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     東日本大震災の発生から四年
－首都直下地震に備え、防災機能をより一層強化します－

3.11

　かつてない規模の被害をもたらした東日本大震災が発生してか
ら、4年の歳月が過ぎました。被災地では、現在も懸命な復興作業
が続けられています。区は、引き続き、被災地への支援を続けて
まいります。
　東日本大震災を経験し、区民の安全安心の確保が区政運営の最
重点課題であると改めて認識しました。特に、災害時の高齢者や
障害者、妊産婦や乳児の安全確保の必要性、帰宅困難者対策等、
区の災害対策の課題が浮き彫りになりました。
　平成26年4月、災害時に医療救護所等で使用する医薬品を確実
に確保するため、港区薬剤師会および医薬品卸売販売業者4社と
医薬品等の調達業務に関する協定を締結いたしました。また、災害
時に区民避難所等での対応が困難な妊産婦や乳児を優先して受け
入れられるよう、母子救護所の提供に関する協定を、社会福祉法
人恩賜財団母子愛育会と締結いたしました。
　同年9月には、新橋駅周辺の事業者や鉄道事業者、行政等で構
成される「新橋駅周辺滞留者対策推進協議会」が、全国で初めて
「民間事業者向け一時滞在施設運営マニュアル」を作成しました。
都心特有の課題である帰宅困難者対策は、港区に住み、働き、学
び、そして買い物や観光に来られた方など、区内にいる誰もが安

心できるよう、区と、地域の方々が力を合わせることによって、よ
り確かな対策が可能になるものと考えております。区は今後も、帰
宅困難者対策に取り組む先進区として、区内のみならず、全国の
事業者の皆さんにこのマニュアルを活用していただき、帰宅困難
者対策を推進してまいります。
　同年12月には、みなとパーク芝浦がオープンしました。災害時に
は、4300人を超える避難スペースを確保しているほか、災害対策
本部代替機能を備えるなど、区の防災拠点となる施設です。引き
続き、区民の皆さんの安全安心の確保に努めてまいります。
　区は、区民の生命・財産を守ることを最優先とし、災害への日
頃の備えを強化しています。区民の皆さんには、自らのことは自ら
が守る「自助」、地域において互いに助け合う「共助」の考えのもと、
常日頃から、いざという時の備えをお願いしたいと思います。

　被災地の一日も早い復興を心から願うとと
もに、区民の皆さんとともに創る安全で安心
なまちづくりに全力で取り組んでまいります。

平成27年3月11日

港区長

防災チェックシート

 広報みなと3月11日号を読んだ
 日頃から気象情報や災害に
関する情報を確認している

 災害時の家族との連絡方法
を確認している

 港区防災情報メール配信の登録を
している

 自分の家のまわりでどのような災
害の危険があるかを確認している
 家族の集合場所と避難場所
を確認している

 東日本大震災を忘れない

全てチェックが付くまで、ご自身の
防災対策を見直してみましょう。

防災課地域防災支援係 ☎3578－2511・2・6～8
問い合わせ

派遣職員活動報告

　平成26年9月に駅周辺事業者で構成
された新橋駅周辺滞留者対策推進協
議会から「民間事業者向け一時滞在施
設運営マニュアル」の完成報告を受けま
した。民間事業者の視点で作成され、
公表を前提とするマニュアルは全国初

です。
　災害時に帰宅困難者を受け入れる一
時滞在施設の運営方法が具体的に記
載されています。
　港区ホームページで公表しています
ので、ぜひご活用ください。

全国初の取り組みで帰宅困難者対策を推進

派遣職員活動報告 福島県いわき市に職員を派遣しています派遣職員活動報告
　私たちは、平成24年4月から福島県
いわき市に派遣され、現在は、震災に
よる原子力発電所の事故により汚染
された公園の除染業務や浮体式洋上
風力発電の実証研究等の業務を担
当しています。
　現在、いわき市は市民・職員が一丸
となって東日本大震災からの早期復
興をめざしています。
　平成26年度は災害公営住宅を順次
開設するとともに、市内の随所で復興

に向けた事業を進めてきました。ま
た、4月からは観光復興を図るため｢ふ
くしまデスティネーションキャンペーン｣
が開始されます。いわき市では3月上
旬から首都圏のJRの広告等を活用
し、いわきの魅力を発信しています。皆
さんも、この機会に復興の応援を兼ね
ていわきへいらっしゃいませんか。
　いわき観光大使のフラおじさんも皆
さんのお越しをお待ちしています。

井上係長・フラおじさん・石田主事

「民間事業者向け一時滞在施設
運営マニュアル」完成報告式

●区では、さまざまな防災対策を行っております。詳しくは8面をご覧ください。
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「子育て・家族支援者養成講座3級」受講者募集
子育ひろば「あい・ぽーと」子育ひろば「あい・ぽーと」 あなたの力を地域の子育てにあなたの力を地域の子育てに

　多様化している子育て家庭の保育ニーズにお
応えするため、「あい・ぽーと」では、就労だけ
でなく、親の学びやリフレッシュ等にもきめ細
やかに応える一時保育を施設の内外で実施して
います。こうした、一時保育を保育士等と共に
担っているのが「子育て・家族支援者」の皆さん
です。
　これまでに427人の支援者が誕生しています
が、保育ニーズは年々増加傾向にあり、子育て
家庭のために活躍してくれる人が、一人でも多
く増えることが待ち望まれています。
　3級講座では、子育て支援の第一線の講師陣
による講義や実習を通して、一時保育者として
の専門知識と技能を習得することができます
（講座および実習中は一時保育も利用可）。
　なお、この講座は、子ども・子育て支援新制
度のスタートに合わせて、厚生労働省で創設が
検討されている「子育て支援員研修制度」にも準

拠しながら、区の特性にも配慮した、きめ細や
かな講義内容の研修としていく予定です。
認定後の活動　「あい・ぽーと」内の一時保育や
区主催の事業等で、一時保育者として活動でき
ます。また、認定後のスキルアップや相談等の
支援体制があり、安心して子育て支援活動をし
ていただけます。さらに、認定者を対象とした
保育士資格取得のためのバックアップ講座も、
受講が可能となります。
　子育てや職場での豊かな経験を活かし、区の
子育て力向上に尽くしたいという人の参加を心
よりお待ちしています。
受講対象者　原則として、区内在住・在勤・在
学で、認定後、区内で地域の活動ができる20歳
以上の人
受講期間　5月22日～7月31日（原則金曜夜間他、
実習は他の曜日に実施）※補講等別途相談可
費用　1万2000円（保険料含む）

※認定には別途費用あり（2000円）。
定員　40人（申込順）
予定講師　大日向雅美（恵泉女学園大学大学院
教授・「あい・ぽーと」施設長：発達心理学）／加
部一彦（愛育病院新生児部長：小児医学）／藤﨑
眞知代（明治学院大学教授：保育）／榊原洋一（お
茶の水女子大学教授：小児医学）／汐見稔幸（白
梅学園大学学長：教育学）／柏女霊峰（淑徳大学
教授）他
申し込み　ファックスまたは郵送で、申し込み
用紙に必要事項を明記の上、4月17日（金・必
着）までに、子育てひろば「あい・ぽーと」へ。
※ 申し込み用紙は、「あい・ぽーと」ホームページ
　http://www.ai-port.jp
　からダウンロードもできます。

〒107－0062南青山2－25－1　子育てひろば
「あい・ぽーと」（月～土曜午前10時～午後5
時） ☎5786－3250　FAX5786－3256

問い合わせ

担当課　子ども家庭支援センター子育て支援係

すくすく育児相談
　身長・体重測定と発達および育
児の相談です。
対区民で、乳幼児と保護者
時 3月26日（木）午後1時～2時受け
付け
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳、その他お
子さんに必要なもの
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
　 ☎6400－0084

こんにちは赤ちゃん訪問
　赤ちゃんが生まれたご家庭に助
産師（助産師会委託）または保健師
（各総合支所）が訪問をします。訪
問では、（1）赤ちゃんの体重測定
や育児相談（2）産後の体調につい
ての相談（3）母子保健サービスの
紹介等を行います。
対おおむね、生後120日以内のお
子さんのいる全ての家庭※第2子

以降の人もご利用ください。里帰
り中、里帰り後も訪問できます。
申郵送で、母子健康手帳にとじ
こんでいる「出生通知書」を、〒
108－8315　みなと保健所健康推
進課地域保健係へ。☎6400－0084

バースデイ歯科健診～年に一
度は歯科健診を受けましょう
～
対 4月に1・2・4・5・6歳になる
就学前の区内在住のお子さん※3
歳のお子さんは「3歳児健診」（個別
に通知します）をご利用ください。
時 4月3日（金）・15日（水）、5月8
日（金）・20日（水）いずれも午後1
時30分～2時30分
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳・歯ブラシ
申当日直接会場へ。※妊産婦の
歯科健診を希望する人は、お問い
合わせください。
問みなとコール ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

新米ママ健康相談（予約制）
　助産師（助産師会委託）がご家庭
を訪問し、産後の体調・母乳につ

いての相談に応じます。
対区民で、出産後1年未満の人
相談回数　1回
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。　 ☎6400－0084

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ごと
等、日頃のつらい気持ちを、話し
合いを通して分かち合い共有しま
す。
対区民で、育児中の母親
時 4月9日（木）午後1時30分～3時
所みなと保健所※保育あり（申し
込み時にお申し出ください）
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

子ども家庭支援センター休日
施設開放休止のお知らせ
　工事のため、休日施設開放を休
止します。親子ふれあい広場、地
域活動室および情報提供コーナー
は利用できません。
時 3月22日（日）終日
問子ども家庭支援センター子育
て支援係 ☎6400－0090

春休み子ども科学工作会「ギ
シ ギ シ プ ロ ペ ラ を つ く ろ
う！」
　工作をしながらプロペラの仕組
みを、東京工業大学のOBが教えま
す。
対区内在住・在学の小学生
時 3月25日（水）午後1時30分～3時
所高輪図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館
へ。 ☎5421－7617
担図書・文化財課庶務係

認証保育所保育料助成制度の
申請方法の変更について
　「広報みなと」2月11日号に掲載
した、認証保育所保育料助成制度
の申請方法が次のとおり変更にな
りました。
申請方法　3月中旬に配布予定の
申請書を、入所している各認証保
育所に提出してください。
問子ども家庭課保育支援係
　 ☎3578－2428

◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822　赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022

いじめ・児童虐待防止いじめ・児童虐待防止

地域のみんなで
子どもたちの笑顔を守ろう

第4回第4回

　平成26年10月の「港区いじめ防止基本方
針」の策定に続き、平成27年は、いじめ防
止に関係する機関および団体との連携を図
ることを目的とした｢港区いじめ問題対策
連絡協議会｣等の組織の設置に関する条例
を制定する予定です。平成27年も区を挙げ
て｢いじめ防止｣に取り組んでいきます。
　さて、年度末を迎え、進級・進学の時期
となり、準備を進めているご家庭も多いと
思います。
　出会いと別れの季節でもあり、クラス替
えや進学を控えた子どもたちは、期待とと
もに、新しい環境に慣れることができるか
不安もあることでしょう。
　子どもたちは、友人との別れの寂しさ
や、環境の変化に対する不安な気持ちを、

言葉や行動で訴えてきます。いつもより口
数が減っている、逆に多弁になっている、
イライラして怒りやすい等の行動の変化
や、ぽつんとつぶやく言葉等、子どものサ
インに気付き、気持ちに寄り添ってあげる
ことが大切です。
　友人関係や学校に関する相談は指導室ま
たは、教育センターへお問い合わせくださ
い。
　子ども・子育てに関する相談および児童
虐待の通告・相談は、子ども家庭支援セン
ターへご連絡ください。

○いじめについて
指導室 ☎3578－2760
教育センター
（電話相談）� ☎3452－9635
（来所相談）� ☎3454－6625
○児童虐待について
子ども家庭支援センター� ☎6400－0091

問い合わせ

対象　平成28年1月～3月に育児休業から復職予定で、平
成27年1月2日～4月1日に生まれた児童の1歳の誕生日ま
たは前日に復職する区民
※ 詳しくは、「ごあんない」または港区ホームページをご
覧ください。

定員　区立認可保育園、緊急暫定保育施設（愛宕・港南4
丁目を除く）各2～3人
※私立認可保育園は対象外です。
※ 選考は、平成26年5月1日～平成27年1月1日生まれの児
童と合わせて行います。

申し込み　直接、育児休業明け入所予約申込書および育
児休業給付金の受給資格が確認できる書類を、通常の保
育園申し込み書類と合わせ、3月16日（月）～4月7日（火）
に、各総合支所区民課保健福祉係へ。

各総合支所区民課保健福祉係 ☎欄外参照
子ども家庭課保育支援係 ☎3578－2445

問い合わせ

育児休業明け入所予約を
受け付けます
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港区広報番組をご覧ください 3月11日更新「港区広報トピックス（30分番組）」
内容 区内のできごと（ごみ減量優良事業者・エコショップ・優良集積所合同表彰式他）、区立幼稚園紹介「にじのは
し幼稚園」、大使館紹介（カザフスタン大使館）　放送期間 3月11日（水）～20日（金）
J:COMチャンネル港・新宿（11ch）の他、港区ホームページ、YouTube、ちぃばす・お台場レインボーバス車内でもご覧いただけます。

子ども・子育て支援新制度
がスタートします

子ども・子育て支援新制度
がスタートします

　4月から、幼児期の教育や保育、地域の子ど
も・子育て支援事業の量の拡充や質の向上を進
めていく「子ども・子育て支援新制度」がスター
トします。
　区では、子ども・子育て支援施策の更なる充
実に取り組み、安心して子育てができ、未来を
担う全ての子どもたちが健やかに成長できる地
域社会を実現していきます。
港区子ども・子育て支援事業計画を策定しまし
た
　新制度の実施に向け、子どもに関する区の施
策の全体像やその内容を区民の皆さんに分かり
やすく示し、計画的に事業を推進していくた
め、平成27年度から平成31年度までの5カ年を
計画期間とする「港区子ども・子育て支援事業
計画」を策定しました。
　事業計画では、人口推計や保護者アンケート
調査結果を基に、幼稚園・保育園等の施設や一
時預かり、学童クラブ等の事業の「量の見込み
（需要量）」を算出し、それに対する「確保策」を
示しています。
※ 計画書の公開（港区ホームページへの掲載等）
は3月下旬を予定しています。また、計画書
の公開とあわせて、計画（素案）についてパブ
リックコメントや住民説明会等でいただいた
意見と、それに対する区の考え方を公開しま
す。

事業計画の主な計上事業を紹介します
○幼稚園の充実
　幼児教育の充実に向け、地域や年齢ごとの幼
稚園入園のニーズを的確に把握し、公私立幼稚
園全体で幼稚園の受け入れ体制の充実を図りま
す。
図1 幼稚園の確保策（各年度4月1日現在）

幼稚園 26年度

⇨
27年度

⇨
31年度

定　員 3132人 3326人 3693人
箇所数 26カ所 26カ所 29カ所

＜平成27年度の主な取り組み＞
●3歳児保育区立幼稚園2園拡大
●預かり保育（子育てサポート保育）区立幼稚園
3園拡大
○保育施設の充実
　待機児童解消を推進するため、区立認可保育
園の新設や私立認可保育園の誘致等により、保
育施設の充実を図ります。
図2 保育園の確保策（各年度4月1日現在）

保育園 26年度

⇨
27年度

⇨
31年度

定　員 5963人 6638人 7302人
箇所数 75カ所 82カ所 95カ所

※ 保育園の定員および箇所数は、認可保育園、芝浦アイ
ランドこども園、認証保育所、緊急暫定保育施設、み
なと保育サポートを算定対象としています。

＜平成27年度の主な取り組み＞
●区立認可保育園1園新規開設
●私立認可保育園4園新規開設
●緊急暫定保育施設3園新規開設
○学童クラブ事業の充実
　平成27年度から対象が小学3年生までから小
学6年生までに拡大されること等を踏まえ、学
童クラブの新規開設等による定員拡大や開設時
間の延長を実施するとともに、民間学童クラブ
の設置支援を開始します。
図3 学童クラブ事業の確保策（各年度4月1日現在）
学童クラブ 26年度

⇨
27年度

⇨
31年度

定　員 1431人 2323人 2668人
箇所数 24カ所 28カ所 30カ所

＜平成27年度の主な取り組み＞
●緊急暫定学童クラブ3カ所新規開設
●放課GO→クラブ3カ所新規開設
○子育てひろば事業、一時預かり事業の拡大
　一時預かり事業が併設された子育てひろば
「あっぴぃ」の新規開設を中心に、利用者の利便
性にも配慮した上で、定員拡大を行います。
※一時預かり事業は、幼稚園の預かり保育を除

きます。
図4 子育てひろば事業、一時預かり事業の確保策
　　（各年度4月1日現在）
子育てひろば 26年度 27年度 31年度

箇所数 12カ所 14カ所 17カ所

一時預かり 26年度 27年度 31年度
箇所数 10カ所 12カ所 14カ所

⇨ ⇨

＜平成27年度の主な取り組み＞
●子育てひろば事業1カ所新規開設
●一時預かり事業1カ所新規開設
○子育てコーディネーター事業の実施
　新制度で新たに創設された利用者支援事業の
一環として、子どもやその保護者、妊娠中の人
が気楽に立ち寄ることができる場所に「相談コ
ーナー」を常設し、個別の子育て家庭のニーズ
を把握し、悩みや課題を受け止めながら、サー
ビスの情報提供とコーディネートを行う事業を
実施します。
＜平成27年度の主な取り組み＞
●相談コーナー2カ所新規開設（子ども家庭支援
センター、子育てひろば「あい・ぽーと」内）
※ 子育てコーディネーター事業についての詳細
は、今後「広報みなと」でお知らせする予定で
す。
○認定こども園の実施
　平成28年4月から区立芝浦アイランドこども
園を保育所型認定こども園に移行します。ま
た、その後の実施状況を踏まえ、他地区での実
施について検討を進めていきます。

○子ども・子育て支援新制度全般について
子ども家庭課子ども・子育て支援制度担当 
 ☎3578－2848
○幼稚園について
（区立幼稚園）学務課学校運営支援係　　　　
　　　　 ☎3578－2779
（私立幼稚園）庶務課庶務係 ☎3578－2711
○保育施設、認定こども園、学童クラブ、子
育てひろば、一時預かりの整備について
子ども家庭課子ども政策担当 ☎3578－2466
○子育てコーディネーター事業について
子ども家庭支援センター子育て支援係　
　 ☎6400－0090

問い合わせ

区民葬儀のご案内
　区では、東京23区内葬祭業者の協
力により、標準的な葬儀を安価に行
うことのできる区民葬儀利用券を発
行しています。
区民葬儀で対象となる費用
　祭壇料金（御

お

寝
ね

棺
がん

含む）･霊柩
きゅう

車運
送料金･火葬料金･遺骨収納容器代
申し込み方法
　各総合支所区民課窓口サービス係
（芝地区総合支所は戸籍係）で死亡届
を提出した際に、区民葬儀利用券の
交付を受け、区民葬儀取扱店に申し
込んでください。
※ 夜間は区役所の夜間受け付けでも
葬儀券を交付しています。

パンフレットの配布場所
　各総合支所区民課
相談窓口
全東京葬祭業連合会 ☎3941－4291
※ 葬儀については、パンフレットに
記載された区民葬儀取扱店へご相
談ください。

地域振興課地域振興係
 ☎3578－2530・1

問い合わせ

みなとタバコルール
一斉キャンペーン  

 　 3月24日（火）に実施します
　町会・自治会、商店会、地域の企業・団体の皆さんと
一緒に、各地域の駅周辺において一斉キャンペーンを行
います。当日は、清掃活動や啓発品を配布し「みなとタ
バコルール」のＰＲとマナーの向上を呼びかけます。多
くの皆さんの参加をお待ちしています。　
ところ　表1参照
申し込み　当日直接会場へ。

みなとコール ☎5472－3710
問い合わせ

担当課　環境課環境政策係
　　　　各総合支所協働推進課協働推進係

経済的にお困りの人への福祉と雇用の
ワンストップ支援を行っています

一人で悩まずにまずはご相談ください

　4月から、経済的にお困りの人が
より早い段階で問題を解決できるよ
うに支援する｢生活困窮者自立支援
法｣がスタートします。
　これに先立ち、区では1月から麻
布地区総合支所2階に｢港区生活・就
労支援センター｣を開設し、経済的
なお困りごとの相談を行っています。

　また、2月からはハローワーク品
川の常設窓口｢みなとジョブスポッ
ト｣を併設し、就職支援ナビゲータ
ーがマンツーマンで就職をサポート
しています。
港区生活・就労支援センター
対象　区内在住者
みなとジョブスポット

対象　港区生活・就労支援センター
で支援を受けている人、生活保護受
給者等
利用時間　いずれも月～金曜午前8
時30分～午後5時15分(土・日曜、祝
日、年末年始を除く)
ところ　麻布地区総合支所2階

港区生活・就労支援センター
 ☎5114－8826
生活福祉調整課自立支援担当
 ☎3578－2455

問い合わせ

表 1 場所・時間
場所 時間 受け付け開始時間・集合場所

新橋駅・内幸町駅周辺 午前8時30分～
 9時30分

午前8時
桜田公園

六本木交差点周辺 午前9時30分～
 10時30分

午前9時10分
三河台公園

溜池山王駅周辺 午前9時30分～
 10時30分

午前9時
溜池山王駅
東京スター銀行前

品川駅高輪口周辺 午前10時10分～
 11時

午前10時
国民生活センター

品川駅港南口周辺 午前10時10分～
 11時

午前10時
品川駅港南口
ふれあい広場デッキ下
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区内の放射線量の 1日平均値

区内のＰＭ2.5 の 1日平均値

3月1日（日）の区内２カ所のモニタリングポストの放射線量の１日平均値は次のとおりです。

3月1日（日）の各局の1日平均値（速報値）は次のとおりです。

※地表から50cmの地点で測定。
※μＳｖ⁄ｈ＝１時間当たりのマイクロシーベルト

区役所（植え込み） お台場学園
0.08μＳｖ⁄ｈ 0.056μＳｖ⁄ｈ

その他の放射線量等測定結果は、港区ホームページをご覧ください。

※㎍／㎥＝１立方メートル当たりのマイクログラム
※速報値ですので、後日訂正されることがあります。
※ＰＭ2.5の環境基準は、1年平均値が15㎍／㎥以下、かつ1日平均値が35㎍／㎥以下です。
その他の測定結果やリアルタイムの数値は、港区ホームページまたは東京都ホームページ
をご覧ください。

問い合わせ 環境課環境政策係　　　　　　　　　　　☎3578－2487

問い合わせ 環境課環境指導・環境アセスメント担当　　☎3578－2492

10.1㎍/㎥
9.8㎍/㎥
8.4㎍/㎥

赤坂局

一の橋局
芝浦局

区　

局

13.0㎍/㎥
12.5㎍/㎥
12.5㎍/㎥

高輪局
第一京浜高輪局
台場局

都　

局

　介護予防総合センター（ラクっ
ちゃ）は、介護予防を専門に行う
施設です。介護予防に関するプロ
グラムや情報の提供、地域の介護
予防活動のサポート、個人の健康
づくりの継続的支援等を総合的に
行っています。また、個人で利用
できるマシントレーニングルーム
や、各種教室等の介護予防事業を
実施しています。
開館時間
月～土曜（祝日含む）　午前9時～
午後9時30分
日曜　午前9時～午後5時
利用方法
（1）個人利用のマシントレーニン
グは登録が必要です。保険証等の
住所、年齢（65歳以上）が分かるも
のを持参してください。
（2）各種教室等はその都度募集し
ます。
各種教室等（4月開始分）
対象　65歳以上の区民（一部事業
は60歳から参加可能）
内容　表のとおり。詳しくは、
お問い合わせください。
費用　無料

申し込み　直接、3月25日（水）ま
でに、介護予防総合センターへ。

介護予防総合センター
 ☎3456－4157
高齢者支援課介護予防係
 ☎3578－2407～13

問い合わせ

美しく健康に過ごすためのワ
ークショップ
　排尿・排せつの講座と下腹すっ
きり骨盤底体操＆ロコモ体操です。
対おおむね50歳以上の区民
時 3月18日（水）講義：午前10時～
10時50分、体操：午前11時～11時
50分
所神明いきいきプラザ
人 30人（申込順）
申電話または直接、神明いきい
きプラザへ。 ☎3436－2500

セルフマシントレーニング
対 60歳以上の区民で、マシントレ
ーニング経験者※介護保険の認定
を受けていない人
時（1）4月2日～8月20日（8月13日を
除く毎週木曜・全20回）午後2時～
3時30分（2）4月11日～8月29日（8月
15日を除く毎週土曜・全20回）午
前10時～11時30分（3）4月1日～8月
26日（5月6日、6月3日を除く毎週
水曜・全20回）午後2時～3時30分

　老人クラブは、地域の高齢者
（おおむね60歳以上）で構成された
会員数30人以上の団体です。高齢
者のいきがいと健康づくりを目的
として、社会奉仕活動・健康を増
進する活動・いきがいを高める活
動等をいきいきプラザ等で行って
います。老人クラブに加入して、
地域で新たな「輪」を広げてみませ

んか。
申し込み
　各老人クラブ会長へお申し込み
ください。
費用
　各老人クラブごとに会費が定め
られています。

各総合支所協働推進課協働推進
係 ☎欄外参照
保健福祉課福祉活動支援係
 ☎3578－2379

問い合わせ

所（1）三田いきいきプラザ（2）神
明いきいきプラザ（3）虎ノ門いき
いきプラザ
人（1）（3）5人（2）8人（いずれも抽選）
申本人が直接、3月18日（水）まで
に、各いきいきプラザへ。
 ☎欄外参照

筋力アップマシントレーニン
グ
対 65歳以上の区民で、介護保険
の認定を受けていない人、週2回
とも参加できる人
時（1）4月8日～7月3日（5月6日、6
月3日を除く水・金曜・全24回）午
後1時30分～3時（2）4月7日～6月30
日（5月5日を除く火・金曜・全24
回）火曜：午前10時～11時30分、金
曜：午後2時～3時30分
所（1）三田いきいきプラザ（2）神
明いきいきプラザ
人（1）7人（2）10人（いずれも抽選、
新規優先）
申本人が直接、3月18日（水）まで
に、各いきいきプラザへ。
 ☎欄外参照

■英会話教室
時 4月2日～6月18日（毎週木曜・

全12回）午後1時30分～2時30分

■だれでもヨガ教室
時 4月5日～6月28日（5月3日を除
く毎週日曜・全12回）午前10時～
11時

■太極拳教室
時 4月7日～6月30日（5月5日を除く
毎週火曜・全12回）午後2時～3時

■印の共通事項
対 50歳以上の区民
所南麻布いきいきプラザ
人各15人（抽選）
費用　各2000円
申電話または直接、3月15日
（日）までに、南麻布いきいきプ
ラザへ。 ☎5232－9671

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 4月7・8日（火・水）
所西麻布いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円
申電話で、3月11日（水）～20日
（金）午前9時～午後5時に、西麻布
いきいきプラザへ。 ☎3486－9166

はじめようゴルフ!いつから
でもできるゴルフベーシック
講座＆ステップアップ講座
対おおむね50歳以上の区内在住者
時 4月7日～6月23日（5月5・12日
を除く火曜・全10回）午後3時～4
時30分
所青山いきいきプラザ
人（1）ベーシック講座：10人（2）ス
テップアップ講座：10人（いずれも
申込順、1人1件まで）
費用　5000円（全10回分）
申直接、3月16日（月）から、青山
いきいきプラザへ。 ☎3403－2011

健康講話「ひざ痛の対処法と
上手な付合い方」
対 50歳以上の区民
時 3月21日（土・祝）午後2時～3時
所青南いきいきプラザ 
人 30人（申込順）
申電話または直接、青南いきい
きプラザへ。 ☎3423－4920

認知症を学んでみませんか
対区内在住・在勤・在学者
時 3月21日（土・祝）午後2時～3時
30分
所高輪区民センター
内認知症とは（基本的症状例や原
因、必要なサポート）等
人 25人（申込順）
申電話で、高輪区民センターへ。
 ☎5421－7616
問高輪地区高齢者相談センター
　 ☎3449－9669

サロンde ボイス～呼吸法か
ら学ぶ本格レッスン～
対おおむね55歳以上の区民
時 3月13日（金）午後7時～8時30
分、3月18日（水）午前10時～正午
所白金台いきいきプラザ
人 45人（会場先着順）
費用　各500円
申当日直接会場へ。
問白金台いきいきプラザ
　 ☎3440－4627
※60歳以上で、いきいきプラザ個
人登録証をお持ちでない人は、身
分証明書をお持ちください。

基本を学ぶ楽しい「デジタル
カメラ教室」
対おおむね50歳以上の区内在住
者で、デジタルカメラをお持ちの
人（携帯電話は不可）
時 3月18・19日（水・木、全2回）
午後2時～3時30分
所港南いきいきプラザ
人 10人（抽選）
費用　1000円
申電話または直接、港南いきい
きプラザへ。 ☎3450－9915

高齢者無料入浴券を給付します
　区内の公衆浴場（一部近隣区）で
利用できます。
対 70歳以上の区民
有効期間　4月1日（水）～平成28年
3月31日（木）
入浴券の給付方法

申し込み日 入浴券の給付方法
3月13日（金）まで 3月16日（月）に郵送
3月16日（月）以降 申請した窓口
申直接、各総合支所区民課保健
福祉係へ。 ☎欄外参照

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

表  各種教室等（4月開始分）
番
号 教室等 定員

（抽選）
1 筋力アップマシントレーニング 10人
2 セルフマシントレーニング 10人※2
3 わくわくカジノ体験教室 20人
4 陶芸・そば打ち体験教室 20人
5 やわらかボール教室 20人
6 頭とからだの健康教室 20人
7 颯爽・ラクっちゃ体操※1 20人
8 ラクっちゃコア※1 20人
9 ハーマナイズ体想※1 20人
10 ファンクショナルトレーニング教室※1 20人
11 ラクっちゃ・エアロビクス※1 20人
12 はじめてのタロット占い※1 20人
13 ステップエクササイズ※1 15人
14 ラクっちゃフラダンス講座※1 20人
15 はじめての英会話講座※1 20人
16 らくらくパソコン講座※1 18人
17 らくらくタブレット講座※1 18人
※1　60歳以上を対象とする事業です。
※2　 コースが複数あります。定員は１

コースの定員です。

老人クラブ
地域で新たな「輪」を
広げてみませんか

介護予防総合センター（ラクっちゃ）

◆各いきいきプラザ◆　三田☎3452－9421　神明☎3436－2500　虎ノ門☎3539－2941
◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822　赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022
◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3121　麻布地区☎5114－8802　赤坂地区☎5413－7272　高輪地区☎5421－7621　芝浦港南地区☎6400－0031
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　自立訓練（機能訓練）とは、障害
者総合支援法に基づき地域生活を
営む上で、自立した日常生活や社
会生活が営めるよう、一定期間
（標準利用期間18カ月）における身
体機能や生活能力向上のために必
要な支援を行い、その人らしい自
立と社会参加を支援します。
ご利用いただける人
　18歳以上で身体障害者手帳をお
持ちの区民のうち、機能訓練が必
要な人で、医療機関退院後や施設
退所後の人で、本人に訓練意欲が
あり、集団訓練に適応できる人
※自立訓練（機能訓練）の利用に
は、｢障害福祉サービス受給者
証（訓練等給付費支給決定）｣が
必要です。

プログラム名および支援内容
●ご利用になる人の状況に合わせ

て、個別支援計画を作成します。
●計画に基づき、個々の状況に見
合った次のプログラムに参加しな
がら、自立と社会参加をめざしま
す。
（1）自立・社会参加プログラム
●生活のリズムを整え、社会参加
に向けた体力、持久力等の向上を
めざします。
●生活手段を工夫し、対処方法を
身に付け、自己管理能力を高めま
す。
●社会復帰に向けた準備や、社会
生活力を高めます。
（2）生活・基礎プログラム
●基本的な生活動作やコミュニケ
ーション能力を身に付け、在宅生
活の安定をめざします。
●日中活動に参加する体力をつ
け、諸活動を通して、社会参加経
験を積みます。
●サービス調整や環境調整、介護
者支援等を行います。

（3）コミュニケーションプログラ
ム
●集団活動を通して、社会的コミ
ュニケーション能力を高めます。
●自立、社会参加に必要なコミュ
ニケーションの代替手段を身に付
けます。
（4）水中プログラム
●水の特性を活かし、身体を動か
すことの楽しさを感じ、心身とも
にリラクゼーションを図ります。
●運動習慣を身に付け、生活習慣
改善をめざします。
サービス提供時間
　2時間程度
利用期間
　障害者総合支援法の定めによ
り、18カ月（標準利用期間）
利用料金
　利用するご本人またはご家族の
収入等、経済状況に応じ、一部負
担金が発生する場合があります。
申し込み

　直接、障害保健福祉センターへ。
●新規利用については、ご連絡く
ださい。事業の説明および身体状
況の確認等を行います。
●申し込みには、自立訓練所定の
申請書類が必要です。
●初回のご相談から利用開始まで
1～2カ月程度かかります。
備考
●障害の状況により、サービスの
利用が制限されるプログラムがあ
ります。
●公共交通機関の利用が困難な人
は、巡回送迎バス（バスポイント
方式）を利用できます。
●退院直後等必要に応じて理学療
法士・作業療法士・言語聴覚士等
による専門相談を行っていますの
で、お問い合わせください。

対象
　次の全ての条件を満たす人
（1）区内在住者
（2）愛の手帳をお持ちの人
（3）その他条例で定める要件に該
当する人

事業開始日
　4月1日（水）
※利用に当たり、事前登録が必要
です。
利用方法
　各総合支所区民課保健福祉係ま
たは障害者グループホーム芝浦ま
でお問い合わせください。

区立障害者グループホーム芝浦
※日中原則不在
 ☎6453－7573　FAX6453－7574
障害者福祉課障害者事業運営係
 ☎3578－2387　FAX3578－2678

問い合わせ

障害者のためのリフレッシュ
体操（ホップ・ステップ・ジ
ャンプ）
対 18歳以上で、身体障害者手
帳・愛の手帳・精神障害者保健福
祉手帳のいずれかを所持している
区民、難病により障害支援区分
（障害程度区分）認定を受けている
区民で医療機関から運動を制限さ
れていない人
時 4月～9月午後1時40分～3時30
分・各全10回（1）第2・4火曜（2）第
2・4木曜（3）第2・4月曜
内（1）ホップ：楽しく身体を動か
したい人向け（2）ステップ：日々の

運動習慣を身につけたい人向け
（3）ジャンプ：運動をしている人向
け
所障害保健福祉センター
人各10人（抽選）
申電話またはファックスで、3月
24日（火）までに、障害保健福祉セ
ンターへ。
 ☎5439－2511　FAX5439－2514
※申し込みの際、身体状況の確認
をさせていただくことがありま
す。手話通訳・介護者が必要な人
は、ご相談ください。また、一般
の交通機関の利用が困難な人は、
巡回送迎バスを利用できます。

新庁舎に移転しました
　〒105－0023　芝浦1－16－1
　みなとパーク芝浦2階
相談する
　消費者センターでは消費生活に関
するさまざまな相談を受け付けてい
ます。センターに寄せられた相談の
一部を紹介します。
○賃貸住宅を退去したところ、敷金
が戻されない上、修繕費を請求され
た。
○覚えのないアダルトサイトの利用
料を請求されている。

消費生活相談
対象　区内在住・在勤・在学者
とき　月～土曜（年末年始・祝日を
除く）午前9時30分～午後4時
※土曜は電話相談のみ
消費生活相談専用電話
 ☎3456－6827
知る
●リコール情報コーナー
●ミナト消費者だより
●くらしのQ&A（｢広報みなと｣に
掲載）
学ぶ
●一日消費者教室（くらしに役立つ

講座）
●夏休み子供消費者教室（工作・実
験）
●移動消費者教室（バス見学会）
調べる
●簡単なテスト実習や苦情商品テス
ト等（利用日の2カ月前から1週間前
までに利用申請の提出が必要です。
また、テストしたいものは利用者が
お持ちください。専門の指導員のア
ドバイスを受けながらテストできま
す）
●食品の放射性物質検査（検査実施
日は毎週火・木曜（祝日・年末年始
を除く）ですが、3日前までに予約を
してください）
　なお、対象者・対象物、物品の持
ち込み方法等、詳しくは港区ホーム

ページをご覧いただくか、消費者セ
ンターへお問い合わせください。
活動する
●消費者問題推進員
　区民と消費者センターのパイプ役
として、ボランティアで啓発活動を
行ったり、消費者センターの講座や
実験の手伝い等も行っています。
　さまざまな消費者問題についての
勉強会や啓発活動を主に行っていま
す。活動の一環として区内各施設に
赴き、消費生活に関する寸劇・クイ
ズ等を行い、直接区民との交流も行
っています。

消費者センター ☎3451－4159
問い合わせ

消費者センターをご利用ください

区立障害者グループホーム
芝浦で空室を活用した短期
入所を実施します

平成27年度自立訓練
（機能訓練）のご案内

　国際化が進み、人、物、文化、
情報等あらゆる面で、国境を越え
た相互交流が活発に行われていま
す。区内には、平成27年1月1日現
在、約1万8000人の外国人が暮ら
しており、これは区の人口の約1
割弱にあたります。また、その国
籍は約130カ国に及んでいます。
　このことは、港区の地域特性で
あり、恵まれた国際性を生かし
て、国籍や文化の違いを超えた
人々の交流が行われています。
　しかし、その一方で、言語、文

化、宗教、生活習慣等の違いやこ
れらへの無理解から、外国人に対
する差別や偏見がみられます。
　さらに、近年は、特定の民族や
国籍の人々を排斥する差別的言動
がいわゆる｢ヘイトスピーチ｣とし
て社会的関心を集めています。こ
うした言動は、人々に不安感や憎
悪感を与えるだけでなく、人とし
ての尊厳を傷つけたり、差別意識
を生じさせることになりかねず、
許されるものではありません。
　2020年東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会の開催を控
え、日常生活の中で外国人と接す
る機会は、今後ますます増えるこ
とが予想されます。
　人権に国境はありません。私た
ち一人ひとりが多様性を認め、相
互理解と思いやりの心を持ち、民
族や国籍等の違いを越えて互いの
人権を尊重しあう社会を共に築い
ていきましょう。
ヘイトスピーチによる被害等、人
権に関する相談
　東京法務局｢みんなの人権110

番」ナビダイヤル（祝日・年末年始
を除く月～金曜午前8時30分～午
後5時15分） ☎0570－003－110
外国人のための人権相談所
　東京法務局内人権相談室（千代
田区九段南1－1－15　九段第2合
同庁舎） ☎5213－1372
※ 受付時間等：午後1時30分～4時、
英語・独語：火・木曜、中国語：月曜

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2027

問い合わせ

私たちの力で人権の世紀に　ヘイトスピーチ、許さない。～外国人の人権～

障害保健福祉センター
 ☎5439－2511　FAX5439－2514

問い合わせ

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



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

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

３
月
15
日（
日
）

武村医院（内） 北青山3－12－2 3407－7826

国際医療福祉大学三田病院（内・外）三田1－4－3 3451－8121

吉開歯科医院（歯） 麻布十番1－8－1 3583－7596

★厚治内科クリニック（内・小） 北青山2－12－33 3401－0455

港区休日歯科応急診療所
（港区口腔保健センター） 三田1－4－10　みなと保健所2階 3455－4927

(休日のみ）

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

診療
案内

東京消防庁救急相談センター
（毎日24時間）

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

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」（毎日24時間）

☎5272－0303
ホームページ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　※日中、夜間とも区内在住者に限ります。
港区休日くすり何でもテレホン　対応時間：午前9時～午後2時　※薬局の電話がかかりにくい場合は、☎090－9378－7915
3月15日（日） さくら薬局　西新橋2号店 西新橋3－19－11 5402－6611
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

http://www.city.minato.tokyo.jp平成27年（2015年）3月11日6

※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

健　　康
港区健康づくりサポーターが行
う（1）気功・ヨガ・ピラティス
で毎日元気しなやかに（2）腰・
膝を痛めない「気功ウオーキン
グ」講座
対区内在住・在勤・在学者
時（1）3月18日（水）午前9時30分～11
時30分（2）3月22日（日）午後1時30分
～3時30分
所（1）赤坂いきいきプラザ（2）青山
いきいきプラザ
人（1）10人（2）25人（いずれも申込
順）
費用　（1）（2）各400円（資料等）
申電話で、健康クロスリンク研究
会　内山へ。 ☎090－7208－5952
問健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

胃・大腸がん検診（予約制）
対 35歳以上の区民
時 4月1日（水）～30日（木）午前8時30
分～9時30分受け付け
所こころとからだの元氣プラザ（千
代田区飯田橋3－6－5）
人 20人
申電話で、健康推進課健康づくり
係へ。 ☎6400－0083

骨粗しょう症検診（予約制）
対区民で、20歳以上の女性で次の
いずれかに該当する人（1）5歳ごとの
節目年齢の人（2）過去5年以内に受診
していない人※現在骨粗しょう症で
治療中の人はご遠慮ください。
時 4月8・22日（水）午後2時～2時45
分受け付け
所みなと保健所
人各20人（申込順）
申電話で、健康推進課健康づくり
係へ。 ☎6400－0083

精神保健福祉相談（予約制）
　こころの病気（思春期、アルコー
ル依存症を含む）や認知症の早期発
見・早期治療・対応の仕方等につい
て、精神科医師が相談に応じます。
対区内在住・在勤者
時原則、毎月第1月曜・第2金曜・
第3水曜・第4月曜の午後※時間はお
問い合わせください。
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084
または各総合支所区民課保健福祉係
へ。 ☎欄外参照

講座・催し物
対話の場ってなんだろう
　「私たちはなぜ地域や職場で対話
の場をつくるのか」という問いを深
く語り合います。
時（1）3月21日（土・祝）正午～午後5
時30分（2）3月25日（水）午後6時45分
～9時30分
所きらきらプラザ新橋
内（1）私たちはなぜ地域や職場で対
話の場をつくるのか（2）グループ発
表、ゲストとのトーク
人各20人（申込順）
費用　各500円（飲み物代、資料代）
申電話またはファックスで、希望
の回・住所・氏名・電話番号を、芝
地区総合支所協働推進課地区政策担
当へ。 ☎3578－3192　FAX3578－3180
※イノベーション学校ホームページ
http://gokinjo-i.jp
からも申し込めます。

◎芝の家・音あそび実験室「お
絵かきおんがく」
時 3月25日（水）午後1時30分～3時30
分
人 15人（申込順）
持ち物　音のでるもの（楽器も可）
申電話またはファックスで、氏
名・年齢・電話番号を、芝の家へ。

◎芝の家ジャズレコードコンサ
ート「ビル・エヴァンス特集」
時 3月28日（土）午後6時30分～8時30
分
人 30人（申込順）
申電話またはファックスで、氏
名・電話番号を、芝の家へ。
◎印の共通事項
所芝の家（芝3－26－10）
問芝の家（火～土曜正午～午後5
時） ☎・FAX3453－0474
芝地区総合支所協働推進課地区政
策担当 ☎3578－3192

シニア朗読ボランティアグルー
プ「ことばつむぎ」による親子で
楽しむおはなし会〝春が来た〟
対区民※3歳以上のお子さんから参
加可（保護者同伴）
時 3月28日（土）午後2時～3時（午後1
時30分開場）
所高輪いきいきプラザ
人 40人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問高輪いきいきプラザ
 ☎3449－1643

フラ＆タヒチアンダンスショー
対区民
時 3月21日（土・祝）午後1時30分～2
時30分
所高輪いきいきプラザ
人 40人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問高輪いきいきプラザ
 ☎3449－1643

運河めぐり
　「港南ふれあい桜祭り」の開催に合
わせ、運河めぐりを実施します。船
の上からまちの移り変わり等を感じ
ましょう。
対芝浦港南地区（芝浦、海岸2・3丁
目、港南、台場）の在住・在勤・在
学者
時 4月5日（日）集合時間：（1）午前10
時20分（2）午前11時15分（3）午後0時
10分（4）午後1時5分（5）午後2時※小
雨決行、荒天中止
所高浜運河沿緑地集合
人各36人（申込順）
申電話で、3月12日（木）～22日（日）
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
※詳しくは、参加者宛てに案内を送
付します。
担芝浦港南地区総合支所協働推進
課協働推進係

ウズベキスタン大使館主催「ナ
ウルーズインジャパン～ウズベ
キスタン文化週間」無料招待
対区内在住・在勤・在学者
時 3月22日（日）午後6時45分～8時30
分（午後6時20分開場）
所赤坂区民ホール
人 15人（抽選）
申往復はがきに、参加希望者分の
氏名・住所・電話番号、在勤・在学
の場合は会社や学校名および所在地
を明記の上、3月17日（火・必着）ま
でに、〒105－8511　港区役所地域
振興課国際化推進担当へ。
 ☎3578－2308

ぜん息教室
　専門医の話を聞いてみませんか。
肺年齢を測ることもできます。
対ぜん息患者とその家族、希望者
時 3月27日（金）（1）午後2時～4時（2）
午後6時～8時※いずれも同じ内容で
す。
所みなと保健所8階
人各45人（申込順）
申電話で、3月20日（金）までに、保

健予防課公害補償担当へ。
 ☎6400－0082

第8回一日消費者教室　出前寄
席「落語・漫才・コントで消費
者問題を勉強しよう！」
対区内在住・在勤・在学者
時 3月25日（水）午後2時～4時
所消費者センター
人 50人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問消費者センター ☎3456－4159

☆人道主義写真展「言葉で伝え
られない世界の現実」
　世界の紛争・災害等の現実を伝え
る写真を展示します。
対どなたでも
時 3月11日（水）～22日（日）午前9時
～午後7時（土・日曜、祝日は午後5時）

☆講座「国際医療支援NGOが
見た女性や少女の現状」
　3月8日は国際女性デー。世界の女
性の現状を知りましょう。
対区内在住・在勤・在学者および
テーマに関心がある人
時 3月19日（木）午後7時～9時
人 15人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、5人程度、3月13日（金）ま
でにお申し出ください）
申直接または電話・ファックスで、
氏名・住所・電話番号を、男女平等
参画センターへ。
 ☎3456－4149　FAX3456－1254
☆印の共通事項
所男女平等参画センター
担総務課人権・男女平等参画係

来て、観て、楽しむ！ヤッサン
一座の紙芝居
対どなたでも
時 3月21日（土・祝）午後2時～2時30
分（午後1時45分開場）
所麻布図書館
人 30人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問麻布図書館 ☎3585－9225
担図書・文化財課庶務係

大人の塗り絵教室
対 20歳以上の人
時 3月25日（水）午後2時～4時
所赤坂図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、赤坂図書館へ。
 ☎3408－5090
※3月19日（木）は、休館のため受け
付けできません。

◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822　赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022
◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3121　麻布地区☎5114－8802　赤坂地区☎5413－7272　高輪地区☎5421－7621　芝浦港南地区☎6400－0031

区
役
所
・
総
合
支
所
へ
の
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
特
記
が
な
い
場
合
は
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
。



◆各港区立図書館等◆　みなと図書館☎3437－6621　三田図書館☎3452－4951　麻布図書館☎3585－9225　赤坂図書館☎3408－5090　高輪図書館☎5421－7617
高輪図書館分室☎3443－1666　港南図書館☎3458－1085　港郷土資料館☎3452－4966  台場区民センター図書室☎5500－2356
男女平等参画センター図書資料室☎3456－4149　青山生涯学習館図書室☎3470－4584

特別区人事委員会事務局任用課採用係 ☎5210－9787
ホームぺ－ジ http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm
港区役所人事課人事係 ☎3578－2107

問い合わせ
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担図書・文化財課庶務係

お 知 ら せ
平成27年度港区民交通傷害保
険加入の申込期限が近づいてい
ます
加入申込期限　（1）各総合支所：3月
31日（火）（2）金融機関：3月23日（月）
※期限を過ぎた後の加入はできませ
んので、ご注意ください。
パンフレット・申込書配布場所　各
総合支所協働推進課協働推進係およ
び区内金融機関
問各総合支所協働推進課協働推進
係 ☎6面欄外参照

港区保健所運営協議会の開催
　港区保健所運営協議会条例に基づ
く「港区保健所運営協議会」を開催
し、区内の公衆衛生およびみなと保
健所の運営に関する事項を審議しま
す。

対区民
時 3月25日（水）午後2時～4時
所みなと保健所※傍聴を希望する
人は、当日直接会場へ。
問生活衛生課庶務係 ☎6400－0041

東京都環境影響評価条例に基づ
く環境影響評価書案に係る見解
書の縦覧について
　環境保全の見地から意見を述べた
い人は、意見書を提出してください。
事業名　（1）「（仮称）三田小山町西地
区市街地再開発事業」（2）「（仮称）竹
芝地区開発計画」
時 3月11日（水）～30日（月）※閉庁時
を除く
所環境課（区役所8階）、各総合支
所、みなと図書館で閲覧ができます。
意見書の提出先　郵送または直接、
3月17日（火）～31日（火・消印有効）
に、氏名・住所・電話番号・公述
要旨・事業名を明記の上、〒163－
8001新宿区西新宿2－8－1　東京都

環境局都市地球環境部環境都市づく
り課へ。 ☎5388－3440
都民の意見を聴く会
時（1）4月14日（火）午後1時30分（2）4
月15日（水）午後2時30分
所（1）麻布図書館（2）港勤労福祉会
館
問環境課環境指導・環境アセスメ
ント担当 ☎3578－2490

第3回港区障害者地域自立支援
協議会
　策定した港区障害者計画・第4期
港区障害福祉計画の報告のため、協
議会を開催します。
対どなたでも傍聴可※保育あり（4
カ月～就学前、1人程度）
時 3月26日（木）午後6時30分～8時30
分
所障害保健福祉センター
申電話で、傍聴を希望する人は3月
24日（火）までに、保育を希望する人
は3月17日（火）までに、障害者福祉

課障害者施策調整担当へ。
 ☎3578－2459

特定個人情報保護評価書（住民
基本台帳に関する事務）を港区
ホームページで公表します
公表日　3月20日（金）
問区政情報課情報政策担当
 ☎3578－2080

変更・休止情報等
証明書自動交付機休止（青山い
きいきプラザ）
　施設の定期点検および館内清掃実
施のため、証明書自動交付機が使用
できなくなります。当日は区内に設
置してある他の証明書自動交付機、
または電話予約サービスをご利用く
ださい。
時 3月25日（水）終日
問赤坂地区総合支所区民課窓口サ
ービス係 ☎5413－7012

区立図書館
本やCD等を借りるには
はじめて借りるとき（利用登録）　本
等の閲覧はどなたでもできます。借
りることができるのは、東京23区内
の在住・在勤・在学者です。現住所
および勤務先、学校の所在地が確認
できるもの（運転免許証・健康保険
証・社員証・学生証・在留カード等）を
お持ちになり利用登録をしてくださ
い。図書館カードを発行します。
貸し出し数　（1）図書（本・雑誌）…
10冊（2）CD…3タイトル（3）DVD…
2タイトル（4）ビデオテープ…3タイ
トル
貸し出し期間　2週間
自動貸出機をご利用ください　図書
館カードで、簡単・スムーズに図書
館資料の貸し出し手続きを行える自
動貸出機を、全館に設置しています。
借りた本やCD等を返すには
　どの区立図書館でも返却できま
す。休館日、開館時間外はブックポ
ストをご利用ください。生涯学習セ
ンター、みなとパーク芝浦にもブッ
クポストを設置しています。ただ
し、壊れやすいCD・DVD・ビデ
オテープ、都立や他区市立図書館所
蔵の図書はブックポストでは返却で
きません。直接、区立図書館のカウ
ンターへお返しください。
連携施設での貸し出し・返却
　台場区民センター図書室・男女平

等参画センター図書資料室、青山生
涯学習館図書室でも、区立図書館所
蔵資料の貸し出し（予約資料のみ）と
返却ができます。利用には、図書館
カードが必要です。各施設の利用時
間等は区立図書館と異なりますの
で、ご注意ください。なお、台場分
室多目的室では毎月、おはなし会・
ブックスタートも行っていますの
で、ご参加ください。
区内大学図書館との相互協力
　東京海洋大学付属図書館、テンプ
ル大学ジャパンキャンパス図書館の
資料を借り受け、区立図書館で貸し
出しします。
インターネットサービス
　区立図書館ホームページでは、図
書館の利用案内やイベント、お知ら
せ等がご覧になれます。資料の検
索・予約や、貸し出し延長・予約の
取消手続きも行えます。インターネ
ット予約等に必要なパスワードは、
ホームページから登録できます。
図書館のホームページアドレス
●パソコン
http://www.lib.city.minato.toky 
o.jp/
●携帯電話
http://www.lib.city.minato.toky 
o.jp/m/
本の宅配サービス
　区内在住で、来館が困難な人で肢
体不自由や高齢の人に本と雑誌をお
届けする宅配サービスを実施してい

ます。利用するには、図書館の利用
登録が必要となりますが、手続きは
職員が訪問して行います。
声の図書サービス
　区内在住で、視覚障害等により本
が読めない人に、点字本や音声本
（CD等）の貸し出しや対面朗読サー
ビスを実施しています。
その他の区立図書館の事業
ブックスタート　赤ちゃんと絵本を
開く喜びや大切さを知っていただく
ため、1歳の誕生日までの赤ちゃんと
保護者を対象に、決められた日時に
図書館から本をお渡ししています。
映画会　毎月港区立図書館では映画
会を実施しています。みなと図書館
では「みなとシネクラブ」と題し毎月
末に映画評論家や映画監督等をお呼
びし、上映前に映画の解説を行い、
上映します。平成27年度は映画評論
家の村山匡一郎さん、渡辺祥子さん
や映画監督の松江哲明さん等がいら
っしゃいます。
※ ブックスタートやその他のイベン
トについては、「広報みなと」21日
号や図書館で配布、掲示している
行事カレンダー・図書館のホーム
ページをご覧ください。
開館時間（高輪図書館分室を除く）
　月～金曜午前9時～午後8時、土・
日曜、祝日、12月28日午前9時～午
後5時
休館日　毎月第3木曜（館内整理日）、
特別整理期間、年末年始（12月29日
～1月3日）
高輪図書館分室の開館時間
　月～日曜午前9時30分～午後8時

休館日　祝日、毎月第3木曜（館内整
理日）、特別整理期間、年末年始（12
月29日～1月3日）
図書館からのお願い
　図書館資料の紛失、水濡れ、汚
れ、書き込み等は、弁償の対象とな
ります。図書館資料を大切に扱って
ください。

港郷土資料館
　港郷土資料館（三田図書館4階）で
は区内の貴重な文化財の保護や調
査・研究・展示を行っています。クジ
ラの骨や民具、土器等に直接触れら
れる「さわれる展示室」もあります。
港郷土資料館ホームページ
企画展や講座、刊行物等のご案内を
しています。
●パソコン
http://www.lib.city.minato.toky 
o.jp/muse/
●携帯電話
http://www.lib.city.minato.toky 
o.jp/m/muse/
開館時間　午前9時～午後5時（さわ
れる展示室の開室は、火･金･土曜午
後0時30分～4時30分）　
休館日　日曜・祝日・毎月第3木曜、
年末年始（12月28日～1月4日）・特別
整理期間
※ 7月21日～8月31日の日曜・祝日は
開館します。

入館料　無料

各港区立図書館・郷土資料館
 ☎欄外参照

問い合わせ

　特別区職員採用試験・選考の日程
が決まりましたので、お知らせしま
す。
　募集する試験・選考区分、採用予
定数および受験資格等の詳細につい
ては、それぞれの採用試験・選考告
示日に発表する採用試験・選考案内
を参照してください。

Ⅰ類採用試験
（一般方式）

Ⅰ類採用試験
（土木建築新方式） Ⅲ類採用試験 経験者採用試験・選考 身体障害者を

対象とする採用選考
告示 3月12日（木） 6月11日（木） 6月11日（木） 6月11日（木） 7月10日（金）

郵送申込受付 4月8日（水）～15日（水） 6月11日（木）～7月22日（水）6月11日（木）～7月22日（水）6月11日（木）～7月22日（水）7月10日（金）～8月17日（月）
インターネット申込受付 4月8日（水）～17日（金） 6月11日（木）～7月24日（金）6月11日（木）～7月24日（金）6月11日（木）～7月24日（金）7月10日（金）～8月19日（水）
1次試験・選考 6月7日（日） 9月6日（日） 9月13日（日） 9月6日（日） 9月13日（日）

試験・選考区分 事務系、福祉系、
一般技術系、医療技術系 一般技術系 事務系、一般技術系 事務系、一般技術系 事務系

平成27年度　特別区職員
採用試験・選考日程のお知らせ

港区立図書館と港郷土資料館をご利用ください

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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　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。
その他緊急情報
　区民避難所の開設・閉鎖情報や避
難勧告・避難指示情報等を配信しま
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
と情報種別を選択してください。

　登録方法は、港区ホームページで
も公開しています。
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。
区内の災害・緊急情報は、次の方法
でも配信しています
◦港区ホームページ
◦Twitter
＜アカウント＞
（日本語）＠minato_city
（英語）＠minato_city_en
（中国語）＠minato_city_zh
（ハングル）＠minato_city_ko

◦Facebook
（日本語）https://www.facebook.
com/city.minato
（英語） https://www.facebook.
com/city.minato.en
（中国語） https://www.facebook.
com/city.minato.zh
（ハングル） https://www.facebook.
com/city.minato.ko
○みなとケーブルテレビの「J:COM
チャンネル港・新宿」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

防災課防災係 ☎3578－2541
問い合わせ

　東日本大震災の発生から4年が経過しまし
た。震災後、我々の防災意識は高まりました
が、月日が経ち、いつの間にか｢忘災｣になっ
てしまっていないでしょうか。
　災害は、いつ発生するか分かりません。こ
の機会に、改めてご家庭の防災対策を見直
し、万全に備えておきましょう。
家の中を安全にする
　近年発生した地震でけがをした人のうち、
3～5割は家具類の転倒・落下によるものでし

た。大型家具を固定したり、家具の配置を工
夫したりして、家の中をより安全で安心でき
る場にしましょう。
家族で備える
　災害時の近隣の危険箇所や地域集合場所、
区民避難所等を確認しておきましょう。併せ
て、災害時の家族の連絡方法を決めておきま
しょう。
　食料や水等の備蓄品は最低でも3日分、高
層住宅においては1週間分の準備をしておき
ましょう。
地域で備える
　大規模な災害が発生した場合、行政機関だ

けでは充分に対応することができません。阪
神・淡路大震災では、救出された人たちの約
8割が、家族や地域の皆さんにより救出され
たといわれています。地域ぐるみで備えるこ
とが重要です。
｢備え｣を確認しましょう
　災害による被害を最小限にするために、再
度、ご家庭の｢備え｣の確認をお願いします。
そのための第一歩は、過去の教訓から学び、
そして、忘れないことです。

防災課地域防災支援係 ☎3578－2512
問い合わせ

防災を｢忘災｣にしないために
～｢

備
え｣

の
再
確
認
を
～

区内の災害・緊急情報を
電子メール・

Twitter・Facebookで
お知らせします

　区民に最悪の被害を及ぼす
地震や、下水道や河川の排水
能力を大きく超える激しい雨
が降った場合を想定し、「津
波ハザードマップ」、「液状化
マップ」、「揺れやすさマッ
プ」、「浸水ハザードマップ」
の4種類のハザードマップを
作成しています。
　各種ハザードマップは、港

　区では、区民および事業者向けのア
プリ｢港区防災アプリ｣を開発し、津波
による浸水深の3Dイメージや、各種ハ
ザードマップ、避難所一覧等の防災関
連情報を無料配信しています。
　配信する津波に関する情報は、都が公
表した津波の被害想定を踏まえ、区が独
自に実施したシミュレーション結果（平
成24年12月公表）に基づくものです。
　アプリはGPS機能と連動し、利用者
の現在地を踏まえた情報を配信すると
ともに、日本語・英語・中国語・ハン
グルの4カ国語に対応しています。
　アプリは、港区ホームページまたは
右記の二次元バーコードからダウンロ
ードできます。

区ホームページからご覧いただける
他、各総合支所等で配布しています。
　大地震や大雨等に対する日頃の備え
にご活用ください。

ハザードマップを活用しましょう防災アプリを活用しましょう
 ダウンロード先

ｉＰｈｏｎｅ端末

メイン
メニュー

津波浸水深の
3Dイメージ

Ａｎｄｒｏｉｄ端末
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「危険ドラッグの売買等の対
策に関する覚書」を締結しま
した

防災課生活安全推進担当
 ☎3578－2270

問い合わせ

　危険ドラッグに起因する事件・事
故や振り込め詐欺等の特殊詐欺の多
発が全国的に社会問題化していま
す。また区内の繁華街では訪れる人
を不安にさせる悪質な客引きも見ら
れ、区民の平穏な生活が脅かされる
おそれがあります。
　このため、区は、2月9日（月）に愛
宕・三田・高輪・麻布・赤坂・東京湾岸
警察署、（公社）東京都宅地建物取引

業協会港区支部および（公社）全日本
不動産協会東京都本部港支部と、積
極的な情報の共有等を内容とする｢
危険ドラッグの売買等の対策に関す
る覚書｣を締結しました。
　区内6警察署に加え、多くの不動
産事業者が加入し幅広いネットワー
クを持つ不動産事業者団体と締結し
たことにより、危険ドラッグ販売店
や振り込め詐欺グループのアジト、
悪質な客引きを行う店舗等の情報を
より強力に収集・共有し、効果的な
施策を推進していくこととしていま
す。

防災課防災係 ☎3578－2541
問い合わせ

防災課防災係 ☎3578－2541
問い合わせ

「危険ドラッグの売買等の対策に関する覚書」の締結式


