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11月5日号児童館特集の続編掲載

11

して、小学生以上向けの児童館情報を掲

令和3年
（2021年）

本号 6・7 面では、1 1月5日号の続編と
載。どんな時間を過ごしているのか、 一

月

緒にお楽しみください。

20

また14面では障害者週間と人権週間

日

にあわせて、区の取り組みや催し物も紹介
しています。

次号はご家庭 のポストへ直接投函します ‼

（ポストへの直接投函）
広報千代田12 月5日号は新聞折込ではなくポスティング
でお届けします。

（一部地域を除く） 届かなかった場合や、以前に届かなかった場合などはご連絡ください。

新型コロナウイルスワクチン
3回目の接種券の発送について

➡詳細は2面へ

3回目用接種券

11月22日から接種券を発送します。接種券の発送は原則として、2回目
の接種から8か月を迎える方を対象に順次行います。最初の発送対象とな
るのは11月、12月中に8か月を迎える方です。
千代田区から発行された接種券を使用して1･2回目の接種を受けた方は
3回目用接種券の下段に1・2回目の接種日が記載されます。
■ ワクチンの接種対象
▶当日の持ち物
2回目の接種から8か月を迎える方
・接種券
（3回目用）
■ 接種回数
・予診票
（記入済のもの）
1回
・本人確認書類
■ 予約方法
接種券が届き次第予約できます。各医療機関へ直接ご連絡の
うえ、2回目接種日から8か月を経過する日付以降で予約して
ください。接種を行っている医療機関の一覧は右の二次元コー
ド、または千代田区新型コロナウイルスワクチン接種コール
センターへお問い合わせください。
※集団接種会場は現在閉鎖していますが、1・2回目時に開設していた病院での
集団接種は準備中です。開設時期は2月頃を予定しています

区のHP

医療機関
一覧

■ 接種券送付及び接種時期
2回目接種

～4月

5月

6月

7月

接種券送付

11月末

12月末

1月末

2月末

3回目接種

12月以降

1月以降

2月以降

3月以降

※以降1月ずつずらして計算

問合せ

■ 2回目の接種後に千代田区に転入・住民登録をされた方へ

他の自治体で発行された接種券を使用して2回目の接種を受けた場合、また海
外で接種された場合などは3回目の接種券送付にあたって別途申請が必要になり
ます。詳しくは区のHP、または千代田区新型コロナウイルスワクチン接種コー
ルセンターへお問い合わせください。

千代田区新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口
千代田会館8階
（九段南1-6-17）

千代田区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

☎03-5211-4114（平日9時～17時）
▼所得制限限度額基準表

難聴者対象補聴器購入費の一部助成
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴の方へ、補聴器購入費の一部を助成します。事前の申
請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
対象 身体障害者手帳の対象とならない程度の聴力で家族などとのコミュニケーションが取りにく
い、次のすべてに該当する方
・区内に住所を有し、現に居住している
・聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない
・補聴器の必要性を認める医師の意見書が得られる
・片耳の聴力レベルが40デシベル以上である
・本人または扶養義務者などの所得が
「千代田区障害者福祉手当の所得基準」
（右表）の範囲内である
・過去に区からこの制度による助成を受けていない、または助成の決定を受けた日から5年を経過
している
助成額

児童館特集続編

8

本人が20歳以上
(本人の所得)

本人が20歳未満
（扶養義務者の所得）

0人

360万4,000円

628万7,000円

1人

398万4,000円

653万6,000円

2人

436万4,000円

674万9,000円

3人

474万4,000円

696万2,000円

4人

512万4,000円

717万5,000円

5人

550万4,000円

738万8,000円

問合せ

（上限5万円）
補聴器購入費の9割

Contents
6・7

扶養
人数

令和4年度「学童クラブ」入会案内

障害者福祉課障害者福祉係☎5211-4214

― 今号の主な内容 ―
10 ちよだのクリスマス＆年末

14

一緒に考えませんか。
障害のこと、
人権のこと。

：https://www.city.chiyoda.lg.jp
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千代田区コールセンター

区政インフォメーション

☎ 3264ー3910

令和 3 年 11 月 20 日号（2）

2021

11
20

City Information
マイナンバーが未収録の方へ
住所や氏名が変わったら届け出を
対象の方は忘れずに請求を
国民年金の独自給付

受給額 表１
（保険料を納めた

※請求できるのは、被保険者の

月数
（★）
に応じて決定）

国民年金を納付している方

ど
〈厚生年金加入者とその被扶

・マイナンバーが何らかの理由

養配偶者を除く〉
）
には、次の

ねんきん定期便を受け取るた

住所・氏名に変更があった際

1

死亡後２年以内

は、加入する年金制度ごとの届

※付加保険料を ヶ月
（３年）
以

（第 号保険者／自営業の方な

日本年金機構にマイナンバー

〜 の独自給付があります。申

上納付している場合、8500

で変更されたことがある

が収録されている方は、住所や

出先へ速やかに変更届を提出し

円が加算

36

めに

氏名の日本年金機構への変更届

込
（請求）
方法など詳しくは、問

国民年金短期在留外国人の

合せ先へご連絡ください。

変更届の届出先は問合せ先の

問合せ 保険年金課国民年金係

脱退一時金

てください。

HPで確認できます。また、マ

☎5211‒4202

しかし、次の方はマイナン

バーが日本年金機構に収録され

イナンバーが収録されているか

を省略できます。

ていないため、住所や氏名が変

第１号被保険者として保険料
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を６か月以上納め、老齢基礎年

寡婦年金

対象 老齢基礎年金を受けられ

どうかはねんきんネット

（

わった場合
「ねんきん定期便」
な

どの各種年金に関するお知らせ
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金の受給資格期間を満たしてい

ない外国人が、日本を出国した

※日本国籍がある方や日本に住

スポーツ推進委員は、スポーツの振興を目的
に、区民がスポーツに親しみ、楽しむためのお
手伝いをします。
（2年間）
任期 令和4年4月1日〜令和6年3月31日
対象 次のすべてに該当する方
・スポーツに対する深い興味関心と理解があり、
区のスポーツ振興計画・施策に沿って活動でき
る
・20歳〜60歳未満で、区内在住・在勤・在学か
つ区内でスポーツ活動をしている
・区主催事業や定例会・宿泊研究会
（主に土曜・
日曜・祝日の月1〜2回程度）に参加できる
・スポーツ活動の環境整備や啓発を行い、事業
の企画・運営に参画協力できる
・自己の指導資質向上のため研修などに積極的
に参加できる
募集人数 若干名（選考） 報酬月額 8,000円
（必着）までに所定の申
申込方法 12月17日（金）
込書（区のHPからダウンロード）を郵送または直
接問合せ先へ
問合せ 生涯学習・スポーツ課スポー
☎5211-3627
ツ振興係（区役所6階）
〒102-8688九段南1-2-1

るはずの夫が、老齢基礎年金を

受けずに亡くなった婚姻期間

姻関係を含む）

所がある方、障害基礎年金など

スポーツ推進委員を募集

）
で確認できます。

問合せ 千代田年金事務所

※夫が障害基礎年金の受給権者

区のスポーツ施策を推進する

10

が届かない場合があります。

・平成 年 月 日以前より海

場合に支給されます。

であったことがある場合や、老

の年金を受ける権利を有したこ

とがある方は該当しません

齢基礎年金の支給をすでに受け

歳〜 歳

〈★〉
に応じて決定）

※請求できるのは、出国後２年

受給額 表２
（基準月
〈最後に保

5

年以上で死亡当時にその夫に生

ていた場合は該当しません

険料を納付した月〉
が令和３年

10

計を維持された妻
（事実上の婚

病気で注射ができない場合は

支給期間

27

☎3265‒4381

猶予の手続きが必要です。詳し

受給額 夫が受給できる予定

イナンバーを有したことがない

くはお問い合わせください。

度の場合／保険料を納めた月数

外に住んでいた方など、
一度もマ

生後 日以上の犬の飼い主に

受付窓口 千代田保健所
（九段

だった老齢基礎年金の４分の３

死亡一時金

2021年版ちよだ環境カレンダー巻末の「ちよだ
環境家計簿」
で電気・ガス・水道使用量の記録を12
か月間取り組んで提出いただいた方にエコグッズ
を差し上げます。詳しくはお問い合わせください。
（月）
（ 必着）までに郵
提出方法 令和4年2月28日
送、ファクス、Eメールまたは直接問合せ先へ
いずれも
問合せ 環境政策課事業推進担当
（区 役 所 5 階）
〒102-8688九段南1-2-1
☎5211-4253 FAX3264-8956
kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp

65

犬を飼っている方へ

は、次のことが法律で義務付け

北1‒2‒ ）
、出張所、総合

対象 第１号被保険者として保

環境家計簿を提出して
エコグッズをもらおう

60

犬の登録・狂犬病予防注射は済んでいますか

・飼い犬の登録

窓口課
（区役所２階）

毎年好評の
「ちよだ環境カレンダー」
の2022年版
を配布しています。
掲載内容 児童の絵画作品・エコ情報、エコクイズ、
区内に生息している生きものや植物の写真、毎月
のエネルギー使用量記入欄
（環境家計簿）
配布場所 区政情報コーナー
（区役所2階）、環境政
、出張所、図書館など
策課
（区役所5階）
※なくなり次第、配布を終了
※区立の保育園、こども園、幼稚園、小・中学校
に通うみなさんには、各園・学校を通じて配布し
ています

14

られています。

・毎年１回、４〜６月に狂犬病

手数料 犬の登録＝３０００

今年も配布します
2022ちよだ環境カレンダー

36

★①〜④の合計
（②〜④は免除

予防注射を受けさせる

49万8,300円

・交付された鑑札・注射済票を

44万8,470円

60月以上

の承認を受けた場合）

39万8,640円

険料納付期間が ヶ月
（３年）
以

48月以上54月未満
54月以上60月未満

円、狂犬病予防注射済票の交付

34万8,810円

犬に装着する

29万8,980円

42月以上48月未満

①全額納付＝月数×１

24万9,150円

36月以上42月未満

上あり、年金を受けずに亡く

30月以上36月未満

＝５５０円
（注射済証明書を提

19万9,320円

登録や狂犬病予防注射をしな

24月以上30月未満

③半額納付＝月数×２分の１

14万9,490円

②４分の１納付＝月数×４分の１

9万9,660円

18月以上24月未満

④４分の３納付＝月数×４分の３

12月以上18月未満

なった方の生計を同一にしてい

一時金の額
4万9,830円

る。

保険料納付済期間
6月以上12月未満

︽表２︾
短期在留外国人の脱退一時金の受給額
︵基準月＝令和３年度︶

32万円

︽表１︾
死亡一時金の受給額

420月以上

る遺族。ただし、その遺族が遺

確認を行っています。

27万円

出）

それでもお支払い

22万円

360月以上420月未満

問合せ 地域保健課動物愛護担

都と各区市町村は毎年 月を

いただけない時は、

300月以上360月未満

いで犬を飼うと 万円以下の罰

「オール東京滞納STOP強化

差押などの滞納処分

17万円

金が科せられます。犬の登録と

月間」
としています。納期限が

をします。事情があり納付が遅

240月以上300月未満

族年金を受け取れない場合に限

過ぎても住民税などの税金の支

れる際は、相談またはお問い合

14万5,000円

当☎6256‒8177

払いがない場合には、一定の期

わせください。

180月以上240月未満

今年度の予防注射が済んでいな

間後に督促状を送付していま

問合せ 税務課特別整理係

12万円

い方は、早めに予防注射と手続

す。
また、
納め忘れなどで納付が

36月以上180月未満

きをしてください。

遅れている方に対しては、納税

☎5211‒4194

一時金の額

オール東京滞納STOP強化月間
納期内納税にご協力ください

案内センターからの電話で納付

保険料納付済期間

12

20
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広報千代田12月5日号は
（ポストへの直接投函）
ポスティング
でお届けします
※一部地域（＊）を除く

区では、より多くのみなさまへ広報紙をお届
けするため、試験的に広報千代田12月5日号を、
全世帯への直接配布（ポスティング）でお届けし
ます。新聞折込は行いませんので、未配達や投
函漏れなどがありましたら広報広聴課まで、ご
連絡ください。
※区内の住居のポストすべてに投函しますが、手
違いなどにより届かない場合は、連絡をいただい
た後に再配布すると共に、次号以降は漏れが無い
ように改善します。また、今年度は5月5日号と8
月20日号も同様のテスト配布を行っていますが、
届いていなかった場合も事前にご連絡ください
事業所兼住居となっている場合など、事業所
と見誤り届かないケースがありますが、ご連
絡いただければ改善します。
問合せ 広報広聴課☎5211-4171
＊丸の内一〜三丁目、大手町一・二
丁目、内幸町一・二丁目、有楽町一・
二丁目、霞が関一〜三丁目、永田町一丁目、皇
居外苑、日比谷公園、千代田

☆掲載している情報のうち新年度のものは、原則として新年度予算の議決ののちに行われる予定です。☆
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区役所の代表電話

は、千代田区で起こった出来事

「まちの記憶保存プレート」

申請方法 問合せ先へ事前に相

型、自立型

プレートの種類 壁面取り付け

得た代理の方も応募可）

会場 富士見みらい館体育館

とき 毎週火曜 時 分〜 時

日

7

年会費・参加費など、詳しくは

その他 見学・体験・活動日・

て納めると、将来の年金額に付

額400円の付加保険料を加え

18
30
21

☎5211‒3627

付加年金

国民年金の定額保険料に、月

年 金 を 増 や し たい 方
におすすめ

申込方法 HPから活動日時を

（富士見1‒ ‒3）

加年金が加算されます。年金額

を増額したい人におすすめしま

す
（国民年金基金の加入者は利

用できません）
。

受給額
︵年額︶ 200円×付加

保険料納付月数

問合せ 保険年金課国民年金係

☎5211‒4202

※付加保険料の納付は、納付を

申し出た月から開始
（さ か の

ぼっての納付はできません）

HPへ

確認のうえ、
直接活動場所へ

10

富士見スポーツ・文化クラブ
空手新規体験者募集

や、関係のある歴史上の人物な

月

1

「まちの記憶保存プレート」
設置の提案を募集

どを記したプレートです。区に

4

年

問合せ 生涯学習・スポーツ課

スポーツ振興係

談のうえ、令和

直接問合せ先へ

無料デジタルブックアプリ・
カタログポケット（カタポケ）
で広報千代田を読むことがで
きます。アプリをダウンロー
ドし、ご利用ください。
※ブラウザ版のご利用はhttps://
www.catapoke.comへ
※アプリは無料ですが、情報
の受信などの通信料は利用者
の負担となります
問合せ 広報広聴
課☎5211-4175

残るさまざまな足跡を地域の

を目的に、
区が設置しています。

※必要書類は、区のHPをご覧

（金） 時までに必要書類一式を

設置場所の一覧は、

になるか、直接お問い合わせく

広報千代田が
（カタログポケット）
アプリ
で
読めます

人々や来訪者に伝えていくこと

区 の HP か ら ご 覧

17

☎ 3264ー2111

《表1》募集対象住宅の概要
住宅の名称
（所在地）

区分
世帯用

募集
フロア
戸数

区営
住宅

神保町住宅
（神田神保町
2-10）

1戸

2階

区営
住宅

水道橋住宅
（神田三崎町
2-22-12）

1戸

4階

区営
住宅

水道橋住宅
（神田三崎町
2-22-12）

1戸

5階

区営
富士見
高齢者
高齢者住宅
1戸
住宅 （富士見1-11-8）

2階

区民 西神田区民住宅
1戸
住宅 （西神田2-6-1）

9階

単身用
単身用
単身用
世帯用
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募集期間 11月22日
（月）
〜12月2日
（木） 住宅の概要 表1
対象 次の条件をすべて満たす成年者
区営住宅・区民住宅共通の条件
・
（世帯用）
現に同居し、
または同居しようとする親族
（内縁・婚約者を含む）
がいる
・世帯の所得が定められた基準の範囲内である（表2）
・現に住宅に困り、自らが住むための住宅を必要としている
・住民税を滞納していない
・申込者および同居親族が暴力団員ではない
区営住宅のみの条件
・申込者本人が区内に引き続き1年以上在住している
区営住宅単身用のみの条件
・申込者本人が原則として満60歳以上である
区営高齢者住宅のみの条件
・申込者本人が満65歳以上である
区民住宅のみの条件
・申込者本人または申込者の親もしくは子が区内に在住、あるいは申込者本人
が区内に勤務先を有している
（アルバイト・パートなどは除く）
※原則、自家所有者
（住宅または土地の所有者・共有持分を含む）
は申し込みで
きません。その他、条件の詳細は、配布する申込みのしおりをご確認ください
（区役所5階）、
申込みのしおりの配布場所 情報コーナー
（区役所2階）、住宅課
出張所※土曜・日曜・祝日を除く
（木）
までの消印で12月6日
（月）
（必着）
までに
「申込みのしお
申込方法 12月2日
り」
に添付の申込書・封筒で郵送 ※申込者多数の場合は抽選
（火） 入居予定 令和4年3月ごろ
抽選日 12月21日
問合せ 区営・区民住宅募集コールセンター☎5717-0357

ださい

発行日に通知

経験を有する方、②ITベンダーまたは
スタートアップなどで新規プロジェク
トの企画・立案経験を有する方
主任＝①民間企業などで企業広報やメ
ディア対応、マーケティングに関する
業務に通算5年以上従事した実務経験
を有する方、②映像制作やSNS、また
はイラストレーターを使用した広告物
のデザイン制作に関する実務経験を有
する方
いずれも
採用予定人数 各1名
第一次選考 書類審査
第二次選考 令和4年1月下旬〜2月上
旬を予定
採用予定日 令和4年4月1日以降
（必着）までに
申込方法 12月17日（金）
採用選考案内に添付の申込用紙を郵送
（簡易書留）または直接問合せ先へ
採用選考案内の配布場所 情報コー
、
ナー（区役所2階）、人事課（区役所6階）
出張所など
（区のHPでダウ
ンロードも可）
問合せ 人事課人事係（区
☎5211‒4151
役所6階）

区営住宅・区民住宅（あき家）の入居者募集

2

問合せ コミュニティ総務課コ

ミュニティ係
（区役所 階）

▲自立型

令和 年 月開催予定の審査

委員会で設置の可否を決定しま

☎5211‒4180

2

4

いただけます。

す。詳しくはお問い合わせくだ

さい。

設置可能な場所 歴史的な出来

事があった場所、歴史上の人物

が生まれ育った場所、歴史的な

▲壁掛け型

千代田区職員
〔事務〕
（一般任期付）
の募集
職種 事務
職務の級 課長級、係長級、主任
任期 3年間 ※最長5年まで任期を更
新する場合あり
職務内容 課長級＝地域資源を活用し
た産業・観光振興にかかわる企画立案・
推進など、係長級＝地域資源を活用し
た産業・観光振興にかかわる事業の推
進など、主任＝区や官民連携事業のプ
ロモーションにかかわる企画提案およ
び実施など
主な配属先 課長級、係長級＝地域振
興部商工観光課など、主任＝政策経営
部広報広聴課など
対象 課長級＝①大学卒業後の業務の
従事歴が14年以上の方、②民間企業な
どでコンサルティングまたは起業相談
支援などに関する業務に通算10年以上
従事した実務経験を有し、かつ管理職
経験を4年以上有する方、③ITベンダー
またはスタートアップなどで新規プロ
ジェクトの統括経験を有する方
係長級＝①民間企業などでコンサル
ティングまたは起業相談支援などに関
する業務に通算10年以上従事した実務

著作物と関係する場所など

申請できる方 歴史的な出来事

があった場所や、歴史上の人物

に関わりのある区内の民地など

の土地または建物の所有者
（土

地または建物所有者から許可を

住宅市街地の開発整備の方針
（原案）
の
縦覧および公聴会

1

会場 都庁都民ホール
（新宿区

月 日
（水）

12

西新宿2‒8‒1）

公述の申出方法

15

なる区域は異なる。詳細は問合

15

せ先のHP参照

17 1

縦覧

12

対象区域 特別区、市、瑞穂町、

日の出町

〜 日
（水）（必着）
で申出書
（縦

30

月 日
（水）
〜 日

曜・祝日を除く

覧場所で配布または問合せ先の

8

縦覧期間

縦覧場所 （都）
都市整備局都市

または直接問合せ先へ

問合せ （都）
都市整備局都市計

画課☎5388‒3336

〒163‒8001新宿区西新

宿2‒8‒1

HPからダウンロード）
を郵送

）
、（区）
景観・都市計画課
（区

5

計画課
（新宿区西新宿2‒8‒

14

役所 階）

10

公聴会

20

1

区域内に在住する人、または

1

利害関係人は公述
（ 人 分以

4

内／選考）
できます

とき 令和 年 月 日
（木）

時〜、 時〜
（傍聴は当日直接

会場へ）
※時間によって対象と

19

1

区政インフォメーション
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令和 3 年 11 月 20 日号

（水） 時 分〜 時※土曜・日

（3）

間取り
住戸面積
2DK
58.0㎡

自治会に
より異な
ります※2

1人

1万6,500〜2万4,500
※1
（3万2,400）

自治会に
より異な
ります※2

1人

2万1,500〜3万2,100
（4万2,300）※1

自治会に
より異な
ります※2

1人

1万7,400〜2万5,900
※1
（3万4,200）

3,000

2〜5人 6万3,000〜15万4,500

9,500

1DK
37.1㎡
1DK
30.1㎡

《表2》所得基準表
入居
家族数

区営住宅
一般世帯

所得金額（円）
障害者等世帯

区民住宅

共益費
（円／月）

3万3,100〜4万9,300
（6万5,000）※1

28.44㎡

57.02㎡

（円／月）

2〜5人

1DK

2LDK

使用料

入居
家族数

所得金額（円）

1人

0〜189万6,000 0〜256万8,000

2人

0〜227万6,000 0〜294万8,000 227万6,000〜1,038万8,000

−

3人

0〜265万6,000 0〜332万8,000 265万6,000〜1,076万8,000

4人

0〜303万6,000 0〜370万8,000 303万6,000〜1,114万8,000

5人

0〜341万6,000 0〜408万8,000 341万6,000〜1,152万8,000

※1 使用料の
（ ）
内は障害者
等世帯の上限額。障害者等世帯
は、一般世帯より所得が多くて
も申し込むことができます。
使用料は所得金額に応じて決定
しますので使用料上限額・保証
金は、一般世帯に比べて高く
なっています。
※2 住宅共用部分の電気・水
道料金、廊下・階段・排水管の
清掃等は自治会等が運営し、そ
の費用は入居者のみなさまから
集金しています

麹町の「麹」の字は、文字つぶれなどを防ぐため、略字を使用しています。
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千代田区コールセンター
区政インフォメーション

意見
募集

区政インフォメーション

☎ 3264ー3910

令和 3 年 11 月 20 日号（4）

第6次千代田区ジェンダー平等推進行動計画
（2022）〜8
（2026）
年度〕
素案の概要
〔令和4

区では、
「性別による不平等がなく、
だれもが自分で生き方を選ぶことができ、
その選択が認められて参画できる社会の実現」
を基本理念として、男女平等意識の定着や男女共同参画の推進、配偶者暴力などの根絶等に向けて施策を進めてきました。
（令和3年5月）
第5次計画の期間が令和3年度で終了するため、区民などで構成する千代田区男女平等推進区民会議からの提言
を策定する予定です。
を踏まえ、計画を改定し、
「第6次千代田区ジェンダー平等推進行動計画」
また、本計画は、SDGs
（持続可能な開発目標）
のジェンダー平等を実現する目標を踏まえ、計画名称のうち
「男女平等」
を
「ジェ
とします。
ンダー平等」
に変更するとともに、これまでの計画を継承するため
「第6次千代田区ジェンダー平等推進行動計画」
本計画
（素案）
に対する皆さんのご意見をお寄せください。

ジェンダーとは
男
（女）
らしさ、
男性
（女
性）
はこうあるべき、と
いう社会的・文化的に
形成された性 別に対
する考え方

施策の体系

基本理念と3つの基本的な考え方をもとに、5つの目標、15の施策の方向、
106の事業により計画を推進するものとし、施策の方向ごとに成果目標を設定しました。
※主な成果目標は下表のとおり

基本理念

基本的な考え方

目

標

性別による不平等がなく︑だれもが自分で生き方を選ぶことができ︑
その選択が認められて参画できる社会の実現

1 人権を尊重し、健康的な

性別や性的指向、
性自認にかかわらず、
だれもが尊重される
社会をめざす

生活を支援する

施策の方向
人権尊重・ジェンダー平等の意識づくり
生涯を通じた心とからだの健康づくりの推進
生活上の困難を抱える女性などへの支援
LGBTsへの理解と人権尊重のための施策の推進

女性特有の検診 ( 子
宮がん、乳がん ) や
妊 娠 期 〜 子育 て期
の支援など

千代田区配偶者暴力対策基本計画
2 配偶者・児童などへの

あらゆる暴力を根絶する

ＤＶ・デートＤＶの防止と被害者の支援
児童・高齢者・障害者に対する虐待防止対策
ハラスメント・性暴力などの防止への取組みの推進

被害 者の早 期発 見
や自立への支援など

千代田区女性活躍推進計画

多様なライフ
スタイルが実現できる
社会をめざす

3 ワーク・ライフ・バラン

スの実現と女性の活躍を
支援する

4 地域社会における

互いに認め合い、
だれもが参画できる
社会をめざす

ジェンダー平等を推進する

5 行動計画の推進体制を

充実する

計画の評価

女性のキャリア形成・就労の支援
男性の働き方の見直しの促進
家事、育児、介護等と仕事の両立支援
誰もが働きやすい環境づくりの推進

中小企業におけるおける仕事
と家庭の両立支援など

政策・意思決定過程における女性の参画の拡大
ジェンダー平等の視点からの災害対策

女性の視点から避難所を考える

男女共同参画センターMIWの機能強化
計画の推進体制の充実

気軽に相談できる場とし
て特に若い世代からの認
知度を上げる

第６次計画の新規・拡充事業
- ：生涯を通じた心とからだの健康づくりの推進
・性や生殖に関する知識及び情報の普及・啓発
・「生命（いのち）
の安全教育」
の推進のための教材等の活用

客観的に５年後の評価を行い、次期計画の策定に活かします。
■ 主な成果目標
指標

現状値
（令和2年度）

「社会全体における男女の地位の平等感」 区民：17.3％
における
「平等」
と答えた人の割合
青少年：20.5％
「LGBTs」
という言葉の意味を
知っている人の割合
DVに関する相談窓口を
知らない人の割合
就業している女性の割合
（会社経営・役員、自営業、正社員・
正規職員、非正規職員）

目標値
（令和8年度）
区民：50％
青少年：50％

区民：75.4％

区民：80％

区民：13.2％

区民： 8％

区民：71.6％

区民：77％

区の審議会などにおける女性委員の割合

31.2％
（令和3年度）

千代田区男女共同参画センターMIWを
知っている人の割合

区民：30.3％

40％以上
60％以下
区民：35％

- ：生活上の困難を抱える女性などへの支援
・東京都若年被害女性等支援事業との連携による支援
- ：LGBTsへの理解と人権尊重のための施策の推進
・パートナーシップ制度・ファミリーシップ制度の導入の検討
・LGBTsへの対応に関するハンドブックの充実
- ：DV・デートDVの防止と被害者の支援
・配偶者暴力相談支援センターの設置
- ：女性のキャリア形成・就労の支援
・国、東京都の各種支援制度の活用促進
- ：政策・意思決定過程における女性の参画の拡大
・審議会等における女性の参画に向けたポジティブ・アクションの推進
・女性による意見交換の場の提供
- ：ジェンダー平等の視点からの災害対策
・
「災害対応力を強化する女性の視点~男女共同参画の視点からの防災・
復興ガイドライン~」
に対応した避難所運営

提出方法 12月20日
（月）
（消印有効）
までに、氏名（名称）・住所（所在地）・所属（区内在勤・在学者は勤務先・学校の名称、法人その他の団体は代表
者の氏名、区内に事務所を有する者は事務所の名称）・ご意見を記入のうえ、HP、郵送、ファクス、Eメールまたは直接問合せ先へ
kokusaidanjo@city.chiyoda.lg.jp 〒102-8688 九段南1-2-1
問合せ 国際平和・男女平等人権課
（区役所6階）☎5211-4166 FAX3264-1466
※口頭・電話での意見は不可 ※計画案は区のHP、情報コーナー（区役所2階）、出張所、男女共同参画センターMIWまたは問合せ先で閲覧可

計画素案
のHP

☆掲載している情報のうち新年度のものは、原則として新年度予算の議決ののちに行われる予定です。☆
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（5）

いきいきライフ

令和 3 年 11 月 20 日号

ウンターで申込み。受け付けは月
曜〜金曜午前10時〜午後6時（祝

面記入例参照）で問合せ先へ
問合せ 障害者就労支援センター
☎3264-2153 Fax3556-1223
chiyoda.syuroushien ＠ city.
chiyoda.lg.jp

日および休館日を除く）
問合せ 千代田Web図書館セミ

ナー担当（千代田図書館10階カウ
ンター）☎5211-4290

障害年金講座

障害者就労支援センター
令和3年度第3回地域交流会

とき
正午

精神障害のある方の
「働く」
を考えるパート6
〜
「仕事がある」
人生のサポート〜
とき 12月25日（土）午後2時〜午
後4時（受付午後1時30分）
会場 401会議室（区役所4階）ま
たはオンライン（Zoom）開催

千代田Web図書館講習会
「電子書籍をはじめよう！シニアの
ためのWeb図書館講習会」
パソコンやタブレットから24
時間365日電子書籍が閲覧できる
千代田Web図書館の利用方法な

内容

フ

カ

障害年金の基礎知識と受給

MOFCA☎6269-9755
FAX6269-9754
info＠mofca.net
その他 MOFCAが実施するイベ

を叶える就労支援モデルIPS援助
付き雇用について実践者や当事者
から学び、理解を深める

講師 中原さとみ氏（桜ヶ丘記念
病院地域連携室）
申込方法 12月20日（月）までに
電話、ファクスまたはEメール
（12

12月のはあとサロン

モ

までの流れについて学ぶ。希望者
に対し個別相談あり（要予約）
（火）
午後7時
申込方法 12月14日
までに電話、ファクスまたはEメー
で問合せ先へ
ル
（12面記入例参照）
問合せ 障害者よろず相談

定員 会場＝10名、オンライン
＝30名（いずれも申込順）
内容 本人の働きたいという希望

も同じ内容）
会場 千代田図
書館第1研修室
（区役所9階）
対象 シニア世代
定員 各回2名（申込順）
（水）
午前10
申込方法 11月24日
時から電話または図書館10階カ

12月16日
（木）午前10時〜

会場 障害者よろず相談MOFCA
（一ツ橋1-1-1パレスサイドビル1
階）
定員 5名（申込順）

対象 当事者・家族、企業人事に
関わる方、就労支援関係者、テー
マに関心のある方

どについて、実際にタブレットを
操作しながら体験します。
（木）
・17 日
（金）
と き 12 月 16 日
午 前 10 時 30 分
〜正午
（各 回 と

区役所の代表電話

ント情報をホームページ
（https://
mofca.net）
、Facebook
（https://
www.facebook.com/MOFCA.
chiyoda）
で発信中

☎ 3264ー2111

ちよだ認知症ケア講座
「家族が無理なく認知症と
向き合うための心構え」
とき 12月3日（金）午後2時〜4時
※オンライン（Zoom）開催
対象 区内在住・在学・在勤で認知

症ケアに関心のある方、
介護・福祉・
医療の仕事に携わっている方
定員 50名
内容 「認知症でも一人暮らしは

可能？」
「家族だからできること」
など、本人と家族が互いにより豊
かな人生を送るためのエッセンス

を紹介
講師 川内潤氏（NPO法人となり
のかいご代表／写真）
申込方法 11月29日（月）までに
HP、電話、ファクスまたはEメー
ル（12面記入例参
照）で問合せ先へ

問合せ かがや
きプラザ研修セ
ン タ ー（ 九 段 南
1-6-10）
☎6265-6560
FAX3265-1162
jinzai ＠ chiyodacosw.jp

対象 60歳以上の区内在住者（申込順） ※アキバみんなのサロンは区内在住者ならどなたでも
申込方法 前日までに電話またはファクス（12面記入例参照）
で
一番町／三崎町は社会福祉協議会（☎3265-1901／FAX3265-1902）
アキバ／和泉はアキバ分室（☎6285-2860／FAX6285-2861）
へ

高齢者が気軽に立ち寄れる交流スペース。
今月のオススメを紹介します。 ※申し込みは11月24日（水）午前9時より受け付け
場所

とき

内容

7日
（火）
・17日
（金）
①午後1時45分～2時15分
②午後2時15分～2時45分③午後2時45分
～3時15分

一番町はあとサロン（一番町12）

定員・参加費

お話ししながら楽しく相談♪
「スマホちょこっと相談」

各1名・無料

三崎町ふれあいサロン（神田三崎町3-1-17） 2日（木）午後2時～3時

ハープの音色に癒されましょう♪
「ヘルマンハープ演奏会」

4名・無料

アキバみんなのサロン（外神田1-1-13）

15日（水）午後1時30分～2時

簡単ミニクリスマスリースを折ろう！
「折り紙タイム」

4名・無料

和泉はあとサロン（神田和泉町1-5-10）

14日（火）午後1時30分～3時

今月はクリスマスリースを作ります♪
「ペーパークイリング」 4名・300円

※各サロンは週2日〜5日開室。
このほかにもいろいろなプログラムもあり

12月のはあとカフェ

「認知症」の情報共有や交流ができるカフェ。専門スタッフとの個別相談もあり
対象

認知症に関心のある方

会場・問合せ

申込方法

電話で問合せ先へ

とき

内容

定員

いきいきはあとカフェ（九段南1-6-10かがやきプラ
ザ4階研修室1・2）
☎3265-6141

9日（木）午後2時～3時
開場：午後1時30分～

認知症サポーター養成講座

15名
（申込順）

神田はあとカフェ（九段南1-6-10かがやきプラザ1階
ひだまりホール）
☎5297-2255

17日（金）午後2時～3時

認知症サポート医のお話

15名
（申込順）

神田はあとカフェ（岩本町2-15-3ほほえみプラザ1階
多目的ホール）
☎5297-2255

7日（火）午前10時～11時45分

認知症やくらしの情報共有や交流

15名
（申込順）

新型コロナウイルス感染症の相談窓口
症状のある方

かかりつけ医等

かかりつけ医等、地域の身近な医療
機関にお電話ください。

受診相談窓口

かかりつけ医がいないなど、受診する
医療機関に迷う方

■東京都発熱相談センター

☎5320-4592（24時間365日）

予防・検査・医療に関すること

一般相談窓口
（コールセンター）
■厚生労働省電話相談窓口
■千代田区電話相談窓口（コールセンター） （コールセンター）

☎5211-4111（平日８時30分〜17時）
■東京都新型コロナコールセンター

0120-565653

（9時〜21時）

☎0570-550571（多言語・ナビダイヤル） ■外国人旅行者向け（観光庁）
FAX 5388-1396（聴覚障害がある方など） ☎050-3816-2787

（毎日9時〜22時）

（24時間365日）

ワクチンについて

■千代田区新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター

☎5211-4114

（平日9時〜17時）

■厚生労働省新型コロナウイルス
ワクチンコールセンター

0120-761-770

（毎日9時〜21時）

☆毎月第 2・第 4 火曜にシルバー人材センター入会説明会を開催。詳しくはシルバー人材センター
（☎3265-1903）
へ☆
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☎ 3264ー3910

令和 3 年 11 月 20 日号（6）

児童センター・児童館の一日
9時
開館

午前中

就園前の
乳幼児親子

広報千代田11月５日号でも
紹介しました！
遊具やプレイルーム、
イベントなど、子どもと
その保護者が利用でき
る時間です。

お昼頃から午後
降園後の幼児親子

下校後の
小学生
・小学生以上のお子さんは、1人
で来館して、体育室
（遊戯室）、
図工室、集会室、図書コーナー
などで自由に過ごすことができ
ます
・1人で行っても、いろいろな遊び
があり、学校や学年が違うお友達
とも一緒に楽しく遊べます。また、
宿題や読書をして過ごすこともで
きます
・ダンス、体操、卓球などのクラ
ブがあり、仲間と一緒に楽しむ
こともできます

体育室で
バドミントン

図工室で
ハロウィンの
帽子作り

ブロックで
おうち作り
プレイルームで
テーブルサッカー!

ロビーでは宿題や読書、
ボードゲームなどで
遊ぶことができます

ジャズダンス
クラブで
振付の確認！

紙ヒコーキ飛ばし
どこまで飛ぶかな？

・各部屋には専門の指導員がいて、
遊びの指導や見守りを行います。
集団遊びを通じて、ルールを守っ
て遊ぶことを身に付けます

卓球クラブ
講師の先生とラリー

月1回開催している
けん玉道場の一コマ
ボード
ゲームに
夢中

体育室で缶けり

17時〜18時（19時）

放課後は児童センター・
児童館で遊ぼう！

中高生タイム
・中学生、高校生などが専用に利
用できる時間です
・友達とのおしゃべりやスポーツ、
音楽活動などを心おきなく楽し
むことができます。また、西神
田児童センターでは、区内在住
で、特別支援学校・特別支援学
級に通う中高生を対象に、放課
後の居場所を提供する事業を
行っています
※富士見わんぱくひろば・
いずみこどもプラザは19時まで
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広い体育館で
思い切りバスケ
バスケットボールを
楽しんでいます

カードゲームや読書、雑談を
して楽しく過ごしています

中高生タイムに
ボードゲームで対戦 !

データ更新日時
ＰＤＦ作成日時

2021/11/10 18:03:32
2021/11/10 18:04:09
loyal_X4_CS5.5_CC

（7）

ピックアップ

令和 3 年 11 月 20 日号

区役所の代表電話

☎ 3264ー2111

児童センター・児童館に行ってみよう
1

2

西神田児童センター
西神田2-6-2 西神田コスモス館3階

☎5215-9062
開館時間

開館時間

9時〜17時
（中高生タイム17時〜18時）

複合施設
「昌平童夢館」
（昌平小学校、昌平幼
稚園、昌平保育園、まちかど図書館）
の5階にあ
ります。ワンフロアで使いやすく、多くの利用
者でにぎわっています。昌平小学校の
「放課後
子ども教室」
（遊び）
も児童館で運営しており、
広い屋上校庭でのびのび遊ぶことができます。

広い体育室、ロフトが楽しいプレイルーム、三
輪車や一輪車に乗ることができる屋外遊戯場、工
作が楽しめる図工室など充実した施設です。乳幼
児専用のスペースもあり、乳幼児から中高生まで
楽しむことができます。

4

四番町児童館
四番町5-8

☎3234-3084
9時〜17時

現在、施設の建て替えに伴い、仮庁舎で運営中
です。遊戯室では、ボール遊びや鬼ごっこなど、
お友だちと一緒に思い切り遊べます。集会室では、
読書や工作、ボードゲームなど、多目的に楽しめ
ます。午前中は幼児親子、午後は小学生中心に、
一日中笑顔と歓声が絶えない明るい児童館です。

開館時間

9時〜17時
（中高生タイム17時〜18時）

地下1階から地上3階の4フロアで構成していま
す。2階にある体育室は、ボール遊びなどを楽し
める広さです。地下1階には卓球台があり、親子
や友達同士で卓球を楽しむことができます。各
フロアには専任のスタッフを配置して安全を確
保するとともに、健全な遊びを提供しています。

富士見わんぱくひろば
富士見1-10-3 富士見みらい館5階

6

いずみこどもプラザ
神田和泉町1

☎3865-1461

9時〜17時
（中高生タイム17時〜19時）

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/jidocenter/ichiran/fujimi.html

複合施設「富士見みらい館」
（富士見小学校、ふ
じみこども園）
の5階にあります。乳幼児とご家
族が安心して遊べる専用の部屋や、のびのびと
運動できるアリーナなど、目的に合わせて使う
ことができます。七夕やクリスマスなど、季節
に合わせたプログラムも開催しています。

休館日

一番町10

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/jidocenter/ichiran/1bancho.html

☎3263-1185
開館時間

一番町児童館
☎3230-0866

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/jidocenter/ichiran/4bancho.html

5

9時〜17時
（中高生タイム17時〜18時）

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/jidocenter/ichiran/kanda.html

jidocenter/ichiran/nishikanda.html

開館時間

外神田3-4-7 昌平童夢館5階

☎3253-6021

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/

3

神田児童館

開館時間

9時〜17時
（中高生タイム17時〜19時）

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/jidocenter/ichiran/izumi.html

複合施設(和泉小学校、いずみこども園)6階に
あり、学童クラブを併設。広々としたホールや屋
上、小学校の校庭などで思いきり身体を動かし
たり、ロビーで本を読んだり、テーブルゲームを
することができます。大きな行事では、子ども
実行委員会をたてて行事を盛り上げています。

日曜・祝日
（こどもの日を除く）
、12月31日〜1月3日

日曜開放は乳幼児親子、小学生親子が対象。9時〜17時、西神田児童センター、神田児童館、四番町児童館、一番町児童館が輪番制で実施。詳しくは区のHPをご覧ください

児童館所在地

小規模施設ですが、乳幼児
親子、小学生中心に多くの皆
さんにご利用いただいていま
す。小さいからこそ、みんな
で遊ぶ楽しさを満喫できる、
アットホームな児童館です。
小さな熱帯魚が泳ぐ水槽があ
り
「おさかなのじどうかん」
と
呼ばれることも。ぜひ遊びに
いらしてくださいね！

1
2
3
4
5
6

西神田児童センター
神田児童館
四番町児童館
一番町児童館
富士見わんぱくひろば
いずみこどもプラザ
2
5

1

6

3
4

四番町児童館の谷川館長（左）と國分さん（右）
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千代田区コールセンター

のびのび子育て

☎ 3264ー3910

み聞かせ。最後にサンタさんからのプ
レゼントあり
申 11月21日
（日）
9時から電話で問合
せ先へ
問 四番町図書館☎3239-6357

図書館でおはなし会
時 12月12日
（日）
11時〜

ひとり親家庭等医療費助成
現況届の提出を
ひとり親家庭等医療費助成を受給し
ている方は、現況届の提出をお願いし
ます。提出がない場合は、医療証を発
行できるか判定ができませんのでご注
意ください
（現況届の用紙は発送済）
。
（火）
までに郵送
提出方法 11月30日
または直接問合せ先へ
問 子育て推進課手当・医療係
（区役所2
階）
☎ 5211-4230
〒102-8688 九段南1-2-1

けんけんぱーくのクリスマス
おはなし会スペシャル
時 12月11日
（土）
14時〜14
時30分、15時〜15時30分
場 ブックハウスカフェ2
階ひふみ座（神田神保町
2-5 北沢ビル）
定 各回15組
（乳幼児向け、保護者同伴
／申込順）
内 賢プロダクションの声優による歌
や手遊びを交えたバラエティ豊かな読

場 千代田図書館
（区役所10階）
※当日
直接会場へ
対 0歳〜2歳くらいの乳幼児とその保
護者
内 子どもが本に親しむよう15分程度
の読み聞かせを実施
※混雑状況により、ご参加を制限する
場合あり
問 千代田図書館☎5211-4290

令和 3 年 11 月 20 日号（8）

就学援助
入学準備金を3月に支給します
経済的な理由で学校に通うことが困
難な児童・生徒の保護者に、給食費や学
用品費などを援助しています。
このうち、
小・中学校の新1年生の保護者に対して
入学に必要な
「新入学学用品費」
を
「入学
準備金」
として入学前に支給します。
問 学務課学務係☎5211-4284
〒102-8688九段南1-2-1
小学校入学準備金
対 令和4年1月1日現在区内在住で、同

リズムシェイプアップ＆
チビッコ体操
問 令和4年1月5日〜3月23日の毎週水

曜
（1/19、2/23を除く全10回）14時
30〜15時30分
問 スポーツセンター
（内神田2-1-8）
対 ①リズムシェイプアップ＝中学生
を除く15歳以上②チビッコ体操＝3歳
以上の未就学児
※チビッコ体操のみの参加は不可
定 各20名
（抽選）
費 ①2,000円②1,000円
申 12月17日
（金）
（必着）
までに往復ハガキ
で問合せ先へ
（1人1枚／12面記入例参照）
問 スポーツセンター☎3256-8444
〒101-0047内神田2-1-8

年4月に小学校に入学する幼児の保護
者
（所得制限あり）
※対象者へ学務課か
ら12月中旬までに申請の案内を送付
申 令和4年1月14日
（金）
（必着）
までに
申請書
（申請の案内に添付）
を郵送で問
合せ先へ
中学校入学準備金
対 令和4年1月1日現在区内在住で、同
年4月に中学校に入学する児童の保護
者
（所得制限あり）
申 令和3年度の就学援助を認定済の方
は申請不要です。新たに認定を希望さ
れる方はお問い合わせください

ベビーシッター利用料の
補助制度を開始します
日常生活上の突発的な事情などにより一時的に保育を必要とする保護者
が、東京都が指定するベビーシッター事業者を利用した際、その利用料の
一部を補助します。コロナ禍において、身近な親族などから支援が受けに
くい場合などにも利用できます。
詳しい内容は、事前に区のHPをご覧ください。
対 区内在住で、満6歳になる年度の末日までの児童がいる家庭
（水）
利用分〜
補助対象期間 12月1日
補助金額
（児童1人あたり） 7時〜22時の利用＝上限1時間2,500円、22時
〜翌7時の利用＝上限1時間3,500円
（多胎児の場合、1人288時間）
上限時間 児童1人につき同一年度内144時間
対象利用料 ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる
保育サービス提供単価
（税込）
※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代などの実費、サー
ビス提供に付随する料金
（家事援助、兄弟姉妹の送迎ほか）
などは対象外
問 児童・家庭支援センター子ども家庭相談係☎5298-5521

令和4年度「学童クラブ」
入会案内

令和4年度学童クラブ入会
希望児童の保護者が対象

表１ 児童館併設学童クラブ

学童クラブは、区内在住・在学の小学生が
活動する場所です。保護者の就労や病気な
どの理由で、学校から帰っても養育する人
がいない児童を預かり、家庭に代わる生活
の拠点として、お子さんの成長を促します。

【施設の概要】
表1 〜 3
利用期間 月曜〜金曜＝下校時刻〜17時
（延
長保育：17時〜19時はお迎えが必要）
土曜＝施設によって異なります。区のHPを
ご覧ください。
（⑫〜⑲の施設
夜間延長保育＝19時〜21時
のみ）
日曜・祝日・年末年始は休み
（当分の間2,000円）
育成料 月額4,000円
（実費）
おやつ代 月額1,500円
夜間延長保育＝月額3,000円加算
（実費。夜間延
夕食＝1食あたり500円程度
長保育のみ）
申 令和4年1月4日
（火）
〜31日
（月）
に申請書・
就労証明書などを直接第1希望の学童クラブ
へ提出
（受付時間＝平日11時〜17時・土曜9
時〜17時／日曜・祝日を除く）
※申込み詳細は
「令和4年度学童クラブ入会
案内」
をご覧ください。
※入会案内・申請書・就労証
明書は学童クラブで配布。区
のHPからダウンロードも可
結果の発送 令和4年2月25日
（金）
発送予定
問 児童・家庭支援センター子育て事業係
☎5298-2424

名称

受入児童数

所在地

連絡・申込先

① 西神田学童クラブ

60人程度 西神田2-6-2西神田コスモス館3階

☎5215-9062

② 神田学童クラブ

60人程度 外神田3-4-7昌平童夢館5階

☎3253-6021

③ 四番町学童クラブ

50人程度 四番町5-8

☎3234-3084

④ 一番町学童クラブ

60人程度 一番町10

☎3230-0867

⑤

富士見わんぱくひろば学童クラブ
富士見わんぱくひろば第二学童クラブ

70人程度
富士見1-10-3富士見みらい館5階
40人程度

☎3263-1185

⑥

いずみ学童クラブ１
いずみ学童クラブ2

35人程度 神田和泉町1
55人程度 ちよだパークサイドプラザ6階

☎3865-1462

表２ 学校内学童クラブ
（設置校の在校生が対象）
名称

⑦ アフタースクールこうじ町
⑧

番町小学校アフタースクール第一
番町小学校アフタースクール第二

受入児童数

所在地

50人程度 麹町2-8麹町小学校内
各40人
程度

六番町8番町小学校内

連絡・申込先
☎3556-9700
☎5213-3506

⑨ 九段小学校アフタースクール

50人程度 三番町16九段小学校内

☎3263-0591

⑩ アフタースクールお茶の水

60人程度 富士見1-1-6お茶の水小学校仮校舎内

☎6261-4505

60人程度
神田司町2-16千代田小学校内
40人程度

☎5207-5800

⑪

アフタースクールさくら
アフタースクールさくら第二

表3 夜間延長保育実施学童クラブ
名称

受入児童数

所在地

連絡・申込先

⑫ 麹町こどもクラブ

40人程度 麹町3-2-3エヌワンビル2・3階

☎6261-0457

⑬ ポピンズアフタースクール一番町

50人程度 一番町10-8一番町ウエストビル2階

☎5275-2171

⑭ 二番町こどもクラブ

70人程度 二番町2-1二番町TSビル4階

☎3221-0012

⑮

グローバルキッズ飯田橋第一学童クラブ
グローバルキッズ飯田橋第二学童クラブ

各50人
程度

富士見2-14-36富士見ウエスト4階

☎3556-3331

⑯ キッズクラブ神田

50人程度 内神田1-10-9MⅡビル1階

☎3233-3677

⑰ 東神田らる学童クラブ

40人程度 東神田1-6-4ロイジェント東神田1階

☎5829-4801

⑱ 学童保育じゃんぷ九段クラブ

40人程度 九段南4-1-10グランドメゾン九段南2階 ☎6265-6422

⑲ ベネッセ万世橋学童クラブ

40人程度 外神田1-1-13万世橋出張所・区民館4階

☎5209-3131

ひ まつ

※広報千代田では区民の皆さんの表情をご紹介するため、飛沫防止に努めたうえで、マスク無しの写真も撮影・掲載させていただいています
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生活ほっとライン／のびのび子育て

令和 3 年 11 月 20 日号

報酬 時給1,100円（交通費実費支給）
申 電話、ファクスまたはEメール
（12
面記入例参照）で問合せ先へ
問 ちよだ成年後見センター
☎6265-6521 FAX 3265-1902
kouken＠chiyoda-cosw.jp

アーティフィシャルフラワーの
リースづくり
素敵なお正月を演出！アートフラワーで作る

お正月アレンジメント講習会

時 12月19日
（日）
10時〜12時、13時〜15時

場 千代田万世会館6階
（外神田1-1-7）

※万世橋区民館とは異なる
定 各回6名
（申込順）
内 アートフラワー
（造
花）
を使用したお正月
アレンジメント作り
の講習会。制作マニュ
アルを参考にしなが
ら自宅でも制作可
師（株）
日比谷花壇デザインスタッフ
費 5,500円
（材料費）
※自宅制作の場合
は別途配送費が必要
申 11月21日
（日）
〜12月17日
（金）
に電
話またはファクス
（12面記入例参照）
で問合せ先へ
問 千代田万世会館☎5295-2831
FAX5295-2820
他 花材などは変更となる場合あり。制作
サイズは幅21㎝、奥行13㎝、高さ32㎝

日常生活自立支援事業
地域生活支援員募集
高齢、知的障害・精神障害などで判
断能力に不安がある方が、地域で自立
した生活が送れるように福祉サービス
利用の手続きや生活費の払い戻し、書
類の整理などの支援をする方を募集し
ています。
対 20歳以上の区内在住者、福祉や地
域貢献活動に関心のある方、月1、2回、
平日日中に2、3時間の活動ができる方

ものづくりをすることにより、眠っ
ている五感を刺激し、いきいきとした
感性を呼び起こすセルフケアを実践し
ます。
時 12月9日
（木）
14時〜16時
モ
フ
カ
場 障害者よろず相談MOFCA
（一ツ橋
1-1-1パレスサイドビル1階）
定 10名
（申込順） 費 1,000円程度
申 12月7日
（火）
19時までに電話、ファ
クス、Eメール（12面記入例参照）また
は直接問合せ先へ
問 障害者よろず相談MOFCA
☎6269-9755 FAX6269-9754
info＠mofca.net
他 MOFCAが実施するイベント情報
をHP（https://mofca.net）
、
Face
book（https://www.facebook.
で発信中
com/MOFCA.chiyoda）

場 障害者福祉センターえみふる
（神田
駿河台2-5）
定 10名
（抽選）
内 初心者でもできるクリスマスを
テーマにしたいけばな
師 小山由美子氏
（（一財）池坊華道会中
央委員）

ミ ュ ウ

の催し

時 12月15日
（水）
18時30分〜20時

※オンライン開催に変更の場合もあり
定 40名
（申込順／区内在住・在勤・在学者を優先）
場 会議室A・B
（区役所4階）
内 コロナ禍で雇い止めなど切実な状況にある非正規労働者の実態や、労
働者の権利が守られる働き方について学ぶ
師 瀬山紀子氏
（明治大学非常勤講師）

ビデオサロン
「飯舘村の母ちゃんたち 土とともに」

場 かがやきプラザ4階研修室
（九段南

1-6-10） 定 15名（申込順）
内 災害時の避難所生活で役立つ技術
や知識、高齢者との接し方、気をつけ
たい病気などに、実際の避難所の様子
と照らし合わせながら学ぶ 費 100円
申 12月10日
（金）までに電話、ファク
スまたはEメール
（12面記入例参照）で
問合せ先へ
問 かがやきプラザ研修センター
☎6265-6560 FAX3265-1162
jinzai＠chiyoda-cosw.jp
持ち物 ビニール袋（レジ袋など）1枚
とタオル2枚

同参画センター

「女性や若者が非正規で働くということ
〜ワーキングプアを考える〜」

時 12月11日
（土）
10時〜12時

時 12月17日
（金）
14時30分〜、18時30分〜※時間変更の場合もあり
定 各回15名
（申込順／区内在住・在勤・在学者を優先）
場 MIW交流サロン
（区役所10階）

内 東日本大震災後の福島第一原発事故で被災し、全村避難となった二人

の高齢女性。避難生活の続く先の見えない暮らしでも、明るく前を向く
姿を追ったドキュメンタリー※各回終了後に交流会あり
いずれも

申 電話、ファクスまたはEメール
（12面記入例参照）
で問合せ先へ
問 男女共同参画センターMIW☎5211-8845 FAX5211-8846

miw＠city.chiyoda.tokyo.jp

会場 千代田保健所（九段北1-2-14）
問合せ ☎5211-8161 FAX3262-1160

事業名

申 11月30日
（火）17時までに、HP、
電話またはファクス（12面記入例参
照）で問合せ先へ※当選者のみ12月3
日ごろに通知
問 障害者福祉センターえみふる
☎3291-0600 FAX3291-0608
https://emifuru.com

時 12月12日
（日）
13時30分〜15時

男女共

☎ 3264ー2111

費 1,500円
（材料費）

公開講座
「いけばな」

日本赤十字災害時高齢者支援講習
避難所生活で役立つ技術

12月の健康ちぇっく（予約制）

区役所の代表電話

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
咳・熱などで体調不良がある場合は、参加を控えてくだ
さい。来所時にはマスクの着用をお願いします。

対象など

とき

栄養相談

内 バランスの取れた食事、
離乳食など食に関する相談

9時～17時
（随時受け付け）

まま・ぱぱ学級（食生活編）

対 区内在住の妊娠中の方とそのパートナー 内 妊娠期
（中期～後期）の食生活と栄養の
お話 申 12月3日（金）までにメール（eiyou＠city.chiyoda.lg.jp）で問合せ先へ。
詳しく
は区のHP参照

6
（月）
13時15分～14時15分

アレルギー相談

対 0～15歳の区内在住者

14
（火）
・21
（火）
9時30分～10時

歯科保健相談（歯科健診）

対 区内在住の妊産婦・乳幼児
内 歯科健診やむし歯予防のためのフッ素塗布など

8
（水）
・16
（木）
12時45分～16時
4
（土）
・18
（土）
9時～11時30分
1
（水）
9時30分～11時45分

はみがき教室

対 区内在住の乳幼児 内 歯磨きを嫌がってさせてくれない、
磨けているかどうか自信が
ないなど、むし歯予防に関するお話・相談

10
（金）
9時30分～11時20分
15
（水）
・20
（月）
13時30分～15時50分

食べ方相談

対 区内在住の乳幼児 内 食事に時間がかかる、
丸飲みする、好き嫌いが多い、
口にためて
飲み込まないなど、子どもの食べ方に関する相談

21
（火）
13時30分～16時

ビーバー相談

対 区内在住の1歳児
（対象者には通知します）
内 歯科健診とはみがき実習、
歯とお口についての相談

13
（月）
13時～15時45分

離乳食講習会

対 区内在住の6か月児とその保護者
（対象者には通知します）
内 7～8か月児を中心とした離乳食について

17
（金）
13時～14時、
14時30分～15時30分

ちよ♡まま面談
（平日は予約不要）

乳幼児健診

時 ＝日時



対 区内で妊娠届を提出したすべての妊婦

内 保健師・看護師による、
妊娠・出産・子育て

のさまざまな相談やサービスの案内（誕生準備手当の申請もできます）

平日＝8時30分～17時
（最終受け付け
16時30分）
、
土曜＝9時～12時
（要予約）

3～4か月児健診

対 区内在住の3～4か月児
（対象者には通知します）

9
（木）
12時30分～13時45分

1歳6か月児健診

対 区内在住の1歳6か月児
（対象者には通知します）

14
（火）
・21
（火）
9時30分～10時15分

3歳児健診

対 区内在住の3歳児
（対象者には通知します）

2
（木）
12時30分～13時45分

5歳児健診

対 区内在住の5歳児
（対象者には通知します）

7
（火）
12時45分～14時

場 ＝会場
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内 小児科医のアレルギーに関する相談

対 ＝対象

定 ＝定員

内 ＝内容

師 ＝講師

費 ＝費用・料金
（記載のない場合は無料）

締 ＝締切り

申 ＝申込方法

問 ＝問合せ

他 ＝その他

HP＝ホームページ
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千代田区コールセンター

生活ほっとライン

☎ 3264ー3910

令和 3 年 11 月 20 日号（10）

ちよだのクリスマス＆年末
ラムラウィンターイルミネーション2021

ラムラをイルミネーションで彩り
「光の贈りもの」
としてお届け。約3mのクリスマスツリーも登場！
時 11月27日
（土）
〜令和4年2月28日
（月）
場 新宿区神楽河岸1-1
問 ラムラ商店会事務局☎3235-0181

Yasukuniイルミネーション2021～22

白山通り
岩波ビル前広場にクリスマスの電飾を設置し、
白山通りの街路樹にイルミネーションを点灯しま
す
（神保町交差点岩波ビル前広場〜共立女子学園）。
時 12月1日
（水）
〜25日
（土）
靖国通り
靖国通りの歩道の植栽にLED10万球の大イルミ
ネーションを点灯します
（九段下交差点〜須田町交
差点）。期間中、楽しいイベントも実施します。詳
しくはお問い合わせください。
時 12月10日
（金）
〜令和4年1月15日
（土）
いずれも
問 髙山本店☎3261-2661

ある東京芸大出身の男性オペラ歌手5人による迫力
の歌声で楽しむ
出演 志田雄啓氏
（東京芸術大学卒博士）
、
志摩大喜氏
（東京芸術大学卒）
、志田雄二氏
（東京芸術大学卒）
ほか
費 無料
（カンパ制）
問 かんだ歌宴☎080-5909-5594
https://chiyoda-artfes.com

時 12月4日
（土）
14時〜14時45分

（雨天中止／当日直接会場へ）
場 日 比 谷 ス テップ 広 場
（有 楽 町
1-1-2東京ミッドタウン日比谷・屋外）

すぽすたちよだクラブ
スタディ
（文化学習）
プログラム

東京大神宮通り・飯田橋西口通り
商業連合会 歳末謝恩セール

場 かがやきプラザ1階ひだまりホール
（九段南1-610） 定 20名（抽選）
内 手のぬくもりでオリジナルクリスマスキャンド
ルをつくる 費 500円
申 11月28日
（日）
までに二次元コード
の問合せフォームで問合せ先へ
問 かがやきプラザ多世代交流担当
☎6265-6563

アキバでクリスマスを楽しむ会

麹町通り商店会歳末大売出し

時 12月11日
（土）
第1部13時〜、第2部15時〜

公開講座
「マトリョーシカで干支
（寅）
作り」
時 12月26日
（日）
10時〜12時

場 障害者福祉センターえみふる
（神田
駿河台2-5） 定 8名（抽選）
内 来年の干支
（寅）
をマトリョーシカ
で制作
師 みやざきたみこ氏
（グラフィックデ
ザイナー） 費 3,000円（材料費）
申 12月12日
（日）17時までにHP、電
話またはファクス
（12面記入例参照）
で問合せ先へ※当選者のみ12月15日ご
ろに通知
問 障害者福祉センターえみふる

☎3291-0600 FAX3291-0608
https://emifuru.com
他 筆記用具
（鉛筆と消しゴム）、エプ
ロン持参。汚れても良い服で参加を

千代田区民講座
「おいしい打楽器アラカルト2」
時 令和4年1月8日
（土）
14時〜15時30

分（開場13時30分）
場 日比谷図書文化館地
下1階日比谷コンベン
ションホール
（大 ホ ー
ル）
（日比谷公園1-4）
定 60名
（申込順）
内 豊潤なマリンバのサウンドとリズミ
カルなパーカッションの基礎的な打ち
方や名曲の演奏体験を楽しむ
師 梅津千恵子氏
（打楽器奏者／写真）
申 電話またはHPの申込フォームより
問合せ先へ※区内在住者は11月20日
（土）
から
（土）、一般の方は11月27日
広告

クリスマスソングミニ講座など
※詳しくはお問い合わせください
申 電話、ファクスまたはEメール
（12面記入例参照）
で問合せ先へ
問 アキバ分室☎6265-2860 FAX6265-2861
akiba＠chiyoda-cosw.jp

セール参加店で500円の買い物ごとに福引券を1
枚配付します。2枚で1回の抽選ができます。賞品
はクリスマスケーキやお正月用品、商店街商品券
などです
（空くじなし）
。
（木）
福引券配付期間 11月29日（月）〜12月9日
（金）16時〜18時
抽選会 12月10日
福引券の配付場所 歳末謝恩セール参加店
抽選会場 富士見二丁目広場（富士見2-3-6富士見
福祉会館跡地）
問 東京大神宮通り・飯田橋西口通り商業連合会・増
田☎3264-0061

多世代交流カレッジ
「ミツロウでつくる
クリスマスキャンドル」

赤ちゃんから大人まで楽しめるクリスマスイベント
時 12月13日
（月）
①10時30分〜12時②13時30分〜
15時
場 アキバ分室
（外神田1-1-13万世橋出張所・区民館6階）
定 各回10名
（申込順）
内 ①小さいお子さん用のマラカスづくり②手話の

ちよだ芸術祭クリスマスコンサート
in東京ミッドタウン日比谷

ハッピーハンドメイド
時 12月16日
（木）
18時30分〜20時30分
場 九段生涯学習館
（九段南1-5-10）
定 6名
（申込順）
内 ドライフラワー
を使って、クリス
マスにもお正月に
も使えるカラフルなしめ縄を作る
師 池野侑子氏
（アトリエニナ作家）
費 1,500円
（材料費）
申 12月14日
（火）
17時までに電話で問
合せ先へ
モテレシピ
時 12月19日
（日）
10時30分〜12時30分
場 スポーツセンター
（内神田2-1-8）
定 6名
（申込順）
内 冬におすすめの
「チキンフリカッセ
（鶏のクリーム煮）
」
を作る
師 坂寄直美氏
（料理研究家）
費 1,000円
（材料費）
申 12月17日
（金）
17時までに電話で問
合せ先へ
いずれも
費 非会員は、材料費以外に1,500円の
参加費が必要
問 九段生涯学習館☎3234-2841
他 料理教室は感染症対策のため、1人
1テーブルで調理。完成した料理は持
ち帰り。
「すぽすたちよだクラブ」
に入
会希望の方は、スポーツセンター
（☎
3256-8444）
へ

内 クリスマスにちなんだ名曲を国内外で受賞歴の

加盟店でのお買い上げ金額に応じて三角くじを
引き、当たるとくじに書かれた金額がお支払いか
ら差し引かれます。
時 12月1日
（水）〜15日
（水）
問 麹町通り商店会・小林☎3261-2246

受付開始
問 日比谷図書文化館☎3502-3340
https://www.library.chiyoda.
tokyo.jp/hibiya

生涯学習団体1日公開講座
サークル体験会
（12月）
九段生涯学習館など区立施設で活動
する区民サークルが
「サークル体験会」
を開催します。各サークルの体験日な
ど詳しくは、区立施設の掲示ポスター
や問合せ先のHPをご覧ください。
実施サークル
（ジャンル） G・リズミッ
ク東子
（体操）
、真清会
（華道）
、丸の内
1丁目ヨガ同好会
（ヨガ）
、筆クラブ
（書
道）
、英語オペラ研究会
（語学）
、明星
の会
（コーラス）
※実施サークルが変更となる場合あり
問 九段生涯学習館☎3234-2841
https://www.kudan-ll.info

毎日がアルツハイマー・
ザ・ファイナル
オンライン上映会
時 12月17日
（金）
18時〜19時30分
定 50名
（申込順）
内 認知症の母との日常をありのまま
に描いたドキュメンタリー「毎日がア
ルツハイマー」
シリーズ最終章。8年
目を迎えた娘（関口監督）
の想いとケア
の終わりとは。区の認知症推進員から
の区内情報もお届け
申 12月14日
（火）までに電話、ファク
スまたはEメール
（12面記入例参照）で
問合せ先へ
問 かがやきプラザ研修センター
☎6265-6560 FAX3265-1162
jinzai＠chiyoda-cosw.jp

かえっこバザールin千代田
時 12月11日
（土）
・12日
（日）
10時〜16時

場 アーツ千代田3331
（外神田6-11-14

旧練成中学校）
内 遊ばなくなったおもちゃをカエル
ポイントに換えて、別のおもちゃと交
換
（かえっこ）
して遊ぶ。参加は時間指

定付き事前予約。おもちゃの持ち込み
は別日に実施。詳しくは問合せ先の
HPへ
問 アーツ千代田3331☎6803-2441
https://www.3331.jp

奏楽会presents
オペラ名場面ガラ・コンサート
ワーグナー
「ワルキューレ」
、モーツ
アルト「ドン・ジョヴァンニ」などの有
名オペラから劇的なシーンだけを集
め、字幕をつけて演奏会形式でお届け
します。構成は世界で活躍する演出家
ニック・ムニです。
注目の指揮者である辻博之と、ムニ
に認められた15名の日本人歌手が競
演します。
時 12月20日
（月）
18時30分〜21時（開
場17時45分）
場 紀尾井ホール
（紀尾井町6-5）
定 350名
（申込順）
費 一般S席6,000円、A席5,000円
※区民は半額に割引
申 電話
（☎0570-02-9999
（Pコード202791）
）
ま た は HPで申し込み
（https://t.
pia.jp/pia/event/event.do?
（チケット
eventBundleCd=b2179625
ぴあ）
）
問 奏楽会チケット事務局
（平日10時〜17時）
☎4570-6731

令和3年度
歳末地域たすけあい募金にご協力を
歳末地域たすけあい募金が始まりま
す。募金は、区内にお住まいの支援を
必要とする方々へのお見舞いや福祉活
動に活用されます。
（金）
募金期間 12月1日（水）〜10日
郵便局の窓口で募金ができます
専用の払込票（手数料無料）を利用
し、郵便局の窓口で募金ができます。
払込票は問合せ先のほか、出張所にあ
ります。※この募金は税制の優遇措置
が受けられます
いずれも
問 社会福祉協議会総務課援護係
☎3265-1901

☆広報千代田では有料広告の掲載を募集しています。広告掲載希望は広報広聴課へ。☎ 5211-4175 ☆
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生活ほっとライン

令和 3 年 11 月 20 日号
定 20名
（申込順）

師 豊美喜久子氏
（Kicoroドライフラワー）

師 為田靖子氏
（サンシャイン学園）

申 12月12日
（日）
17時までにHP、電話ま

内 出題ポイントを講師が分かりやすく解説

費 3,000円
（材料費）

申 12月 2 2日
（ 水 ）までに電 話 、 ファ
クスまたは Eメー ル
（ 12 面 記 入 例 参
照）
で問 合 せ 先 へ
問 かがやきプラザ研修センター
（九段南
1-6-10）
☎6265-6560 FAX3265-1162
jinzai＠chiyoda-cosw.jp

で問合
たはファクス
（12面記入例参照）
せ先へ※当選者のみ12月15日頃に通知
問 障害者福祉センターえみふる
☎3291-0600 FAX3291-0608
https://emifuru.com

認定長期優良住宅を新築した場合、
固定資産税が減額されます

公開講座
「ドライフラワーでしめ縄づくり」

介護福祉士国家試験
直前対策講座

軽減税額 固定資産税額（居住部分で
1戸あたり床面積120㎡相当分までを
限度）の2分の1を減額
減額期間 新たに固定資産税が課税さ
（3階建以上の耐
れる年度から5年度分
火・準耐火建築物については7年度分）

時 12月27日
（月）
18時〜20時

国家試験までの追い込みを
一緒に頑張りませんか
時 12月26日
（日）
10時〜15時
※オンライン
（Zoom）
開催

場 障害者福祉センターえみふる
（神田

駿河台2-5） 定 8名（抽選）
内 ドライフラワーでお正月のしめ縄
飾り作り

12月の休日応急診療
問合せ

千代田保健所
（九段北1-2-14） ☎5211-8161 FAX5211-8190

診療科目

受付時間

内科・小児科

9時〜12時30分、
14時〜17時30分、
19時〜21時30分

☎5211-8202

歯科

9時～16時30分

☎5211-8203

調剤薬局

9時～21時30分

☎5211-8197

会場

肝炎ウイルス検査

16歳以上の区内在住で過去に肝炎ウイルス検査を
受けていない方
・3日前までに申し込みが必要 ・結果は郵送

HIV・性感染症

中学生以下

難病リハビリ教室
（相談・指導）

ふん便のノロウイルス検査

3
（金）
・7
（火）
・10
（金）
・
14
（火）
13時～15時

区内在住・在勤・在学者
（有料）
・RT-PCR法
（定性法） 6,000円
・リアルタイムPCR法
（定量法） 9,100円
事前に採便管を取りに来てください

細菌検査

（赤痢菌・チフス菌・パラチフスＡ菌・サルモネラ・
腸管出血性大腸菌O 157の健康管理検便）

えみふる

オー

（神田駿河台2-5）

区内在住・在勤・在学者（有料）
・予約不要（事前に採便管を取りに来てください）
オー
オー
・腸管出血性大腸菌Ｏ26およびＯ111の検便
（料金別途）

現 在

中止

3
（金）
9時30分～10時

3
（金）
9時～9時30分

（梅毒・クラミジア・淋菌）相談・検査

会場

9時30分～11時30分

9
（木）
・24
（金）
13時30分～15時30分

区内在住で心の問題で悩んでいる方とその家族

千代田保健所
（九段北1-2-14） ☎5211-8161 FAX3262-1160

区内在住で心の病気のある方

15
（水）
9時～12時
※骨密度測定会と同時に
受けられます
※新型コロナウイルスの感
染状況により、中止となる
場合があります

心の相談室

12月の保健ガイド（予約制）
3
（金）
・10
（金）
・17
（金）

15
（水）
9時～12時
※生活習慣病予防相談と
同時に受けられます
※新型コロナウイルスの感
染状況により、中止となる
場合があります

20歳以上の区内在住者
・血管年齢測定
（無料）
・栄養相談、運動相談、健康相談
・3日前までに申し込みが必要

平日準夜間の小児科診療

とき

とき

生活習慣病予防相談

●消防庁救急相談センター（24時間）☎♯7119
（ダイヤル回線からは☎3212-2323）
●医療機関案内サービス「ひまわり」
（24時間）☎5272-0303
https://www.himawari.metro.tokyo.jp

※受診するときは、
事前に電話で日本大学病院
（☎3293-1711）
へ
※健康保険証・こども医療証が必要

☎5211-8161 FAX3262-1160

16歳以上の区内在住者
・骨密度測定
（640円） ・血管年齢測定
（無料）
・結果は、医師または保健師が当日説明
・測定は同一年度内1回まで
・3日前までに申し込みが必要

●消防署病院案内（24時間）=丸の内消防署☎3215-0119、麹町消防署☎3264-0119、
神田消防署☎3257-0119

とき 月曜〜金曜19時〜22時（受け付けは21時45分まで）
会場 日本大学病院・ちよだこども救急室（神田駿河台1-6） 対象

千代田保健所
（九段北1-2-14） 問合せ

骨密度測定会

電話番号（開設日のみ）

休日診療案内など

精神デイケア

要件 令和4年3月31日までに新築さ
れた住宅であること、
「長期優良住宅の
普及の促進に関する法律」
第10条第2
号に規定する認定長期優良住宅である
こと、居住部分の床面積の割合が当該
家屋の2分の1以上であること、1戸当
たりの床面積が50㎡以上280㎡以下で
あること（ただし、一戸建て以外の貸
家の用に供する住宅については、40
㎡以上280㎡以下）
申告期限 住宅が新築された年の翌年
の1月31
（1月1日新築の場合はその年）
日までに減額の申告が必要。詳細は
（都）
主 税 局 の HP
（ https://www. tax.
metro.tokyo.lg.jp）
または問合せ先へ
問 千代田都税事務所固定資産税班
（直通）
☎3252-7149

事 業 名・対 象 な ど

※事前に電話で予約のうえ、担当者の指示に従って受診してください
※受診の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクを着用してください
※健康保険証・こども医療証が必要
※調剤薬局は、千代田保健所以外の薬局でも当番制で開設。詳しくは、区のHP参照

事 業 名・対 象 な ど

☎ 3264ー2111

12月の健康チェック（予約制）

場所 千代田保健所（九段北1-2-14）最寄り駅＝九段下駅5番出口
開設日 5日・12日・19日・26日・29日・30日・31日

問合せ

区役所の代表電話

千代田保健所

す

となっていま

3
（金）
・7
（火）
・10
（金）
・
14
（火）
13時～16時

広告

時 ＝日時

場 ＝会場
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千代田区コールセンター

生活ほっとライン

☎ 3264ー3910

エアロビクス
時 令和4年1月5日〜3月9日の毎週水
いずれも
曜（1/19、2/23を除く全8回）
10時〜11時
場 スポーツセンター
（内神田2-1-8）
対 15歳以上の方
（中学生を除く）
定 15名
（抽選） 費 2,000円
申 12月17日
（金）
（必着）
までに往復ハ
ガキ（1人1枚／記入例参照／性別も記
入）
で問合せ先へ
問 スポーツセンター☎3256-8444
〒101-0047内神田2-1-8
他 託児サービスは新型コロナウイル
ス感染防止のためなし

11月25日～12月1日
犯罪被害者週間
警視庁犯罪被害者ホットライン
一人で悩まずにご相談ください。
相談内容 犯罪被害による心の悩み
電話番号 ☎3597-7830

性犯罪被害に関する電話相談
（24時間365日）
☎＃8103
問 麹町警察署☎3234-0110、
丸の内警察署☎3213-0110、
神田警察署☎3295-0110、
万世橋警察署☎3257-0110

電気ストーブ火災に
気を付けよう

消費者だより

②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④年齢（学年）
⑤電話番号

・子どもの氏名（ふりがな）、生年月日も記入
■在勤・在学の方へ
・勤務先（学校名）とその所在地、電話番号も記入
■応募時の個人情報について
厳重に管理し、当該催しなどの開催のためだけに利
用します
（区以外が主催のものは、このように取り扱
うように主催者へ要請しています）。

飯田橋駅第3・岩本町駅臨時
自転車駐車場の利用者を募集
現在利用中の方も、令和4年1月31日（月）で期限となるため、新たに申し
込みが必要です。
（抽選）
募集場所・予定台数 表1
飯田橋駅第 3
利用期間 令和4年2月1日（火）〜令
ハロー
自転車駐車場
（火）の1年間
和5年1月31日
ワーク
外堀通り
対 通勤・通学・業務で利用する個人ま
たは法人
ラムラ
飯田橋駅
登録手数料
水道橋→
←市ケ谷
・自転車＝ 区内在住者・小・中・高校
生3,000円、その他の方6,000円
←
＝ 区内
・原動機付自転車
（50㏄以下）
在住者3,500円、その他の方7,000円
申 11月29日
（月）
〜12月13日（月）
（必
秋葉原駅
着）
に所定の申請書と必要書類を郵送
浅草橋→
和泉橋
または直接問合せ先へ
出張所
（金）
（消印有効）
※郵送の場合は12月10日
神田川
まで
※直接提出の場合は出張所でも受け
岩本町駅臨時
靖国通り
自転車駐車場
付け可
昭和通り

神田

高齢者の方から自宅の売却に関する相談が寄せられています。契約の内
容をよく理解しないまま、安易に自宅の売却契約をしてしまうと、住む場
所がなくなるなど、今後の生活に大きな影響が生じる可能性があります。
相談事例
高齢の知人が自宅マンションを売却する契約をしたようだ。契約書はある
が、知人は自宅を売却したことを覚えていない。不動産業者が来訪し、自宅
マンションの売却契約の書面に知人が署名押印したようだ。
どうしたらいいか。
問題点
・不動産業者から突然の電話や来訪を受け、長時間にわたり強引に勧誘され
て、やむを得ず、自宅の売却契約をしてしまうケースがみられます
・不動産業者からの突然の勧誘が迷惑だという相談や、いったん断ったにも
関わらず何度も勧誘されて困っているという相談も多数寄せられています。
不動産業者は、
誰でも閲覧できる不動産登記簿から所有者の情報を得ています
消費者へのアドバイス
・消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、宅地建物取引業法に定めるクー
リング・オフはできません。売買契約が成立してしまうと、無条件で契約を解
除することはできないので気をつけてください
・不動産に関する取引は、手続きなども多く、複雑なしくみのため、理解で
きないことが多数発生します。契約する前に、家族や友人などの信頼できる
人に相談し、できるだけ一人では対応しないでください
・消費者が不動産業者からの勧誘を断ったにもかかわらず、不動産業者が勧
誘を続けることは禁止されています。勧誘が迷惑だと思ったら、
「お断りしま
す」
「もう勧誘しないでください」
「勧誘をやめてください」
などと伝えて、きっ
ぱりと断ってください
不安に思ったり、トラブルになりそうな場合には、できるだけ早く消費生
活センターに相談してください。
問 消費生活センター☎5211-4314

①催しなどの名称

■注意事項
・往復ハガキの場合は、返信側にも住所、氏名を記入
・Eメールの場合は、件名に催しなどの名称を記入
申し込み先からメールを受信できるように設定を
・消せるペンは使用不可
■託児サービスを希望する方へ（本文中に記載がある
場合のみ）

九段下

自宅の売却トラブルに注意～自宅の
売却契約はクーリング・オフできません

申し込みの記入例

交番
目白通り

東京消防庁管内で発生した火災では、
電気関係が原因となる事例が増加して
おり、中でも電気ストーブ火災は、人
命にかかわる被害が大きい特徴があり
ます。ベッド脇に置いた電気ストーブ
が就寝中に布団に接触したり、電気ス
トーブ上に衣類が落下したりすること
により出火した事例が多くみられます。
電気ストーブ火災の約80％は11月
から3月までに発生します。寒い冬を
安心して過ごすために、取扱いに十分
注意してください。
問 丸の内消防署☎3215-0119、
麹町消防署☎3264-0119、
神田消防署☎3257-0119

令和 3 年 11 月 20 日号（12）

岩本町駅
申請書の配布場所 問合せ先、出張
←
所
※区のHP（二次元コードからアクセス）
からダウンロードも可
必要書類
・区内在住者＝運転免許証など住所を証明するもののコピー
・小・中・高校生＝学生証などのコピー
・原動機付自転車の利用希望者＝標識交付証明書のコピー
※生活保護法による被保護者や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳・東京
都愛の手帳をお持ちの方で優先登録などを希望される方はお問い合わせください
問 環境まちづくり総務課交通対策・監察係
（区役所5階）☎5211-4345
他 自転車損害賠償保険などへの加入が義務化になりました。加入していな
い場合はお早めにご加入ください

表1 募集場所・予定台数
自転車駐車場名

自転車

原動機付自転車※

飯田橋駅第3

飯田橋4-10先

場所

150台

20台

岩本町駅臨時

神田岩本町15

40台

−

※原動機付自転車は50㏄以下の第1種に限る。三輪原動機付自転車は各駐車場2台程度とする

「（仮称）内幸町一丁目街区 開発計画（北地区）」、
「（仮称）内幸町一丁目街区 開発計画（中地区）」、
「（仮称）内幸町一丁目街区 開発計画（南地区）」環境影響評価書案に係る見解書の縦覧・閲覧について
環境影響評価書案に係る見解書
時 11月10日
（水）
〜29日
（月）
9時30分〜16時30分（土曜・日曜・祝日を除く）
場 縦覧＝
（区）環境政策課
（区役所5階）、中央区環境土木部環境政策課、港区環
境リサイクル支援部環境課、
（都）
環境局環境政策課（都庁第二本庁舎19階）、
（都）
多摩環境事務所管理課
（立川合同庁舎3階）
閲覧＝麹町出張所
都民の意見を聞く会
時 12月24日
（金）
「
（仮称）
内幸町一丁目街区 開発計画
（中地区）」 13時30分開始予定
「
（仮称）
内幸町一丁目街区 開発計画
（南地区）」 14時30分開始予定
※13時から傍聴券の配布開始
※中地区の公述時間により南地区の開始時間が遅れる可能性あり
場 東京都庁第二本庁舎1階 二庁ホール
（新宿区西新宿2-8-1）
申 傍聴申し込みは当日直接会場へ

時 ＝日時

場 ＝会場
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対 ＝対象

定 ＝定員

内 ＝内容

師 ＝講師

※公述人の申し出がない場合は中止となりますので、
事前にお問い合わせください。
なお、
「
（仮称）
内幸町一丁目街区開発計画
（北地区）
」
については、本事業に係る環境
影響評価書案の縦覧とあわせて募集した都民の意見書の提出がなかったことから
開催しません※東京都環境影響評価条例
（昭和55年東京都条例第96号）
第56条
都民の意見を聴く会の公述人募集
1人15分以内で環境保全の見地からの意見を述べられます。
定 25人程度
（抽選）
申 事業名、氏名、住所
（法人その他の団体にあっては名称、代表者の氏名、都
の区域内に存する事務所または事業所の所在地）、電話番号、環境保全の見地
からの意見を記載し
（様式自由）、11月30日（火）までに郵送（消印有効）または
直接問合せ先へ
いずれも
問（都）
環境局環境政策課☎5388-3439
〒163-8001新宿区西新宿2-8-1

費 ＝費用・料金
（記載のない場合は無料）

締 ＝締切り

申 ＝申込方法

問 ＝問合せ

他 ＝その他

HP＝ホームページ

データ更新日時
ＰＤＦ作成日時

2021/11/10 17:46:37
2021/11/10 17:47:11
loyal_X4_CS5.5_CC

（13）

生活ほっとライン

令和 3 年 11 月 20 日号

生 活 ほっと ライン

12月の各種相談（無料／受付時間は終了の30分～1時間前）
名称

対象

区役所の代表電話

★家族、
介護などの事業者も相談可
日程が変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。

相談できること

日時・場所・問合せ

法律相談（予約制）

相続、
婚姻関係、
借地・借家など

時1
（水）
・3
（金）
・8
（水）
・10
（金）
・15（水）
・17（金）
・
22
（水）
・24
（金）
13時～15時45分※弁護士が応対

税務相談（予約制）

確定申告、
相続・贈与税など

時9
（木）
・23
（木）
13時～15時30分

不動産相談

地代・家賃、
賃貸、
売買など

時2
（木）
・16
（木）13時～15時30分（先着順）
（受け付け12時30分～15時）

土地家屋調査士相談

土地・建物の調査・測量、
不動産登記など

時 16
（木）
13時～15時30分（先着順）
（受け付け12時30分～15時）

司法書士相談

遺言、
相続、
登記、
借地･借家など

時9
（木）
13時～15時30分（先着順）
（受け付け12時30分～15時）

相続、
許認可手続き、
外国人ビザなど

時7
（火）・21
（火）
13時～15時30分（先着順）
（受け付け12時30分～15時）

社会保険、
労働条件、
仕事の悩みなど

時 14
（火）
13時～15時30分（先着順）
（受け付け12時30分～15時）

行政相談

国政などへの苦情・要望など

時 14
（火）
13時～15時30分（先着順）
（受け付け12時30分～15時）

一般相談

区政への問い合わせや日常生活のことなど

時 平日8時30分～17時

消費生活相談

商品の購入・契約など消費生活で困っている
こと

時 平日9時～16時30分
※消費生活相談員が応対

多重債務相談（予約制）

債務整理、
整理後の生活など

時 27
（月）
13時～15時45分（受け付けは15時15分まで）※弁護士が応対
場 区民相談室
（区役所2階） 問 消費生活センター☎5211-4314

行政書士相談
社会保険・労務相談

経営相談（予約制）

男女共同参画センター
MIW（ミュウ）
相談室（予約制）

区内在住・
在勤・在学者

中小企業者 中小企業経営に関するさまざまな経営課題や
起業予定者 創業に関することなど。
出張相談は休止中

区内在住・
在勤・在学者

時 14
（火）
13時〜15時30分
※女性限定／女性弁護士が応対

法律に関わる悩み
性自認や性的指向に関する悩み

くらしと仕事・家計に
関する相談

区内在住者

人権身の上相談（予約制）

区内在住・ 人権の侵害や身の上の心配ごと
（人権擁護委
在勤・在学者 員が応対）

（予約制）

成年後見制度相談
介護カウンセリング

（予約制）

障害者相談
障害者よろず相談
障害者就労相談室

（予約制）

時 平日9時～17時 ※中小企業診断士が応対
場 経営相談室
（九段南1-6-17千代田会館8階） 問 商工観光課商工融資係☎5211-4344

法律相談

女性のさまざまな悩み、
女性・母子が配偶者な
区内在住者 どから受けているDV、
ひとり親家庭の生活全
般（子育て、
就労など）

福祉専門法律相談

場 消費生活センター
（九段南1-6-17千代田会館8階）
問 消費生活センター
☎5211-4314

時 毎週木曜・土曜10時30分～15時30分、
毎週火曜・
水曜・金曜16時30分～20時30分（祝日を除く）※毎週
金曜は英語での相談も可※託児サービスあり〈有料・要
予約〉
※DVで緊急を要する場合は、生活支援課（区役
所3階☎5211-4126）
へ

女性・ひとり親家庭
相談

保健福祉
オンブズパーソン
相談（予約制）

場 区民相談室
（区役所2階）
問 区民相談室☎5211-4176

一般相談 夫婦やパートナー・家族関係、
子育
て、
人間関係、
働き方、
ハラスメント、
DV、
性に
関すること、
性暴力、
犯罪被害などの悩み

LGBTs相談

☎ 3264ー2111

生活の悩みごとや心配ごとの解決方法を考え
る。
家族や身近な方の相談も受け付け

場 MIW相談室
（区役所10階）
問 MIW相談室☎5211-4316
（予約専用電話／話し中の場合
☎5211-8845）

時9
（木）
・23
（木）
16時30分〜19時30分
時 平日8時30分～17時 ※いずれも婦人相談員が応
対し、
必要な場合は緊急避難などの保護、公的制度や貸 場 生活支援課生活支援係
（区役所3階）
付金の案内など自立に向けた支援を実施
問 生活支援課生活支援係
☎5211-4126
時 平日8時30分～17時
12月は

休止
す

となっていま

区内在住者 保健福祉サービス全般への相談・苦情

時 15
（水）川崎裕彰氏
（社会福祉士／主に高齢者・障害者関係 、22（水）佐藤まゆみ氏（淑徳
大学短期大学部教授／主に子育て保育関係）いずれも14時～16時
場 区役所会議室 問 福祉総務課厚生係☎5211-4211 （郵送での相談も受け付け可。
郵送先＝福祉総務課保健福祉オンブズパーソン事務局〒102-8688九段南1-2-1）

福祉や成年後見制度、
消費者被害に関する悩
区内在住・
み、
相続や遺言の相談
在勤・在学者
★
成年後見制度の利用、
後見活動の悩みや不安

時9
（木）石川氏
（弁護士）、23（木）澄川氏（弁護士）
場 ちよだ成年後見センター
いずれも14時～16時20分
（九段南1-6-10かがやきプラザ4
※弁護士が応対／ちよだ成年後見センター職員も同席 階
問 ちよだ成年後見センター
時 平日8時30分～17時
☎6265-6521

時8
介護によって生じるストレスに関すること
（水）
10時〜14時、25（土）13時〜17時 ※専門のカウンセラーが応対
場 かがやきプラザ1階相談室
（介護ストレス、
高齢者虐待、
ターミナル期の
（九段南1-6-10）
区内在住者 家族の心のケア、
死後の家族の心のケアなど） 問 かがやきプラザ研修センター☎6265-6560
★
地域活動支援センターの機能や障害者福祉に 時 平日9時～17時 場 障害者福祉センターえみふる（神田駿河台2-5）
問 障害者福祉センターえみふる☎3291-0600 FAX3291-0608
関すること、
心身の健康に関することなど

障害のある方やそのご家族、
障害者手帳を持
区内在住・
たない心の病や発達障害のある方などのあら
在勤・在学者
ゆる悩みや困りごと

時 平日9時～19時、
土曜10時～17時

障害のある方の就職活動や職業訓練のアドバ
区内在住者
イス、
在職中で職業上の悩みなど
（障害者手帳
★
がなくても相談可）

時 15
（水）9時～16時 ※ジョブコーチ（職場適応援助）が応対
場 障害者就労支援センター
（区役所3階）
問 障害者就労支援センター☎3264-2153 FAX3556-1223

モ

フ

カ

場 障害者よろず相談MOFCA
（一ツ橋1-1-1パレスサイドビル1階）
問 障害者よろず相談MOFCA☎6269-9755 FAX6269-9754
info@mofca.net

令和4年2月のスポーツ施設の利用申し込み（スポーツセンターのみ令和4年3月分）
施設名

①外濠公園（テニス）
②花小金井運動施設（野球など）
③スポーツセンター

（主競技場・プール・卓球場などの団体利用）

申込期間

抽選日

空き施設受け付け
（申込順）

12月10日（金）〜
12月25日
（土）
20日
（月）

1月1日
（土）10時〜
1月5日
（水）10時〜

12月1日（水）〜
19日（日）

1月4日
（火）

1月5日
（水）10時〜

問合せ・申し込み方法
問 九段生涯学習館
（九段南1-5-10）☎3234-2841 ※毎月第3月曜は休
館
（祝日の場合は翌平日）
申 ①事前に問合せ先で利用登録し、申し込み ※野球場は1〜3月は芝
養生のため休場②申込書（問合せ先で配布）を問合せ先へ
問 スポーツセンター
（内神田2-1-8）
☎3256-8444
館
（祝日の場合は翌平日）
申 申込書
（問合せ先で配布）を問合せ先へ

※毎月第3月曜は休

利用できない日 ①②令和4年1月1日
（土）
〜3日（月）
（年始休場）③令和4年3月22日（火）
（休館日）
※このほかにも区の事業などのため、利用できない場合あり。詳しくは各問合せ先へ

本紙の情報は新型コロナウイルス感染症拡大により変更となる場合があります。最新の情報は区の HP でご確認ください。
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千代田区コールセンター

ピックアップ

☎ 3264ー3910

令和 3 年 11 月 20 日号（14）

一緒に考えませんか。障害のこと、人権のこと。
区は、障害者週間
（12月3日〜9日）
と人権週間
（12月4日〜10日）
にあわせて、
障害者週間記念理解促進事業、人権標語パネル展、人権週間記念講演会を行います。

「障害者週間」
記念 理解促進事業

～障害のあるなしに関わらず、互いを尊重し、支え合う共生社会の実現に向けて～
知ってください ヘルプカード

ヘルプカードは、障害のある方が必要な支

援内容や緊急連絡先などを記載したものです。
普段から身に付け、緊急時や災害時など困っ
たときに、周囲に自分の障害への配慮やサポー
トを求めるために使用します。ヘルプカード
を提示されたら、記載内容に沿ったサポートをお願いします。

令和元年度

区内の障害者施設や団体などの活動をパネル展示で紹介するとともに、障害の
ある方が製作した作品を展示します。展示をご覧になって、興味のある団体や参
加したい活動などがありましたら、問合せ先へご連絡ください。

ご存じですか？ デフリンピック

パラリンピックには聞こえない（Deaf）選手の競

技種目がないため、
聴覚障害者は出場ができません。
デフリンピックは、IOC
（国際オリンピック委員
会）
の 承 認 を 得 た 国 際 的 な ス ポ ー ツ 大 会 で す。

来場者アンケートに回答した方には、両手の障害のため口や足で絵を描く画家

1924年以来、夏季・冬季大会合わせて40回開催

たちの作品を載せた
「2022年卓上カレンダー」と、ヘルプカードをデザインした「除

されています。現在、デフリンピック2025東京招

菌ウェットティッシュ」
をプレゼントします。

致に向けた取組みが進められています。このデフ

とき 12月3日
（金）
〜10日
（金）
9時〜18時
12月3日
（金）
12時30分〜ヘルマンハープ演奏
会場 区民ホール
（区役所1階）
問合せ 障害者福祉課障害者福祉係☎5211-4214

リンピックの競技種目やアスリートを写真パネルで紹介します。

「デフリンピック2025東京招致を目指して」
協力 （一財）全日本ろうあ連盟、
（公社）東京都障害者支援機構、東京都聴
覚障害者連盟

人権についてみんなで考えよう
みんなで築こう人権の世紀 考えよう相手の気持ち
未来へつなげよう違いを認め合う心
1948年
（昭和23年）
12月10日の国連総会で
「すべての人間は、生まれながらにし
て自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」
とうたった
「世界人権宣言」
が
採択されました。この日を記念して、国際連合は毎年12月10日を「人権デー（Human
Rights Day）」
と定めています。この機会にあらためて、家庭・学校・職場・地域社

人権週間記念講演会
「ちがいを楽しみ、力にかえる」

とき 12月10日
（金）18時20分〜20時
（区役所4階）
会場 401・402会議室
講師 にしゃんた氏
（羽衣国際大学教授／写真）
問合せ 国際平和・男女平等人権課男女平等人権係
☎5211-4166

会などの中で人権問題について考えてみましょう。

人権擁護委員にご相談ください

人権標語パネル展

区立中学校・中等教育学校の生徒の優秀作品を、合計65点展示します。
（金）
〜10日
（金）
9時〜18時
会場 区民ホール（区役所1階）
とき 12月3日
［最優秀賞］
・もっている 同じ人権 違う個性
／治田さくらさん
（九段中等教育学校2年）
［優秀賞］
・多様性 人の個性を 虹色に
／大川芽依さん
（麹町中学校1年）
・
「これが普通」
それってあなたの 基準じゃない?
／田中咲妃さん
（神田一橋中学校1年）
・優しくなれるそれは本当の強さ
／中尾健聖さん
（麹町中学校3年）

「やさしい日本語」に
ついて関連展示

区内では、法務大臣に委嘱された8名の人権擁護委員が活動していま
す。人権の侵害や身の上の心配ごとなどを相談できます（13面各種相談
の人権身の上相談参照）
。
とき 12月を除く毎月第4火曜13時〜15時
相談方法 電話
問合せ 国際平和・男女平等人権課男女平等人権係☎5211-4166

夜間人権ホットライン

人権週間に合わせ、夜間「電話法律相談」
（無料）を行います。人権問題
や日常生活での法律問題などを弁護士に電話で相談できます。
（月）
17時〜20時（1人10分程度）
とき 12月6日
相談電話 ☎6722-0127
問合せ （公財）
東京都人権啓発センター☎6722-0124

明るい選挙推進ポスター展示会を開催
選挙管理委員会では、投票率向上や違反のない選挙など、明るい選挙を推進するため、
「ポスター」を募集し、9月14日に審査会を開きました。今年の入選作品を展示します。

とき 12月3日（金）〜10日
（金）9時〜18時
会場 区民ホール
（区役所1階）
問合せ 選挙管理委員会事務局☎5211-4268

冬が近づいてきましたね。時が経つのが早くてびっくりしています。12月に入ったらクリスマスに大晦日にイベントが盛りだくさんです。
体調に気を付けながら一緒に素敵な年末を迎えましょう。～予告～12月5日号はご家庭のポストに直接投函します。今年1年の振り返り特
集など鋭意制作中ですのでお楽しみに！（柴田）
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公益財団法人まちみらい千代田

〒101-0054 千代田区神田錦町3-21
ちよだプラットフォームスクウェア4階
TEL 3233 - 7555（代） FAX 3233 - 7557
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まちみらい千代田公式ツイッタ―
https://twitter.com/MMChiyoda

お知らせ

お知らせ

マンション連絡会を
開催します

広報紙「まちみらいニュース」創刊200号 〜これまでのあゆみとこれから～
まちみらい千代田の広報紙「まちみらいニュース」は、区民、区内企業、賛助会員等多くの皆さんのご協力

により、本号で200号を迎えることができました。

12 月 18 日（土）、マ ン

この「まちみらいニュース」は、平成17年4月に区内の3団体（※）が事業統合して誕生した「財団法人まち

ション連絡会を開催しま

みらい千代田
（平成26年1月に公益財団法人へ移行）
」の実施事業や関連団体の情報等を伝える広報紙として、

す。参加を希望する方は、

16年に渡って発行してきました。

事前にお申し込みが必要

これまで、東日本大震災、消費税率の引き上げ、新型

です。

コロナウイルス感染症の感染拡大など、社会に大きな

影響を及ぼす出来事がある中、まちみらい千代田では、

※会 員の方以外は参加できません。参加を希望

まちみらい千代田

する方は、あらかじめ連絡会への入会が必要

ウェブサイト

臆せず工夫を重ねながら活力ある地域社会の構築・発
展に寄与できるよう取り組んできました。

です。

同様にスマートフォンやソーシャルメディアの普及

■会員募集

によって、広報のあり方も大きく変化しました。その

マンション管理組合の理事長を

変化の中でも各広報媒体の特性を生かし、今後も皆さ
んのお役に立つ情報を届けられるように努めます。

まちみらい
ニュース

まちみらい千代田

引き続き「まちみらいニュース」は、ソーシャルメディ

Facebook

アと連動して効果的な情報発信を行うとともに、常に

対象に、マンション連絡会の会員
を募集しています。入会希望の方

まちみらい千代田

Twitter

は、まちみらい千代田ウェブサイ

トをご覧いただくか、お問い合わせください。

時代に即した広報紙づくりの実現を目指します。

■問合せ

（※）
「財団法人千代田街づくり推進公社

（昭和63年10月設立）
」
「財団法人千代田区コミュニティ振興公社（平成4年3月設立）
」
「財団法人ちよだ中小企業センター（平成5年3月設立）
」

住宅まちづくりグループ
☎3233-3223

kyojyu@mm-chiyoda.or.jp

『第13回千代田ビジネス大賞』エントリー企業紹介（第2回）

お知らせ

まちみらい千代田では、中小企業の成長発展の支援を目的として、経営革新や経営基盤の強化に取り組んでいる企業を「千代田ビジネス大賞」で表彰しています。先月号

に引き続き、エントリー企業を紹介します。
（原稿提出順）

1

株式会社ライトストーン

2
のうじょう

代表取締役社長

能城

博

業 種 ソフトウェアサービス

弊社は創業時より25年以上一貫して、科学技術分野
向けのソフトウェアを販売しています。主なお客様は、
大学・高専、政府系研究機関、企業の研究所や工場の研
究者・技術者です。IT 技術で日本の科学技術を支える一
助になりたいと思います。

4

株式会社アジアスター
代表取締役

賈

7

ゆうらホールディングス株式会社
代表取締役 CEO

さ さ

き

に応えられる商品を開発しています。

10 株式会社パル・コーポレーション

ス

ビ ュ ー テ ィ ー

テ

ク

ノ

ロ

ジ

ー

たか た

高田

JCAホールディングス株式会社
ふくいえ

たかし

6

弊社は、中小企業の海外展開支援を行い、インフラ設
備のアメリカでの導入や日用品の中国での販路開拓な
どで実績を上げています。取引先企業の課題解決を図り、
持続的な成長につながるように業務に取り組んでいます。

11 ＪＡＧＡＴオンライン試験システム㈱

株式会社ファインプロス
代表取締役

た むら

よし お

嘉男

電気や火を使わず、水の添加だけで、感染力の強いノ
ロウイルスを約1分で完全死滅させる防疫用蒸気発生剤
を開発。高温蒸気で嘔吐物を殺菌し、現場作業者への飛
沫感染や空中浮遊の二次感染を防ぎます。

代表取締役

まき の

牧野

まさたか

政孝

企業広告デザイン専門のファインプロスです。企業が
抱える「採用」
「ブランディング」
「サービス周知」などの
課題をデザインの力で解決し、状況に応じて
“紙”
“WEB”
“動画”いずれかで最良の提案をします。

デ ィ ー アンド アイ

株式会社 D＆ I
代表取締役

業 種 人材コンサルティング

こ ばやし

小林

てつろう

鉄郎

D&I は「誰もが挑戦できる社会」を目指し、障害者の
戦力化に向け、既成概念にとらわれることなく、新しい
働き方を提案し続けます。そして価値のある障害者雇
用を繰り返し、日本の社会課題解決に寄与します。

ジ ャ ガ ッ ト

田村

はらさわ

原澤

業 種 広告デザイン制作

貴

業 種 サービス業

あき こ

明子

軒先は、スペースシェアのパイオニア企業です。
「ス
キマを照らす。」をミッションに、すべての人が居場所
をもてる世の中を目指しています。

9
福家

にしうら

西浦

業 種 IT サービス業

栄和

業界初のハンズフリー台付きドライヤー！超速乾＆
サロン仕上がりの「KAZE nice Dryer Premium」や、
No.1の高温ナノジェットスチームで除菌や消臭もでき
る衣類スチーマー「Stylish Steamer」など、不便を便利
にする新しい製品を開発しています。

代表取締役 CEO

代表取締役

ひでかず

業 種 美容・生活・健康家電の製造販売

あゆ み

『お客様と一緒にお客様の生活にアートの心地よさを
提供する』ため、日本の匠技を有する伝統的ものづくり
職人と「匠ワンストップ ®」によって、お客様のトレンド

業 種 化学製品の製造販売

ロ

歩美

業 種 卸売業

代表取締役

カ

株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY
代表取締役社長

8

佐 々木

俊一 郎

映像制作会社として設立36年目となる当社は、平成
23（2011）年以降、第二創業と位置づけ「VR 動画」の制
作・開発に注力。10年超の経験を生かし、感染症対策下
における「非対面型集客ソリューション」を提供します。

志強

Web 会議に革命を！弊社の Web 会議は、発言内容
をリアルタイムで AI 翻訳し、字幕表示します。コロナ禍
で海外とのコミュニケーションが必要な企業をサポー
トします。

左部

軒先株式会社

しゅんいちろう

業 種 映像・Web 制作

し きょう

業 種 インターネット付随サービス

3
さ とり

代表取締役社長

5
か

株式会社ユニモト

ひろし

つね お

常夫

業 種 検定試験運営、システム開発

弊社では、試験の実施請負・企画・開発・オンライン化
を請け負っています。弊社の特許出願中のオンライン
試験システムでは、独自の監督システムにより、自宅や
会社で公平な試験の実施を行うことができます。

ニュース をスマートフォンでご覧になりたい方は

まちみらいニュース ◇令和3年11月20日◇
イベント

ちよだいちばのイベント情報
☆12月月間ご当地まつり☆
す ず

か

し

三重県鈴鹿市

11月29日
（月）
～1２月24日
（金）
ちりめんじゃこ

作豚

鈴鹿市は、三重県の中北部に位置する人口約20万人の中核都市です。市の

キャッチコピーは「さぁ、きっともっと鈴鹿。海あり、山あり、匠の技あり」です。

市の東部は伊勢湾に面しており、西部には鈴鹿山脈が広がっています。また、

奈良時代から交通の要所として栄え、近年は「本田技研工業鈴鹿製作所」や「鈴鹿

サーキット」がある場所として知られており、全国で唯一「モータースポーツ都
市宣言」をしています。

し みず せい ざぶ ろう

ざく

食の分野では、清水清三郎商店の銘酒「作」の酒かすを食べて育ったブランド

鈴鹿サーキット

ざく ぶた

豚「作豚」が有名です。ほんのり甘い脂が大好評で、養豚場と蔵元の対話から生ま
だい とく や ちょうきゅう

れたというユニークな豚です。そのほか、江戸時代から続く「大徳屋長久」の和菓

子、白子漁港から水揚げされる海産物やその加工品など、おいしいものがたくさ
んあります。

12月の月間ご当地まつりでは、鈴鹿市の食の魅力を現地直送でお届けします。

■ 問合せ ちよだいちば
（千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア1階）
☎& FAX 5577-3846 ※午前中の電話対応はできません。

お知らせ

千代田まちづくりサポート通信 No.37を発行しました
７月に開催した第21回千代田まちづくりサポート公開審査会の様子をまとめた冊子を発行しました。

コロナ禍において活動の見通しを立てるのが難しい状況の中、幅広い年代の方から応募がありました。
■配布場所
■主な掲載内容
・第21回千代田まちづくりサポート公開審査会の概要 ・ちよだプラットフォームスクウェア4階
・千代田区役所総合窓口課
・応募グループの概要・審査会委員のコメント
（区政情報コーナー）

・会長総評・まちサポトピックス

■問合せ

協働まちづくり・総務グループ

および過去のバックナン

バーは、まちみらい千代田
ウェブサイト

・各出張所

・応募グループの活動マップ

今回発行した No.37

で公開してい
ます。

☎3233-7556

紹介

連載

千代田ビジネス大賞歴代受賞企業
第8回大賞受賞

企業名：株式会社すららネット

ゆ

の かわ たかひこ

代表取締役：湯野川 孝彦

教育に対する確たる理念をもって発展を続ける
～区内の優秀な中小企業を発掘し、表彰する「千代田ビジネス大賞」が平成20
年度にスタートしてから13年経過しました。今年度は歴代の大賞受賞企業の
現在を紹介しています。～
大賞受賞のポイント
楽しく学べる対話型学習支援システム『すらら』を、海外を含めた学校、塾、個
人に幅広く提供しています。
『すらら』はコンテンツの充実、海外校向け言語対応、
AI を始めとする先端的デジタル技術の取り込み等、常に進化を続け、国の教育施
策との整合も図り、導入実績を拡大しています。
大賞受賞後の変化
一番大きな変化は、平成29（2017）年のマザーズへの上場です。会社設立時か
らいつかは IPO をという思いがありましたが、大賞の受賞が推進力になったこと
は事実です。従業員が正社員67名、非正規社員も含めて90名と大賞受賞時の倍
以上に増加しました。また、大賞受賞時に入居していた事務所が手狭になったこ
とから、現在の事務所に移転しました。
『すらら』の導入実績は、現時点で、学校が1,342校、学習塾が放課後等デイサー
ビスを含めて1,196校
（事業所）
、学習者が合計で約43万人と、大賞受賞時から年々
増大を続けています。
海外展開に力を入れており、JICA の補助金を活用し、10か国以上で導入実績
を上げています。
しかし決して変わらないのが『教育に変革を、子供たちに生きる力を』という
経営理念です。
今後の経営方針
コロナ禍で停滞せざるを得ない状況ですが、日本国内の少子化傾向に対応する
ためにも、海外展開に今後も積極的に取り組んでいく方針です。
『すらら』の進化、例えばバイタルデータとの連動などの挑戦
を続けていく計画です。
マザーズへの上場は通過点に過ぎません。すららネットは初
心を忘れず、これからも常に前進を続けていく決意です。

がんばる中小企業 応援リレーコラム
第2回

中小企業のテレワークの実現ポイント パート2
中小企業診断士

なかはら ひろゆき

中原 裕之

1. テレワークの現状

全文は
こちら！

東京都のテレワーク普及率は、令和2年4月で49% となりましたが、その後も

45〜48％と横ばい状態が続いております。マスコミ報道では、緊急事態宣言の

有無に関係なく、通勤状況は以前に戻ったような感覚に見えますが、数値はその
報道どおりになっておらず、意外にもテレワークは定着しているのが現状です。
2. テレワークの生産性

テレワーク、在宅勤務において、最大の関心事は、
「通勤と比較して、生産性は

どうなるだろうか？」ということかと思います。実態を見ると、テレワークの生
産性は、総合的に見れば低下していますが、調査した企業の3分の１は、テレワー
クで100％以上の生産性を実現しています。
3. テレワークができない理由はある

調査結果によると、企業の組織風土やマネジメント次第で生産性を高めること

ができるとしています。テレワーク時の生産性を高める特徴として、業務プロセス

や上司のマインドの柔軟性が高く、結果を重視する志向を持っています。逆に生産
性を低下させているのは、集団・対面志向が強く、権威主義的な風土の企業です。
4. コロナ禍が終わったらテレワークはどうなる？

コロナ禍が終わったら、かつてのような通勤ラッシュの嵐になるでしょうか？

調査結果によると、テレワークを継続したい人は多いようです。また、意外なこ
とにテレワークをしていない企業でも、コロナ禍が終わったら、テレワークをし
たい人が一定数いることもわかりました。

5. テレワークは「一つの武器を得た」と考えよう

外部視点で企業がどのように見られているか？その観点を見ると、在宅勤務、

テレワークができるという一つの手段、武器を持っても損はないと感じます。テ

レワークを「一つの武器を得た」と考えるなら、テレワークの特質、通勤によって
直接会うことの特質、両方をうまく利用できた企業が、生産性を向上させること
ができると感じます。

※本コラムは、株式会社パーソル総合研究所が行った「新型コロナウイルス対策による
テレワークへの影響に関する緊急調査」の結果をもとに記載しています。

紙面へのご意見・ご感想、広告掲載希望は、まちみらい千代田まで☎ 3233-7555

