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出張場所　 

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 

こうなん保育園（港南健康福祉館） 

台場児童館 

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 

台場保育園（台場分室・多目的室） 

港南子ども中高生プラザ 

こうなん保育園（港南健康福祉館） 

芝浦アイランドこども園 

台場保育園（台場分室・多目的室） 

芝浦アイランドこども園 

こうなん保育園（港南健康福祉館） 

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 

台場児童館 

港南子ども中高生プラザ 

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 

芝浦アイランドこども園 

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 

こうなん保育園（港南健康福祉館） 

台場児童館 

芝浦アイランドこども園 

港南子ども中高生プラザ 

台場保育園（台場分室・多目的室） 

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 

こうなん保育園（港南健康福祉館） 

時　　間 

11：00～12：00、13：30～15：00 

10：00～11：30、13：00～14：30 

11：45～13：00 

11：00～12：30、13：30～15：00 

11：00～12：30、13：30～15：00 

10：00～13：30 

10：00～11：30、13：00～14：30 

10：00～12：00、13：00～15：00 

11：00～12：30、13：30～15：00 

10：00～12：00、13：00～15：00 

10：00～11：30、13：00～14：30 

11：00～12：00、13：30～15：00 

11：45～13：00 

10：30～11：30、11：30～13：30 

11：00～12：30、13：30～15：00 

10：00～12：00、13：00～15：00 

11：00～12：00、13：30～15：00 

10：00～11：30、13：00～14：30 

10：30～12：00、12：00～13：00 

10：00～12：00、13：00～15：00 

10：00～13：30 

11：00～12：30、13：30～15：00 

11：00～12：30、13：30～15：00 

10：00～11：30、13：00～14：30

内　　容 

お悩みどっとこむ、すくすく計測 

保育園であそぼう、みなとっこ 

ぷちサロン 

すくすく計測 

保育園であそぼう、みなとっこ 

個別相談、身体計測、フリー 

保育園であそぼう、みなとっこ 

こども園であそぼう、みなとっこ 

保育園であそぼう、みなとっこ 

こども園であそぼう、みなとっこ 

保育園であそぼう、みなとっこ 

お悩みどっとこむ、すくすく計測 

ぷちサロン 

子育てあんしんプロジェクト、個別相談 

すくすく計測 

個別相談、身体計測、フリー 

お悩みどっとこむ、すくすく計測 

保育園であそぼう、みなとっこ 

親子でクッキング（申込み制）、個別相談・計測 

こども園であそぼう、みなとっこ 

個別相談、身体計測、フリー 

保育園であそぼう、みなとっこ 

すくすく計測 

保育園であそぼう、みなとっこ 

保健師・助産師・栄養士によるプロジェクトチームが、
次の施設を訪問し、子育てに関するお話やアドバイ
ス、悩みや心配の個別相談などをしています。どうぞ
ご利用ください。　　　（平成２１年１０月～１２月の実施予定） 

※保育園（こども園）で遊ぼう、みなとっこの日は、午後からはフリーの時間となり、個別相談や身体計
測が出来ます。  

※台場児童館（5500-2363）と港南子ども中高生プラザ（3450-9576）の参加については、事前
の申し込みが必要です。  

※芝浦アイランドこども園の「こども園であそぼう」の参加は、事前の申し込みが必要な場合があります
ので、直接こども園（5443-7337）にお問い合わせください。 

※実施する内容によって、時間等を変更する場合がありますので、詳しくは出張場所の施設へお問い合
わせください。 

問い合わせ先 区民課保健福祉係 電話：6400-0022
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10
 

11
 

12
 

芝浦港南地区
総合支所だより
芝浦港南地区

総合支所だより

芝浦港南地区
総合支所だより
芝浦港南地区

総合支所だより

暮らしの疑問、まとめて
「みなとコール」でお答えします。
午前 7 時～午後 11 時（年中無休）
FAX：03-5777-8752
E-Mail：info@minato.call-center.jp

ゴヨウ（は）ナーニ　ミナト（コールです）

03-5472-3710

暮らしの疑問、まとめて
「みなとコール」でお答えします。
午前 7 時～午後 11 時（年中無休）
FAX：03-5777-8752
E-Mail：info@minato.call-center.jp

ゴヨウ（は）ナーニ　ミナト（コールです）

03-5472-3710

暮らしの疑問、まとめて「みなとコール」でお答えします。
午前 7 時～午後 11 時（年中無休）
FAX：03-5777-8752
E-Mail：info@minato.call-center.jp

都税についてのお知らせ

　暑かった夏が終わり、季節は秋になりま

した。

　秋といえば、食欲の秋、読書の秋、スポーツ

の秋……たくさんの楽しみ方がありますが、皆

さまの秋はどのような秋になるのでしょうか。

ご自分なりの満喫した秋をお過ごしください。

　男女平等参画センター（リーブラ）図書資料室では平成21年 1月27日から、台場区民センター図書室では3月1日から、それ
ぞれ区立図書館システムと連携し、図書館の予約資料の貸出し・返却、図書館資料の検索・予約などができるようになりました。
どうぞご利用ください。
※ 利用には、区立図書館への登録が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

　問い合わせ先　　
　　男女平等参画センター　電話：3456-4149／台場区民センター図書室　電話：5500-2356／みなと図書館　電話：3437-6621

男女平等参画センター図書資料室と台場区民センター図書室に、図
書館システムが導入されたと聞いたのですが、どんなサービスが始ま
ったのですか？

質問質問

答答

芝浦港南地区施設訪問－その6

芝浦3-9-14　電話：6722-2600
　　　　　　　　（芝浦キャンパス代表）

　平成18年、芝浦工業大学は、江東

区の豊洲キャンパスに法人機能が移

転しました。これに伴い、芝浦の大学

跡地は、大学と民間事業者の連携に

より、大学、オフィス、ホテルからなる

「芝浦ルネサイト」として再開発されま

した。

　新校舎は、平成21年 4月1日に開

校し、新たに開設した「デザイン工学

部デザイン工学科」の学びの場となっ

ています。芝浦工業大学伝統の地において、新たな教育研究機能、産学

連携機能、国際交流機能、そして、災害時の施設開放、子ども向け科学教

室の開催などの生涯学習等地域貢献機能を備え、新スタートしました。

暮らしの疑問、まとめて「みなとコール」でお答えします。
午前 7 時～午後 11 時（年中無休）

FAX：03-5777-8752
E-Mail：info@minato.call-center.jp

ゴヨウ（は）ナーニ　ミナト（コールです）

03-5472-3710

「平成22年4月　港陽小学校・中学校が変わります！」「平成22年4月　港陽小学校・中学校が変わります！」

〈軽減の対象!　耐震化のための建替え〉
　昭和５７年1月1日以前からある家屋を取り壊し、当
該家屋に代えて、平成２１年1月2日から平成２７年１２
月３１日までの間に新築された住宅

耐震化のための建替えを行った住宅とは、上記
に加え、次の要件をすべて満たす住宅です。
1）新築された家屋の居住部分の割合が当該家屋の

2分の１以上であること
2）建替え前の家屋を取り壊した日の前後各１年以内

に新築された住宅であること
3）建替え前の家屋と新築された住宅がともに２３区

内にあること
4）新築された日の属する年の翌年の1月1日（1

月１日新築の場合は、同日）において、建替え前の
家屋を取り壊した日の属する年の１月１日におけ
る所有者と、同一の者が所有する住宅であること

5）新築された住宅について、検査済証の交付を受
けていること

〈軽減される期間・税額〉
　新築後新たに課税される年度から3年度分につい
て全額減免（減免の対象となる戸数は、建替え前の
家屋により異なります。）

〈軽減を受けるための手続き〉
　「固定資産税減免申請書」に必要事項を記載のう
え、新築された年の翌々年（1月1日新築の場合は翌
年）の2月末までに申請してください。

問い合わせ先　港都税事務所
　　　　　　　電話：3453-3211

　区では毎年、防災関係機関の協力を得て、地域ぐるみの防災訓練を実施しています。
先の8月11日に、駿河湾を震源としたマグニチュード6.5の地震が発生したことも記憶に新しく、さら
には、集中豪雨などによる被害も多数発生しています。
　災害発生時には、区民ひとりひとりの「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識が重要です。
　被害を最小限にするために、日ごろから災害への備えを心がけ、訓練の場に積極的に参加し、
自助・共助について考える機会としてください。各地区の訓練日程は、次のとおりです。

日　　　時：平成２１年１１月２９日（日） 午前9時３０分から午前１１時３０分まで
メイン会場：芝浦小学校（芝浦3-1-20）※例年と実施時期が変更になっています。

日　　　時：平成２１年１１月8日（日） 午前9時３０分から午前１１時３０分まで
メイン会場：港南中学校（港南4-3-3）

日　　　時：平成２１年１１月１５日（日） 午前9時３０分から午前１１時３０分まで
メイン会場：港陽小・中学校（台場1-1-5）

べいあっぷアンケート結果報告
本誌第12号で掲載したアンケートで、読者の方からご回答いただいた結果をお知らせします。

最後に、アンケートにご協力していただき、ありがとうございました。皆様からお寄せいただきましたご意見は、今後の本誌づくりの参考にさせていただきます。

港区総合防災訓練（芝浦港南地区総合支所管内）のお知らせ

　港区の申請期限は10月7日（水）です。
　申請がまだお済みでない人は、郵送または最寄りの総合支
所窓口で大至急申請してください。
問い合わせ先　区役所改革推進課 定額給付金担当 
　　　　　　　電話：3578‐2565～7

ページ数について
　ちょうどよい　89％　　少なすぎる　7％　　多すぎる　4％

文字と写真のバランスについて
　ちょうどよい　72％　　写真が多すぎる　14％
　文字が多すぎる　14％

第１２号で興味のあった記事
　芝浦港南地区の街づくり　13％
　芝浦・海岸地区イベントリポート　12％
　港南地区イベントリポート　11％　�公園紹介　10％　　など

芝浦、海岸2・3丁目地区、港南、台場地区の魅力
　運河がある　28％　　海がある　21％　　緑が多い　12％
　橋が多い　12％　　など

芝浦、海岸2・3丁目地区、港南、台場地区で知りたいこと
　イベント情報　36％　　公共公益施設整備のこと　26％
　芝浦港南総合支所の取り組み　21％　　など

そのほか、子育て情報、文化財・歴史について知りたいといったご意
見も多く寄せられました。

芝浦港南地区のまちづくり　近況報告

耐震化のための建て替えまたは
改修を行った住宅に対する
固定資産税・都市計画税が
軽減されます（２３区内）

芝浦会場

港南会場

台場会場

港陽小学校　電話：5500-2572、　港陽中学校　電話：5500-2575
教育委員会教育政策担当　電話：3578-2720

港区リユースキャラクターの名称決定！！

　区では、イベントごみの削減を目的に、不用になった学校給食用の食器を貸し出すなど「リユース食器活用
の普及」に取り組んでいます。この取り組みの中で、「かっぱ」をモチーフとした港区リユースキャラクターが誕
生しました。このキャラクターの名称を募集したところ、493作品もの応募がありました。
　その中で、最優秀賞に港南小学校5年生の臼井悠登さんの作品「リユー助」が選ばれました。なお、表彰
式が、10月11日にみなと区民まつり（増上寺大殿前ステージ）で10時20分から行われる予定です。
　　問い合わせ先　清掃リサイクル課 ごみ減量推進係　電話：3450-8273

定額給付金の申請受付がまもなく終了します！

港区リユースキャラクター

リユー助

　べいあっぷ前号（第12号）でご紹介した都市計画道路補助第
123号線の新しい道路への付け替えは、作業を9月12日夜から行
い、13日朝には御楯橋から港南緑水公園に向かって直進する新
しい道路が通行できるようになりました。今後も海岸通り復旧工事
、電線共同溝整備工事などを行い、平成23年度に道路整備が終
了します。港南小学校校舎建設工事も、着 と々進んでいます。

　前号に引き続き、来年4月開校の港陽地区小中一貫教育校についてお知らせします。
　この夏、校舎外壁は、白を基調とし、横一本の青のラインと幼・小・中のシンボル・カラーである黄・赤・緑のラインの塗装に生まれ変わりました。
　一貫校では、9年間の連続した児童・生徒理解をもとにした一貫カリキュラムにより、指導の充実を図ります。一貫カリキュラムのメリットは、次の通りです。

①学習のつまずきを解消し、苦手意識を克服させることで、学習意欲の向上が図れる。
②一部教科担任制（小学校 5・6 年）の導入で、授業がより分かりやすく充実する。
③「繰り返し学習」や「発展的学習」を充実させ、基礎・基本の定着と活用力の向上が図れる。

　今年4月から、6年生の国際科で教科担任制を試行し、英語の文字やフォニックス（発音と文字との関連の学
習）等を取り入れた指導を行い、児童の学習意欲を高め中学校の学習への円滑な接続を図っています。
　港陽地区小中一貫教育校が重点を置く3本柱は、「国際科教育」、「体育・健康教育」、「キャリア教育」です。
「国際科教育」では、小学校全学年で実施の国際科を中学校の英語科と英語科国際につなげ、留学生との交流
等の体験的な学習を取り入れます。
　「体育・健康教育」では、授業改善や多様なスポーツの体験により、体力の向上、健康の保持・増進を図ります。例えば、今年度から小学校5・6年生の
希望者が中学校の部活動に参加しています。
　「キャリア教育」では、学年の発達段階に応じ、いかに生きるかを職業との関連に配慮して考える指導を行います。
　港陽地区小中一貫教育校の説明会を10月16日（金）午後7：00～8：30、港陽中学校で開催いたします。
　今後も引き続き、「べいあっぷ」でも教育内容等をお伝えしますので、ご意見をお寄せください。

真っすぐになった123号線姿が見えてきた新しい港南小学校姿が見えてきた新しい港南小学校 真っすぐになった123号線
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すけ

避難はしご訓練

天ぷら油火災消火訓練

避難はしご訓練

天ぷら油火災消火訓練
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