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　東京タワーでは、｢端午の節句｣特別企画として、東
京タワーの高さ333メートルにちなんだ色とりどりの 
｢鯉のぼり｣333匹と、｢さんまのぼり（※）｣1匹を、 
5月6日（月・振）まで、東京タワー1階正面玄関前に飾
っています。
　区民の皆さんも、心地よい春風に泳ぐ「鯉のぼり」と
「さんまのぼり」をご覧になってはいかがでしょうか。
※�｢さんまのぼり｣は、東京タワーと友好関係にある岩手県大船渡市
の皆さんと、東日本大震災で被災された皆さんへの、復興のエー
ルとメッセージを込めて、震災直後の平成23年4月に制作された
ものです。平成23年以降、毎年この時期に掲げられています。
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ご注意：該当日が区役所閉庁日の場合は、休みになります。相談は先着順です（一部は電話予約が可能です）。特に記載がない限り、予約は問い合わせ欄の電
話番号へおかけください。申し込みが多数の場合は、早めに締め切ることがありますのでご了承ください。

ところ　区役所3階区民相談室
相談名 相談内容 相談日時 相談員 問 い 合 わ せ

 家庭相談
夫婦・親子・嫁姑関係や結婚・離婚等人間関係、相
続・扶養・認知等身分関係、その他家庭内の問題に
ついての相談

毎週火・金曜午後1時～5時 家庭相談員
子ども家庭課
家庭相談センター
☎3578－2436

法律相談 金銭貸借、相続、遺言、離婚や交通事故、住まい等の
法律問題全般に関する相談

毎週月・水・金曜午後1時～4時　1人25分間　（予約方法）電話
で相談日当日午前8時30分～10時まで予約受け付け（先着12人）
予約電話直通☎5777－2798

弁護士
みなとコ－ル
☎5472－3710
区長の声センター
☎3578－2054

すまいの税務相談 不動産の取得や相続、贈与等土地・家屋に関する税
の相談

毎週水曜午後1時～4時　1人1時間　
（1）事前予約　電話で月曜正午まで予約受け付け（先着1人）
（2） 当日受付　相談日当日の正午から相談室で先着順に受け

付け（事前予約がある時は2人、ない時は3人）
税理士

都市計画課住宅支援係
☎3578－2229

すまいの不動産相談 不動産取引や賃貸住宅の経営等に関する相談
毎週水曜午後1時～4時　1人1時間　
（1）事前予約　電話で月曜正午まで予約受け付け（先着1人）　
（2） 当日受付　相談日当日の正午から相談室で先着順に受け

付け（事前予約がある時は2人、ない時は3人）

宅地建物取引主
任者

マンション管理
の法律相談 マンションの管理に関する法律相談 毎月第2・4火曜午後1時～4時　1人1時間　（予約方法）電話で

相談日の前週の金曜正午まで予約受け付け（先着3人） 弁護士

マンション管理組合
運営相談 マンション管理組合運営に関する相談 毎月第1火曜午後1時～4時　1人1時間　(予約方法)電話で相談

日の前週の金曜正午まで予約受け付け(先着3人)
マンション管理
士

マンション修繕、
建替え相談、

すまいの建築相談
マンションの大規模修繕、リフォーム、建て替え等
の相談、戸建ての新築や増改築等の相談

毎月第3火曜午後1時～4時　1人1時間　(予約方法)電話で相談
日の前週の金曜正午まで予約受け付け(先着3人) 建築士

行政相談 国やその関係機関等に対する要望・苦情に関する相談 毎月第2木曜午後1時～4時 行政相談委員 区長室広聴担当
☎3578－2050～2

人権身の上相談 人権侵害や身の上に関する相談 毎月第2金曜（1月を除く）、第4金曜（12月を除く）　
午後1時～4時（前日までに電話予約） 人権擁護委員 総務課人権・男女平等参画係

☎3578－2027

更生保護青少年相談 更生保護と青少年の健全育成に関する相談 毎週木曜午後1時～4時 保護司 保健福祉課福祉活動支援係
☎3578－2379

高齢者の仕事の相談 高齢者の就業の相談、生きがいのための臨時的・短
期的な就業の相談等 毎月第2月曜（10月・1月を除く）午後1時～4時 港区シルバー人材

センター相談員
港区シルバー人材センター

☎5232－9681
司法書士による登記・成
年後見・法律等無料相談 登記、成年後見制度、相続、金銭貸借等に関する相談

毎月第1火曜午後1時～4時（予約・問い合わせ）☎6277－3413　
FAX6277－0608　Eメール：soudan_minato@yahoo.co.jp

東京司法書士会
港支部相談員

東京司法書士会港支部
☎6277－3413

「区民相談室」の他にも、下記の相談を行っています
相談名 日時 場所 問い合わせ

子どもに関する総合相談（保
健師、心理士による専門相談
もあり）

毎週月・水・金・土曜午前9時～午後5時、毎週火・木曜午前9時～午後7時（専門相談の日
時はお問い合わせください）※いずれも受け付けは終了の30分前まで 子ども家庭支援センター ☎6400－0090

母子福祉相談・女性相談ひと
り親家庭就労相談 毎週月～金曜午前9時～午後5時 子ども家庭課家庭相談センター

（区役所2階） ☎3578－2436

教育相談 来所 毎週月～金曜午前9時～午後5時 教育センター ☎3454－6625
電話 毎週月～金曜午前9時～午後5時 ☎3452－9635

男女平等参画センター相談室
｢心のサポートルーム｣

・ 一般相談(電話・面接)：毎週月～土曜午前10時～午後4時、（夜間）毎週火・金曜午後6時
～9時（面接は予約制）
・法律相談：原則第1木曜（予約制） 
  予約・相談専用電話　☎3456－5771

男女平等参画センター ☎3456－4149

健康相談 原則毎月第2・4水曜午後（予約制） みなと保健所 健康推進課健康づくり係
☎6400－0083

精神保健福祉相談 原則毎月第1月曜、第2金曜、第3水曜、第4月曜の午後（予約制） みなと保健所 健康推進課地域保健係
☎6400－0084

高齢者の在宅介護の相談虐
待防止・養護者支援相談

年中無休午前9時～午後7時30分※日曜・祝日、年末年始は午後5時まで
（緊急時の電話相談は24時間受け付け）

芝地区高齢者相談センター ☎5232－0840
麻布地区高齢者相談センター ☎3453－8032
赤坂地区高齢者相談センター ☎5410－3415
高輪地区高齢者相談センター ☎3449－9669
芝浦港南地区高齢者相談センター ☎3450－5905

消費生活相談 毎週月～土曜（祝日、年末年始を除く）※土曜は電話相談のみ午前10時～午後4時 消費者センター ☎3456－6827
高齢者無料職業紹介 毎週月～金曜午前9時～午後5時 港勤労福祉会館みなと・しごと55 ☎5232－0255
 融資相談（予約制） 毎週月～金曜午前9時～正午、午後1時～5時 産業振興課経営相談担当（区役所3階） 産業振興課経営相談担当

☎3578－2560・56受発注あっせん相談 毎週月～金曜午前9時～正午、午後1時～5時 受け付け後、相談日時を調整して訪問
中小企業経営相談（派遣受付） 毎週月～金曜午前9時～正午、午後1時～5時 受け付け後、土・日曜を含め派遣日時を調整

外国人相談 毎週月～土曜午前9時～午後5時（予約制） ㈶港区国際交流協会事務局 ☎6440－0233
毎週月～金曜午前9時～正午、午後1時～5時 地域振興課国際化推進担当（区役所3階） ☎3578－2046

区の無料相談案内

　屋外に広告物を設置するときは、
許可が必要です。さらに、屋外広告
物が道路に突き出した場合は、道路
占用許可が必要となります。
　屋外広告物とは、（1）常時または
一定の期間継続して、（2）屋外で、
（3）公衆に表示されるものであり、
（4）看板・立て看板・はり紙・広告
塔・広告板・建物その他工作物等に
掲出され、または表示されたもの並

びにこれらに類するものをいいま
す。
　屋外広告物というと商業広告がす
ぐに頭に思い浮かびますが、具体的
なイメージや観念を表しているもの
は、（1）～（4）の要件を満たしていれ
ば、営利的なものはもちろん、たと
え文字で表示されていない店舗の名
称やトレードマーク等内容にかかわ
らず、歩行者等不特定多数の目に触

れるものは、全て屋外広告物となり
ます。
　看板を出す際の基準等は、「東京
都屋外広告物条例｣で細かく定めら
れています。特に、設置高が低い看
板や、道路に大きく突出した看板
は、車両や歩行者の通行の障害にな
り危険です。取り付ける前に、屋外
広告物に該当するかどうか、区に相
談の上、許可を受けてから設置して
ください。また、設置工事等は、東
京都に登録した「屋外広告業登録業
者」に限られます。設置工事等を業
者に依頼する場合は、東京都への登
録の有無を必ずご確認ください。

　「東京都屋外広告物条例」では、屋
外広告物を出せない場所や物件が定
められています。道路の置き看板や
ガードレール等に付けているのぼり
旗や看板は、必ず敷地内に移動して
ください。
　安全で、良好な景観を形成するた
めに、屋外広告物を設置するとき
は、取り付け前に、必ず許可を受け
てください。

土木施設管理課占用係
 ☎3578－2350

問い合わせ

屋外広告物（看板）は、

許可を受けて設置してください
屋外広告物（看板）は、

許可を受けて設置してください
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　男女平等参画センターでは、区内
企業や企業で働く人たちのため、ワ
ーク・ライフ・バランスや仕事と家
庭の両立支援、ダイバーシティ、女
性の活躍推進・キャリア支援、セク
ハラ・パワハラ予防等を主な目的
に、企業等に出前講座を実施してい
ます。研修費は、原則１回無料で
す。
　お申し込みの後、打ち合わせを行
い、必要に応じて、講座内容・実施
日時・会場・人数等を決定します。

講師は、それぞれの分野で活躍する
専門家を手配します。
対象　
　区内企業およびその従業員
事業数　
　５社（申込順）
申し込み
　電話で、男女平等参画センター
へ。
研修例
（1）仕事の効率を上げて「ワーク・
ライフ・バランス｣　

　残業を減らし生活と仕事のバラン
スをどうしたら取れるのか。能率を
妨げる仕事の要素を洗い出し、自由
な時間を生み出すための実践的ワー
クショップを行います。
（2）管理職向け「管理職の機能～部
下への関わり方」
　世代・雇用形態・キャリアによっ
て、個人の価値観の違いがある事を
知り、一人ひとりの社員が多様な個
性を発揮し、いきいきと働きつづけ
ることができる職場環境づくり、社
員の定着化を図ります。
（3）「子育てと仕事の両立｣
　育児休業復帰後、時間短縮勤務を
利用しながら働く女性社員のモチべ
ーションの維持・向上およびキャリ
アについて考えます。
（4）「女性の活躍推進｣　

　これからの企業の成長を支える上
で欠かせない女性社員の活躍。社内
に「あの人のようになりたい｣という
お手本がいない、自信がない、とい
う女性社員の悩みに応えます。また
自己分析をもとに将来のキャリアデ
ザイン・働き方を見直し、自分らし
くいきいきと働く方法を学びます。
（5）「セクハラ・パワハラ予防｣
　「どんなことがハラスメントにあ
たるのか｣「防止と対応策｣等、基礎
知識から管理職研修まで、希望に応
じて実施します。

男女平等参画センター
 ☎3456－4149
総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2026

問い合わせ

表 港区中小企業融資制度一覧
制度名 細目 資金使途 融資限度額 本人負担率 貸付期間

経営一般融資
一般

運転 3200万円（代表者が区民で
ない場合2800万円）

1.35パーセント
（1.15パーセント）

7年以内
据え置き期間6カ月を含む

設備 9年以内
据え置き期間1年を含む

短期 運転・設備 400万円 1.0パーセント
（0.8パーセント）

1年以内　
据え置き期間2カ月を含む

小規模企業特
別融資

小口零細保証A
（国の保証制度） 運転・設備 1250万円 1.15パーセント 7年以内

据え置き期間6カ月を含む
小口零細保証B
（国の保証制度） 運転・設備 500万円（代表者が区民で

ない場合400万円） 0.6パーセント 5年以内
据え置き期間6カ月を含む

小口零細セーフ
（7号・8号） 運転・設備 1000万円 0.1パーセント 5年以内

据え置き期間1年を含む

緊急支援融資
セーフティネット

1号～6号
運転

2000万円 0.1パーセント
7年以内
据え置き期間1年を含む

設備 8年以内
据え置き期間1年を含む

セーフティネット
7号・8号 運転・設備 1000万円 0.3パーセント 5年以内

据え置き期間1年を含む

経営改善融資 運転・設備 1000万円 0.3パーセント
（0.1パーセント）

5年以内
据え置き期間1年を含む

中小商工業団体融資 運転・設備 5000万円 0.9パーセント 7年以内
据え置き期間6カ月を含む共同設備 0.3パーセント

区内産業活力
増強融資

受注拡大設備 設備工事

各細目毎に2000万円 0.6パーセント
（0.4パーセント）

7年以内
据え置き期間1年を含む

経営革新
運転・設備事業転換・多角化

事業承継
IT設備 設備

環境対策融資

公害防止

設備 各細目毎に2000万円 0.1パーセント 7年以内
据え置き期間1年を含む

アスベスト対策
屋上・壁面緑化
高反射率塗料被覆
新エネルギー機器等

資金状況改善
融資

港クイック（つなぎ） 運転 300万円
金融機関所定利率〔区負担
利率を除く〕（金融機関所
定利率〔区負担利率を除
く〕－0.2パーセント）

2年以内

借換・一本化 運転 3000万円 1.35パーセント
（1.15パーセント）

10年以内
（新旧債務一本化のみ据え置
き期間1年を含む。借換の場
合は据え置き期間は設けら
れません。）

創業支援融資 運転・設備
1500万円

0.4パーセント 7年以内
据え置き期間1年を含む

注：新規創業の場合は、自己
資金額の範囲内で1000万
円以内

※1 本人負担率のかっこ内は、セーフティネット1号から6号までの認定、東日本大震災復興緊急保証の認定等を受けた場合の利率です。
※2 本人負担率は、今後、景気動向等により変更になる場合があります。

融資あっせん制度について
　区内の取扱金融機関から事業に必
要な資金を低利で借りられるよう、
区が利子の一部を補助する制度で
す。
制度を利用できる人
（1）次に該当する中小企業者・中小
商工業団体・小規模企業者
◦中小企業者　
　資本金1000万円以下または従業員
100人（卸売業・小売業・サービス業
は30人）以下で、東京信用保証協会
の保証対象業種を営む企業
◦中小商工業団体　

　区内の中小企業者のみを会員とす
る組合・商店会・工業会・その他の
商工団体
◦小規模企業者　
　従業員の数が20人（卸売業・小売
業・サービス業は5人）以下の法人ま
たは個人で質屋業・金融業・保険業
以外の事業を営む企業
（2）区内で事業を営む企業
◦個人事業者　
　区内で1年以上同一事業を営んで
いること。事業主の住所が区内に1
年以上ある小規模企業者について
は、都内で同一事業を1年以上営ん

でいること
◦法人　
区内に本店登記と本店での事業の実
態があり、登記後1年以上継続して
同一事業を営んでいること
（3）税を滞納していないこと
　区に納期の到来している特別区民
税・都民税（法人は、港都税事務所
に法人都民税と法人事業税）を完納
していること
融資あっせん制度・利用手続き
　中小企業融資あっせんをご利用に
なる場合は、融資あっせんの面談の
ご予約が必要です。申し込みは、電
話・窓口で受け付けています。融資
の種類については、産業振興課ホー
ムページ「ＭＩＮＡＴＯあらかると｣
http://www.minato-ala.net/
をご覧ください。
セーフティネットの認定について
　売上高の減少について中小企業信
用保険法第2条第5項第5号に基づく
認定を受けることにより、低利な区
の緊急支援融資や都・国のセーフテ
ィネット関連の融資を申し込むこと
ができます。
※ 金融機関からの借入金等の債務に
ついては、東京信用保証協会が全
額保証します。

※ 利用できる業種が指定されていま
すので、中小企業庁のホームペー
ジで該当しているかご確認くださ
い。

東日本大震災復興緊急保証の認定に
ついて
　震災の影響により業況が悪化し、
売上高の減少について東日本大震災
復興緊急保証に基づく認定を受ける
ことにより、低利な区の緊急支援融
資や都・国の東日本大震災復興緊急
保証関連の融資を申し込むことがで
きます。
※ 金融機関からの借入金等の債務に
ついては、東京信用保証協会が全
額保証します。

信用保証料の補助について
　区の融資あっせんを利用して東京
信用保証協会の保証付き融資を受け
た場合、信用保証料補助金の対象と
なる場合があります。

産業振興課経営相談担当
 ☎3578－2560・56

問い合わせ

「企業向け出前講座｣を
利用しませんか

男女平等参画センターが提供する

「中小企業融資
あっせん制度｣
のご案内



http://www.city.minato.tokyo.jp平成26年（2014年）5月1日4

☎
電
話
番
号
の
か
け
間
違
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　みなと保健所で行っている妊娠・子育てを支
援するさまざまな母子保健事業をご紹介しま
す。ご活用ください。
「妊娠届」と「母子健康手帳」等の交付
　妊娠に気付いたら、医療機関で妊娠を確認後、
早い時期に「妊娠届」を各総合支所・台場分室に
提出しましょう。母子健康手帳・妊婦健康診査受
診票等が入った「母と子の保健バッグ」、「港区の
妊娠・子育ての情報ファイル」をお渡しします。
※健康・安全なお産のために「妊婦健康診査」を
受けましょう。
※母子手帳について：健診の記録は「母子健康手
帳」に記載され、妊娠中の健康管理に役立ち、
産後はお母さんとお子さんの健康記録として
大切なものとなります。健診や予防接種を受
けるときは必ず持っていきましょう。
　「妊婦健診受診票」は、妊婦健康診査14回、超
音波検査2回（前期・後期）を、都内共通受診券
により費用の一部助成を行うものです。利用
は、都内の委託医療機関に限ります。
※助産院や里帰り出産等で都外医療機関を利用
された場合、費用の一部が助成されます。
「港区の妊娠・子育ての情報ファイル」の中に
あるご案内・申請書をご覧ください。
両親学級（月２回・予約制）
　妊婦とそのパートナーが、赤ちゃんが生まれる
前から協力して出産・育児に取り組んでいただく

よう、実習や体験を中心に楽しく学べる内容です。
母親学級（3回・予約制）
　妊娠・出産・育児についての情報の提供と、
これからママになる人の地域での仲間づくりを
目的としています。
妊婦訪問（妊娠中1回・予約制）
　妊娠中は、体調の変化等、心配事や悩みが尽
きないと思います。通院では相談しきれない悩
み等がありましたらご利用ください。
妊娠中の歯科健診（予約制）
　妊娠期より健康な口

こう

腔
く う

で過ごせるよう、ご利
用ください。
母子メンタルヘルス相談（月2回・予約制）
　妊娠・出産・育児期の女性は、心のバランス
を崩し、育児不安や心の問題を抱えることがあり
ます。専門の医師が相談に応じます※保育あり。
「こんにちは赤ちゃん訪問」（全戸訪問）
　赤ちゃんが生まれた全てのご家庭に、おおむね
生後120日以内に助産師（委託）または保健師（各総
合支所）が訪問します。母子健康手帳の中の出生
通知書のはがきを保健所まで送付してください。
計測や育児・母乳等の相談、これから利用できる
子育てサービス情報等のご紹介をします。里帰り
先、里帰り後の訪問もお受けします。
※ご連絡がない場合は、区から電話や直接訪問
をさせていただく場合があります。
新米ママ健康相談（予約制）
　出産後1年未満に1回。産後の体調や母乳につ
いて家庭訪問による相談が受けられます。
うさちゃんくらぶ（予約制）
　生後2～3カ月の第1子のお子さんと保護者の
集いです。
高輪地区うさちゃんくらぶ（予約制）
　生後2～3カ月の第1子のお子さんと保護者の
集いです。
　おおむね高輪地区にお住まいの人が対象です。
すくすく育児相談（予約不要）

　就学前までのお子さんの発育・発達・食事・
歯のケア・心理面やしつけに関する相談、育児
中の保護者自身の悩み等の相談に応じます。計
測も行います。
4カ月児育児相談（通知）
　おおむね3～4カ月のお子さんと保護者のため
の育児相談です。
はじめての離乳食教室（予約制）
　5カ月のお子さんと保護者を対象に離乳食に
ついて調理の実演、かたさ（形態）の体験を通し
て学びます。
グループ・お母さんの時間（予約制）
　子育てや家庭内での心配事、親同士の人間関
係等日頃のつらい気持ちを、グループで分かち
合い共感します。※保育あり。
ふたごの会（予約制）
　双子（多胎児）のお子さんと保護者の集いで
す。妊娠中から参加できます。※保育あり。
なかよし会（予約制）
　ダウン症のお子さんと保護者の集いです。
ぷちとまとの会（予約制）
　おおむね2000g以下で生まれたお子さんとその
保護者の集いです。
子育て講演会（年2回）　
　子育てに関する講演会を開催します。
乳幼児健診・予防接種（通知）
　乳幼児健診は、3・4カ月、6・7カ月、9・10
カ月、1歳6カ月、3歳のときにあります。健
診・予防接種は、住民登録がある住所に案内を
お送りします。
　母子保健事業について詳しくは、電話または
港区ホームページをご覧ください。

健康推進課地域保健係 ☎6400－0084
保健予防課保健予防係（予防接種）
 ☎6400－0081

問い合わせ

両親学級
対区民で、出産予定日が平成26
年6月～9月の妊婦とそのパートナ
ー（1人での参加可）
時 6月7・21日（土）午後1時15分～
4時（いずれかに申し込み）
所恩賜財団母子愛育会（南麻布5
－6－8研究所棟4階）
人 45組※参加予定者には詳細を5
月中旬頃郵送予定
持ち物　母子健康手帳・筆記用具・
冊子「あたらしい生命のために」
（お持ちの人のみ）
申電話で、5月1日（木）～10日
（土）に、みなとコール（午前9時
（初日は午前11時）～午後5時受け
付け）へ。 ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

うさちゃんくらぶ
対区民で、平成26年3月生まれの
第1子と保護者
時 6月4・18日（水・全2回）午前10
時～11時30分
所みなと保健所
人 50組（抽選）※抽選結果は5月中
旬発送予定
持ち物　バスタオル・その他赤
ちゃんに必要なもの
申電話で、5月1日（木）～10日
（土）に、みなとコール（午前9時
（初日は正午）～午後5時受け付け）
へ。 ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

高輪地区うさちゃんくらぶ
対高輪地区総合支所管内にお住
まいの区民で、平成26年3月生ま
れの第1子と保護者
時 6月6日・20日（金）いずれも午
前10時～11時30分（全2回）
所高輪子ども中高生プラザ
人 15組（申込順）
持ち物　バスタオル・その他赤
ちゃんに必要なもの
申電話で、5月9日（金）までに、
健康推進課地域保健係へ。
　 ☎6400－0084

5 月の乳幼児健診・育児相談
対 4カ月児育児相談（平成26年1月
生まれの人）、1歳6カ月児健康診
査（平成24年10月生まれの人）、3
歳児健康診査（平成23年4月生まれ
の人）
申該当者には通知しています。
届かない人は、お問い合わせくだ
さい。※転入した人、健診がお済
みでない人は、ご相談ください。
問健康推進課地域保健係
　 ☎6400－0084

はじめての離乳食教室
対区民で、平成25年12月生まれ
の赤ちゃんのいる保護者
時 5月28日（水）午前11時～正午、
午後1時30分～2時30分
所みなと保健所
人各回30組（申込順）
持ち物　離乳食作り方テキスト（3
～ 4カ月児健診案内と一緒に郵送

しています）・筆記用具・その他
赤ちゃんに必要なもの
申電話で、5月5日（月・祝）～15
日（木）に、みなとコール（午前9時
（初日は午前10時）～午後5時受け
付け）へ。　 ☎5472－3710
担健康推進課健康づくり係

子育て座談会「他の子どもと
の関わりかた」
　心理士と育児について話します。
対麻布地区の区民で3歳未満の子
どもがいる保護者
時 5月27日（火）午後1時30分～3時
所麻布区民センター
人 10組（申込順）※保育あり（4カ
月～3歳）
申電話で、5月16日（金）までに、
麻布地区総合支所区民課保健福祉
係へ。 ☎5114－8822

きしゃポッポによる台場地区
おはなし会
時・対 5月7日（水）（1） 午前10時
45分（3・4歳児向け）（2） 午前11時
10分（4・5歳児向け） 
所にじのはし幼稚園
申当日直接会場へ。
問図書・文化財課学校支援担当
　 ☎3437－6621
にじのはし幼稚園 ☎5500－2577

ぜん息児サマー・スクール参
加者募集
　信州の緑の中で、ぜん息専門医
の生活指導を受けながら友達をつ
くりませんか。

対区内在住・在学の小学2年生か
ら6年生までの、ぜん息を持つ児童
時 7月25日（金）～28日（月）の3泊4日
所文化北竜館（長野県飯山市）
人 30人（抽選・初めての人優先）
申電話で、5月20日（火）までに、
保健予防課公害補償担当へ。
　 ☎6400－0082

公衆浴場児童無料開放デー
（菖蒲湯）
対区内在住の小学生以下の子ど
もと、子ども1人につき同伴の家
族2人まで
時 5月5日（月・祝）
所

浴場名 ところ

万才湯 芝5－23－16

玉菊湯 白金3－2－3
アクアガーデン
三越湯 白金5－12－16

麻布黒美水温泉
竹の湯 南麻布1－15－12

清水湯 南青山3－12－3

ふれあいの湯 芝2－2－18

申当日直接希望する銭湯へ。※
ふれあいの湯は翌日の5月6日
（火・祝）が振替定休日となりま
す。マナーを守って気持ち良くご
利用ください。他の利用者の迷惑
となる行為があった場合、入浴を
お断りすることがあります。
問保健福祉課福祉活動支援係
　 ☎3578－2381

母子保健事業
のご案内
母子保健事業
のご案内
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　平成26年度の年金額は次のとおりです。
老齢基礎年金（年額）：77万2800円
障害基礎年金（年額）：1級　96万6000円
 2級　77万2800円　　

遺族基礎年金（年額）：77万2800円
障害基礎年金、遺族基礎年金の子の加算額
（年額）：
1人目および2人目（それぞれ）：22万2400円
3人目以降（1人につき）：7万4100円

介護予防事業（1）「わくわくカジノ
体験教室」（2）「陶芸・そば打ち体験
教室」
　（1）本物の機材を使用して、ルーレット
やブラックジャック等のカジノやゲームを
楽しく体験します。（2）自分で器、箸置き
等を作り、そば打ちをして完成した器でお
いしく食べます。他プログラムも提供しま
す。
対 65歳以上の区民（ただし、介護保険の要支
援・要介護の認定を受けていない人）
時 6月3日～7月8日（毎週火曜）（1）午前10時
～正午（2）午後1時30分～3時30分
所高輪区民センター
人（1）（2）とも各10人程度（抽選・介護予防
事業に参加したことがない人が優先。別枠
で介護予防事業参加が必要と判定された人
は高齢者相談センターで受け付け）※（1）・
（2）の両方に申し込みはできません。
申電話で、5月1日（木）～9日（金）に、みなと
コール（午前9時（初日は午後3時）～午後5時
受け付け）へ。 ☎5472－3710
担高齢者支援課介護予防係

男子厨房に入る初心者中華料理教室
対区民で、60歳以上の男性
時 5月15・29日、6月12・26日（いずれも木
曜・全4回）午後4時～7時30分

所白金台いきいきプラザ
人 8人（抽選）
費用　2000円（4回分、初回に徴収）
申電話または直接、5月6日（火・祝）まで
に、白金台いきいきプラザへ。
 ☎3440－4627

姿勢を変えてロコモ対策
　筋肉等の「運動器」の機能低下を防ぐロコ
モ体操を実施します。
対おおむね50歳以上の区民
時 5月14日（水）午前10時30分～11時30分
所神明いきいきプラザ
人 20人（会場先着順）
その他　動きやすい服装
申当日直接会場へ。
問神明いきいきプラザ ☎3436－2500

初めてのフラレッスン教室
　東京タワーを背景にゆったりとフラダン
スのレッスンを行います。
対おおむね50歳以上の区民
時 5月12日～平成27年3月23日（第2・4月
曜）いずれも午後4時～5時
所虎ノ門いきいきプラザ
人 15人（申込順）
費用　月額1000円
申電話または直接、虎ノ門いきいきプラ
ザへ。 ☎3539－2941

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています
平成26年度の

年金額が
決まりました

　区では、家具のリユース（再使用）の推進を目的として、
家庭で不用になった良質な木製家具等を査定の上、状態が
良いものについては無料で引き取っています。また、4月1
日からは、家具のリユースをさらに推進するため「家具の
リサイクル展」を通年で開催し、展示家具を種類や品質に
応じて1000円～1万円で希望者に販売しています。なお、
運搬料は自己負担です。
※家具の購入は1回に付き1世帯で2点までです。
開催時間
　午前9時30分～午後4時30分
開催場所
　港資源化センター2階（港南5－
7－1、港清掃工場敷地内）
休業日
　日曜、毎月第3木曜、年末年始
交通
　品川駅港南口（東口）から都バス（品99）品川埠頭循環バス
で「品川埠頭」下車徒歩1分
※駐車場はありません。公共の交通機関をご利用ください。

　区内でごみの減量・資源化に積極的に取り
組む小売店を募集し、「みなとエコショップ」
として認定します。また、認定店の中から、
特に顕著な取り組みを実施している店舗を
「優良エコショップ」として年1回表彰します。
認定の条件
（1） 区内の小売店（売り場の延べ床面積1000平
方メートル未満）であること。

（2） 次の取り組みのうち2項目以上を実施して
いること（同項目中で2事例以上の取り組
みを実施している場合も可）。

①簡易包装の推進
②マイバッグ持参の推進
③ 販売商品が故障した場合の修理および下取
りの推進
④再生品、環境に配慮した商品等の販売促進
⑤店頭での資源回収の推進
⑥ 清掃活動、ごみ減量化等に関する情報発信
の推進

⑦店舗内でのごみの減量、リサイクルの推進
※認定にあたっては、区職員が店舗を訪問
し、取り組み内容を確認させていただきま
す。
※認定期間中は、「店舗紹介」や「ごみの減
量・資源化への取組内容」を、常時港区ホ
ームページに掲載します。
※認定店には、区から認定書とオリジナルス
テッカーを差し上げます。
申し込み（随時）
　「みなとエコショップ認定申請書」を、直接
または郵送で、みなとリサイクル清掃事務所
ごみ減量推進係へ。詳しくは、お問い合わせ
ください。
※申請書は港区ホームページからダウンロー
ドもできます。
区内在住の皆さんへ
　みなとエコショップでの買い物は、「みな
とエコチャレンジ」の環境行動ポイントの対
象となります。みなとエコショップで買い物
をした際のレシートの枚数に応じて、ポイン
トが付与されます。詳しくは、港区ホームペ
ージをご覧ください。

家具のリサイクル展を通年で
開催し、希望者に販売しています

「みなとエコショップ」認定店を募集しています

◆各高齢者相談センター◆　芝地区（芝）☎ 5232 － 0840　麻布地区（南麻布）☎ 3453 － 8032　赤坂地区（北青山）☎ 5410 － 3415
高輪地区（白金の森）☎ 3449 － 9669　芝浦港南地区（港南の郷）☎ 3450 － 5905

「みんなとオレンジカフェ」
　高齢者が認知症で介護が必要となっても地域で安心
して生活するためには、早期発見・早期対応と、家族
の支援の場が必要です。5月から順次、身近な各地域
に、「みんなとオレンジカフェ」を開始します。
日程
地区 場所 開催日 月1回（※）開催曜日
芝 みなと保健所 5月28日～ 第4水曜
麻布 ありすの杜きのこ南麻布 5月14日～ 第2水曜
高輪 高輪区民センター 5月16日～ 第3金曜

芝浦
港南

男女平等参画センター 7月2日～ 第1水曜
介護予防総合センター 平成27年

1月7日～ 第1水曜
赤坂 青南いきいきプラザ 平成27年2月～ 未定
※各日程とも8月を除く
　認知症予防等の相談をしたい人、認知症介護の負担
を感じている人の参加をお待ちしています。いずれの
会場でも参加でき、途中での入退室は自由です。
対象　65歳以上の認知症および認知症の疑いのある区
民とその家族
とき（1）午前10時～11時30分（2）午後1時～4時
認知症の相談ができます「認知症早期発見推進事業」
　認知症は早期に発見し、治療や適切なケアを行うこ
と等で、症状の緩和や一定の進行を抑制できるといわ
れています。認知症コーディネーターは、高齢者相談
センターと連絡を取り合い、認知症の早期発見に努め
ています。
　詳しくは、各高齢者相談センターやふれあい相談員
にお問い合わせください。

気軽に参加し相談できる
場ができます
気軽 参加 相談気軽 参加 相談
認知症の人とその家族の皆さんへ

各高齢者相談センター ☎欄外参照
高齢者支援課介護予防係 ☎3578－2411

問い合わせ

認
定
ス
テ
ッ
カ
ー

国保年金課国民年金係 ☎内線2661～6
港年金事務所 ☎5401－3211

問い合わせ

港区家具のリサイクル展事務室（受付時間午前9時～午後
5時） ☎3472－8186
みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量推進係
 ☎3450－8025

問い合わせ

みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量推
進係 ☎3450－8025

問い合わせ

家具のリサイクル展の様子

がん緩和ケアダイヤル

毎週金曜日 午前９時～午後1時（祝日・年末年始を除く）
☎3455-4431
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　区では、雨水浸透施設（浸透ます、浸透トレン
チ）の設置に対して、工事費の助成を行っていま
すので、ご活用ください。
事業の目的
　近年、短時間で大量の雨が局地的に降る集中豪
雨による都市型水害が頻発するとともに、湧水量
の減少が懸念されています。そのため、雨水の地
下浸透を促進することで、水害による被害の減少
と湧水の保全を図ります。
助成対象
　個人が所有する住宅等に設置する雨水浸透施設
の工事費（ただし、敷地面積500平方メートル以上
の新築に設置する場合は除く）
※住宅等には、戸建住宅、アパート等の集合住宅、
事務所・店舗等との兼用住宅が含まれます。

　　昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されました。これを記念して5月3日を憲法記念日、5月1日から7日を憲法週間としています。

暮らしの中の憲法、3つの柱

主な申込資格
　都内に居住していること（単身者は3年以上）、
住宅に困っていること、所得が定められた基準に
該当すること等、詳しくは募集案内でご確認くだ
さい。
募集住宅
　家族向・単身者向（一般募集住宅）、定期使用住
宅（若年ファミリー向）、定期使用住宅（多子世帯
向）、若年ファミリー向
申込書・募集案内の配布期間
　5月7日（水）～15日（木）※土・日曜は除く
申込書・募集案内の配布場所
　各総合支所協働推進課・台場分室、㈱東急コミ
ュニティー虎ノ門支店
申込受付期間
　全て郵送で、5月19日（月・必着）までに、渋谷
郵便局へ。
抽選日・抽選会場
　6月24日（火）午前９時30分から、都庁第二本庁
舎１階ホールで抽選を行います。

担当課　都市計画課住宅管理係

　日本国憲法は国のあり方や仕組み等を定めているもので、私たちの日々の生活と密接につながっています。ここでは、憲法の3つの柱である、 
｢国民主権｣｢基本的人権の尊重｣｢平和主義｣についてご紹介します。

5月1日から７日は｢憲法週間｣です

　国の政治のあり方を最終的に決め
る力は国民にあり、国民こそが政治
の主人公であるというのが国民主権
の考え方です。国民の代表として選
挙で選ばれた国会議員が国の政治を
行うことは、主権が国民にあること
の表れです。
　私たちは、選挙を通じ、国政に対
する意志を表すことができるので
す。大切な一人ひとりの一票が、よ
り良い日本の政治につながることに
なります。

国民主権

　私たちが人間らしく生活していくために、全ての人が
当然に持っている侵すことのできない永久の権利が基
本的人権です。ただし、それは好き勝手に振る舞ってい
いということではなく、自分の権利を守るためには、他
人の権利も守らなければならないことを忘れてはなり
ません。
　何気なく過ごしている日常の中にも、さまざまな人権
問題があり、差別されている、平等に扱ってもらえない
と感じている人は、決して少なくありません。
　人間は、だれでも、等しく尊重され、平等です。
　私たち一人ひとりが、みんなの人権について自分のこ
ととして考え、互いに尊重することが求められています。

基本的人権

　人類は2度にわたる世界大戦の惨禍を経験し、
平和の尊さ、生命の尊さを学びました。また、平
和なしには基本的人権の保障はありえません。
　私たちは、子どもたちに、平和で人権の尊重さ
れた社会を引き継いでいかなければなりませ
ん。憲法に掲げる理想をさらに追求し、世界の
平和に向けて努力していく必要があるのです。
　毎日の暮らしの中で、憲法について考えるこ
とはあまりないかもしれません。しかし、憲法
は、私たちが幸せに生きるために、決して欠か
せません。この憲法週間を機会に、あらためて
憲法について考えてみませんか。

平和主義

都営住宅（一般募集他）
入居者募集

雨水浸透施設
設置に対する
助成について

土木課土木計画係 ☎3578－2243
問い合わせ

とき
　5月13日（火）午後1時30分～5時（午後1時開場）

ところ
　赤坂区民センター区民ホール

交通機関
・地下鉄 銀座線・丸ノ内線　赤坂見附駅A出口徒歩10分 
大江戸線・銀座線・半蔵門線　青山一丁目駅4番出口徒
歩10分

・ちぃばす 赤坂ルート・青山ルート｢赤坂地区総合支所
前｣から徒歩0分
　※来場の際は、公共の交通機関をご利用ください。

定員 　400人（会場先着順）　　 費用 　無料
申し込み
　当日直接会場へ。
※保育あり（電話で、5月7日（水）までに、みなとコール（午前9時～午後5時受け付け）へ。
　☎5472－3710）

憲法週間記念 講 演 と 映 画 の つど い

東京都住宅供給公社都営募集課 ☎3498－8894
㈱東急コミュニティー虎ノ門支店 ☎5733－0129

問い合わせ

助成金の額
　40万円を上限として、区で定めた標準工事費か
ら算定した額を助成します。
※設置する雨水浸透施設は区で定めた構造に準拠
する必要があります。
※一般的な雨水ますを浸透ますに取り替える場合
等も対象となります。
※助成にあたっては、工事を始める前に申請等の
手続きが必要となります。
　詳しくは、港区ホームページをご覧になるか、
直接お問い合わせください。

雨
水
浸
透
施
設
の
設
置
例

映画 ｢そして父になる｣
（日本語字幕つき・121分）
　6年間育てた息子は、病院で
取り違えられた他人の子だっ
た。家族に起きた｢事件｣を通
して、その愛と絆を描いた衝
撃の感動作。 ©2013「そして父になる」製作委員会

（1）講演 ｢夢、挑戦、そして人とのつながり｣
　弱冠26歳でヨットによる単独無寄港世界一周とい
う夢を成し遂げ、今も新たな夢に挑戦を続けている
白石さん。｢大切な事は大志を抱き、
それを実現する技能と忍耐、そして
仲間を持つこと｣
という哲学を実
体験をもって語
ります。 ©Photo by Yoichi Yabe

講師
白石康次郎さん 
（海洋冒険家）
※手話通訳付き

総務課人権・男女平等参画係 ☎3578－2027問い合わせ
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　麻布地区総合支所では、区民が主
体となって事業を提案し、区民等と
区との協働により事業を行う｢協働
事業提案制度｣を実施しています。
　平成25年度の初開催に引き続き、
野外コンサート、コミュニティカフ
ェ、子ども向けの体験コーナー等を
開催します。
とき
　5月11日（日）午前10時～午後3時
（雨天中止）

ところ
　有栖川宮記念公園
プログラム
　表1のとおり
その他　
　客席は自由席です。ご自由にご覧
ください。

麻布地区総合支所協働推進課地区
政策担当 ☎5114－8812

問い合わせ

　高輪地区総合支所では、高輪地区
のまちの様子が分かる写真資料を収
集、デジタルデータ化し、港区ホーム
ページ等により公開する｢デジタル
アーカイブ｣事業を実施しています。
　今回は、高輪地区を歩きながら地
域について学び、高輪地区の写真を
撮影した後、地域の多様な魅力をワ
ールドカフェ方式で語り合います。
対象
　どなたでも
※ 小学生以下は保護者同伴で参加し

てください。
とき
　6月1日（日）午後1時～4時
※ 雨天決行。荒天の場合、6月8日
（日）に順延。
ところ
　高輪コミュニティーぷらざ集合(
高輪1－16－25）※予定

定員
　15人程度
※応募者多数の場合は抽選
費用
　無料
申し込み
　電話で、5月2日（金）～16日（金）
に、みなとコール（午前9時（初日は
午前11時）～午後5時受け付け）へ。
 ☎5472－3710

その他
　動きやすい服装で参加してくださ
い。
※ デジタルカメラは区が用意しま
す。ご自身のデジタルカメラを使
用希望の場合は、お申し出くださ
い。

高輪地区総合支所協働推進課地区
政策担当  ☎5421－7123

問い合わせ

　区では、広報番組を制作し、ケー
ブルテレビ「ＪＣＮみなと新宿チャ
ンネル（11チャンネル）」で放送して
います。地域事業や区からのお知ら
せ等、さまざまな情報を配信してい
ますので、ぜひご覧ください。
※ 一部、視聴できない地域がありま
す。

動画配信方法が変わりました
　広報番組は、YouTube（ユーチ
ューブ）からの視聴が可能になりま
した。パソコンだけでなく、タブレ
ット端末やスマートフォンからも気
軽にご覧いただけます。港区ホーム
ページからアクセスしてください。
（各更新日から３日以内に配信。期
間は初回放送後約１年間）。
放送時間・更新日
　表2のとおり

番 紹組 介

☆�全ての番組に字幕表示を実施して
います

港区広報トピックス
　港区からのお知らせの他、区内の
催し物やイベント等を通して、区民
の皆さんの活動を紹介します。
港区地域情報番組　みなとクイック
ジャーナル
　地域に密着した事業や歴史・文化

｢森のコンサート＆コミュニティカフェ
＠有栖川宮記念公園｣を開催します

麻布地区
地域事業

表 1�プログラム

時間 ステージ コミュニティカフェ、体験型イベント

午前10時～11時 NPO法人Instrument for 
Children（※1） コミュニティカフェ

・芝浦商店会（芝浦CANAL CAFÉ）
・みなと障がい者福祉事業団（パン販売）
・麻布十番青年会
・東町小地区防災協議会（炊き出し）
・南麻布広尾町会（予定）
体験型イベント
・下原由加（フェイスペインティング）
・麻布十番青年会（子どもコーナー）
・ 西町インターナショナルスクール（スピー
ドスタッキング）、午前11時～午後1時

午前11時～　　
　　　  午後1時

・ 六本木中学校音楽部
・高陵中学校ギター部
・アザバン（※2）
・ 八丈太鼓　はなみずき
（※2）

午後1時～2時 広尾学園高校ブラスバ
ンド部

午後2時～3時 MTビッグバンド（※2）
・（※1）は、平成26年度港区文化芸術活動サポート事業助成を受けています。
・（※2）はベイエリア・ミュージック・バンク登録ミュージシャンです。
・プログラムは、変更となる場合があります。

港区広報番組を
ご覧ください
港区広報番組を
ご覧ください

写真撮影と対話の融合を
楽しむ高輪地区の
まち歩き参加者募集

写真撮影と対話の融合を
楽しむ高輪地区の
まち歩き参加者募集

高輪地区歴史・文化資産の
デジタルアーカイブ

高輪地区
地域事業

撮影の様子

まち歩きの様子

アーカイ・B
ブ ー
OOちゃん

参加
お待ち
しています！

※広報番組は、港区のホームページでもご覧になれます。
※番組の内容が変更になることがあります。
※港区広報番組は放送月の翌月からDVDで貸し出します（平成25年5月放送以降の番組）。
　貸出場所：区長室、各総合支所・台場分室、各港区立図書館

問い合わせ
ケーブルテレビ視聴について／JCNみなと新宿
　　　　☎0120－914－000（午前9時～午後6時）
番組内容について／区長室広報係
　　　　☎3578－2036

表 2  広報番組　放送時間・更新日

番組名 放送時間 更新日 制作本数
（年間） 5月の放送内容

港区広報トピックス
（30分番組）

午前
10時

毎月
1・11・21日 36本

区内のできごと
区内の催し物やイベント等を通して、区民の皆さんの活動を紹
介します。

港区からのお知らせ
1日～　港資源化センター紹介
11日～　建築物の高さ制限について
21日～　区立幼稚園紹介（赤羽幼稚園）

特集（文化・教養）
1日～　子育て支援施設ガイド（青山児童館）
11日～　公園・児童遊園めぐり（埠頭公園・汐の公園・港南公園）
21日～　港区ミュージアムネットワーク

午後
1時・3時・5時・9時

港区地域情報番組
みなとクイックジャーナル
（20分番組）

午前
10時30分
午後
1時30分・3時30分・
5時30分・9時30分

毎月1日 12本

もっと学ぼう～まなび屋講座～
｢学びたい人｣と｢教えたい人｣をつなぐ事業を紹介します。（生涯
学習推進課）
みなとインフォメーション（手話放送）
民生委員・児童委員は地域の身近な相談役です（保健福祉課）

こんにちは港区長です
（20分番組）

午前
7時30分
午後
2時30分・7時30分・
10時

放送月1日
(6・9・12・翌
年3月、予定)

4本 （放送予定はありません）
※港区ホームページから、過去の放送をご覧ください。

等を紹介しています。バイリンガル
放送（英語）に加え、番組の一部に手
話コーナーを導入しています。
こんにちは港区長です
　区長が区の施策等を紹介する他、
地域を訪れ区民の皆さん等にお話を
伺います。バイリンガル（英語）で放
送しています。
広報番組内容の紹介
　番組内容を紹介する番組表は、「広

報みなと」１日号や港区ホームペー
ジでお知らせしています。

　港区コミュニティバス｢ちぃばす」
や「お台場レインボーバス」車内に設
置している液晶モニターを利用し

て、「港区広報トピックス」を放送し
ています。ケーブルテレビと同様に
月3回更新していますので、車窓の
景色を楽しみながら、広報番組もぜ
ひお楽しみください。
※ 音声はありません。字幕表示のみ。

区長室広報係 ☎3578－2036
 FAX3578－2034

問い合わせ

ちぃばすおよび
お台場レインボーバスでも

放送しています

ちぃばすおよび
お台場レインボーバスでも

放送しています
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※区役所・総合支所への郵便は、郵便番号とあて先（例：105-8511 港区役所○○課）で届きます。  ※ファックスでの問い合わせはFAX3578-2034へ。  ※費用の表記がないものは、すべて無料です。

みなと

障害者関連情報
いちょう学級
　さまざまな活動を通して、仲間作
りを行う中で、社会参加や自立する
力を高めることをめざします。
対区内在住・在勤・在学で、活動
会場まで1人で通える15歳以上の知
的障害のある人
時 6月1日～平成27年3月22日（主に
日曜・全16回予定）午後1時～4時
所生涯学習センター、障害保健福
祉センター他
費用　自己負担金あり（一部事業）
申電話で、東京YMCAへ。
 ☎3420－5361
問障害者福祉課障害者福祉係
 ☎3578－2386

健　　康
家族会
　こころの病気がある人の家族の集
まりです。交流・相談・勉強会を通
じて家族同士で支え合い、学び合う
場です。
対区民で、こころの病気がある人
の家族
時 5月14日（水）午後1時30分～3時30
分
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。 ☎6400－0084

30（さんまる）健診
　30代を対象にした生活習慣病予防
のための健康診査です。
対 30歳以上39歳以下の区民で、6月
に生まれた人（昭和50年6月～昭和59
年6月生まれの人）※勤務先等で受診
できる人は、ご遠慮ください。
時 6月11・25日（水）午前8時45分～
10時30分受け付け
結果説明日　7月9・23日（水）午後1
時～2時受け付け
所みなと保健所
人各日70人（申込順）※保育あり
（尿・血液・胸部Ｘ線検査時にお預
かりします）
申電話で、5月1日（木）午前9時～5
月30日（金）午後5時に、健康推進課
健康づくり係へ。 ☎6400－0083

※2月～5月誕生月で該当月に受診で
きなかった人は、電話で、5月12日
（月）午前9時から、お問い合わせく
ださい。空きがあればご案内しま
す。

講座・催し物
初夏のコンサート
　ピアノ・クラリネット・フルー
ト・声楽によるコンサートです。
対どなたでも
時 5月10日（土）午後1時30分～2時30
分
所虎ノ門いきいきプラザ
人 60人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問虎ノ門いきいきプラザ
 ☎3539－2941

初心者のための園芸講座～野菜
づくりのいろは～
対区内在住・在勤者
時（1）5月30日（金）、（2）6月16日
（月）午後1時30分～3時30分※いずれ
か1日
所（1）きらきらプラザ新橋（2）高輪
区民センター
人各日30人（抽選）※保育あり（3人）
費用　1000円程度
申電話で、5月7日（水）～13日（火）
に、みなとコール（午前9時（初日は
午後2時）～午後5時受け付け）へ。
 ☎5472－3710
担芝地区・高輪地区総合支所協働
推進課まちづくり推進担当

消費者カレッジ公開講座「私たち
のくらしはすべて世界につながっ
ている～商品の一生を知ろう～」
対区内在住・在勤・在学者
時 5月16日（金）午後1時30分～4時
所消費者センター
人 10人（申込順）
申電話で、消費者センターへ。※
保育（1歳6カ月以上、4人）を希望す
る人は、5月8日（木）までにお申し出
ください。 ☎3456－4159

ウルグアイ共和国大使館主催イ
ベント「アガラテカタリナ劇団に
よるウルグアイの『ムルガ』公演」
対区内在住・在勤・在学者※未就

学児の同伴はお控えください。
時 5月17日（土）午後2時30分～4時
（午後2時開場）
所高輪区民センター
人 100人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問地域振興課国際化推進担当
 ☎3578－2308

中小企業の経営革新を支援しま
す「第1期　オーダーメイド経
営強化支援事業」
　有益な商品やサービスを持ちなが
らも経営が伸び悩んでいる成長性の
高い中小企業を対象に、経営コンサ
ルタントや公認会計士、中小企業診
断士等で構成する専門家集団（プロ
ジェクトチーム）による財務分析、
経営分析等のもと実効性の高い経営
戦略を構築し、経営革新に向けた取
り組みを支援します。
対成長性の高い区内中小企業
定員　2企業（事前審査あり）
申必要書類を、直接、5月30日（金）
までに、産業振興課産業振興係（区
役所3階）へ。
詳しくは、産業振興課ホームページ
http://www.minato-ala.net/
をご覧ください。
問産業振興課産業振興係
 ☎3578－2552

清掃工場個人見学会
対区内在住・在勤・在学者
時 5月17日（土）午後1時30分～3時
所港清掃工場※車での来場はご遠
慮ください。
人 50人（申込順）
申電話で、5月15日（木）午後5時ま
でに、港清掃工場へ。 ☎5479－5300

平成26年度総合水防訓練
　台風や大雨に備えるため、第一消
防方面内各消防署および各消防団等
と区が合同で水防工法等の操作訓練
を行います。
対どなたでも
時 5月18日（日）午前9時30分～11時
30分
所青山中学校
問土木課道路橋りょう係
 ☎3578－2320
東京消防庁麻布消防署 ☎3470－0119

麻布・虎ノ門地区ぶらり散歩と
ホテルロビーコンサート＆ディ
ナー（ガイド付）
対区内在住・在勤・在学者
時 5月25日（日）午後5時～7時30分※
東京タワー1階案内所横集合～ホテ
ルオークラ前解散
人 15人（申込順）
費用　5500円（食事、ワンドリンク
付）
申はがきに、参加者全員の氏名・
住所・電話番号を明記の上、5月16
日（金・必着）までに、〒105－0011
芝公園4－4－7東京タワーメディア
センター内　港区観光協会麻布・虎
ノ門ツアー係へ。
問港区観光協会（月～金曜午前9時
～午後5時） ☎3433－7355
産業振興課商工観光担当
 ☎3578－2554

世界赤十字デー記念イベントを
開催します
　5月8日は、赤十字の創始者アンリ
ー・デュナンの生誕日を記念して
「世界赤十字デー」と定めています。
　港区赤十字奉仕団主催でバザー・
パネル展示等の記念イベントを開催
します。
時バザー：5月8日（木）午前10時～午
後3時、パネル展示：5月8日（木）～16
日（金）
所区役所1階ロビー
問保健福祉課福祉活動支援係
 ☎3578－2381

お 知 ら せ
港区消費生活展参加団体・グル
ープ募集
　区内の消費者団体・グループが年
1回、日頃の研究活動の成果を発表
する消費者のためのイベントです。
対消費者問題について活動してい
るグループ
時 9月27・28日（土・日、予定）
所消費者センター
申電話で、申込書を請求の上、郵
送またはファックスで、5月15日
（木・必着）までに、〒108－0023芝
浦3－1－47　消費者センターへ。
 ☎3456－4159　FAX3453－0458

休日診療  
※受診するときは、あらかじめ電話で診療時間などをお問い合わせください。

診療時間 は午前 9 時～午後 5 時
診療時間 ★ は午後 5 時～午後10時

モバイルサイトからもご覧いただけます

５
月
３
日（
土・祝
）

新橋青木クリニック（内） 新橋3－23－4　青木ビル 3432－0381
北里研究所病院（内・外） 白金5－9－1 3444－6171
小﨑歯科クリニック（歯） 新橋3－13－5　新橋カシマビル5階 3435－1363
羽賀歯科医院（歯） 赤坂2－16－8　2階 3588－0860
★鈴木医院（内・小） 白金台4－12－11 3441－6668

５
月
４
日（
日・祝
）

高輪内科クリニック（内） 高輪1－16－4 3449－6748
国際医療福祉大学三田病院（内・外） 三田1－4－3 3451－8121
西麻布・山田歯科クリニック（歯）西麻布4－22－10　プレステージ西麻布3階 3499－4108
★芝浦アイランド内科クリニック（内） 芝浦4－20－4　芝浦アイランドブルームホームズ2階 5730－0221

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

診療
案内

東京消防庁救急相談センター
（毎日24時間）

「＃7119」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎3212－2323（ダイヤル回線の固定電話等）

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」（毎日24時間）

☎5272－0303
ホームページ  http://www.himawari.metro.tokyo.jp/

電話
相談

小児救急
電話相談

月～金曜（祝日を除く）
午後5時～10時

土・日曜、祝日、年末年始
午前9時～午後5時

「＃8000」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎5285－8898（ダイヤル回線の固定電話等）

薬の相談
港区休日くすり何でもテレホン　対応時間：午前9時～午後2時　※薬局の電話がかかりにくい場合は、☎090－9378－7915
5月3日（土・祝） グリーン薬局 六本木7－15－14　塩業ビル地下1階 3497－0848
5月4日（日・祝） 北村薬局 南青山5－1－25 3400－2091
5月5日（月・祝） 清水薬局（西麻布） 西麻布4－18－16 3407－0794
5月6日（火・振） 白金台南薬局 白金6－6－1 5421－0880

夜間対応当番薬局（毎日）　対応時間：午後8時～午前8時 ☎090－3690－3102

５
月
５
日（
月・祝
）

ニュー新橋クリニック（内） 新橋2－16－1　ニュー新橋ビル4階 3580－6775
赤坂見附　前田病院（内・外） 元赤坂1－1－5 3408－1130
鈴木歯科医院（歯） 高輪1－26－10 3441－5365
野村歯科医院（歯） 六本木6－8－29

六本木シローマンション1階 3478－8241
★六本木北浜診療所（内・小） 六本木6－1－20　六本木電気ビル2階 3402－0792

５
月
６
日（
火・振
）

南赤坂クリニック（内） 赤坂1－11－36
レジデンスバイカウンテス420 5561－9258

西原病院（内・外） 白金1－3－2 3440－2531
松原歯科医院（歯） 西麻布1－11－2 3408－1557
★南赤坂クリニック（内） 赤坂1－11－36

レジデンスバイカウンテス420 5561－9258

港区休日歯科応急診療所 三田1－4－10　みなと保健所2階 3455－4927
(休日のみ）

◆港区スポーツセンター・区民センター・健康増進センター・生涯学習センター・青山生涯学習館のお知らせは、毎月5日（土・日曜の場合は翌月曜）発行の港区スポーツふれ
　あい文化健康財団ニュース｢　　　　　｣に掲載されています。☎5770－6837 FAX5770－6884 http : //www.kissport.or.jp
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◆書面やファックスでの申し込みの際には、摩擦熱等の温度変化で筆跡が消えるボールペン等の使用をお控えください。

港区新規開業賃料補助金の募集
対平成25年6月～平成26年5月に、
区内で新しく開業した（する）事業者
募集期間　6月2日（月）～30日（月）
募集枠　11件
補助額　5万円を上限として賃料の3
分の1を1年間補助※詳しくは、産業
振興課経営相談担当（区役所3階）で
配布する募集要項または産業振興課
ホームページ
http://www.minato-ala.net
をご覧ください。
問産業振興課経営相談担当
 ☎3578－2560

放置自転車リサイクル
時 5月11日（日）午前10時～10時30分
受け付け、後に購入順位の抽選
所みなとリサイクル清掃事務所作
業連絡所（元麻布3－9－6）
販売台数　20台程度※区民優先枠を
設けています。
費用　価格等、詳しくはお問い合わ
せください。
問（公社）港区シルバー人材センタ
ー ☎5232－9681
リサイクル自転車作業所（みなとリ
サイクル清掃事務所作業連絡所2階）
（火～土曜） ☎3479－3116

変更・休止情報等
麻布図書サービスセンターの運
営終了のお知らせ
　麻布図書館改築中、麻布地区の図
書館サービスを提供する施設とし
て、麻布図書サービスセンターを運
営してきましたが、麻布図書館開設
準備のため、運営を終了します。
運営終了日　5月31日（土）
麻布図書館開設日　7月1日（火）
　麻布図書館の開設まで、ご利用の
皆さんには不便をおかけしますが、

この間は、他の図書館をご利用いた
だくようお願いします。
問図書・文化財課庶務係
 ☎3437－6621

●「清正公大祭」開催に伴う「ち
ぃばす」高輪ルートのバス停休
止のお知らせ
　「清正公大祭」開催に伴う交通規制
により、高輪ルート復路（品川駅方
面）で155番「高輪二丁目」および155
－2番「高輪台小学校」バス停を休止
します。
時 5月4・5日（日・月、祝）始発から
最終まで

●「烏森神社例大祭大神輿渡
御」開催に伴う「ちぃばす」芝ル
ートのバス停休止のお知らせ
　「烏森神社例大祭大神輿渡御」開催
に伴う交通規制により、芝ルート往
路（田町駅方面）で60番「西新橋二丁
目」バス停を、復路（新橋駅方面）で
84－2番「西新橋二丁目」および85番
「烏森神社」バス停を休止します。
時 5月5日（月・祝）始発から最終まで
●印の共通事項
問土木課地域交通担当
 ☎3578－2278・9
㈱フジエクスプレス ☎3455－2213

求人・区民委員募集
子ども家庭支援センター非常勤
職員募集
対次のいずれかに該当し、要保護
児童等に関する相談およびケースワ
ークの実務経験がある人（1）教員、
保育士、保健師、社会福祉士の資格
または社会福祉主事、児童福祉司の
任用資格を持つ人（2）大学等におい
て、心理学、教育学または社会学を
専修する課程を修めた人
期間　7月1日～平成27年3月31日（更
新可）
勤務先　子ども家庭支援センター
勤務時間　週4日29時間（午前8時30
分～午後5時15分）
報酬　月額18万程度※交通費別途支
給（限度あり）
人 1人
選書類および面接による選考
申履歴書（写真貼付）・返信用封筒
（82円切手貼付）・「子ども家庭支援
センターによる要保護児童等への対
応」についてのご自身の考えを記入
した原稿用紙（800字程度）を同封の
上、郵送または直接、5月20日（火・
午後5時必着）までに、〒108－8315
　子ども家庭支援センターへ。
 ☎6400－0090

情報アンテナ
■☆潮入りぐるっと観察会
　初心者向け自然観察会です。普段は入れ
ない保護区の動植物を分かりやすく解説し
ます。
対象　どなたでも　とき　5月11日（日）午
後1時～3時30分　定員　40人（会場先着順）
　費用　高校生以上64歳以下300円、中学
生・65歳以上150円、小学生以下・都内在
住在学の中学生無料　持ち物　双眼鏡（無
料貸し出し有）　申し込み　当日直接会場
へ。
■☆東京港野鳥公園フェスティバル
　「生き物」をテーマとした講演やワークシ
ョップ等の参加型イベントを開催するとと
もに、ストリートライブや軽食販売も行い
ます。
対象　どなたでも　とき　5月18日（日）午
前10時～午後3時
■☆こどもひがた遊び隊
　野鳥公園の干潟と呼ばれる海辺には、カ
ニ等のたくさんの生き物がすんでいます。
対象　4歳～小学4年生までの子どもとその
保護者　とき　6月14日（土）午前10時～正
午　定員　20人（抽選）　費用　高校生以上
64歳以下300円、中学生・65歳以上150円、
小学生以下・都内在住在学の中学生無料　
申し込み　往復はがきに、行事名・住所・

電話番号・参加者全員の氏名・年齢・広報
媒体を記入の上、6月1日（日・消印有効）ま
でに、東京都立東京港野鳥公園へ。
☆の共通事項
ところ　都立東京港野鳥公園（大田区東海
3－1）　問い合わせ　東京都立東京港野鳥
公園　☎3799－5031
■改正道路交通法が施行されます
　改正道路交通法の施行に伴い、運転免許
更新時等における「病気の症状等申告欄」
が、「質問票」により回答するようになりま
す。※虚偽の記載をした場合、罰則が科せ
られます。
実施開始日　6月1日　問い合わせ　警視庁
運転免許本部　☎6717－3137（代表）
■「だ液でカンタン歯周病チェック！あな
たの歯ぐきは大丈夫？」－歯周病予防のた
めの無料だ液検査－
　痛くない、つらくない、短時間でできる
分かりやすい簡易検査で行う、だ液検査を
受けて歯周病予防に役立てましょう。
対象　20歳以上の人　とき　5月21日（水）
午前11時～午後3時　ところ　新橋駅西口
ＳＬ広場　定員　250人（会場先着順）　申
し込み　当日直接会場へ。その他参加者に
は記念品を差し上げます。　問い合わせ　
（公社）東京都港区芝歯科医師会　☎3431－
7716

7月利用分抽選申し込み
対象　区民
申し込み
　専用はがきを、5月12日（月・必
着）までに、JTBみなと予約センタ
ーへ郵送してください。専用はがき
は、各総合支所、各区民センター、
JTB新橋・赤坂支店にあります。ま
たは、保養施設テレホンサービス・
保養施設予約システムで、5月18日
（日）までに、お申し込みください。抽
選結果は月末にご自宅に送ります。
空き室申し込み
対象　区内在住・在勤者
申し込み
　利用希望日の1カ月前の同日から
テレホンサービス・予約システム、
またはJTBみなと予約センターで申
込順に受け付けます。
利用者登録
　利用申し込みには利用者登録が必
要です。抽選申し込みの専用はがき
で登録できます。
臨時休館のお知らせ
大平台みなと荘休館期間
　5月7日（水）～9日（金）、6月30日

（月）～7月2日（水）

大平台みなと荘への専用直行バ
スを運行しています（詳しくは、
お問い合わせください）。
申し込み・問い合わせ
大平台みなと荘
 ☎0460－86－1122

○登録・利用・申し込み
JTBみなと予約センター
平日午前10時30分～午後6時30分
（土・日曜、祝日を除く）
 ☎3504－3590
区民保養施設テレホンサービス
午前8時～午後10時 ☎6268－8250
区民保養施設予約システム
空き室照会等 午前5時～午前0時
抽選空き室申し込み等
 午前8時～午前0時
https://hoyo.city.minato.tokyo.jp
○区民保養施設事業について
みなとコール ☎5472－3710

問い合わせ

担当課　地域振興課地域振興係

区民保養施設利用案内
大平台みなと荘 ホテル暖香園 夏季保養施設

　平成26年3月10日、都からの通知
により、医療費控除等の還付申告に
より特別区民税・都民税が減額され
た場合等の還付加算金の計算方法に
ついて、起算日の誤りにより、一部
還付加算金が正しく算定されていな
いことが判明しました。この間既に
お支払いしている還付金について、
地方税法の規定に基づき過去5年分
について調査したところ、約1300人
の人の還付加算金が支払い不足等と
なっておりました。
　区民の皆様にご迷惑をおかけした
ことを心からお詫びします。

　今後、速やかに還付の手続きを進
め、該当者には、6月上旬にお詫び
文書を送付するとともに、還付金を
振り込んだ口座に不足額の振り込み
を行います。
　今後はこのような誤りが起きない
よう関係法令の確認を徹底し、適正
な事務処理に努めてまいります。
※ 区職員がATM等の操作を依頼す
ることはありません。還付金詐欺
にご注意ください。

税務課税務係 ☎内線2586～2591
問い合わせ

特別区民税・都民税の還付加算金の支払い不足等について

みなと

港区の人口 
平成26年4月1日現在

総人口

男 10万2,239人
21万8,703人

女 11万6,464人

男 9,772人 女 8,670人

日本人

出生等 292人 死亡等 322人
転入 3,937人 転出 3,293人

23万7,145人
(前月比614人増)

(前月比578人増)

1万8,442人 (前月比36人増)

世帯数 13万5,691世帯（前月比690世帯増）

外国人

　区では、「区民の声（意見・提案・苦
情等）｣に迅速に対応するため、広聴
制度の充実・強化を図っています。
その取り組みの一つとして「区民の
声センター｣を開設し、来訪、電話、広
聴メール、広聴はがき等で寄せられ
る皆さんの声を受け付けています。
　また、「港区コールセンター（みな
とコール）｣では、区の手続きや施設
の案内、区の事業の申し込み等を受
け付けています。

※どちらも英語で対応できます
開設場所・時間・電話番号
区民の声センター
区役所1階総合案内横相談スペース
および3階区民相談室
午前8時30分～午後5時（土・日曜、祝
日、年末年始を除く） ☎3578－2054
港区コールセンター（みなとコール）
午前7時～午後11時（年中無休）
 ☎5472－3710　FAX5777－8752
Eメール：info@minato.call-center.jp

区長室広聴担当 ☎3578－2050～2
問い合わせ

をご利用ください
「区民の声センター｣「港区コールセンター｣

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休　午前7時～午後11時
☎5472-3710
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港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この広報紙は、古紙を利用した再生紙を使用しています。

か　
　ら見る港区

　皆さんは、お住まいの地区につ
いて考えたことがありますか。「自
分が住んでいる町はどのくらい広
いのか」、そう考えたことはありま
せんか。
　港区は5つの地区に分かれてお
り、その中で一番広いのが芝浦港
南地区（4.76平方キロメートル）で
す。次いで芝地区（4.42平方キロ
メートル）、さらに赤坂地区（4.01
平方キロメートル）と続きます。
麻布地区は3.79平方キロメート
ル、高輪地区3.37平方キロメート
ルです。東京ドームの広さと比べ
ると、芝浦港南地区が約102個分、
高輪地区が約72個分です。ちなみ
に、区内で一番小さい町は麻布狸
穴町（0.02平方キロメートル）です
が、これは東京ドームのおよそ半
分弱に当たります。一番大きい元
赤坂二丁目は、0.72平方キロメー

トルで約15個分に相当します。
　世界の国と比較してみましょ
う。国連加盟国中、面積が最も小
さいバチカン市国は0.44平方キロ
メートルで、港南五丁目とほぼ同
等です。世界で3番目に小さいナ
ウル共和国は、オーストラリアの
北東方向にある太平洋の島国で、
約21平方キロメートルです。これ
は港区全体の面積（20.34平方キロ
メートル）とだいたい同じです。た
だし、ナウルの人口は約1万人で
すから、港区の23万7145人（平成
26年4月1日現在）と比べると、か
なりの違いがありますね。

20.34

芝地区

4.42㎢

赤坂地区

4.01㎢

麻布地区

3.79㎢

高輪地区

3.37㎢

芝浦港南地区

4.76㎢

　区が設置している震度計や水位・
雨量計の情報を、携帯電話やパソコ
ン等に電子メールで配信していま
す。
　災害に備えて、正確な情報をより
早く得て、被害の防止に役立ててく
ださい。

■ 配信する情報
地震情報
　区役所本庁舎（芝公園）に設置して
いる震度計が、震度4以上の地震を
観測した時、震度情報と注意メッセ
ージを配信します。
水位情報
　麻布十番（新広尾公園）および白金
3丁目（白金公園）に設置している古
川の水位計の観測値が、護岸の最上
部まであと2メートルに達した場合
に注意情報を、同じく1メートルに
達した場合に警戒情報を配信しま
す。
雨量情報
　区内9カ所に設置している雨量計
の内、2カ所以上の観測地点で、注
意や警戒を要する雨量を観測した時
に、注意・警戒情報を配信します。
解除情報
　水位情報と雨量情報は、注意や警
戒を要しない値になったとき、警戒
解除の情報を配信します。

■ 登録の方法
（1）次のアドレスに、空メールを送
信してください。
kumin@bousai.city.minato.
tokyo.jp
（2）「港区防災情報メール利用規約」
という件名でメールが返信されま
す。
　受信設定をしている人は、
minatoku@bousai.city.minato.
tokyo.jp
を受信可能な状態にしてください。
（3）登録用URLをクリックし、言語
（日本語または英語）を選択して、実
行ボタンを押してください。

画面イメージ

（4）基本情報入力画面が表示された
ら、配信を希望する情報の組み合わ
せを選択してください。
　災害情報には、「A:地震情報」・
「B:水位情報」・「C:雨量情報」・「D:
その他の災害情報」があり、組み合
わせは、「AとD」・「AとCとD」・「A
からDのすべて」から選択できます。

（5）実行ボタンを押すと、登録完了
画面になります。

※ 英語のメール配信を選択する場合
も、日本語と同じ手順です。
※ 配信を希望する災害情報を変更す
る場合は、登録用URLをクリッ
クし、再度情報種別を選択してく
ださい。実行ボタンを押し、登録
完了画面が表示されたら、登録情
報が更新されます。

■ ご利用上の注意
・登録いただいたメールアドレス
は、防災情報メールの配信にのみ利
用し、その他の目的には利用しませ
ん。また、第三者に情報を提供する
ことはありません。
・メールアドレス等はSSL（暗号化）
通信により、情報を保護しています。
・メンテナンスによる配信の停止
と、そのお知らせメールが配信され

ることがあります。
・防災情報メールの送受信に伴う通
信料は、利用者の負担になります。

区内の水位・雨量情報は、
次の方法でも
ご覧になれます

・港区ホームページおよびモバイル
サイトで検索できます。
港区ホームページ
http://www.city.minato.tokyo.jp
モバイルサイト
http://www.city.minato.tokyo.
jp/mobile/
・みなとケーブルテレビの「チャン
ネル5（ファイブ）」では、大雨のとき
水位・雨量情報を画面に表示しま
す。

防災行政無線放送の
放送内容の確認方法

　大雨の時等は、雨音や窓を閉めて
いるため、防災行政無線放送が聞こ
えにくいことがあります。その場
合、次の電話番号に問い合わせをす
ることで、放送内容の確認ができま
す。
防災行政無線確認電話番号
 ☎5401－0742

■ 災害への心構え
　これからの季節、大雨が降りやす
くなります。また、地震はいつ起こ
るか分かりません。
　防災情報メール配信サービス等を
活用し、確実な情報を入手して災害
に備えてください。

防災課防災係 ☎3578－2543
問い合わせ

～防災情報メール配信サービスのご案内～

区内の雨量を電子メールで
お知らせします

地震の震度 古川の水位

　スポーツを通じて知的障害のある
人たちの自立と社会参加を応援して
いるスペシャルオリンピックスの東
京支部が2年に1度開催している地区
大会を開催します。11月に福岡で行
われる全国大会の予選も兼ねていま
す。どうぞご観覧ください。
とき　
　6月1・8・29日（日）いずれも午前
10時～午後4時
ところ　
　港区スポーツセンター（6月1・8
日）、東京ポートボウル（6月29日、
芝浦1－13－10）
内容
　6月1日：開会式と交流会、競技（バ
スケットボール、バドミントン）、8
日：競技（バスケットボール、水泳競
技）、6月29日：競技（ボウリング）
申し込み
　電話で、スペシャルオリンピック
ス日本・東京事務局へ。
※ 観覧は、当日直接会場へ。

認定NPO法人スペシャルオリン
ピックス日本・東京事務局
 ☎3615－5569
生涯学習推進課スポーツ振興係
 ☎3578－2750

問い合わせ

ボランティア募集

知的障害のある人のスポーツ大会
スペシャルオリンピックス東京地区大会開催

競技の様子

Vol.1

画面イメージ

画面イメージ


