別冊
（保存版）

ワーク・ライフ・バランス
特集号
港区は

これから社会へ出られるみなさん
仕事と子育ての両立を考えているみなさん
家族を介護しているみなさん
企業の経営者のみなさんの

ワーク・ライフ・バランスを応援しています！

区民のみなさんの仕事、子育て、介護、地域や個人の活動をサポートするための港区の取組等をご紹介します。

なぜ

ワーク・ライフ・バランス？

「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現した社会とは・・・
仕事と生活の調和が実現した社会とは、
「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任
を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な
生き方が選択・実現できる社会」です。
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」抜粋

目
港区で

暮らす

次

P2

公共機関の窓口、住民税、国民年金、健康診査、生活保
護制度、介護保険など、日々の暮らしとかかわりの深
い情報を掲載しています。

働く・ P5
起業する・経営する

港区で

出生届、保育園、幼稚園、区立小・中学校、病児・病後
児保育室、学童クラブなど、誕生からおおむね１８歳
までのお子さんの生活にかかわりの深い情報を掲載
しています。

港区で

ハローワーク品川、創業・ベンチャー、港勤労福祉会
館、
ワーク・ライフ・バランス推進ガイドブックなど、
仕事や会社の経営とかかわりの深い情報を掲載して
います。

港区に

相談する

港区で

活動する

P6

スポーツ施設、区民センター、生涯学習センター、いき
いきプラザ、ボランティア活動など、日々のさまざま
な活動とかかわりの深い情報を掲載しています。

外国籍の方へ

P6

港区を中心とした公的な機関による各種相談（家庭相
談、法律相談、高齢者の仕事の相談、女性相談、消費生
活相談など）
の情報を掲載しています。

子育てする P3

P7

外国籍の方に向けた多言語での情報紹介、タブレット
端末を活用した通訳サービスについての情報を掲載
しています。

各地区総合支所、区民センターのお問合せ電話番号はこちらです
各地区
総合支所
芝地区
麻布地区
赤坂地区
高輪地区
芝浦港南地区
区民センター
☎3583-5487
1

管理課
管理係
施設運営担当
☎3578-3191
☎3578-3135
☎5114-8811
☎5114-8805
☎5413-7014
☎5413-7273
☎5421-7124
☎5421-7067
☎6400-0011
☎6400-0033
赤坂区民センター
☎5413-2711

窓口サービス係
☎3578-3141
☎5114-8821
☎5413-7012
☎5421-7612
☎6400-0021

高輪区民センター
☎5421-7616

区民課
保健福祉係
☎3578-3161
☎5114-8822
☎5413-7276
☎5421-7085
☎6400-0022

芝浦港南区民センター
☎3769-8864

生活福祉係
☎3578-3171
☎5114-8823
☎5413-7277
☎5421-7087
☎6400-0023
台場区民センター
☎5500-2355

港区で

暮らす

区内公共機関のご案内

転入・転出

お住まいの地区・町を管轄する公共機関（区立施
設、税務署、消防署、警察署、水道局など）の電話番
号をご案内します。

国内の他の区市町村や国外と港区との間の転出
入、港区内で住所が変わったとき、世帯主の変更、
世帯の合併・分離、続柄の変更の手続きを行って
います。

【問合せ】港区コールセンター「みなとコール」 ☎5472-3710

コンビニエンスストアで証明書が取得できます
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍事項証明書
（本籍地が港区の場合のみ）などの証明書を全国
のコンビニエンスストアで取得できます。あらか
じめ、マイナンバーカード
（個人番号カード）
また
は住民基本台帳カードと暗証番号の登録が必要
です。

※事前登録が必要

【問合せ】各地区総合支所区民課窓口サービス係

☎P１参照

住民税（特別区民税・都民税）

☎3578-2593 ～ 2609
（2599 除く）

国民健康保険

電子申請サービス
（マイナポータル他）
自宅や職場のパソコンからインターネットを使
い、「マイナポータルを活用した電子申請」や「東
京電子自治体共同運営サービスを活用した電子
申請」で、子育ての手続きや区政情報公開請求、飼
い犬の死亡届などをご利用いただけます。
【問合せ】
情報政策課情報政策担当

☎3578-2073

国内に住む 20 歳以上 60 歳未満の人は、外国人
も含めて全て「国民年金」に加入しなければなり
ません。加入するとき、被保険者の種類が変わる
とき（退職や配偶者の扶養から外れるときなど）
は、各地区総合支所区民課窓口サービス係で手続
きが必要です。年金の受給手続きは、年金事務所
で行っています。
【問合せ】
国保年金課国民年金係

☎3578-2662 ～ 2666

健康診査・がん検診等のご案内

病気やケガに備えて、加入者の皆さんで保険料を出し
合い、相互に助け合っていく地域医療保険です。港区に
住民登録があり、職場の健康保険、国保組合、後期高齢
者医療制度に加入しているか、生活保護を受けている
人以外は加入しなければなりません。加入・喪失手続き
は、各総合支所区民課窓口サービス係で行っています。
【問合せ】国保年金課資格保険料係

☎P１参照

国民年金

特別区民税・都民税は、わたしたちの日常生活に
結びついた仕事の費用を負担し合う性格の税金
です。所得のある方に均等に負担していただく
「均等割」
と、所得の額によって決まる
「所得割」
の
合計からなります。港区内に住所があり、一定以
上の所得がある場合、原則として申告書を提出す
る必要があります。
【問合せ】税務課課税係

【問合せ】
各地区総合支所区民課窓口サービス係

☎3578-2643 ～ 2645

各種がん検診、骨粗しょう症検診、区民健康診査
（３０健診）、特定健診、基本健康診査、特定保健指
導（国民健康保険加入者）等、生活習慣病予防のた
めの健診を区内指定医療機関等で実施していま
す。健康診査･各種がん検診の対象者には、区から
受診券を発送します。
【問合せ】みなと保健所健康推進課健康づくり係 ☎6400-0083

後期高齢者医療制度

区民向け住宅（区営・区立・特定公共賃貸）

75 歳以上の人（65 歳～ 74 歳で障害認定を受け
ている人を含む）を対象とする医療制度です。資
格の取得・喪失や保険料の徴収などにかかわる相
談や手続きなどを行っています。

区営住宅・区立住宅・特定公共賃貸住宅などの
住宅の入居募集を行っています。なお、入居には
それぞれ一定の条件があります。

【問合せ】国保年金課高齢者医療係 ☎3578-2654 ～ 2659、2646

【問合せ】
住宅課住宅管理係

☎3578-2266 ～ 2269

生活保護

生活福祉資金

世帯の収入が国の基準より低く、資産や働く能力
その他あらゆるものを活用しても生活が営めな
い場合に、国の基準に比べて不足する部分を生活
保護費として支給します。各地区総合支所区民課
生活福祉係で手続きが必要です。

世帯の生活の安定と経済的自立を目的として、所得の少
ない世帯・障害者や介護を要する高齢者のいる世帯を対
象に、お住まいの地区の民生委員・児童委員とともにご
相談に応じ、必要な資金の貸付を行います。資金貸付の
際には、東京都社会福祉協議会による審査があります。

【問合せ】各地区総合支所区民課生活福祉係

☎P1 参照

【問合せ】
港区社会福祉協議会生活支援係

☎6230-0282
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休日診療・小児初期救急診療

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」

休日（日曜・祝日・年末年始）
の急病患者を対象に、
みなと保健所内の休日歯科応急診療所と、休日診
療当番医療機関で診察します。また、子どもの軽
症患者を対象に、平日の月曜から金曜の夜間、愛
育病院で初期救急診療を行います。

電話による 24 時間の医療機関案内（コンピュー
タによる自動応答サービス）と、インターネット
による医療機関の情報検索サービスを開設して
います。所在地、診療科目、診療曜日や診療時間な
どを指定しながら、希望する条件にあった都内の
医療機関を検索することができます。

【問合せ】みなと保健所保健予防課保健予防係 ☎6400-0080

【ご案内】
ひまわり電話

☎5272-0303
（毎日 24 時間対応）

高齢者の生活支援

介護保険

ひとり暮らし等のため支援を必要とする高齢者へ
の緊急通報システム、配食サービスなど、また、認知
症高齢者やその家族に対する支援サービス、高齢者
相談センター（地域包括支援センター）など、高齢の
方を支援するための各種取組を行っています。

介護保険制度は、介護を必要とする方とご家族を
支える公的な仕組みです。介護認定、利用者負担
額の減免・助成等を行っています。介護認定申請
は、各地区総合支所区民課保健福祉係で行ってい
ます。

【問合せ】高齢者支援課在宅支援係 ☎3578-2400 ～ 2406
高齢者支援課高齢者相談支援係 ☎3578-2407 ～ 2411

【問合せ】
介護保険課介護給付係 ☎3578-2876 ～ 2880
介護保険課介護認定係 ☎3578-2885 ～ 2890

救急医療情報キット

介護サービス事業者の検索

万一の救急時に備えて、かかりつけ医や服薬内容な
どの医療情報を入れた容器「救急医療情報キット」
を家庭の冷蔵庫に保管し、その情報を救急医療に生
かす仕組みです。各地区総合支所区民課、各いきい
きプラザ、各高齢者相談センター（65 歳以上の人の
み）でキットとステッカー等を無料で配布します。

港区をサービス提供地域にしている介護サービ
ス事業者を検索することができます。サービス内
容や事業者名からの検索に加え、自宅などお住ま
いの近く等を中心とした地図上から検索するこ
ともできます。

【問合せ】各地区総合支所区民課保健福祉係

港区で

☎P1 参照

子育てする

【問合せ】介護保険課介護事業者支援係 ☎3578-2821、2881 ～ 2883

両親学級
出産や子育て準備のための両親学級を開催してい
ます。対象は区民で、妊婦とそのパートナーです。
（妊婦のみ、パートナーのみの参加も歓迎します。
【問合せ】
みなと保健所健康推進課地域保健係

妊娠届

出生届

医療機関で妊娠の診断を受けた方は、各地区総合支
所区民課保健福祉係に届け出てください。母子健康
手帳と母と子の保健バッグ、港区妊娠・子育て情報
が入ったクリップファイルを差し上げます。母子健
康手帳は、妊娠から出産、お子様の入学までの健康
状態や発育の様子などを記録する大切なものです。

お子さんが出生した際は、生まれた日から 14 日
以内（日本国外で生まれた場合は 3 か月以内）に、
出生地、父母の本籍地、届出人の住所地（所在地）
のうちいずれかの区市役所・町村役場に届け出
てください。

【問合せ】みなと保健所健康推進課地域保健係

☎6400-0084

【問合せ】
各地区総合支所区民課窓口サービス係 ☎P1 参照
※芝地区総合支所戸籍係 ☎3578-3153

保育園（認可保育園・港区保育室等）

区立幼稚園

区内の保育園の入園の申し込みを受け付けてい
ます。

区立幼稚園 12 園の入園手続きを行っています。

【問合せ】各地区総合支所区民課保健福祉係 ☎P1 参照

区立小・中学校
区立小学校 18 校、区立中学校 10 校の転入学・新入学の
手続きを行っています。また、お子さまの発達などで不
安のある保護者の方を対象に、心身の発達状況に応じた
適切な教育の場について、ご相談をお受けしています。
【問合せ】学務課学校運営支援係 ☎3578-2726 ～ 2729
学務課特別支援相談担当 ☎3578-2738 ～ 2739、2772 ～ 2773
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☎6400-0084

【問合せ】
学務課学校運営支援係

☎3578-2779

子ども家庭支援センター
( みなとキッズサポートセンター )
すべての子どもを対象にあらゆる相談に応じ、子
どもに対する虐待の防止等に取り組む「先駆型子
ども家庭支援センター」です。

※虐待相談専用ダイヤル：6400-0092
【問合せ】子ども家庭支援センター子育て支援係 ☎6400-0090

こども療育パオ

病児・病後児保育室

発達に遅れのある、あるいはその傾向がある乳幼
児、児童が地域で充実した日常生活を送ることが
できるよう、心身の発達を促し、日常生活に必要
な「生きる力」
の習得を目指しています。

病気の回復期等の乳幼児で、集団保育を利用する
のが困難な期間について、医療機関等に付設され
た施設等で一時保育を行います。

【問合せ】障害保健福祉センターこども療育係（パオ） ☎5439-8055

子育てひろば・一時預かり等

【問合せ】
保育課保育支援係

☎3578-2445

※事前登録が必要

児童館・飯倉学童クラブ

親子で遊べる「子育てひろば」
、
「乳幼児一時預か
り」、夕方～夜の預かり保育「トワイライトステ
イ」、宿泊を伴う預かり保育
「ショートステイ」な
どを実施しています。実施施設
（「あい・ぽーと」
「Ｐｏｋｋｅ
（ぽっけ）
」
「あっぴぃ」
他）
【問合せ】子ども家庭支援センター子育て支援係 ☎6400-0090

18 歳未満の児童
（飯倉学童クラブは、乳幼児から
小学生まで）と、その保護者等が利用できます。遊
戯室・図書室・工作室・屋上・集会室・音楽室等があ
ります。
【問合せ】
各地区総合支所管理課施設運営担当

☎P１参照

学童クラブ

子ども中高生プラザ・児童高齢者交流プラザ

下校後、保護者の就労などの事情で、家庭での保
護を受けられない児童の日常生活と健全育成の
場として、児童館・子ども中高生プラザ・児童高齢
者交流プラザ等に学童クラブを設けています。

18 歳未満の児童が心身ともに健やかに成長し、
豊かな情操をはぐくむことを目的とした施設で
す。音楽スタジオ、ダンススタジオ、プレイルー
ム、工作室等の設備があり、学童クラブが併設さ
れています。

【問合せ】子ども家庭課子ども家庭係 ☎3578-2426
各地区総合支所管理課施設運営担当 ☎P１参照

【問合せ】
子ども家庭課子ども家庭係 ☎3578-2426
各地区総合支所管理課施設運営担当 ☎P１参照

放課 GO→・放課 GO→クラブ

東京都ひきこもりサポートネット

放課後等の時間、学校内で安心して安全に活動で
きる居場所
「放課 GO→」
「放課 GO→クラブ」
を
設置しています。

ひきこもり等の自立に困難を抱える若者を対象
とした、電話相談・メール相談・家庭への訪問相談
を実施しています。

【問合せ】放課 GO→ 生涯学習スポーツ振興課生涯学習係 ☎3578-2741 ～ 2744
放課 GO→クラブ 各地区総合支所管理課施設運営担当 ☎P１参照

【電話相談】
☎5978-2043
月曜～金曜 午前 10 時～午後５時
（祝日、
年末年始を除く）

ひとり親家庭支援と助成

就学援助・奨学金等の支援

ひとり親家庭に対する住居のあっせんや就学資
金等の貸付、就労支援、ホームヘルプサービスな
ど、さまざまな支援策を用意しています。また、一
定の所得基準内で、健康保険に加入しているひと
り親家庭等に医療費の助成を行っています。

学業に意欲をもちながらも経済的理由で進学・就
学が困難な方への奨学資金、私立幼稚園等の園児
の保護者を対象にした補助金、経済的理由で就学
が困難な児童・生徒の保護者を対象にした学用品
費や給食費等を援助しています。

【問合せ】子ども家庭課家庭相談担当
子ども家庭課子ども給付係

☎3578-2436
☎3578-2430 ～ 2433

【問合せ】奨学金・補助金 教育長室教育総務係 ☎3578-2712 ～ 2713
就学援助 学務課学校運営支援係 ☎3578-2731

特定不妊治療費助成

児童手当等各種手当と助成

高額の治療費がかかる特定不妊治療 ( 体外受精・
顕微授精）について、経済的負担の軽減を図るた
め、医療保険が適用されない費用の一部を助成し
ています。

児童手当、児童扶養手当、児童育成手当、特別児童
扶養手当など子育て世帯に対する各種手当と出
産費用の助成を行います。

【問合せ】みなと保健所健康推進課地域保健係

☎6400-0084

【問合せ】
子ども家庭課子ども給付係

☎3578-2430

子ども医療費助成

役立つ読みもの

中学 3 年生（15 歳に達する日以後の最初の 3 月
31 日）までの子どもが、医療機関で健康保険によ
る診察・調剤を受けたときに、医療費の自己負担
分を港区が助成しています。

赤ちゃんの成長に合わせた育児の基礎知識・ヒン
トをまとめた育児初心者のパパ向けの
「港区父親
手帳」
や、妊娠期～子育て期の各種制度・情報等を
紹介する
「港区子育てハンドブック」
など、港区で
の子育てを支援しています。

【問合せ】子ども家庭課子ども給付係

☎3578-2430 ～ 2433

【問合せ】
父親手帳 子ども家庭課家庭相談担当 ☎3578-2436
子育てハンドブック 子ども家庭支援センター子育て支援係 ☎6400-0090
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港区で

働く・起業する・経営する

ハローワーク品川

みなと＊しごと５５

民間の職業紹介事業等では就職へ結びつけるこ
とが難しい就職困難者を中心に支援する最後の
セーフティネットとしての役割を担っています。
また、地域の総合的雇用サービス機関として、職
業紹介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的
に実施しています。
【問合せ】ハローワーク品川

☎5419-8609

【問合せ】
みなと＊しごと 55

☎5232-0255

シルバー人材センター

港勤労福祉会館

区内在住の健康で社会参加の意欲のある高齢者
に対し、地域社会と連携を保ちながら、知識及び
経験に応じた就業並びに社会奉仕等の活動機会
を提供しています。希望や経験、能力に応じ、ロー
テーションにより就業します。月々の就業に応
じ、配分金が支払われます。

勤労者の憩いの場として、また、主に中小企業に
お勤めの方の文化・教養及び福祉の向上を図るた
めの会館として、集会室、体育館、サークル室など
を貸し出すほか、ワーク・ライフ・バランス支援事
業、各種資格取得支援講座や中小企業を対象とし
た会員制の福利厚生事業を実施しています。

【問合せ】
（公社）港区シルバー人材センター

☎5232-9681

【問合せ】
港勤労福祉会館

☎3455-6381

創業・ベンチャー

商工会館

区内産業の将来的な発展を支える区内での創業
を積極的に支援しています。相談、創業アドバイ
ザーの派遣、創業セミナー、創業支援融資などを
行っています。

区内中小企業の振興発展を図ることを目的とし
た施設です。社内会議や研修、セミナー、講演会な
どに会議室を貸し出すほか、区の主催で講演会や
講習会を開催しています。

【問合せ】産業振興課経営相談担当

☎3578-2560

【問合せ】
商工会館

☎3433-0862

男女平等参画センター（リーブラ）

港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業

男女平等参画社会実現のための区民及び団体に
よる活動への支援など、男女平等参画施策に関す
る事業を推進する拠点施設です。企業向けの出前
講座や起業、就職、再就職等に関する講座や講演
会等も行っています。

仕事と子育ての両立や、男女がともに働きやすい
職場を実現するためにワーク・ライフ・バランス
に取り組んでいる中小企業を認定し、その取組を
広く紹介して、企業におけるワーク・ライフ・バラ
ンスを積極的に推進しています。

【問合せ】男女平等参画センター（リーブラ） ☎3456-4149

【問合せ】
総務課人権・男女平等参画係

☎3578-2025

ワーク・ライフ・バランス推進ガイドブック

港区仕事と家庭の両立支援事業

ワーク・ライフ・バランスの必要性と効果、具体的
な進め方をわかりやすく解説した中小企業向け
の推進ガイドブックを発行・配付しています。区
をはじめ都、国が行っている企業向けのワーク・
ライフ・バランスの支援制度や相談窓口などを詳
しく紹介しています。

仕事と子育て・介護の両立、男性の子育て・介護へ
の参加促進を支援するため、５つの奨励金制度に
より企業の職場環境づくりを支援しています。

【問合せ】港勤労福祉会館

☎3455-6381

【問合せ】
総務課人権・男女平等参画係

☎3578-2025

ＭＩＮＡＴＯあらかると

ポケット労働法の配布

区内の中小企業情報や、中小企業に対する支援制
度などを掲載しています。

労働法の基本的ルールを事業者や労働者に周知
し、労働問題の未然防止を図るため、労働法に関
するルールを簡単にまとめた「ポケット労働法」
を配布しています。

【問合せ】産業振興課経営相談担当
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「おおむね５５歳からの働きたい
（就業）」
と「シニ
ア人材を雇いたい（採用）」の支援を行っている無
料職業紹介所です。就業相談、求人情報の公開、人
材紹介をしています。また、セミナーや面接会な
どのイベントも実施しています。

☎3578-2560

【問合せ】
産業振興課経営相談担当

☎3578-2560

港区で

活動する

ボランティア活動
（1）活 動 を し た い 人 の 相 談・登 録・調 整（2）ボ ラ ン
ティア団体の紹介（3）ボランティアを依頼したい人
の相談（4）各種ボランティア講座を行っています。
【問合せ】港区社会福祉協議会ボランティア・地域活動支援係 ☎6230-0284

スポーツ施設

生涯学習センター
（ばるーん）

港区スポーツセンターや各運動場・武道場は、区
内在住・在勤・在学の方及びその団体の方がご利
用いただけます。
また、小・中学校の屋内プールは、区内在住・在勤
の方がご利用いただけます。

区民の皆さんの生涯にわたる学習活動を総合的
に支援し、生涯学習社会を実現していくために設
置された施設です。学習情報ルームのほか、区内
在住・在勤の団体等を対象に、学習室、レクリエー
ションルームを貸し出しています。

【問合せ】生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係 ☎3578-2750
港区スポーツセンター ☎3452-4151

【問合せ】
生涯学習センター

☎3431-1606

青山生涯学習館

いきいきプラザ・児童高齢者交流プラザ

区民の皆さんの生涯にわたる学習活動を総合的
に支援し、生涯学習社会を実現していくために設
置された施設です。図書室、子ども図書室のほか、
区内在住・在勤の団体等を対象に、学習室、学習室
兼レクリエーションホールを貸し出しています。

区内に住む 60 歳以上の人の趣味やレクリエー
ション、学習活動の場、介護予防や健康づくりの
場、区民の交流や地域活動の場として、いきいき
プラザ（16 館）
、児童高齢者交流プラザ
（1 館）
を
設置しています。

【問合せ】青山生涯学習館

☎3470-4584

【問合せ】
各地区総合支所管理課施設運営担当

☎１P 参照

区民センター

ＮＰＯ活動

各地区
（芝地区を除く）
に設置されている区民セ
ンターは、区民の皆さんの相互交流と自主的活動
を支え、区民福祉の増進を図るための施設です。
区内在住・在勤・在学の方及びその団体を対象に、
区民ホール、集会室、会議室、調理室などを貸し出
しています。

区内で活動する NPO
（法人格の有無は問いませ
ん。）やボランティア団体が行う公益活動を支援
する「港区 NPO 活動助成事業」
（年 1 回募集）を
行っています。
助成金の交付に当たっては審査会による審査が
あります。

【問合せ】各地区区民センター

港区に

☎P１参照

相談する

【問合せ】地域振興課区民協働・町会自治会支援担当 ☎3578-2557

生活困窮者自立支援事業
麻 布 地 区 総 合 支 所 ２ 階 に「港 区 生 活・就 労 支 援 セ ン
ター」を設置し、専門の支援員が経済的なお困りごとの
相談を受け付け、就労支援、就労準備支援、家計相談支
援、子どもの学習相談支援等の支援を実施しています。
【問合せ】
港区生活・就労支援センター

☎5114-8826

港区の各種相談
《区民相談室》
・家庭相談（子ども家庭課家庭相談センター☎3578-2436）
・法律相談（みなとコール☎5472-3710、区民の声センター☎3578-2054）
・すまいの税務相談、すまいの不動産相談、すまいの建築相談、
マンション管理組合運営相談、
マンション管理の法律相談
（住宅課住
宅支援係☎3578-2229）
・行政相談（区長室広聴担当☎3578-2050 ～ 2052） ・人権身の上相談
（総務課人権・男女平等参画係☎3578-2027）
・高齢者の仕事の相談（港区シルバー人材センター☎5232-9681、
みなと＊しごと 55☎5232-0255）
《各種相談》
・子ども・子育てに関する総合相談（子ども家庭支援センター☎6400-0091）
・ひとり親家庭相談、女性相談（子ども家庭課家庭相談センター☎3578-2436）
・教育相談
（教育センター☎5791-5681）
・家族、生き方、人間関係、DV、LGBT 等の相談
（男女平等参画センターリーブラ相談室
「心のサポートルーム」
☎3456-5771）
・高齢者や介護をしている家族の総合的な相談（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）
・禁煙相談、健康相談、精神保健福祉相談、がん医療相談（みなと保健所☎6400-0050）
※この他、消費生活相談、融資相談、受発注あっせん相談、
中小企業経営相談、
外国人相談、
弁護士による福祉専門相談については、
下記へお問合せください。
【問合せ】港区コールセンター「みなとコール」 ☎5472-3710

～問合せ先の電話番号をご案内します～
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外国籍の方へ
多言語情報紹介

タブレット端末を活用した通訳サービス

外国人のみなさんが港区で安心して生活を送る
ための基本的な情報をまとめた「ウェルカム・
パッケージ」
を区役所・総合支所で渡しています。
また、ホームページから「役立つ MINATO 生活
情報」
を見ることができます。

タブレットを使ってテレビ通訳ができます。タブ
レットに通訳の人が映り、リアルタイムで外国人
と係の人の通訳をします。予約不要・無料で使用
できます。区役所の窓口で申し出てください。

【問合せ】地域振興課国際化推進係

☎3578-2046

【問合せ】
地域振興課国際化推進係

☎3578-2046

このほかの支援策については、
港区ホームページ
「ワーク・ライフ・バランス特集」をご覧ください。

❖参考❖

ワーク・ライフ・バランスに関係する法律

労働基準法

労働者が「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができる
ように、労使が守るべき最低限の基準を示した法律です。
労働基
準法では、労使は、労働基準法で示された労働条件の基準を単に
守るだけではなく、これを改善向上するように努めなければな
らないと定められています。

パートタイム労働法

一般にパートタイム労働者の待遇が働きや貢献に見合ったもの
とならず、通常の労働者と比較して低くなりがちであることか
ら、パートタイム労働者の就業の実態を考慮して雇用管理の改
善に関する措置を講ずることにより、通常の労働者との均等・
均衡待遇の確保を推進する法律です。

育児・介護休業法

労働契約法

労働契約の成立から終了まで、労働契約が円滑に継続するため
の基本ルールを定め、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係
の安定を図ることを目的とした法律です。

男女雇用機会均等法

憲法の理念に基づき、募集、採用から定年、退職に至るまでのさ
まざまな場面において、労働者が性別によって差別されること
なく、また、女性労働者にあっては、母性を尊重されながら充実
した職業生活を営むことができるようにするための措置を定め
ている法律です。

次世代育成支援対策推進法

育児・家族の介護を行う労働者のワーク・ライフ・バランスが
図られるよう支援することによって、労働者の福祉を増進する
とともに、我が国の経済及び社会の発展に資することを目的と
した法律です。育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇につ
いて規定するだけでなく、所定労働時間等に関して事業主が講
ずべき措置等も定めています。

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の
整備を図るため、国による行動計画策定指針並びに地方公共団
体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を
推進するために制定された法律です。101 人以上の労働者を雇
用する事業主は、
「一般事業主行動計画」
を策定し、速やかに届け
出ることが義務付けられています。

女性活躍推進法

高年齢者雇用安定法

女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、
地方公共団体、民間事業主それぞれの女性の活躍推進に関する
責務等を定めた法律です。301 人以上の労働者を常時雇用する
事業主は、①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析 ②
状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出 ④女性
の活躍に関する情報の公表 が義務付けられています。

高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経
済及び社会の発展に寄与することを目的とした法律です。事業
主に対して、定年を 60 歳未満に設定することの禁止、65 歳ま
での高年齢者雇用確保措置の実施、中高年齢者が離職する場合
の措置の実施を義務付けています。

港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この印刷物は、古紙を活用した再生紙を使用しています。
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