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千代田区立いきいきプラザ一番町の指定管理者候補者募集

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）問合せ

　いきいきプラザ一番町は、令和5年3月末で現指定管理者の指定管理期間が
終了します。そのため、令和5年4月からいきいきプラザ一番町の管理運営な
どを行う指定管理者を募集します。詳しくは区のHPをご覧ください。
施設概要
施設名称　いきいきプラザ一番町
所在地 一番町12番地
敷地面積　3,031.25㎡
開設年月日　平成7年5月1日（区民施設）
※特別養護老人ホームなどの高齢者施設は、同年6月1日

構造・規模　鉄筋鉄骨コンクリート造・地下2階、地上8階
延床面積　11,587.55㎡
・特別養護老人ホーム　5,760.45㎡
・高齢者在宅サービスセンター　837.97㎡
・区民施設（多目的ホール、会議室、温水プールなど） 3,564.85㎡
・管理対象外施設　1,424.28㎡
指定期間　令和5年4月1日～令和15年3月31日（10年間）
公募期間　1月20日（木）～2月28日（月）
問合せ　高齢介護課高齢者施設担当☎03-5211-3625

新型コロナウイルス
ワクチン3回目接種に
ついて
■1月・2月の接種券発送日
2回目接種日（令和3年） 3回目接種券発送日

7月1日～15日
1月20日（木）

7月16日～31日（65歳以上）
7月16日～31日（18～64歳） 1月26日（水）

■発送全体スケジュール
2回目接種日
（令和3年） 4月 5月 6月 7月 8月 9月
接種券
発送日 発送済 発送済 発送済 上表 3月 4月

■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用いて2回目

の接種を受けた場合は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。

発行＝千代田区　編集＝広報広聴課　〒102-8688九段南1-2-1☎03-3264-2111（代表） FAX03-3239-8604 区ＨＰ：https://www.city.chiyoda.lg.jp

ワクチン3回目接種のご案内

　新型コロナウイルスワクチンの3回目
接種の予約が始まっています。予約方法
などをご確認ください。また、令和3年
分の確定申告のお知らせも掲載していま
す。e-Tax申告なら密を避けて、自宅で
パソコンやスマホから申告できます。ぜ
ひご利用ください。

新型コロナウイルスワクチン接種の案内を掲載しています。

令和4年（2022年）
Vol.1560

1月

3回目 の予約方法をご確認ください。

20日

■接種予約について　接種券が届き次第予約できます。3回目の接種は2回目の接種から原則として7か月以
降の日付で予約してください。ただし、国の方針に基づき、医療従事者や65歳以上の高齢者は6か月以降の
日付で予約できるようになります。
※1・2回目の接種も各会場で予約を受け付けています
※最新の情報は区のHPで確認してください

当日の持ち物　・接種券（3回目用）
・予診票（記入済みの物）　・本人確認書類

マイナンバーカードをお持ちの方は
ワクチン接種証明書の電子申請が可能
になりました。詳しくはデジタル庁の
HPをご確認ください。

副反応に
関する相談

東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター

☎03-6258-5802

次の病院を集団接種会場として運営します。集団接種会場予約方法
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九段坂病院（モデルナ社）
（九段南1-6-12）

　集団接種会場の予約は1・2回目時と同様に、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か区の予約サイトから行えます。予約サイ
トへは区のHPまたは千代田区公式LINEアカウントからアクセスできます。
※予約には接種券番号などが必要です。予約の際はお手元に3回目の接種
券をご用意ください 区のHP千代田区LINE公式

アカウントの登録

　1・2回目と3回目のワクチン接種予約は各医療機関へ直接ご連絡ください。接
種を行っている医療機関の一覧は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にお問い合わせください。

個別接種会場予約方法 各医療機関へ直接予約
◀各医療
機関一覧

高齢者の移動支援について　高齢者の集団接種会場への移動支援として、乗合方式の無料タクシーが利
用できます。乗車場所は地域福祉交通「風ぐるま」の以下の停留所（二次元コード内の運行ルートマップ
参照）です。利用は2営業日前までに電話（☎03-3605-5181）で予約をしてください。
※タクシーを予約する前に接種予約をお済ませください
・いきいきプラザ一番町　・岩本町ほほえみプラザ　・昌平童夢館入口
・麴町五丁目　・神田錦町三丁目

ワクチンは原則として同じ種類を接種することとされていましたが、3回目の接種には、2回目までと異なる種
類のワクチンを接種する「交互接種」が可能です。交互接種は抗体値が高くなるとの報告もあげられています。

※発送日は今後前倒しすることがあります
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問合せ　広報広聴課☎03-5211-4173 FAX03-3239-8604
monitor＠city.chiyoda.tokyo.jp　〒102-8688九段南1-2-1

　区政モニター制度は、公募でご登録いただいた区政モニターの皆さ
んからアンケートへのご回答やご意見をいただき、さまざまな区の事
業に反映するための制度です。暮らし、学び、働く、千代田区を愛す
る、幅広い世代の皆さんのご応募をお待ちしています。

　納期限までに金融機関、郵便局、区役所、出張所、指定のコンビニエンスストアで納めて
ください。スマートフォン（インターネットバンキング、クレジットカード）でも納付できます。
　納付には口座振替が便利です。令和4年1期分から振替を希望する方は、4月28日（木）まで
に口座振替申し込みハガキ（税務課、出張所で配布）で問合せ先へご連絡ください。
問合せ　税務課納税促進係（区役所2階）☎03-5211-4193

特別区民税・都民税（普通徴収第4期分）の
納付期限は1月31日（月）

令和4年度 区政モニター100名大募集

　「ちよだみらいプロジェクト－千代田
区第3次基本計画2015－」に関する行政
評価と、区の将来像を描くための資料
として、アンケート調査を行います。
対象者には、1月20日（木）以降に調査
票を発送します。ご協力をお願いします。
対象　18歳以上の区内在住者4,000名
（無作為抽出）
回答締め切り　2月9日（水）
問合せ　企画課☎03-5211-4140

区の施策に関する
アンケートに

ご協力ください

令和3年度区政モニター

経験者に
インタビュー！

区のこと、区政のことを知る良
いきっかけになりました。また、
アンケートは暮らしに関する
テーマが多いので、それぞれを
再考する機会をもらったと感謝
しています。

（30代・在住）

区政モニターを通じて、区の取り
組みが区民にとって身近であると
感じました。私たちも、一人ひと
りが区のために取り組めることを
しなければと考えさせられました。

（40代・在勤） 区政モニターを経験し、町内の
掲示板に目を向ける回数が増え
ました。区報とともに一番身近
な「窓口」ではないかと思います。

（50代・在勤）

職務内容　障害区分認定業務、障害に係る相
談や連携など
任期　4月1日～令和5年3月31日
対象　社会福祉士、精神保健福祉士の資格、
またはそれに準じる実務経験を有する方
定員　1名（選考）
※詳しくは、区のHP参照
申込方法　2月7日（月）（必着）までに所定の申
込用紙（区のHPからダウンロード）を郵送（簡易
書留）または直接問合せ先へ
問合せ　障害者福祉課総合相談
担当（区役所3階）
☎03-5211-4217
〒102-8688九段南1-2-1

障害福祉相談員
（会計年度任用職員）の募集

大手町川端緑道
一部閉鎖のお知らせ

とき　2月～令和7年12月（予定）
場所　大手町川端緑道（神田橋～鎌倉橋間）
内容　大手町一丁目第3地区第一種市街地再開発事業および
内神田一丁目地区第一種市街地再開発事業において人道橋
等整備工事を行います。工事に伴い、大手町川端緑道を一部
閉鎖します。期間中ご不便をおかけしますが、ご協力をお願
いします。※歩行者動線は確保しているため通り抜けは可能
問合せ　地域まちづくり課☎03-5211-3619、三菱地所株式
会社（再開発事業施行者）☎03-3287-5350

大手町駅

首都高速

一部閉鎖区間

●
東京消防庁

●
大手町

フィナンシャルシティ
グランキューブ

●
大手町郵便局

●
警視庁神田運転免許センター

対象　18歳以上の区内在住・在勤・在学者
定員　100名（選定（★）／多くの方に参画していただくため、初めて
の方を優先）
★応募多数の場合、年齢層や在住・在勤・在学の別、これまでの委嘱
の有無などを考慮して選定します（結果は3月中に通知）
種類 　封書モニターかEメールモニターのいずれかを選択
活動内容　①区政に関するアンケートの回答（年4回程度）②区政に対
する意見・要望などの提出（随時）③区の広報広聴活動に対する協力（広
報千代田の取材協力など）
任期　令和4年4月から1年間
謝礼　①のアンケートの回答1回につき図書カード500円分
※謝礼は年度末にまとめてお渡しします
申込方法　2月10日（木）までにEメール（右の二次元コー
ド）、ハガキまたはファクス（8面記入例参照／職業〈勤務
先・学校名〉、応募の動機〈100字程度〉、モニターの種
類〈封書またはEメール〉も記入）で問合せ先へ
※Eメールモニターを希望する方は、Eメールで申し込みをしてくだ
さい。Eメールの送受信などの基本操作ができる方に限ります
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☆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。☆



お早めに！令和3年分の確定申告
◆所得税および復興特別所得税　2月16日（水）～3月15日（火）　◆贈与税　2月1日（火）～3月15日（火）　◆個人事業者の消費税および地方消費税　～3月31日（木）

問合せ　麹町税務署☎03-3221-6011、神田税務署☎03-4574-5596

確定申告が必要な方
■所得税および復興特別所得税
・事業所得がある　・不動産所得がある　・土地、建物や株式な
どを譲渡した　・公的年金などの収入が400万円を超える 
・公的年金などの収入が400万円以下で、公的年金などに係る
雑所得以外の所得が20万円を超える　・給与の収入が2,000万
円を超える　・給与所得者で給与以外の所得が20万円を超え
る　・給与を2か所以上から受けている　・5団体を超える自
治体にふるさと納税を行い、寄附金控除の適用を受ける　など
■贈与税（令和3年中に個人から財産の贈与を受け、次のいずれ
かに該当する）
・受贈財産の価額の合計額が110万円を超える　・配偶者控除
の特例を適用する　・相続時精算課税を選択する（過去に選択
した方を含む）　・住宅取得等資金の非課税を適用する　など
■個人事業者の消費税・地方消費税
・基準期間（令和元年分）の課税売上高が1,000万円を超える
・「消費税課税事業者選択届出書」を提出している　など

■開設期間　2月16日（水）～3月15日（火）（土曜・日曜・祝日を除く／2月20日（日）・27日（日）は開場）
■受付時間　8時30分～16時（相談は9時15分～17時）
■会場　東京国税局1階（中央区築地5-3-1）
※入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、当日会場で配付するほか、LINEアプリ
で国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」すると事前に入手できます。なお、入場整理券
の配付状況に応じて早めに受け付けを締め切る場合があります
※開設期間中、麹町税務署・神田税務署に、申告書作成会場は設置していません。申告書
の提出のみの方は税務署にお持ちいただくか、郵送で提出してください
■取扱内容　スマートフォン・パソコン入力による申告書作成、税務署員などによる申告書作成のアド
バイス、e-Taxによる申告書の作成、送信、申告書の提出（納税地が千代田区内の場合）

友だち追加は
こちらから！

申告書作成会場（申告書の作成から提出までできます）

確定申告に関する問い合わせ先
■チャットボットによる相談
　チャットボットは、「チャット」と「ロボット」を組
み合わせた言葉で、AIを活用して自動で回答を表
示するウェブサービスです。スマートフォンまた
はパソコンで国税庁HPのチャットボットにアクセ
スして知りたい情報をメニューから選択または文字入力する
と、「税務職員ふたば」が回答します。
■よくあるQ＆Aが見られます！「タックスアンサー」
　国税庁HPの「タックスアンサー」では、よくあ
る税の質問に対する一般的な回答を調べること
ができます。キーワードによる検索もできます。
■電話で申告相談
　税務署へ電話をかけ自動音声案内に従って、番号「1」を選
択すると「電話相談センター」につながります。3月15日（火）
までは、番号「0」を選択すると「確定申告電話相談センター」
につながり、確定申告に関する電話相談ができます。
「0」番：所得税、個人事業者の消費税、贈与税の確定申告に関
する相談
「1」番：「0」番以外の国税に関する一般的な相談

税理士による申告相談など
■東京税理士会麹町支部・神田支部による無料相談会
　原則として、給与所得者を対象とした相談会です。土地、建物、株式などの譲渡所得、個人事業
者の消費税、贈与税の相談は行いません。税理士に申告書作成を依頼している方はご遠慮ください。
なお、申告書の提出の受け付け、e-Taxの代理送信は行っていません。また、混雑する場合には早め
に受け付けを締め切ることがあります。

日程 受付時間 会場 主催

2月2日（水）～4日（金） 10時～16時（受け
付け終了15時30分） パレスサイドビル（一ツ橋1-1-1） 麹町支部

2月7日（月）～10日（木） 10時～17時（受け
付け終了16時30分） 主婦会館プラザエフ（六番町15） 麹町支部

2月14日（月）～18日（金） 10時～17時（受け
付け終了16時30分）

東京税理士会麹町支部会館
（九段北1-3-6セーキビル） 麹町支部

2月18日（金） 10時～15時 都営地下鉄小川町駅地下通路 神田支部
2月21日（月）～25日（金）
（23日（水・祝）は除く）
2月28日（月）～3月4日（金）

10時～18時（受け
付け終了17時30分） 区役所「1階区民ホール」（九段南1-2-1） 共同開催

2月24日（木） 10時～15時 JR神田駅南口改札前 神田支部

2月28日（月）～3月4日（金） 10時～15時 東京税理士会神田支部事務局
（神田錦町2-5第2亀谷ビル） 神田支部

※麹町支部が主催する相談（共同開催を含む）の申込方法などは、問合せ先に電話をするか、HP
（https://tz-koji.jp）でご確認ください
※神田支部が主催する相談は、一部の会場でオンラインまたは電話による事前申し込みを受け付けます
オンラインによる事前申し込み（1月5日から）=詳しくは右の二次元コードで事前申込サ
イトを参照、電話による事前申し込み（1月11日から）=事前申込専用番号
☎0570-006572（平日9時～18時）
問合せ　東京税理士会麹町支部☎03-3264-0049、神田支部☎03-3291-1345

国民年金保険料は控除証明書の添付を
　日本年金機構は、令和3年1月1日から令和3年9月30日までに納
付された国民年金保険料額を証明する「社会保険料控除証明書」を、
10月25日から11月上旬にかけて順次送付しました。確定申告の際
は、この証明書を添付してください。詳しくは、控除証明書の裏
面をご参照ください。
問合せ　ねんきん加入者ダイヤル☎0570-003-004
※IP電話の場合は☎03-6630-2525、
千代田年金事務所☎03-3265-4381

　所得控除には、主に社会保険料控除や医療費控除などがあります。証明書や確認書、明細書
など必要書類をそろえて申告してください（高齢者の社会保険料以外の控除は6面を参照）。
■社会保険料控除
　令和3年1月～12月に支払った次の①～④の保険料が対象です。年金から引かれている場合の
ほか、家族の保険料を支払った場合も対象です。
①国民健康保険料②後期高齢者医療保険料③介護保険料④国民年金保険料
問合せ　①保険年金課国民健康保険係☎03-5211-4204②保険年金課後期高齢者医療係
☎03-5211-4206③高齢介護課高齢介護係☎03-5211-4224④千代田年金事務所☎03-3265-4381

パソコン・スマホから確定申告ができます
新型コロナウイルス感染症防止の観点からも、
ぜひご自宅からパソコンやスマホを利用したe-Tax申告をご利用ください！
■確定申告特集ページ
　国税庁HPでは初めて確定申告される方に向けた申告・納税の手続
きの方法や、税制上の変更点など、確定申告に関するさまざまな情
報を提供しています。確定申告書などの様式・手引きがダウンロード
出力できるほか、動画による確定申告の解説や確定申告期に多く寄
せられる問い合わせに関するQ＆Aなども掲載していますのでご利用ください。
■確定申告書等作成コーナー
　国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」から所得税などの申告書が
作成できます。画面の案内に従って金額などを入力すると税額などが自
動計算され、作成した申告書などをe-Tax（★）送信することで、税務署
に行かずに自宅から申告できます。
　なお、給与所得者、年金収入や副業などの雑所得がある方、一時所得がある方、
特定口座での株式などの譲渡所得などを申告される方などは、スマホ専用画面で
申告書を作成し、e-Taxで送信することができます。
★申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電
子的に手続きが行えるシステム

■e-Taxの利用方法
マイナンバーカード方式　令和3年分から、スマホ（マイナンバーカード読み取り
対応）があれば、ICカードリーダライタがなくてもマイナンバーカードを使って
e-Taxで送信できます。
ID・パスワード方式　税務署で発行するIDとパスワードを利用してe-Taxで送信
できます。
※ID・パスワード方式は暫定的な対応なので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願
いします。またメッセージボックスの閲覧には、マイナンバーカードなどが必要となります
電子証明書の更新はお早めに　確定申告の前に有効期限を要確認
　確定申告をe-Taxで行う場合、マイナンバーカードに搭載された「署名用電子証明書」
が必要です。確定申告の期間に有効期限を迎える方は、お早めに最寄りの出張所また
は区役所で電子証明書の更新をしてください。有効期限の3か月前から更新ができます。
※更新した電子証明書は、搭載日から使用できるまで2～3日かかります
問合せ　総合窓口課住民記録係☎03-5211-4200
■分からないことがあったときにはこちらもご確認ください
国税庁HP　https://www.nta.go.jp　
e-Tax　e-Tax・作成コーナーヘルプデスク☎0570-01-5901　
マイナンバーカード　マイナンバー総合 0120-95-0178

各種控除の申告も忘れずに
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メレーズ軽井沢 利用案内

新型コロナウイルス感染症の相談窓口

ワクチンについて

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

症状のある方

☎03-5320-4592
（24時間365日）

■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）

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）
■千代田区電話相談窓口（コールセンター）
☎03-5211-4111 （平日８時30分～17時）

■厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）
　 0120-565653 （9時～21時）
■外国人旅行者向け（観光庁）
☎050-3816-2787 （24時間365日）

■東京都新型コロナコールセンター
☎0570-550571 （多言語・ナビダイヤル）
FAX03-5388-1396 （聴覚障害がある方など）
（毎日9時～22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）

意見
募集

千代田区地域防災計画
（修正案）

　区の地域防災計画は、区民の皆さんの生命・財産を守る
ため、災害対策基本法に基づく千代田区防災会議（区や区内
関係機関で構成）で作成しています。この計画では、区や関
係機関が行う災害予防や応急対策などを定めています。
　区は、定期的にこの計画の見直しを行っています。皆さ
んのご意見をお寄せください。

修正内容　災害対策基本法の改正や、想定最大規模降雨の
浸水想定区域の発表を踏まえた内容の見直し
※千代田区地域防災計画（修正案）は区のHPまたは情報コー
ナー（区役所2階）、出張所、問合せ先で閲覧可
提出方法　2月10日（木）（消印有効）までに郵送、ファクス
またはEメール（8面記入例参照／意見も記入）で問合せ先へ
※いただいた意見に対して個別に回答はしませんが、検討
結果は区のHPに掲載します
※いただいた意見および個人情報は、計画の検討以外の目
的には使用しません
問合せ　災害対策・危機管理課（区役所4階）
☎03-5211-4187 FAX03-3264-1673
〒102-8688九段南1-2-1
saigaitaisaku＠city.chiyoda.lg.jp

　千代田区新しい日常店（登録店舗1,212店※1月7日時点）のCO2濃度が、無料の地図アプ
リ「換気View」で確認できます。離れた場所からでも携帯端末などで簡単に見ることができ
るので、ぜひご活用ください！
　また、お店に行った際には、店内のCO2濃度をアプリ上のマップにアップロードできます。
アプリ上の「換気OK ボタン」をタップして、換気の良いお店の情報を共有しましょう！

問合せ　生活衛生課環境衛生係新しい日常店担当☎03-5211-4121

区民
宿泊施設

■繁忙期（ゴールデンウィーク）の予約申し込み（専用ハガキによる抽選）
期間　4月29日（金・祝）泊～5月5日（木・祝）泊※2泊まで連泊可
※対象期間の前後との連泊申し込みは不可
※1グループ2室まで
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により宿泊できない場合あり
対象　区内在住・在勤・在学者
申込方法　2月1日（火）～8日（火）（必着）に、専用ハガキに必要事項を記入のうえ、問合
せ先へ郵送　※1グループの申し込みは1枚まで（複数申し込みは無効）
専用ハガキの設置場所　総合案内カウンター横（区役所2階）、子ども施設課（区役所4階）、
各出張所、ちよだパークサイドプラザ（神田和泉町1）、各図書館
抽選結果　2月20日（日）ごろに返信ハガキで結果を通知
※申し込まなかった方や落選した方は、3月1日（火）10時30分から問合せ先で電話予約可
■通常期の予約申し込み
申込方法　電話で問合せ先へ
対象　代表者が区内在住・在勤・在学者
申込開始日　区内在住者の宿泊の場合、3か月前の同日（休館の場
合は前日）

いずれも
利用料金
　区内在住者は客室の使用料に区民料金を適用※代表者は住所を
確認できる書類（免許証、保険証など）を持参
※詳しくは区のHPをご確認ください
問合せ　メレーズ軽井沢☎0267-45-2676
フリーダイヤル 0120-45-2676
受付時間　10時30分～18時（フリーダイヤルは区内固定電話のみ可）

千代田区新しい日常店
飲食店の換気が一目でわかる！「換気View」

アプリ「換気View」上マップ
お店選びに、換気良好で
安心な認証店を利用して
いただければ幸いです。

◀App Store ◀Google Play
無料アプリ「換気View」の
ダウンロードはこちらから
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区議会臨時会の報告令和3年第2回

　令和3年第2回区議会臨時会を、12月24日に開催しました。
　この臨時会では、区長提出議案1件が審議され、報告が3件ありま
した。詳しくは「ちよだ区議会だより」や区議会のHPをご覧ください。

問合せ　総務課文書係☎03-5211-4138、区議会事務局☎03-5211-4297
区長提出議案など

議案
▶令和3年度千代田区一般会計補正予算第7号（可決）
報告
▶区立お茶の水小学校・幼稚園改築電気設備工事請負契約の一部を専決処分に
より変更した件について
▶区立お茶の水小学校・幼稚園改築空調設備工事請負契約の一部を専決処分に
より変更した件について
▶区立お茶の水小学校・幼稚園改築給排水衛生設備工事請負契約の一部を専決
処分により変更した件について

　日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国籍
に関係なく国民年金の加入と保険料納付の義務がありま
す。20歳になったら、日本年金機構から「国民年金加入の
お知らせ」と「年金手帳」が届きます。
※サラリーマンや公務員（第2号被保険者）、第2号被保険者
に扶養される20歳になった配偶者（第3号被保険者）は、勤
務先が加入手続きを別途行いますので、個別手続きは不要
です
月額保険料　1万6,610円（令和3年度）
■保険料の猶予・免除制度
　所得・収入が少なく、保険料を納めることが困難な方な
どは、申請をすることで保険料の納付猶予や免除を受けら
れる場合があります。申請をせず、保険料を未納のままに
しておくと、障害年金や遺族年金を受け取れないことがあ
ります。猶予・免除を希望する方は、手続きを行ってくだ
さい。
■学生納付特例制度
　所得・収入が少なく、保険料を納めることが困難な学生
が対象です。本人の所得が一定額以下の場合に国民年金保
険料の納付が猶予される制度です。納付の猶予を希望する
学生の方は、手続きを行ってください。

いずれも
問合せ　保険年金課国民年金係☎03-5211‒4202

20歳になった方は
国民年金に加入されます
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シルバー人材センター
入会説明会

とき　毎月第2・第4火曜午後2時～
（当日直接会場へ）
会場　かがやきプラザ4階（九段
南1-6-10）
対象　60歳以上の区内在住者
内容　事業概要や仕事内容、入会
手続きの説明
持ち物　筆記用具、印鑑、住所・
年齢が分かる公的書類
問合せ　シルバー人材センター
☎03-3265-1903

講演会　障害がある方の性と支援
〜対人関係をよくするために〜

とき　1月31日（月）午後2時～4時
会場　区役所4階会議室A・B（九段
南1-2-1）
対象　区内在住・在勤・在学者、障
害者（児）の家族や支援者
定員　20名（申込順）
内容　障害のある方が自分の性を
肯定的に受け止め対人関係を豊か
にできるよう、支援者の関わり方を
事例を交えながら考える。講演会
終了後に個別相談会もあり（希望制）
申込方法　1月28日（金）午後5時
までに電話、ファクスまたはEメー
ル（8面記入例参照）で問合せ先へ
問合せ　障害者福祉課総合相談担当
☎03-5211-4217 FAX03-3556-1223 
shogaishafukushi＠city.chiyoda.

lg.jp

M
モ
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フ
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■カサンドラ症候群を知ろう
ASD（アスペルガー）の方への対
応力をつける
とき　2月5日（土）午後2時～4時
定員　①会場10名②Zoom20名
（いずれも申込順）
内容　カサンドラ症候群に対する

理解を深め、ASDの方への具体
的な対処法を学ぶ。講演後の質疑
応答もあり
申込方法　2月3日（木）午後7時ま
でに電話、ファクスまたはEメー
ル（8面記入例参照）で問合せ先へ
■障害年金講座
とき　2月17日（木）午後5時～7時
定員　5名（申込順）
内容　障害年金の基礎知識と受給
までの流れを学ぶ。希望者に対し
個別相談もあり（要予約）
申込方法　2月15日（火）午後7時
までに電話、ファクスまたはEメー
ル（8面記入例参照）で問合せ先へ

いずれも
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）
問合せ　障害者よろず相談MOFCA
☎03-6269-9755 FAX03-6269-9754
info＠mofca.net

その他　MOFCA が実施するイベ
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

精神障害をお持ちの方向け
ぷらっと御茶ノ水講座

初めてのマインドフルネス参加者
募集
とき　①2月21日（月）午後1時30
分～3時30分②3月10日（木）午後
6時～8時※各回1回完結
会場　障害者福祉センターえみふ
る（神田駿河台2-5）
対象　区内在住・在勤・在学の精神
障害者保健福祉手帳または自立支
援医療受給者証（精神通院医療も
可）所持者と区内在住の方はその
家族
定員　10名（抽選）
内容　マインドフルネスの実践方
法を学ぶ（初心者向け）
申込方法　①2月14日（月）午後5

時②3月3日（木）午後5時までに
HP、電話、ファクス（8面記入例
参照）または直接問合せ先へ
問合せ　障害者福祉センターえみ
ふる
☎03-3291-0600
FAX03-3291-0608

第4回認知症サポーター
養成講座

　地域で認知症の人とその家族を
支えるために、基本的な知識や対
応を学びます。講座終了後、参加
者全員に認知症サポーターカード
を発行します。
とき　2月3日（木）10時～12時
※Zoom開催
定員　30名（申込順）
申込方法　1月26日（水）までに電
話、ファクスまたはEメール（8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☎03-6265-6560 
FAX03-3265-1162
jinzai＠chiyoda-cosw.jp

フレイル測定会参加者募集

　現在の心身の機能を多面的に
チェックする測定会です。体力測定、
姿勢分析、認知機能、口腔機能な
どの測定結果をもとに、介護予防
に役立つ個別アドバイスを行います。
とき　①3月1日（火）②3月3日
（木）午前9時
30分～午後4
時（いずれも
同じ内容）
会場　①かが
やきプラザ4階（九段南1-6-10）②
万世橋区民館8階（外神田1-1-13）
対象　60歳以上の区内在住者で、
測定終了後の事業アンケートに協
力していただける方
定員　各60名（申込順）
※所要時間は1時間程度
申込方法　2月15日（火）までに電
話で問合せ先へ
問合せ　在宅支援課介護予防担当
☎03-5211-4223

いきいきはあとカフェ（九段南1-6-10かがやきプラ
ザ1階ひだまりホール）☎03-3265-6141

10日（木）午後2時～3時
開場：午後1時30分～

日頃から取り組む防災対策や心構え（麹町消防署）
＋ミニ音楽会 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）☎03-5297-2255 1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）

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）☎03-5297-2255 18日（金）午後2～3時 街歩き 15名（申込順）

定員会場・問合せ とき 内容

「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　申込方法　電話で問合せ先へ　※開催日、内容は変更になる場合あり2月のはあとカフェ

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（8面記入例参照）で
一番町／三崎町は社会福祉協議会（☎03-3265-1901／FAX03-3265-1902）
アキバ／和泉はアキバ分室（☎03-6285-2860／FAX03-6285-2861）へ

2月のはあとサロン
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1月24日（月）午前9時より受け付け

定員・参加費場所 とき 内容

一番町はあとサロン（一番町12） 8日（火）午後1時30分～2時30分 初心者でもOK！「短歌づくりで脳トレ！」 8名・無料

三崎町ふれあいサロン（神田三崎町3-1-17） 9日（水）午後2時～2時30分 大学生と一緒に脳トレ！「あたまやわらかサロン」 5名・無料

アキバみんなのサロン（外神田1-1-13） 4日（金）午後1時～1時30分、午後1時40分～
2時10分、午後2時20分～2時50分 スマホの疑問解決します！「スマホ教室」 各回1名・無料

和泉はあとサロン（神田和泉町1-5-10） 15日（火）午後1時30分～3時30分 心をこめて！「絵手紙づくり」 5名・100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

　講演会などの手話通訳・要約筆記、点字資料の作成費用を助成します。
この助成は障害の特性に応じて点字、手話などによる意思疎通を行う事
業に助成することで、多様な人々がともに支えあう共生社会を実現する
ために行っています。※この助成制度は、令和3年度末で終了予定
対象　区が共催・後援する事業、区内に住所がある法人・団体などが
区内で開催する講演会など
※Zoomなどのオンライン開催も含む
※公序良俗に反するもの、政治または宗教に関わるもの、営利を目
的とするものは除く
助成金額　5万円（1日〈回〉あたり）を限度に全額助成
助成回数　1事業者につき年度内5回まで
申請方法　事前に電話で相談のうえ、3月31日（木）までに郵送または問合
せ先の窓口へ
問合せ　障害者福祉課障害者福祉係☎03-5211-4214

手話通訳等実施費用助成の
申請はお早めに
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各会場に定員があります。事前登録が必要なため、新規希望者はお問合せください。
対象　65歳以上の区内在住者（第1・3週／第2・4週の班に登録し、月2回の参加です）
問合せ　千代田区社会福祉協議会地域支援係☎︎03-3265-1901

2月のシルバートレーニングスタジオ

富士見区民館 月 7日・14日・21日・28日 午後1時30分~2時30分

麹町区民館 火 1日・8日・15日・22日 午前10時~11時

ちよだパークサイドプラザ 水 2日・9日・16日　 午前10時~11時

いきいきプラザ一番町 水 2日・9日・16日　 午後1時30分~2時30分

神保町区民館 水 2日・9日・16日　 午後1時30分~2時30分

神田児童館 木 3日・10日・17日・24日 午前10時~11時

いきいきプラザ一番町 木 3日・10日・17日・24日 午前10時~11時

神田公園区民館 木 3日・10日・17日・24日 午後1時30分~2時30分

アキバ分室（指導員の映像投影で実施） 木 3日・10日・17日・24日 午後1時30分~2時30分

かがやきプラザ 金 4日・18日・25日 午前10時~11時

アーツ千代田3331 金 4日・18日・25日 午前10時30分~11時30分

和泉橋区民館 第2・4金 4日・25日 午後1時30分~2時30分

会場 曜日 とき

※11（金・祝）・23（水・祝）は休み
※アキバ分室には指導員はいません
※�和泉橋区民館は11（金・祝）の振り替えとして4（金）に実施

令和3年分確定申告　高齢者向け各種控除のお知らせ

★一部条件があります。詳しくはお問い合わせください

対象サービス 内容

医療系居宅サービス
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテー
ション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（★）、看
護小規模多機能型居宅介護（★）

上のサービスを併用した
場合の居宅サービス

訪問介護（★）、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密
着型通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機
能型居宅介護、定期巡回
・随時対応型訪問介護看護（★）、看護小規模多機能型居宅介護（★）、予
防訪問サービス（★）、予防通所サービス（★）

介護保険施設サービス
（地域密着型を含む）

介護費・食費・居住費として支払った額
※特別養護老人ホーム（地域密着型を含む）の場合は支払った額の2分の1の額

対象サービス　下表（介護サービス提供事業所などが発行する領収書などで確認可能）
必要書類　医療費控除の明細書　※詳しくは近くの税務署にお問い合わせください
問合せ　高齢介護課介護事業指定係☎03-5211-4336

介護保険サービス利用料の医療費控除

おむつ代医療費控除（介護保険関係）
　医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。2年目の申告からは、区が発行する「確認書」でも医
療費控除が認められます。
確認書の発行対象　次のすべてに該当する方
・介護保険の要介護認定に使用した主治医意見書で「寝たきり状態かつ尿失禁の発生の可能性」が確認できる
・令和2年分のおむつ代の医療費控除をすでに受け、引き続き令和3年分おむつ代の控除を受ける
問合せ　高齢介護課介護認定係☎03-5211-4225

高齢者に対する税法上の障害者控除
　税法上の障害者控除や特別障害者控除を受ける
ための、障害者控除対象者認定書を、本人の介護
認定の状況・心身状況に基づき発行します。
対象　次のすべてに該当する方
・障害者手帳の交付を受けていない
・65歳以上である
・区内在住であるまたは区の介護保険の被保険者
である
・精神障害、知的障害または身体障害に準ずる障
害がある
※基準に該当するか調べますので、申請前に問合
せ先へ
申請できる方　対象者本人または対象者を扶養し
ている方
申請に必要なもの
・障害者控除対象者認定申請書
・対象者の介護保険証の写し（介護認定を受けていな
い場合は、障害の状況などが確認できる医師の証明書）
・申請者の身分証明書などの写し（対
象者本人が申請する場合は不要）
申請方法　申請書（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　高齢介護課介護認定係（区役所3階）
☎03-5211-4225　〒102-8688九段南1-2-1
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千代田区連合作品展

時1月28日（金）～31（月）9時30分～19時（土
曜・日曜は17時まで、31日（月）は15時まで）
場区民ホール（区役所1階）
内幼児（保育園・こども園・幼稚園）から高
校生（中等教育学校後期課程）まで、幅
広い年齢の子どもたちの造形・書写・図
画工作・美術・家庭科などの作品を展示
問学務課学校運営係☎03-5211-4357

図書館でおはなし会

時 2月13日（日）11時～（当日直接会場へ）
場千代田図書館（区役所10階）

対 0歳～2歳くらいの乳幼児とその保
護者
内お子さんが本に親しむよう15分程
度の読み聞かせを実施
※混雑状況により、参加を制限する場
合もあり
問千代田図書館☎03-5211-4290

お天気キャスターになってみよう
−わかりやすく伝える、空の不思議−

ジュニアカレッジ
時 2月19日（土）14時～15時30分
場九段生涯学習館（九段南1-5-10）
対区内在住・在学または保護者が区内
在勤の小学生　定 20名（抽選）
内雲をつくる実験やお天気キャスター
体験を通して、気象の知識を身につけ
自然災害に備えるとともに、情報の伝
え方を学ぶ
師多胡安那氏（気象予報士／写真）　
費 500円
申 2月5日（土）17時まで
にHP、電話またはファ
クス（8面記入例参照）
で問合せ先へ
問九段生涯学習館

☎03-3234-2841 FAX 03-3262-7460
https://www.kudan-ll.info

第2回こども体験教室
「蒔

まき

絵
え

箸置きをつくろう」
時 3月6日（日）14時～16時30分
場日比谷図書文化館4階スタジオプラ
ス（小ホール）（日比谷公園1-4）
対区内在住・在学の小学3年生～6年生
とその保護者　定 10組20名（抽選）
内漆工芸技術のひとつである蒔絵の
歴史を学び、箸置きに蒔絵を描く体験
をする
※かぶれない人工漆
を使用します。真

しん
鍮
ちゅう

粉
ふん
を使用するので、
金属アレルギーの方はご注意ください
費 1組1,000円（資料代・保険料を含む）
申 2月10日（木）（消印有効）までに往復
ハガキまたはEメール（8面記入例参照
／参加者全員の氏名〈ふりがな〉と年齢
も必ず記入）で問合せ先へ
問日比谷図書文化館文化財事務室
☎03-3502-3348
bunkashinkou＠city.chiyoda.

lg.jp　〒100-0012日比谷公園1-4

ジュニアスキー教室

時 3月18日（金）19時30分（スポーツセ
ンター前出発）～21日（月・祝）
場菅平高原スキー場（長野県上田市／
宿泊先＝リゾートロッジ花す画）
対区内在住・在学の小学3年生～6年
生・中学生とその保護者
定 25名（申込順／1グループ1名以上
の保護者の同伴が必要／小・中学生の
みの参加は不可）
費 3万4,000円（バス代、宿泊代〈小学
生は3食付き、その他の方は2食〉、傷
害保険料などを含む）
申 2月18日（金）（必着）ま
でにHPから問合せ先へ
問千代田区スキー協会・
肥田野☎080-4185-3131（平日は18時
以降）
他 希望者に
はジュニア
級別テスト
を実施

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2月4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 7（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　内小児科医のアレルギーに関する相談 8（火）・17（木）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

9（水）・16（水）12時45分～16時
5（土）・19（土）9時～11時30分
2（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（木）9時30分～11時20分
14（月）・25（金）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 22（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 7（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 22（火）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）

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）

乳幼児健診

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） 24（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） 8（火）・17（木）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） 3（木）・15（火）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） 1（火）12時45分～14時

事業名 対象など とき

会場　千代田保健所（九段北1-2-14）　
問合せ　☎03-5211-8161 FAX03-3262-11602月の健康ちぇっく（予約制）

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。
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申し込みの記入例
■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）
・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）。

①催しなどの名称
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④年齢（学年）
⑤電話番号

第19回ふれあい福祉まつり特別企画
毛糸のポンポンでつくるふしぎな生き物
　ポンポンをメインにふしぎな生き物
を2つ作ります。ひとつは持ち帰り、
もう一つは2月26日（土）に行うふれあ
い福祉まつりで展示します。お子さん
でも作れ、親子で参加可能です。
時 2月19日（土）10時30分～11時30分
場アキバ分室（外神田1-1-13 万世橋出
張所・区民館6階）
対区内在住者　
定 10名（申込順）
申 2月15日（火）までに電話、ファクス
またはEメール（記入例参照）で問合せ
先へ
問社会福祉協議会アキバ分室
☎03-6285-2860 FAX03-6285-2861
akiba＠chiyioda-cosw.jp

持ち物　よく切れるハサミ

日本語講座（初級）

　あなたのお近くに日本語を勉強した
い外国人はいませんか。
時 1月25日～3月29日の毎週火曜（全
10回）18時30分～20時30分　※途中
からの参加も可　※Zoom開催
対 16歳以上で初歩的な日本語を学び
たい区内在住・在勤・在学の外国人
定 30名（申込順）
内日本語の学習を通じて参加者同士
で交流する
費 2,000円（全10回分／資料代など）
申 Eメール（記入例参照／出身国も記
入）で問合せ先へ
問C4JL事務局・中川
☎080-5513-1864
c4jl.30＠gmail.com

堀賢先生の「自分と大切な人を守るための
新型コロナウイルス感染症対策」
　テレビ出演でおなじみの堀賢先生が
タイムリーな内容でお話します。
時 2月15日（火）18時30分～19時30分
場千代田保健所3階多目的ホール（九段
北1-2-14）、オンライン（Zoom）開催
定会場20名、オンライン80名（いずれ
も申込順）
師堀賢氏（順天堂大学大学院医学研究
科感染制御科学教授）

申 2月10日（木）17時までに、会場参
加希望者は電話またはファクス、オ
ンライン参加希望者はEメールで問合
せ先へ。ファクス、Eメールは記入例
参照
問神田医師会
☎03-3291-0450 FAX03-3291-0580
kanda.med＠outlook.jp

暮らしのほけん室　九段坂

時 1月29日（土）10時～12時（当日直接
会場へ）
場かがやきプラザ1階ひだまりホール
（九段南1-6-10）　定 15名程度
内看護師、保健師、助産師、歯科医師、
薬剤師への相談会。処方された薬のこ
と、介護や子育てのことなど自由に相
談。専門職によるミニ講座も開催予定
1月のミニ講座テーマ　お雛様つくり
に挑戦！
問九段坂病院地域医療連携部・高橋
☎03-03262-9316

公開講座　参加者募集

■小説の書き方（初心者向け）
時 2月23日（水・祝）13時30分～15時
場障害者福祉センターえみふる（神田
駿河台2-5）
対 18歳以上の区内在住・在勤・在学者
（障害の有無は問いません）
定 15名（申込順）
内小説の書き方の基本を学ぶ
申 2月22日（火）17時までにHP、電話、
ファクス、Eメール（記入例参照）また
は直接問合せ先へ
■ワクワク楽しくフラワーキャンドル
づくり
時 2月18日（金）18時～19時30分
場障害者福祉センターえみふる（神田
駿河台2-5）
対区内在住・在勤・在学者（障害の有無
は問いません）　定 10名（抽選）
内 色とりど
りのドライフ
ラワーをガラ
ス瓶に入れ、
専用の溶剤で固めてオリジナルのフラ
ワーキャンドルを作る
費 2,500円（材料費）
申 2月4日（金）17時までにHP、電話また
はファクス（記入例参照）で問合せ先へ
※当選者のみ2月10日ごろに通知

いずれも
問障害者福祉センターえみふる
☎03-3291-0600
FAX03-3291-0608
emi fu ru＠ch ime .

ocn.ne.jp

すぽすたちよだクラブ
スタディ（文化学習）プログラム

季節の彩りワンプレートごはん
時 2月17日（木）18時30分～20時30分
場スポーツセンター（内神田2-1-8）
定 6名（申込順）
内季節の食材を取り入れた、忙しくて
も簡単にできるレシピを紹介
献立　飾り稲荷プレート（飾り稲荷、
白菜とりんごのサラダ）
費 1,000円（材料費／非会員は、材料費以外に1,500円の参加費が必要）
申 2月15日（火）17時までに電話で問合せ先へ
問九段生涯学習館☎03-3234-2841
他「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（☎03-
3256-8444）へ

みんなで楽しい紙ペンゲーム

時 2月23日（水・祝）1部=体験編13時～15時、2部=活用編15時～16時
場九段生涯学習館（九段南1-5-10）
対小学生以上　※小学生は必ず18歳以上の保護者同伴　
定 25名（抽選）
内大勢で出来る簡単なゲームから大人も夢中になる知的なゲームま
で、ゲームを通じたコミュニケーションの楽しさを体験
※活用編は高校生以上の方を推奨
師丸田康司氏（（株）すごろくや代表取締役／写真）
費 1部=500円、1・2部通し=750円
申 2月5日（土）17時までにHP、電話またはファク
ス（記入例参照）で問合せ先へ
問九段生涯学習館☎03-3234-2841
FAX03-3262-7460
他託児あり（2月23日時点で満6か月
～未就学児／1人1,000円／2月5日
（土）までに申し込み）

異世代交流事業
地域の課題解決に取り組む
令和4年度ふれあいサロン活動助成金

　区内の身近な場所で交流や仲間づくりなどを行う自主運営のサロン活
動を助成支援します。助成には介護予防型と居場所型があります。
　要件など詳しくはお問い合わせください。

対非営利な公益的活動を行う、3人以上のグループ（新規グループも可）
助成要件　①介護予防型＝原則月3回以上、65歳以上の区内在住者が平均
10名以上参加し、介護予防を目的とした体操などを行う活動 ②居場所型
＝原則月1回以上、 高齢者や障がい者、子育て中の方など、参加者同士の
交流や、つながり作りの促進に取り組む活動

助成額　①立ち上げ助成＝かかる費用の半額（上限10万円）、活動助成＝
上限24万円②活動助成＝上限10万円

助成対象期間　4月1日（金）～令和5年3月31日（金）

申 2月18日（金）（必着）までに所定の申込用紙（問合せ先で配布／HPからダ
ウンロード可）に記入のうえ、必要書類を添え
て、直接問合せ先へ
問社会福祉協議会地域支援課ボランティア係
☎03-6265-6522

▲
②居場所型

▲
①介護予防型

※写真は一例です
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※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
ひ

沫
まつ

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



第8回ちよだ認知症ケア講座

本人・家族が希望をもてる診療を目指
して
時 2月12日（土）14時～16時 ※Zoom開催
対 認知症・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 30名（申込順）
内認知症の診療に携わる医師から、ア
ルツハイマー型認知症の特性を聞き、
地域社会に必要なサポートを考える
申 2月9日（水）までに電話、ファクス、
Eメール（8面記入例参照）または直接
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）
☎03-6265-6560 FAX03-3265-1162
jinzai＠chiyoda-cosw.jp

内幸町ホール生涯学習プログラム
フラダンス1日体験教室

フラで心も体も健康に　Aloha!
HULA参加者募集
　基本のステップはもちろん、ハワイ・
フラの歴史やフラの効果、効能、楽し
み方を学びます。

時 2月28日（月）14時～15時30分
場内幸町ホール（内幸町1-5-1）
定 20名程度（申込順／区民優先）
費1,000円（未就学児不可）
申 2月27日（日）までに往復ハガキ、
ファクス、またはEメール（8面記入例
参照）で問合せ先へ
問内幸町ホール管理事務所
☎03-3500-5578 FAX03-3500-5579
uchisaiwai＠c-linkage.co.jp

〒100-0011内幸町1-5-1

国民年金保険料の
前納による割引
　国民年金保険料は、最長2年分の前
納ができます。期間の長さと納付方法
に応じて割引があります。
令和3年度の納付方法ごとの割引金額

（2年分を前納した場合）
・現金・クレジットカード払い＝約1
万4,590円
・口座振替＝約1万5,850円
※令和4年度の割引額は、令和4年2月
の告示で確定する予定
申 2月18日（金）までに直接（区）保険年
金課国民年金係（区役所2階）または2
月28日（月）までに直接住所を管轄す
る年金事務所（区内の場合問合せ先）へ
問千代田年金事務所（三番町22）
☎03-3265-4381

国民年金の相談はご予約を

　年金事務所では、年金の相談の待ち
時間を短縮するため、電話で予約相談
を行っています（1か月前から受け付
け）。相談では、各種請求手続きなど

にも対応できます。
予約の連絡先　①予約受付専用電話
☎0570-05-4890
※IP電話の場合は☎03-6631-7521
②千代田年金事務所☎03-3265-4381
※予約の際は、基礎年金番号が分かる
ものが必要
相談時間　平日8時30分～16時
※土曜相談の実施日は電話で要確認

都税の課税内容を
点字でお知らせ
　（都）主税局では、納税通知書の内容
を点字でお知らせしています。

対象の税目　固定資産税・都市計画税
（東京23区内）、個人事業税、自動車
税種別割
お知らせの内容　税金の種類、納税義
務者氏名、納税通知書番号、納期限、
税額、問合せ先
申電話で問合せ先へ
※2月28日（月）までに申し込むと、令和4
年度分から点字のお知らせを同封します
※すでに利用している方は、改めて申
し込む必要はありません
問（都）主税局相談広報班
☎03-5388-2925

骨密度測定会
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

22（火）・26（土）9時～12時
※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

生活習慣病予防相談
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

26（土）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
区内在住で心の問題で悩んでいる方とその家族

10（木）・25（金）
13時30分～15時30分

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

4（金）9時30分～10時

HIV・性感染症
（梅毒・クラミジア・淋菌）相談・検査

4（金）9時～9時30分

ふん便のノロウイルス検査
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

1（火）・4（金）・8（火）・
15（火）・18（金）・22（火）・
25（金）
13時～15時

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

オー

157の健康管理検便）
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）
・腸管出血性大腸菌Ｏ

オー

26およびＯ
オー

111の検便（料金別途）

1（火）・4（金）・8（火）・
15（火）・18（金）・22（火）・
25（金）
13時～16時

事業名・対象など とき

会場　千代田保健所（九段北1-2-14）　問合せ　☎03-5211-8161 FAX03-3262-1160

2月の健康チェック（予約制）

休日診療案内など
●消防署病院案内（24時間）=丸の内消防署☎03-3215-0119、麹町消防署☎03-3264-0119、
神田消防署☎03-3257-0119
●消防庁救急相談センター（24時間）☎♯7119（ダイヤル回線からは☎03-3212-2323）
●医療機関案内サービス「ひまわり」（24時間）☎03-5272-0303　
https://www.himawari.metro.tokyo.jp

平日準夜間の小児科診療
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　中学生以下
※受診するときは、事前に電話で日本大学病院（☎03-3293-1711）へ
※健康保険証・こども医療証が必要

※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

内科・小児科 9時～12時30分、
14時～17時30分、19時～21時30分 ☎03-5211-8202

歯科 9時～16時30分 ☎03-5211-8203

調剤薬局 9時～21時30分 ☎03-5211-8197

診療科目 受付時間 電話番号（開設日のみ）

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　6日・11日・13日・20日・23日・27日

2月の休日応急診療
問合せ　千代田保健所（九段北1-2-14）　☎03-5211-8161 FAX03-5211-8190

問合せ　千代田保健所（九段北1-2-14）　☎03-5211-8161 FAX03-3262-1160

2月の保健ガイド（予約制）

精神デイケア
区内在住で心の病気のある方

4（金）・18（金）・25（金）
9時30分～11時30分

えみふる
（神田駿河台2-5）

難病リハビリ教室
（相談・指導） 千代田保健所

事業名・対象など とき 会場

　お互いに距離を取りながらも心を通わせながら踊るペアダンスを学び
ます。初心者でも参加できます。

時 2月9日（水）18時30分～20時
場障害者福祉センターえみふる（神田駿河台2-5）
定 12名（申込順）
師野口幸代氏／（一社）エスコートダンス協会代表
申 2月8日（火）17時までにHP、電話、ファクス（8
面記入例参照）または直接問合せ先へ
問障害者福祉センターえみふる
☎03-3291-0600 
FAX03-3291-0608
他動きやすい服装で参加

楽しさつながるダンスで
コミュニケーション（エスコートダンス）

参加者募集

中止
となっています

現　在
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名称 対象 相談できること 日時・場所・問合せ

法律相談（予約制）

区内在住・
在勤・在学者

相続、婚姻関係、借地・借家など 時 2（水）・4（金）・9（水）・16（水）・18（金）・25（金）
13時～15時45分※弁護士が応対

場区民相談室（区役所2階）
問区民相談室☎03-5211-4176

税務相談（予約制） 確定申告、相続・贈与税など 時 10（木）・24（木）13時～15時30分

不動産相談 地代・家賃、賃貸、売買など 時 3（木） ・17（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 17（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 10（木）13時～15時30分 （先着順）
（受け付け12時30分～15時）

行政書士相談 相続、許認可手続き、外国人ビザなど 時 1（火） ・15（火）13時～15時30分 （先着順）
（受け付け12時30分～15時）

社会保険・労務相談 社会保険、労働条件、仕事の悩みなど 時 8（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 8（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

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
☎03-5211-4314

多重債務相談（予約制） 債務整理、整理後の生活など　 時 28（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☎03-5211-4314

経営相談（予約制） 中小企業者
起業予定者

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

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☎03-5211-4344

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

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

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☎03-5211-4126）へ

場MIW相談室（区役所10階）
問MIW相談室☎03-5211-4316

（予約専用電話／話し中の場合
☎03-5211-8845）法律相談　法律に関わる悩み 時 8（火）13時～15時30分

※女性限定／女性弁護士が応対

LGBTs相談　性自認や性的指向に関する悩み 時 10（木）・24（木）16時30分～19時30分　

女性・ひとり親家庭
相談 区内在住者

女性のさまざまな悩み、女性・母子が配偶者な
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）

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
付金の案内など自立に向けた支援を実施

場生活支援課生活支援係
（区役所3階）
問生活支援課生活支援係
☎03-5211-4126くらしと仕事・家計に

関する相談 区内在住者 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 時平日8時30分～17時

人権身の上相談（予約制） 区内在住・
在勤・在学者

人権の侵害や身の上の心配ごと（人権擁護委
員が応対）

時 22（火）13時～15時（電話相談のみ）
問国際平和・男女平等人権課男女平等人権係☎03-5211-4166

保健福祉
オンブズパーソン
相談（予約制） 

区内在住者 保健福祉サービス全般への相談・苦情

時 8（火）川崎裕彰氏（社会福祉士／主に高齢者・障害者関係 、16（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☎03-5211-4211　（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）

福祉専門法律相談
（予約制）  区内在住・

在勤・在学者
★

福祉や成年後見制度、消費者被害に関する悩
み、相続や遺言の相談　

時 10（木） 平澤氏（弁護士） 、24（木） 八杖氏（弁護士）  
いずれも14時～16時20分　
※弁護士が応対／ちよだ成年後見センター職員も同席

場ちよだ成年後見センター
（九段南1-6-10かがやきプラザ4
階
問ちよだ成年後見センター
☎03-6265-6521成年後見制度相談 成年後見制度の利用、後見活動の悩みや不安 時平日8時30分～17時

介護カウンセリング
（予約制） 区内在住者

★

介護によって生じるストレスに関すること
（介護ストレス、高齢者虐待、ターミナル期の
家族の心のケア、死後の家族の心のケアなど）

時 9（水）10時～14時、19（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4階研修室（九段南1-6-10）
問かがやきプラザ研修センター☎03-6265-6560

障害者相談 地域活動支援センターの機能や障害者福祉に
関すること、心身の健康に関することなど

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☎03-3291-0600 FAX03-3291-0608

障害者よろず相談 区内在住・
在勤・在学者

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

時平日9時～19時、土曜10時～17時
場障害者よろず相談M

モ フ カ
OFCA（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☎03-6269-9755 FAX03-6269-9754　 info@mofca.net

障害者就労相談室
（予約制）

区内在住者
★

障害等のある方の就職活動や職業訓練のアド
バイス、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 16（水） 9時～16時　※ジョブコーチ（職場適応援助者）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☎03-3264-2153 FAX03-3556-1223

2月の各種相談（無料／受付時間は終了の30分～1時間前） 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。
★家族、介護などの事業者も相談可

施設名 申込期間 抽選日 空き施設受け付け（申込順） 問合せ・申し込み方法

①外濠公園（野球・テニス） 2月10日（木）～
20日（日） 2月25日（金） 3月1日（火）10時～ 問九段生涯学習館（九段南1-5-10） ☎03-3234-2841　※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　②申込書（問合せ先で配
布）を問合せ先へ②花小金井運動施設 （野球など）

2月1日（火）～
20日（日） 3月1日（火）

3月2日（水）10時～

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）  3月2日（水）10時～

問スポーツセンター（内神田2-1-8）☎03-3256-8444　※毎月第3月曜は
休館（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

利用できない日　①野球=4月3日（日）・17日（日）（少年野球優先）、毎週月曜8時～12時、毎週木曜8～10時（グラウンド整備のため。祝日を除く）③5月16日（月）（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

令和4年4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5月分）
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中止
となりました



　現在利用中の方も3月31日（木）で期
限となるため、新たに申し込みが必要
です。

募集場所　御茶ノ水駅
自転車駐車場（神田駿
河台4-3先）

募集予定台数　自転車
＝150台、原動機付自
転車＝30台
※原動機付自転車は
50cc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

利用期間　4月1日（金）～令和5年3月31日（金）の1年間

対象　通勤・通学・業務で利用する個人または法人

登録手数料
・自転車＝区内在住者、小・中・高校生3,000円、その他の方6,000円
・原動機付自転車（50cc以下）＝区内在住者3,500円、その他の方7,000
円

申込方法　1月31日（月）～2月14日（月）に所定の申請書と必要書類を
郵送または直接問合せ先へ
※郵送の場合は2月10日（木）（消印有効）まで
※直接提出の場合は出張所でも受け付け可

申請書の配布場所　HP、出張所、問合せ先

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険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
方は問合せ先へ
問環境まちづくり総務課交通対策・監察係（区役所5階）
☎03-5211-4345
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

御茶ノ水駅自転車駐車場の
利用者を募集

神田→

ニコライ堂

井上眼科

聖
橋

御茶ノ水駅

神田川
お
茶
の
水
橋

御茶ノ水駅
自転車駐車場

多世代交流ciao！　おんがくとあそぼう
（東京文化会館ミュージック・ワークショップ）
　楽器を思い切り演奏して気持ちを解
放しませんか。音楽に合わせて身体を
動かし、ゆったりと響きを楽しみます。
時 2月12日（土）11時～12時、14時～15時
場かがやきプラザ1階ひだまりホール
（九段南1-6-10）
対小学生以上の区内在住者　
定各20名（抽選）
申 2月2日（水）までにHP、電話、ファ
クスまたはEメール（8面記入例参照）
で問合せ先へ
問かがやきプラザ多世代
交流担当（かがやきプラ
ザ4階）☎03-6265-6563 
FAX03-3265-1162
ciao＠chiyoda-cosw.jp

区民スポーツ大会
ドッヂビー大会

時 3月6日（日）9時45分～（受け付け9時
15分～）
場スポーツセンター（内神田2-1-8）
対小学2年生以上の区内在住・在学者
で構成された10～12名のチーム（う
ち、中学生以上は3名まで）
定 10チーム（申込順）
費 1チーム2,000円（1人あたり別途50
円の傷害保険料が必要）
申 2月17日（木）までに申込書（スポー
ツセンター、出張所、問合せ先で配布）
に必要事項を記入し、ファクスまたは
Eメールで問合せ先へ
問生涯学習・スポーツ課スポーツ振興
係（区役所6階）☎03-5211-3627 
持ち物　室内運動シューズ、運動でき
る服装
その他　代表者会議に参加チーム関係
者1名は必ずご出席ください。日時＝
2月24日（木）18時30分～、会場＝ス
ポーツセンター5階集会室A

1月26日（水）文化財防火デー

　毎年1月26日は「文化財防火デー」で
す。昭和24年の法隆寺金堂の火災を
教訓に、文化財を守ることを目的に制
定されました。
　区内には日枝神社、ニコライ堂など
多数の文化財があり、貴重な書物など
も保管されています。これらは木や紙
などで造られているものが多く、一度
火災になると大きな被害を受ける可能
性があります。令和元年には、フラン
スのノートルダム大聖堂や沖縄県の首
里城で大規模な火災が発生し、社会的
な注目を集めました。
　自衛消防訓練の実施などで将来に継
承すべき貴重な財産である文化財の火
災予防に努めるとともに地震対策も推
進しましょう。
問丸の内消防署☎03-3215-0119、
麹町消防署☎03-3264-0119、
神田消防署☎03-3257-0119

東京税理士会神田支部
無料相談室

時毎月第3水曜13時30分～16時30分
※1回の相談時間は30分以内
※原則予約制
場東京税理士会神田支部事務局会議
室（神田錦町2-5第2亀谷ビル4階）
対神田税務署管内の個人または本店
を置く法人
問東京税理士会神田支部事務局
☎03-3291-1345

にせ税理士にご注意を

　確定申告の時期を控え、にせ税理士・
にせ税理士法人にご注意ください。税
理士は、必ず税理士証票を携帯し、税
理士バッジを着用しています。
　税理士資格の無い者が税務相談や税
務書類の作成、税務代理をすることは、
法律で禁じられています。また、専門
的知識が欠けているなど、依頼者（納
税者）が損害を被るおそれがあります。
　確定申告の方法など詳しくは、問合
せ先のHPをご覧ください。
問東京税理士会
☎03-3356-4461

地域密着面接会
未来をつかむ就職フェア＃私の推しごと
時 2月11日（金・祝）①オープニングトークショー「私が惚れ込んだライフ
クリエイターたち」=13時～14時②出展施設・事業所PRタイム=14時10分
～14時30分③介護・福祉のしごと相談・面接会=14時30分～16時④区内介
護職の先輩による体験談=15時30分～16時
場かがやきプラザ4階会議室・研修室（九段南1-6-10）
対区内で介護・福祉のお仕事を探している方、介護・福
祉のお仕事に興味がある方　定①・②・④＝各35名
内区内にある介護・福祉事業所と就職を希望する方の相
談・面接会。オープニングはマンジョット・ベディ氏（（一
社）KAiGO PRiDE代表理事／写真）などによる介護職の
魅力についての講演
申 2月9日（水）までに電話、ファクスまたはEメール（8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☎03-6265-6560 FAX03-3265-1162
jinzai＠chiyoda-cosw.or.jp

他 2月7日（月）より全国の介護職のポートレートを展示する写真展を開催
（かがやきプラザ4階／当日直接会場へ）

首都高速都心環状線 新京橋連結路（地下）の新設
時 2月3日（木）14時～15時30分、18時30分～20時（いずれも同じ内容）
場京橋プラザ区民館2階多目的ホール（中央区銀座1-25-3）
定各回100名程度（申込順）
内日本橋周辺の首都高速道路の地下化に伴う、都心環状線の交通機能
を確保するための計画道路の変更素案を知る
申 1月31日（月）までに電話またはEメール（8面記入例参照／参加希望
の回〈昼間・夜間〉も記入）で問合せ先へ
問（都）都市整備局街路計画課
☎03-5388-3294
S0000179＠section.metro.tokyo.jp

他 2月4日（金）からHPに説明資料などを公開。手話通訳、
託児サービスあり（生後6か月～満6歳の未就学児／要予約
／定員あり）

都市計画道路の変更素案の
説明会
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　年始はゆっくりできましたか。新年が明けたと思ったら、早いものでもう1月も後半です。桜の季節が待ち遠しいですが、まだまだ寒い
日が続きます。引き続き新型コロナウイルスやインフルエンザなどに気を付けて過ごしましょう。ワクチン3回目接種も始まりました。広
報千代田や区のHPなどで情報を発信していきますので、ぜひチェックしてください。（宮越）

生涯学習団体1日公開講座
サークル体験週間

男女共
同参画センター

の催し
ミ ュ ウ

 23いずれも
申電話、ファクスまたはEメール（8面記入例参照）で問合せ先へ
問男女共同参画センターMIW☎03-5211-8845 FAX03-5211-8846
miw＠city.chiyoda.tokyo.jp

　2月15日（火）・16日（水）は蔵書点検を行うため、資料の閲覧・貸し出し・返却は不可（他の
区立図書館での返却は可）

1MIW情報ライブラリ休止のお知らせ

時 2月18日（金）14時30分～、18時30分～※時間変更の場合もあり
場MIW（区役所10階）　定各回15名（申込順／区内在住・在勤・在学者を優先）
内 1970年代のアメリカ。女性の就業が難しくクレジットカードさえ作れなかった時代に、女
性弁護士ルース・ギンズバーグが勝利した史上初の「男女平等」裁判。実話に基づく物語※各
回終了後に交流会もあり

2ビデオサロン「ビリーブ　未来への大逆転」

MIWと地域の団体の共催企画

時 2月24日（木）18時30分～20時30分
場 401・402会議室（区役所4階）　※オンライン開催に変更の場合あり
定 40名（申込順／区内在住・在勤・在学者を優先）
内区のジェンダー平等推進行動計画案や令和3年6月に改正した「政治分野の男女共
同参画推進法」について聞く
他託児サービス、手話通訳あり（いずれも2週間前までに要予約／詳しくは問合せ先へ）。
共催＝ちよだ女性団体等連絡会

3「ジェンダー平等をみんなの声でさらに前へ
～この時代の問題解決のカギ～」

15サークルによる体験会を開催します。
時 2月24日（木）～3月2日（水）　場九段生涯学習館（九段南1-5-10）　定下表（いずれも申込順）
申1月20日（木）10時より各開催日の2日前の17時までにHPまたは電話で問合せ先へ
問九段生涯学習館☎03-3234-2841　

生
活
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っ
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日比谷図書文化館　特別研究室企画展示
「内田嘉吉文庫の古書で旅する世界の街」

時～3月31日（木）
休館日　2月21日（月）、3月21日（月・祝）
場日比谷図書文化館4階特別研究室 （日比谷公園1-4）
内内田嘉吉文庫所蔵の18～19世紀に発行された資料を中心に、
所収の図版から貿易や商業で栄
えた街、政治の中心、文化都市
など街の興隆について展示

▶︎ベナレス ガネーシャの祭礼（インド）
（『L’Inde des Rajahs』／Louis 

Rousselet著／1877 年）

図書館の催し

問日比谷図書文化館☎03-3502-3340

関連講座　古書で紐解く近現代史セミナー第39回
山田寅次郎 ～日本とトルコの親善に
生涯を捧げた「民間大使」～

時 2月20日（日）14時～15時30分（13時30分開場）
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100名（申込順）
内内田嘉吉文庫所蔵の『土耳古画観』（博文
館／1911年）を著した実業家・茶人の山田寅
次郎が日本とトルコの民間交流に果たした
役割を学ぶ
師和多利月子氏（ワタリウム美術館役員）
費区内在住・在学者=500円、
その他の方=1,000円
申HPまたは電話で問合せ先へ

▶︎山田寅次郎
（提供：山田家）

サークル名 日 時間 タイトル 定員 対象 参加費

Mahalo Hula 2月24日（木）13時～15時 フラ！やっぱり楽しい！ 7名 18歳以上の方（フラダンスに
興味のある方） 無料

古典文学を楽しむ会 2月24日（木）18時30分～20時30分 持統天皇と柿本人麿 20名 高校生以上の方 200円
朗読の会　さくら 2月24日（木）18時30分～20時 秋の世界へ！朗読を楽しみませんか！ 10名 18歳以上の方（高校生を除く） 300円
ソナエル 2月25日（金）14時～16時 コロナ明けに安全、安心で活動を再開する方法 20名 18歳以上の方（高校生を除く） 無料
楊名時　八段錦　太極拳　
無極会 2月26日（土）13時30分～15時30分 初めての楊名時　八段錦　太極拳

（動いて学ぶ「平常心」） 10名 どなたでも 1,000円

ボビンレースサークル
La Dentelle 2月27日（日）13時～16時30分 基本の編み方で作るハートのモチーフ 6名 小学生以上、レース好きな方 500円

子育てが楽しくなる
ママカフェ＠千代田 3月1日（火） 9時45分～12時 復職前のママに贈る♡仕事と子育てを笑顔で両

立するために、今大切にしたい家族との関わり 30名 子育て中のママパパ 1,000円

日々好日 3月1日（火） 13時～15時 三石理論による分子栄養学を学ぶ 10名 どなたでも 500円

お、ハングル！ 3月1日（火） 18時30分～20時30分 韓国よもやま話
～韓国の文化とハングルを楽しむ～ 30名 高校生以上、韓国の文化や

言語に関心、興味のある方 1,000円

九段下功夫扇教室 3月2日（水） 10時～11時30分 身体の調子に合わせた扇を使った太極拳 5名 どなたでも 無料
ハワイアンキルト
「プルメリア」 3月2日（水） 10時～11時50分 はじめてのハワイアンキルト！

ミニタペストリーを作ろう！！ 10名 18歳以上の方 1,800円

フェルデンクライス千代田 3月2日（水） 10時30分～12時 フェルデンクライスを体験してみよう 10名 体を動かすことの少なくなっ
た方、特に高齢者 無料

英語ニュースリスニング 3月2日（水） 14時30分～16時 英語ニュースリスニング 8名 中学生以上 300円

九段くすの木コーラス 3月2日（水） 14時30分～16時30分 思いきり声を出して元気になりましょう！！ 10名 どなたでも、歌ってみよう
と思う方 無料

レザルウェット
コーラスグループ 3月9日（水）※ 19時～20時30分 本場PARIS発！フィリップと唄おうシャンソン

コーラス！ 30名 どなたでも、フランスや歌
を楽しみたい方 1,000円

※都合により3月2日（水）から3月9日（水）に延期

P01-12_広報千代田_0120号.indd 12　 データ更新日時　2022/01/07 18:45:25
W273×H406　 ＰＤＦ作成日時　2022/01/07 18:45:33
 loyal_X4_CS5.5_CC

千代田区コールセンター　☎ 03ー3264ー3910 　令和 4年 1月 20日号（12）生活ほっとライン



をスマートフォンでご覧になりたい方はニュース

令和4年1月20日 Vol.202
●編集　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
TEL3233-7555（代）　FAX3233-7557
https://www.mm-chiyoda.or.jp

まちみらい千代田公式ツイッタ―
https://twitter.com/MMChiyoda

まちみらい千代田公式フェイスブック
https://www.facebook.com/MMChiyoda

ニュース

　2月26日（土）、マンション連絡会を開催し
ます。参加を希望する方は、事前に申し込み
が必要です。
※�会員の方以外は参加できません。参加を希
望する方は、あらかじめ連絡会への入会が
必要です。

お知らせ

マンション連絡会を開催します

■会員募集
　マンション管理組合の理事長を対象に、マンション連絡会
の会員を募集しています。入会希望の方は、右記二次元コード
（まちみらい千代田ウェブサイト）をご覧いただき、詳細はお問
い合わせください。
■問 合 せ　�住宅まちづくりグループ　�

☎3233-3223�� kyojyu@mm-chiyoda.or.jp

  

時��月曜日～金曜日（祝日を除く）�
�9時～17時（受付は16時まで）

場��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

対�千代田区内のマンション居住者および所有者
予�応相談�（個人情報が公開されることはありません）
問�住宅まちづくりグループ　☎3233-3223

 

マンション相談窓口開設中（無料）

　まちみらいニュース12月20日（Vol.201）に掲載
した内容について、次のとおり誤りがありました。
お詫びして、訂正します。

【記事名】
「第13回千代田ビジネス大賞」エントリー企業紹介（第3回）
（誤）社会保険労務士法人小林労務　代表取締役　小林　幸雄
（正）社会保険労務士法人小林労務　代　　　表　小林　幸雄

お詫びと訂正
　まちみらい千代田では管理組合運営、修繕、建替
え、マンション防災などマンションに関するさま
ざまな分野の書籍を所蔵しています。所蔵書籍の
リストは、まちみらい千代田ウェブサイトで公開
しています。
問�住宅まちづくりグループ
　�☎3233-3223

 

マンション管理に関する書籍貸出中（無料）

お知らせ

　平成30（2018）年9月に経済産業省がレポート『DXレポート～ITシステム「2025
年の崖」の克服とDXの本格的な展開～』を発表して以来、注目されてきたデジタル
トランスフォーメーション（DX）。
　DX化にどのように取り組むかにより、企業の明暗も大きく分かれようとしてい
ます。
　ただ、今までの仕事のあり方にとらわれたままでのDX化はうまくいきません。
　本質を理解し、仕事そのものの「在り方」を理解し、DX推進を成功に収めるため
の具体的な方法をお話しします。
　セミナーはオンデマンド形式で実施し、参加には事前の申し込みが必要です。

これからの企業運営のためのＤＸセミナー

「ＤＸ推進に失敗する仕事のあり方改善」を開催します
■日　　時　2月21日（月）9時～28日（月）
■会　　場　オンライン（オンデマンド配信）
■受 講 料　無料　
■講　　師　元

もと

山
やま

文
あや

菜
な

氏
■対　　象　�区内中小企業者または区内で起業を�

検討されている方
■申 込 み　Peatixページ（右記二次元コード）
■問 合 せ　産業まちづくりグループ　☎3233-7558�
　　　　　　 biznet@mm-chiyoda.or.jp

紹介

千代田まちづくりサポート通信
〜助成グループの活動紹介〜

「神田でパンダ」
〜神田のまちをパンダで盛り上げよう！〜

　「神田でパンダ」は神田の街を盛り上げたい！という熱い気持ちで神田在住
在勤の有志により発足しました。パンダをきっかけとして多くの方に神田の
地域に関心を持ってもらうため、今年度は以下の活動を計画しています。活動
を応援、サポートしていただける個人、企業の方も募集中！

◇密にならないまちあるき
　・“パンダ（神田）を知る”まち巡りの企画
　・カンカンダンダンとの撮影(AR)
　・インスタフォトコンテスト　など
◇パンダ（神田）マップによる神田PR
　・子どもも大人も楽しめるまち歩きパンダマップの作成
◇密にならず、世代を問わず参加できるオリジナルパンダイベント
　・聖地キンキン広場でのパンダ活動PR
　・パンダおみくじ、パンダストラップ
　・みんなでパンダファッション　など

■問 合 せ　�神田でパンダ　 kandadepanda@gmail.com

一緒に神田を
盛り上げていこうね!

　まちみらい千代田ウェブサイトでは、千代田区内の景色やイベントなどの写
真を紹介しています。皆さんが見つけた千代田の魅力あふれる写真をぜひ投稿
ください。

■投稿方法
　右記二次元コード（まちみらい千代田ウェブサイト）をご覧く
ださい。

▼鷺の縄張り争い

▲Echoes�Infinity�
　～Immortal�Flowers～

千代田デイズ「フォトアルバム」 投稿
写真

紹介・募集



～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。～
変わらず作り続ける
　東京スクリーン株式会社は昭和48年の創業以来「ふるい」を
製造・販売しています。「ふるい」と言ってもお菓子作りなどに
使う「粉ふるい」ではなく、薬品、食品、化粧品、建築などさま
ざまな業界の粉体分析に必要な「試験用ふるい」で、何よりも
正確な網目が求められるものを手がけています。
　例えば、薬を作る際に基準外のものが紛れ込んでしまったら
安定した効果を得られなくなってしまいます。そうしたことが起こらないよう異
物をしっかりと「ふるい」にかけ、基準を満たすものだけを取り出すための道具です。
　千代田ビジネス大賞では、同社が国際規格「ISO/IEC�17025」の認定を受けた
機関であり、他社製品に対して試験成績書や校正証明書を作成・発行する、要する
に「世界基準でふるいの性能を保証する」責任を負った企業であることが高く評
価されました。大賞受賞後も日々このことに誇りを持つと同時に、責任を感じな
がらお客さまに向き合っています。
それでも変わり続ける
　大賞受賞後も変わることなく「試験用ふるい」を作り続けていますが、まった
く同じ毎日が続いているわけではありません。同じ製品が一生売れ続けることな
どないのです。お客さまが「試験用ふるい」を使用する粉体の形状や用途も一様
でないため、溶接の方法の変更や特注での加工対応など日々改良や新しい対応を
続けています。
　同社では毎年年初に全社員へ「この1年、特に意識してほしいこと」を示してい
ます。数値目標は使いません。令和元年は「すべてはお客さまのために」、令和2
年は「どんな製品でも永遠に売れ続けるものはない」、そして今年は「洗練は発展」
を意識してきました。令和4年は「足場の確認と確立」と位置づけ、さらに良いも
のづくりに励み、お客さまに喜んでいただける会社を目指していきます。

まちみらいニュース  ◇令和4年1月20日◇

紹介

千代田ビジネス大賞歴代受賞企業

すべてはお客様のために。変わらず、変わり続ける

企業名：東京スクリーン株式会社
代表取締役社長：荻

おぎ

田
た

 容
よし

宏
ひろ第10回大賞受賞

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

イベント

2月月間ご当地まつり☆
ちよだいちばのイベント情報

鹿児島県屋
や

久
く

島
し ま

町
ちょう

2月2日（水）～3月1日（火）
◎世界自然遺産の地　屋久島の魅力と人々の生活がわかる物産を一堂に！
　～屋久島フェア開催～
　平成5年に世界自然遺産として日本で初めて登録された屋久島では、有名な屋
久杉のほか、貴重な植物や動物が息づき、ドラマや映画の舞台としても登場して
います。その神秘に包まれた大自然の地は多くの人々を魅了し続けています。
　今回、ちよだいちばでは2回目の屋久島町フェアを開催します。特産品として
も有名なたんかんの果実やその加工品は独特の甘さとジューシーさが人気です。
ジュース以外にも豊富なバリエーションのたんかん商品が並ぶ予定です。

　また、屋久島では、屋久鹿も有名です。昨年、メディアでも取り上げられた屋久
鹿ジビエの缶詰やジャーキーは、前回の屋久島町フェアでも大人気でした。これ
らの商品は、数量に限りがあるため、限定販売品となります。さらに、屋久島の人々
の食文化であるトビウオや黒糖を使った産品も屋久島の名産品です。
　店頭ではこれらの商品のほか、数
量限定で特選屋久島弁当を販売す
る予定です。屋久島町フェア開催期
間中は、ぜひ自然とともに生きる屋
久島町の人たちの食をご堪能くだ
さい。

■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。

連載

1. なくならないコンプライアンス違反事件
　企業活動を巡っては、コンプライアンス違反事件が繰
り返し報道されています。これらの事件の謝罪会見では、社長や担当役員から異
口同音に「当社にはコンプライアンス遵守の意識が浸透していなかった」等の発
言がなされています。「やってはいけないこと」は誰もがわかっているはずなのに、
なぜコンプライアンス違反事件はなくならないのでしょうか。
2. コンプライアンスの変遷
　「コンプライアンス」という言葉の浸透にはITの発展が関わっています。「ヒト・
モノ・カネ」の動きが国境を越えて活発化すると、職場は、同じ環境下で働く正社
員の集団から、さまざまな職種の人が働く場所へと変わりました。職場の多様化
が進めば「阿吽の呼吸」は通用しません。そこで、業務の可視化がより一層求めら
れるようになりました。ITの発展は、各種規制の緩和をもたらしましたが、その
反面でコンプライアンスが厳しく問われることにもなったのです。
3. 自社の存在意義
　コンプライアンス違反事件が発生した会社では、第三者委員会が設けられ、消費
者への安全を提供する体制がなかったことや、過去の教訓を生かせなかった企業
風土が指摘されています。売上拡大や利益確保が至上命題になると、自社の理念
と反する行動を「おかしい」と言えない雰囲気が醸成され、事件の起きやすい企業
風土が出来上がってしまうのです。そのため、自社の存在意義である経営理念を
組織に浸透させる必要があり、組織人の行動基準の確立へとつながっていきます。
4. コンプライアンス違反を防ぐには
　経営理念の浸透・共感している状態とは、社員の一人一人が自社の存在意義を
意識し行動している状態を指します。そこで、自社の存在意義をテーマにして「私
だったらこう考える」という「経営理念を創り変える自由」を社内で共有しては
いかがでしょうか。理念の存在が会社の財産ではなく、理念が浸透している状態
が会社の財産です。コンプライアンスは、誰かから「ルールを守りなさい」と押し
つけられ、受け身になることではありません。社会の中で自社の存在意義の位置
づけを確認し、活動することが重要です。

がんばる中小企業 応援リレーコラム

コンプライアンス違反を防ぐには
志縁経営司法書士事務所　司法書士・中小企業診断士　山

や ま
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だ
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き第3回

全文は
こちら！

建設業
株式会社楠山設計
株式会社久保工
株式会社竹中工務店
(一社)東京都建築士事務所協会千代田支部
株式会社ナカノフドー建設
日産緑化株式会社
株式会社日昇緑化研究所
パシフィックコンサルタンツ株式会社
製造業
KKテクノロジーズ株式会社
瀬味証券印刷株式会社
東京スクリーン株式会社
株式会社日精ピーアール
日本たばこ産業株式会社�東京支社�東京東部第三支店
ノーラエンジニアリング株式会社
株式会社ハセッパー技研
ハネクトーン早川株式会社
富士フィルムビジネスイノベーション株式会社
株式会社ムレコミュニケーションズ
卸売・小売業
鈴木治作株式会社
鈴新株式会社

株式会社トキワ
株式会社ユニフォームネット
情報通信業
株式会社メディアリンク
金融業
株式会社きらぼし銀行神田中央支店
興産信用金庫
西武信用金庫神田支店
みずほ信託銀行株式会社
保険業
株式会社FEA
ぜんち共済株式会社
日新火災海上保険株式会社　東京事業部　東京西支店
情報通信業
株式会社メディアリンク
不動産業
エヌティティ都市開発株式会社
住友不動産株式会社
東京建物株式会社
プラットフォームサービス株式会社
三井不動産株式会社
三菱地所株式会社
安田不動産株式会社

　まちみらい千代田の活動は、活動の趣旨に賛同された賛助会員
（法人・個人）の皆さんの支援によって支えられています。より多く
の皆さんに応援していただくと活動の励みになります。
■会員特典
　①まちづくりに関する資料や情報の提供
　②主催する講演会、セミナー等の案内
　③実施した調査、研究の結果についての概要紹介
　④まちみらいニュースの広告掲載料金の割引（法人賛助会員のみ）
　⑤�まちみらい千代田ウェブサイトのバナー広告掲載料金の割引
（法人賛助会員のみ）

■賛助会員の種類、年会費
　①法人　１口以上（１口＝2万円）
　②個人　１口以上（１口＝3千円）
■申込み・問合せ
　協働まちづくり・総務グループ　☎3233-7556

賛助会員入会のご案内 まちみらい千代田　賛助会員名簿� ※五十音順　令和3年12月現在

千 代 田 の まち の活性化活性化をご支援ご支援くだ さ い
お知らせ

株式会社i-tec24
サービス業
株式会社弘周舎
株式会社こどもの館
株式会社翔設計
株式会社アズーム
その他
株式会社イサミヤ
合同会社グローバル人材育成サポート
株式会社コンベンションリンケージ
株式会社住宅あんしん保証
株式会社TALO都市企画
一般社団法人千代田区観光協会
東洋美術印刷株式会社
NPO都市住宅とまちづくり研究会
株式会社バイオレンジャーズ
ビヨンドネクストアカウンティング株式会社
株式会社フィレール
一般社団法人マンション管理組合支援センター
株式会社メジオ
株式会社リブリッジ
株式会社ワンスイン
株式会社And�Technologies

たんかんと百花の生はちみつ 塩たんかん




