※持ち込む服の点数によって、持
ち帰り可能な服の点数が変わり
ます
（持ち帰りは5点まで）
。
※基準について詳しくは、港区ホ
ームページをご覧ください。

子ども服の交換会
「リユース♡♡ブリッジ」に
お越しください
まだきれいなのにサイズが合わ
なくなった子ども服を無料で交換
できます。
※今回は、おもちゃや本の交換は
ありません。
対象 区内在住・在勤・在学者

電話番号
5733－5199
3431－2767
3456－5082
5443－0331
3583－6355
5447－0611
3583－5883
3470－9699
3473－4781
3404－3301
3451－7728
3568－1042
6809－5291
5561－7830
5786－6567
3404－6931
5474－2760
3404－8610
3453－1592
3449－1642
3444－1899
3443－1555
5449－6911
3440－4321
3441－8395
6455－7973
3441－5273
6450－4014
5500－2363
3450－9576
5443－7338
5476－6877
未定※
6718－4230
5439－5680
6435－2745

※お子さんの同伴はできません。
とき 令和4年1月15日（土）午前10
時～午後0時30分
第一部 午前10時～10時30分
第二部 午前11時～11時30分
第三部 正午～午後0時30分

問い合わせ

教育人事企画課特別支援教育担
当
☎5422－1543

問い合わせ

子ども家庭課子ども給付係
☎3578－2431

問い合わせ

みなとリサイクル清掃事務所ご
み減量・資源化推進係
☎3450－8025

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。

問い合わせは

へ

☎5472−3710 FAX5777−8752

みなとワクチン安心相談ダイヤル

☎0120－252－237

象 新型コロナワクチンの接種に不安のある区民等

対

受付内容 副
 反応や健康に対する不安、効果に対する疑問 等 
※看護師が対応

象 区民等

受付内容 接
 種券の再発行、ワクチンパスポートの申請、区内の
集団接種会場での接種予約に関すること 等

受付時間 月
 ～金曜 午前8時30分～午後5時15分
※祝日、12月29日
（水）
～令和4年1月3日
（月）
を除く

受付時間 月
 ～金曜 午前8時30分～午後8時
土・日曜、祝日 午前8時30分～午後5時30分
※12月29日
（水）
～令和4年1月2日
（日）
を除く

対応言語 日本語

対応言語 日本語・英語・中国語・韓国語

年末年始も引き続き
感染予防の徹底をお願いします
新型
、家族内

感染症 感染原因
同居者
感染、感染対策
行
会食 海外
感染 確認
。症状
軽症、無症状 多
。
家族内 体調不良者
際
居室 分
、食事 一緒 取
、自宅
着
等 感染予防策 必要
。
新型
感染 多
飛沫感
染
。
外
状態 感染
高
。食事 休憩時間
外
、隣 人 距離
、向 合

令和3年度子育て世帯への
臨時特別給付金を支給します

互

違
座 、会話 控
等注意
必要
。
、手洗
手指消毒 徹底
、3密
（密閉・密集・密接） 避
等 大切
。
接種
後 、感染
・
強 意識
、引 続
感染予防 徹底
。
保健予防課保健予防係
企画課新型

☎6400−0081
感染症対策担当
☎3578−2057

子

家庭課子

接種券 発送
。
対象
新型
接種
2回受
18歳以上 区民 、3回目
接種 希望
人
接種時期
2回目接種完了
原則8 月以上
経過後

※3回目接種 予約
接種券 届
接種会場
港区
※東京
接種 実施
ワクチンの種類
社製

。
場合
「広報

、3回目接種
待
。
、3回目
。

表 区の集団接種会場一覧

港区スポーツセンター
（みなとパーク芝浦内）

東京グランドホテル
芝2－5－2

対象
1・2回目接種：
12歳以上の区民
3回目接種：
18歳以上の区民
12歳以上
どなたでも

給付係

接種時間

ワクチンの種類

水曜：午前9時30分～午後1時、午後3時～6時30分
土曜：午前9時30分～正午、午後2時～4時30分

ファイザー社製

☎3578−2431

、最新情報
」
知

、港区

。

年明けも1・2回目接種を
受けることができます
港区

東京
実施
1・2回目
接種
、令和4年1月以降 延
長
実施
。
、東京
、区民以外 人 接
種 可能
。
詳
、港区
覧
。

区の集団接種会場について
表

火曜（火曜ナイト-エリア接種）※
12月21日まで：午後7時～10時
令和4年1月11日から：午後7時～9時
金曜（週末ミッドナイト接種）※
12月24日まで：午後7時～午前0時
令和4年1月7日から：午後7時～10時

問い合わせ

港区新型

モデルナ社製

担当課

※令和4年からは
「誰でもナイト接種」に名称を統一します。

接種
☎0120−252−237

保健予防課新型
接種担当

新型コロナウイルス感染症に関する外来受診等の相談先のご案内
心の不調に関する相談

（年中無休）

☎5320−4592
東京都発熱相談センター
（※1） 対応時間 24時間
東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」 対応時間 24時間
（年中無休） ☎5272−0303
聴覚障害がある人の専用案内
FAX5285−8080

港区新型コロナこころのサポートダイヤル
☎5333−3808
対象 区内在住・在勤・在学者
対応時間 祝日、12月29日
（水）
〜令和4年1月3日
（月） 除 月
〜金曜午前9時〜午後5時

新型コロナウイルス感染症に関する一般的な電話相談

「広報
」
12月1日号 10面
「令和3年度 交通安全
詫
訂正
。
髙梨
（誤）髙梨 茉奈夏
御成門小学校 6年 （正）

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

FAX5388−1396
知

御成門小学校 5年

」 記事

多言語対応
日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語・
ミャンマー語・タイ語・フランス語・ポルトガル語・スペイン語

問い合わせ

FAX3455−4460
☎0570−550571

入賞者等
茉奈夏

※1

☎3455−4461

みなと保健所電話相談窓口
対応時間 祝日 除 月〜金曜午前8時30分〜午後5時15分
対象 区内在住・在勤・在学者
聴覚障害がある人の相談
東京都新型コロナコールセンター
（※1）

対応時間 午前9時〜午後10時
（年中無休）
聴覚障害がある人の相談

掲載

、 表 入賞者作品一覧「小学生
問い合わせ

部」 誤

地域交通課交通対策係

。
☎3578−2262

30

分～午後５時の受け付けとなります。

発熱や咳、息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ等の症状がある人

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

令和4年1月
接種可能 区内在
住 主 医療従事者約3600人（令和3
年5月31日
2回目接種 終
人）
、12月20日（月） 接種
券 発送予定
。令和3年6月以降
2回目接種 終
人
、順次

問い合わせ

情報 、12月3日時点
掲載内容 状況
変更
掲載
他、今後発行

新型コロナワクチン接種情報
3回目接種が始まりました

対象（次の2つの条件に該当する人）
（1）平成15年4月2日〜令和4年3月31日 出生
児童
養育
人
（2）令和3年度 所得 児童手当 所得制限限度額未満
人
金額 児童1人当
一律5万円
その他 詳
、決
次第、港区
知
（港区
、
「臨時特別給
付金」
「先行給付金」 検索
）
。

問い合わせ

まつ

接種会場

5

港区新型コロナワクチン接種コールセンター

☎0120－607－567

対

（区役所代表）
☎3578–2111

MINATO CITY

MINATO CITY

令和3年
（2021年）
12月11日

6

https://www.city.minato.tokyo.jp

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。

健

康

講座・催し物

◎がんを患った人や家族のため
のくつろぎカフェ

芝 の 語 り 部 ま ち 歩 き ツ ア ー「 港
七福神と史跡めぐり～御利益満
載開運ツアー～」

対 がん患者およびその家族
時 令和4年1月11・25日（火）いずれ
も午後1時30分～3時30分
申 当日直接会場へ。

◎ういケアみなと がん制度大
学「 退 職 が 頭 を よ ぎ る が ん 患 者
が知っておくべきこと」
対 どなたでも
時 令和4年1月21日（金）午後7時～8
時30分
人 15人
（申込順）
申 電話またはファックスで、がん
在宅緩和ケア支援センター（受付時
間：祝日を除く月～金曜午前10時～
午後9時、土曜午前10時～午後5時）
へ。
◎印の共通事項
所 がん在宅緩和ケア支援センター
※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

面談・電話・オンライン（Micro
softTeams）で、専門相談員が相談
に応じます。
対 区民
時 令 和 4 年 1 月 1 9 日（ 水 ）、 2 月 9 日
（水）午前（1人当たり45分）。相談時
間について詳しくは、お問い合わせ
ください。※面談・電話相談は、事
前予約なしでも利用できます（当日
の相談受け付けは、午前9時～11時
30分、事前予約優先）。※面談は保
育あり（4カ月～就学前、申込時にお
申し出ください）
。
所 みなと保健所
申 電話で、各開催日前日までに、
健康推進課健康づくり係へ。

☎6400－0083

海 洋 プ ラ ス チ ッ ク 講 演 会「 海 の
ごみ問題について考える」
対 区内在住・在勤・在学者
時 令和4年1月29日（土）午後1時～3
時
所 エコプラザ
人 12人（抽選）
申 電話またはファックスで、令和4
年1月7日（金）までに、住所・氏名・
電話番号を、芝地区総合支所協働推
進課地区政策担当へ。
 ☎3578－3193 ＦＡＸ3578－3180

港区健康づくりサポーターが行
う「 ノ ル デ ィ ッ ク ウ オ ー ク で 足
腰げんき～体力アップ・フレイ
ル予防～」
ノルディックウオークとは、2本
のポールを使って、歩行を補助しな
がら行う運動のことです。
対 18歳以上の区内在住・在勤・在
学者
時 令和4年1月10日（月・祝）午後2時
～3時30分
所 健康増進センター
人 20人（申込順）
費用 500円（保険料・レンタルポー
ル代）※お釣りのないようご準備く
ださい。
持ち物 運動できる服装、室内靴、
飲み物
申 電話で、12月28日（火）までに、
（社）スマートヘルスプロジェクト
▲

港区ホームページからもご覧いただけます

夜間・休日診療

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

※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。
12
12

西麻布クリニック（内）
虎の門病院（内）

ミヤタデンタルオフィス（歯）

西麻布3－20－6 杉友ビル1階
虎ノ門2－2－2
虎ノ門2－10－4 The Okura Tokyo
プレステージタワー地下1階
芝浦4－20－4
芝浦アイランドブルームホームズ2階

★芝浦アイランド内科クリニ
ック（内）
白金高輪駅前内科・糖尿病ク
高輪1－4－13 高輪NYビル2階
リニック（内）
12 カピバラあかちゃんこどもク
白金1－26－4アイム白金高輪1階A
リニック（小）
19 古川橋病院（内）
南麻布2－10－21
ヴィオラデンタルクリニック
（歯） 芝2－2－15 芝ヒロセビル3階
医療法人社団世航会
麻布十番1－3－11 今井ビル1階
RKデンタルオフィス麻布十番
（歯）
★八木医院（内）
東麻布1－18－9－101
月 日︵日︶

分～午後５時の受け付けとなります。

月 日︵日︶

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

禁煙相談

対 長時間歩行できる人
時 令和4年1月3日（月）午前8時30分
～午後0時30分
所 午前8時20分に都営大江戸線赤羽
橋駅（赤羽橋口地上出口付近）に集合
人 15人程度（抽選）
申 電話またはファックスで、12月
21日（火）までに、住所・氏名・電話
番号を、芝地区総合支所協働推進課
地区政策担当へ。
 ☎3578－3125 ＦＡＸ3578－3180

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

休日お口の電話相談室
対応時間：午前9時～午後4時30分
（（公社）東京都港区芝歯科医師会）

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

☎3403－6696
☎3588－1111
☎3582－6480

☎5730－0221

（受付時間：月～日曜午前9時～午後5
時）へ。※ポールを持参する場合は、
申込時にお申し出ください。

☎090－1468－8896
担 健康推進課健康づくり係

食事バランスチェック
対 どなたでも
時 令和4年1月19日
（水）
、2月9日
（水）
午前※所要時間は15分程度
所 みなと保健所
人 各5人（申込順）
申 電話で、各開催日の前日までに、
健康推進課健康づくり係へ。

☎6400－0083

体幹を整える！簡単コアトレー
ニング講座
対 20～64歳の区民
時 令和4年1月22・29日（土）いずれ
も午前10時～正午
所 みなと保健所
人 各15人（申込順）※保育あり（4カ
月～就学前、5人）。各開催日の1週
間前までに、申込時にお申し出くだ
さい。
申 電話で、12月13日（月）～各開催
日の2日前までに、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。※申し込みは、1人に
つきいずれか一方の日程のみ。いず
れも同じ講座内容です。

☎5472－3710
問 健康推進課健康づくり係

☎6400－0083

あ き る 野 環 境 学 習「 城 山 登 山 と
酒蔵見学」
対 20歳以上の区民※勾配が急な斜
面の山（標高434メートル）を往復約2
時間で登山するため、体力に自信が
ある人向けの環境学習です。
時 令和4年1月16日（日）午前8時30分
～午後5時30分頃※午前8時15分に区
役所に集合し、バスで移動します。
所 あきる野市
人 20人（抽選）
費用 2500円（参加費）
申 電話またはファックスで、12月
19日（日）までに、（株）阪急交通社東
京団体支店営業二課（営業時間：祝日

☎3453－5011
☎3455－6435
☎5544－8208
☎3583－0581
☎3455－4927
（休日のみ）
☎080－9587－2557
（休日のみ）

お 知 ら せ

港区立産業振興センターのホー
ルの事前予約
令和4年4月に開設する産業振興セ
ンターのホール
（ホール大・小）
は、
区内登録団体に限り、令和4年4月1
日～令和5年1月31日利用分の事前予
約の受け付けを行います。予約に
は、事前の区内団体登録が必要で
す。また、利用希望日が重なった場
合は、抽選により利用予定者を決定
します。
収容人数
（人）
ホール大
300
130
ホール小

用途

施設

式典、
セミナー
展示会、
発表会等

※事前予約について詳しくは、港区
ホームページをご覧ください。
申込期間 12月25日（土）～令和4年1
月12日
（水）
抽選日 令和4年1月20日
（木）
問 産業振興課産業振興センター整
備担当
☎3578－2558

公衆浴場区民無料開放デー
対 区民
時 12月21日
（火）
所
電話
番号

浴場名

実施時間

アクアガーデン
3441－ 午後3時30分
三越湯
9576 ～10時
（白金5－12－16）
麻布黒美水温泉
3453－ 午後3時30分
竹の湯
1446 ～11時30分
（南麻布1－15－12）
3401－ 正午～
南青山 清水湯
（南青山3－12－3） 4404 午前0時
ふれあいの湯
（芝2－2－18）

5442－ 午後3時～
2639 11時

申 令和3年度に初めて利用する場合
は、各浴場フロントにある「無料開

月～金曜：午後7時～10時 中学生まで
芝浦1－16－10
小児
みなと
土 曜 ：午後5時～10時 （おおむね15歳（社福）恩賜財団母子愛育会 総合母
初期
子ども
※祝日、年末年始を除く 未満の小児）の 子保健センター 愛育病院1階
救急 救急診療室
※受付は午後9時30分まで 軽症患者対象
☎6453－7302

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）
東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」
（毎日24時間）

☎6456－2939
☎6277－3008

を除く月～金曜午前9時30分～午後5
時30分）へ。（株）阪急交通社特設ペ
ージ
https://www.hot-link.jp/index.
php/akirunokankyo
からも申し込めます。
 ☎6745－1351 ＦＡＸ6745－7371
問 環境課地球環境係 ☎3578－2497

電話 小児救急
相談 電話相談

「＃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）
☎5272－0303
ホームページ https://www.himawari.metro.tokyo.jp/

月～金曜
（祝日、年末年始を除く）
「＃8000」
（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
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

☎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12日（日）

慶応義塾大学薬学部附属薬局

芝公園1－5－30

☎5400－2636

12月19日（日）

アイン薬局

芝大門1－1－33

☎6452－8952

芝大門店

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

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。

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

MINATO CITY

（区役所代表）
☎3578–2111
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みなと

変更・休止情報等

南麻布いきいきプラザ半日休館
施設設備点検のため、半日休館し
ます。
時 12月19日
（日）
午前8時30分～正午
問 南麻布いきいきプラザ

☎5232－9671

ち ぃ ば す「 田 町 」
「 麻 布 東 」お よ
び「 麻 布 西 」ル ー ト の バ ス 停 一
時休止
「六本木ヒルズけやき坂イルミネ
ーション」の開催に伴い、15「六本木
けやき坂」
バス停を休止します。
対 田町ルート（田町駅東口発）、麻
布東ルート
（港区役所北発）、麻布西
ルート
（広尾駅発）
時 1 2 月 1 8 ・ 1 9 日（ 土 ・ 日 ）、 1 2 月
24・25日（金・土）いずれも午後4時
38分～最終
問（株）
フジエクスプレス

☎3455－2213
地域交通課地域交通係☎3578－2279

郷土歴史館展示室等の休室
機器の点検、展示資料等の確認の
ため、休室します。
時 12月20日
（月）
～28日（火）
所 常設展示室、特別展示室、ガイ
ダンスルーム
問 郷土歴史館
☎6450－2107

求人・区民委員募集
令和4年度区立児童館会計年度
任用職員（区分A）の募集
令和4年4月から区立児童館で働く
会計年度任用職員（区分A）を募集し
ます。募集要件・業務内容・勤務時
間・報酬月額・申込方法等について
詳しくは、12月21日（火）以降、港区
ホームページをご覧ください。
問 子ども家庭課子ども青少年育成
係 
☎3578－2435

令和4年度区立保育園会計年度
任用職員（区分A）の募集
令和4年4月から区立保育園で働く
会計年度任用職員（区分A）を募集し
ます。募集職種・業務内容・勤務時
間・報酬月額・申込方法等について
詳しくは、12月21日（火）以降、港区
ホームページをご覧ください。
問 保育課運営支援係 ☎3578－2850

ご意見募集（パブリックコメント）

港 区 耐 震 改 修 促 進 計 画（ 令 和 4
年3月改定）
（ 素 案 ）に つ い て ご
意見を募集します
区は、平成20年に「港区耐震改修
促進計画」を策定し、平成26・29年
にそれぞれ計画の見直しを行いなが
ら、区内建築物の耐震化を進めてい
ます。首都直下地震の切迫性が指摘
される中、建築物の耐震化が急務と
なっていることから、計画的かつ総
合的に推進するため、区の耐震化の
現状等を踏まえ、耐震化の新たな目
標や施策を示す「港区耐震改修促進
計画（令和4年3月改定）」
（素案）をま
とめましたので、ご意見を募集しま
す。
閲覧方法 港区耐震改修促進計画
（令和4年3月改定）
（素案）は、港区ホ
ームページ「施策・計画に対するご
意見」の他、建築課（区役所6階）、区

都会に潜むネズミ
～家で被害に遭わないために～

問い合わせ

生活衛生課生活衛生相談係

☎6400－0043

問い合わせ

防災課生活安全推進担当

☎3578－2271

区内のＰＭ2.5 の 1 日平均値
11月29日の各局の1日平均値
（速報値）
は次のとおりです。
赤坂局

9.8㎍/㎥

一の橋局 10.7㎍/㎥
芝浦局

10.0㎍/㎥

都 局

「広報みなと」
の
自宅配送について

を簡単に食い破ります。保管すると
きは、冷蔵庫や戸棚、密閉できる丈
夫な容器に入れましょう。
（3）隠れ場所を作らない
ネズミは警戒心が強いため、人の
目が届かない隠れ場所があると寄り
付きやすくなります。家の内外を整
理整頓し、ネズミの隠れ場所をなく
しましょう。
ごみの管理が大切です
ネズミ対策は、餌を与えないこと
が最も大切です。ごみを外に出すと
きは、ビニール袋のままではなく、
密閉できるポリバケツや保管場所で
管理してください。もしくは収集の
直前に出しましょう。
ネズミの被害にお困りの場合
みなと保健所では、対処方法等の
ご相談をお受けしています。
※ネズミの駆除は行っていません。

を装い、客引き行為を行う人もいま
す。
客引き行為は、はっきりと断るよ
う心掛けてください。
すりやひったくりにご用心
年末年始は、外出の機会が増える
と同時に、すりやひったくりの犯罪
被害も増えやすい時期であるため、
次のような対策を心掛けましょう。
◯車道と歩道の区別のない道路は気
を付ける。
◯バッグ等は壁側に持ち、ショルダ
ーバッグはたすき掛けにする。
◯夜間はできるだけ明るく、人通り
の多い道を歩く。
◯
「ながら」歩きをやめ、周囲の状況
を確認して歩く。
◯近づいてくる車やバイク、人がい
たら警戒する。

年末年始を安全安心に過ごしましょ
う
客引き行為は断りましょう
繁華街等において、「すぐに個室
を案内できる」等と親しげに声を掛
けられ、店に行くと声を掛けられた
ときよりも高い料金を請求される等
のトラブルが報告されています。
区では、「港区客引き行為等の防
止に関する条例」で、公共の場所で
相手に近づき、声を掛けて勧誘する
客引き行為を禁止しています。しか
し、適法なチラシ配り等の宣伝活動

区 局

ネズミが一度すみ着いてしまう
と、駆除には大変な労力がかかりま
す。日ごろからネズミがすみにくい
環境作りを心掛けましょう。
都会のネズミ
区内では主にドブネズミとクマネ
ズミが見られます。ドブネズミは、
穴を掘って土中に巣を作ります。ク
マネズミは、壁面を垂直に登ること
ができ、天井裏や壁の間等に入り込
み巣を作ります。
ネズミ防除の三原則
（1）
侵入させない
ネズミは、2センチメートルくら
いの穴や隙間から侵入することがで
きます。エアコンの配管周りや床下
の通風口等、建物に侵入口がないか
確認しましょう。
（2）
餌を取らせない
ネズミはさまざまな物を食べま
す。私たちの食料や残飯はもちろ
ん、庭に植えた花や球根、肥料、ペ
ットフードも餌になります。
また、ネズミはビニール袋や紙箱

スまたは直接、12月15日（水）～令和
政資料室（区役所3階）、総合案内（区
役所1階）、各総合支所管理課、各港
4年1月17日（月・必着）に、ご意見・
区立図書館（高輪図書館分室を除く）
住所・氏名を、〒105－8511 港区
でご覧いただけます。
役所地域交通課交通対策係へ。港区
ご意見の提出方法 郵送・ファック
ホームページからも提出できます。
スまたは直接、令和4年1月11日（火

☎3578－2262 ＦＡＸ3578－2369
・必着）までに、ご意見・住所・氏
港区自転車交通環境整備計画
名を、〒105－8511 港区役所建築
（ 素 案 ）に つ い て ご 意 見 を 募 集
課耐震化推進担当へ。港区ホームペ
します
ージからも提出できます。

☎3578－2866 ＦＡＸ3578－2304
放置自転車や自転車事故等のより
一層の対策と、新たな生活様式での
第11次港区交通安全計画（素案）
暮らしや業務活動、観光振興等さま
についてご意見を募集します
ざまな場面で自転車が積極的に活用
できるよう、「快適に・便利に・安
区では、交通事故等の交通災害か
全に」自転車が活用できる街の実現
ら区民の生命を守り、安全で快適な
をめざし、素案をまとめましたの
暮らしを確保し、交通安全対策を総
で、ご意見を募集します。
合的かつ計画的に推進するため、
閲覧期間 12月15日（水）～令和4年1
「交通安全対策基本法（昭和45年法律
第110号）」に基づき、昭和48年以降、
月17日
（月）
交通安全計画を策定してきました。
閲覧方法 港区自転車交通環境整備
このたび、「交通事故のない世界一
計画（素案）は、港区ホームページ
安全なまち港区」をめざし、素案を
「施策・計画に対するご意見」
の他、
まとめましたので、ご意見を募集し
地域交通課（区役所5階）、区政資料
ます。
室（区役所3階）、総合案内（区役所1
閲覧期間 12月15日（水）～令和4年1
階）、各総合支所管理課、各港区立
図書館
（高輪図書館分室を除く）
でご
月17日（月）
覧いただけます。
閲覧方法 第11次港区交通安全計
ご意見の提出方法 郵送・ファック
画（素案）は、港区ホームページ「施
スまたは直接、12月15日（水）～令和
策・計画に対するご意見」の他、地
域 交 通 課（ 区 役 所5 階 ）、 区 政 資 料
4年1月17日（月・必着）に、ご意見・
室（区役所3階）、総合案内（区役所1
住所・氏名を、〒105－8511 港区
役所地域交通課交通対策係へ。港区
階）、各総合支所管理課、各港区立
ホームページからも提出できます。
図書館（高輪図書館分室を除く）
でご

☎3578－2262 ＦＡＸ3578－2369
覧いただけます。
ご意見の提出方法 郵送・ファック

高輪局

11.2㎍/㎥

第一京浜高輪局 停止中(※1)
台場局

11.3㎍/㎥

※1 現在、移設作業のため停止しています。

※ ㎍／㎥＝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

「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

☎3578−2492

記事中の表記について （特）…特定非営利活動法人 （社福）…社会福祉法人 （社）
…一般社団法人 （公社）
…公益社団法人 （財）
…一般財団法人 （公財）
…公益財団法人 （有）…有限会社 （株）…株式会社

放カード」
に住所・氏名を明記の上、
区民であることの確認を受けてくだ
さい（区民であることが分かるもの
をお持ちください）。すでに区民で
あることの確認を受けている人は、
カードの提示のみで入浴できます。
※マナーを守って気持ち良くご利用
ください。他の利用者の迷惑となる
行為があった場合、入浴をお断りす
ることがあります。
問 保健福祉課地域保健福祉係

☎3578－2379

MINATO CITY

令和3年
（2021年）
12月11日
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税金の控除の申告漏れはありませんか
特別区民税・都民税（以下「住民
税」
）
を計算する際、所得控除・税額
控除を受けられる場合があります。
所得控除
所得控除とは、個人の実情に応じ
た税負担を求めるために所得金額か
ら差し引くもので、住民税では、合
計14種類あります。主な所得控除に
ついてご案内します。
医療費控除
本人および生計を一にする配偶
者・その他親族の医療費（ただし保
険金等により補てんされる金額を除
く）を支払った場合、その合計額か
ら10万円または本人の総所得金額等
の5パーセントに当たる額のいずれ
か少ない方を差し引いた額を、医療
費控除として申告できます。医療費
控除の限度額は200万円です。
また、健康の保持増進等の取り組
みを行った費用は、医療費控除の特
例
（セルフメディケーション税制）制
度として申告できます（医療費控除
との併用はできません）。
生命保険料控除
契約をした時期により、新契約と
旧契約とに分かれ、控除の内容が異
なります。
新契約（平成24年1月1日以後に契

約）のうち、介護（費用）保障または
医療（費用）保障を内容とする契約分
の支払い保険料等について、一般生
命保険料控除と別枠で介護医療保険
料控除が申告できます。
旧契約（平成23年12月31日以前に
契約）の場合、従前の一般生命保険
料控除および個人年金保険料控除が
申告できます。
生命保険料控除の限度額は、新契
約・旧契約合わせて7万円です。
障害者控除
本人または生計を一にする配偶者
や扶養親族で障害者手帳等をお持ち
の人や、各総合支所区民課保健福祉
係で「障害者控除対象者認定」を受け
た人は、障害者控除（26万円（特別障
害者は30万円））が申告できます。
ひとり親控除・寡婦控除
ひとり親で婚姻歴や性別にかかわ
らず、生計を一にする子（総所得金
額等が48万円以下）を有する人は、
ひとり親控除（30万円）が申告できま
す。
ひとり親以外で、夫と離婚後婚姻
をせず扶養親族がいる人または夫と
死別後婚姻をしていない人は、寡婦
控除
（26万円）の申告ができます。
どちらの控除も前年の合計所得金

額が500万円以下で事実上の婚姻関
係と同様の事情が無い人に限りま
す。
配偶者控除・配偶者特別控除
本人の合計所得金額が1000万円以
下で、生計を一にする配偶者（一定
の専従者を除く）の前年の合計所得
金額が48万円以下の場合、配偶者控
除が申告できます。控除金額は、33
万円（老人控除対象配偶者は38万円）
を上限に、本人の合計所得金額に応
じた金額が控除されます。
配偶者控除の適用を受けておら
ず、配偶者の合計所得金額が133万
円以下であれば、33万円を上限に配
偶者の合計所得金額に応じた配偶者
特別控除が申告できます。
扶養控除
生計を一にする前年の合計所得金
額が48万円以下の扶養親族の人は、
扶養控除の対象になります。なお、
16歳未満は扶養控除の対象外です
が、非課税判定の資料となりますの
で、年少扶養親族として申告してく
ださい。
税額控除
税額控除とは、課税する所得金額
により算出した税額から一定の金額
を控除するもので、住民税では寄附

金税額控除の他に配当控除等の5種
類があります。
寄附金税額控除
地方公共団体や公益法人等、特定
の団体に寄附をした場合、寄附金税
額控除の申告ができます。
寄附金特例控除
（ふるさと納税）
ふるさと納税を行った場合、寄附
した金額から2000円を引いた金額が
所得税・住民税から控除されます
（収入や家族構成等に応じて一定の
上限があります）
。
「ふるさと納税ワンストップ特例」
は、確定申告を必要としない給与所
得者等が、「寄附金税額控除に係る
申告特例申請書（申告特例申請書）」
を寄附先の自治体に提出すること
で、寄附金税額控除を受けられる制
度です。確定申告をする場合や条件
を満たしていない場合は、ワンスト
ップ特例を受けることができませ
ん。
※確定申告をする場合は、申告書第
2表の「住民税に関する事項」の寄
附金税額欄に、寄附した金額を必
ず明記してください。
住民税の控除について詳しくは、
港区ホームページをご覧ください。
問い合わせ

税務課課税係
☎3578－2593～8、2600～8

令和3年度
「中学生の税についての作文」
・「税の標語」および
「小学生の税に関する絵はがき」の優秀作品を表彰します

次世代を担う小・中学生の税に対
する正しい知識の普及啓発を目的と
して、区は、毎年優秀作品を表彰し
ています。
児童・生徒の皆さんに、税を通じ

て社会に対する認識を深めてもらう
機会の一つとして、各部門の応募作
品の中から、区長賞と教育委員会賞
を授与しています。
受賞者は 表1 ～ 3 のとおりで、各

表1 中学生の税についての作文
賞
区長賞
教育委員会賞

表2 税の標語

学校名

学年

御成門中学校

３

木原

実優

青山中学校

３

會津

好古

高松中学校

３

赤坂中学校

３

麻布地区
地域事業

賞の上段は芝税務署管内、下段は麻
布税務署管内です。
優秀作品を展示します
表1 ～ 3 以外の優秀作品も展示し
ます。ぜひ、ご覧ください。

氏名(敬称略)

飯田
石井

凜太郎
咲良

賞
区長賞
教育委員会賞

表3 小学生の税に関する絵はがき
学校名

学年

三田中学校

３

青山中学校

３

中山

誠也

三田中学校

３

菅原

姫夏

高陵中学校

３

小林

利仁

氏名(敬称略)
木下

真悠子

問い合わせ

「麻布未来写真館」
パネル展 を開催します

麻布地区総合支所では、麻布
の街の変化を保存する取り組み
として、地区内の企業や学校等
の協力の下、区民とともに麻布
の昔の写真収集や街歩きを行い
ました。
このたび、今と昔の比較写真
等のパネル展を、区内各施設に
て開催します。
区役所1階ロビー
とき 土・日曜、祝日を除く令和4
年1月5日（水）～14日（金）午前8時30
分～午後5時15分
※最終日は午後4時まで
フジフイルムスクエア ミニギャラ
リー
（赤坂9－7－3 ）
とき 令和4年2月4日（金）～3月3日
（木）午前10時～午後7時（入館は終了

賞
区長賞
教育委員会賞

税務課税務係

令和4年4月1日から、
成年年齢が18歳に引き下げられます

パネル展の様子

10分前まで）
※最終日は午後4時まで
※休館日・営業時間を変更する場合
があります。

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。

とき・ところ
区役所1階ロビー 12月13～17日
（月～金）
赤坂区民センター3階区民ギャラリ
ー 12月20～24日
（月～金）

問い合わせ

麻布地区総合支所協働推進課地区
政策担当
☎5114－8812

Q 18歳で成年になるとどう変わり
ますか。
A 令和4年4月1日時点で18歳以上
20歳未満の人も成年に達することに
なります。
18歳からできること
◦親の同意なしでの契約（クレジッ
トカードを作る、携帯電話の契
約、部屋を借りる等）
◦10年間有効なパスポートの取得
◦公認会計士等国家資格の取得

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

学校名

学年

氏名(敬称略)

芝浦小学校

６

伊藤

沙樹

東町小学校

５

仲嶺

羽美

御成門小学校

５

加藤

江莉

笄小学校

６

中村

円海

☎3578－2614

20歳にならないとできないこと
◦飲酒・喫煙
◦競馬、競輪等公営ギャンブル
※成年になると、法的に有効な契約
ができるようになりますが、自分
の判断、行動に責任を持たなけれ
ばなりません。
困り事があれば、
消
費者センターにご相談ください。
※相談専用電話
（受付時間：祝日を除
く月～土曜午前9時30分～午後4
時）
☎3456－6827
消費者センターでは、専門家を招
いて契約に関する講座を開催する予
定です。詳しくは、後日、港区ホー
ムページ等でお知らせします。
問い合わせ

消費者センター
（受付時間：祝日を
除く月～土曜午前9時～午後5時）
☎3456－4159

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。

