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みなとタバコルールが変わりますみなとタバコルールが変わります
喫煙による迷惑の防止を推進するため喫煙による迷惑の防止を推進するため

　区では平成9年に「港区を清潔できれいにする条例」を制定し、快適な生活環境の確保に取り組んできました。しかしながら、近年、建物内の禁煙化
が進んだため、路上での喫煙やたばこの吸い殻のポイ捨て等も多く見られるようになりました。そこで、条例を改正し、平成26年7月1日（火）から「み
なとタバコルール」の内容を盛り込んだ「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」を施行します。

全ての人が守るべきルール
区内全域の道路・公園・児童遊園・公開空地等屋外の公共の場所では

区内で暮らす人
や

働く人、訪れる人
等

事業者が守るべきルール

環境特集号

●港区の環境アセスメント制度とは
　港区環境影響調査制度は、開発が環境との調和や自然との共生に配慮
して行われるよう促し、居住と都市活動が調和したまちの実現をめざし
て、23区唯一の制度として平成7年に設けられました。
●何をしているの？
　事業者は、延べ面積5万平方メートル以上の建築物を建設する場合、
計画段階から、環境影響を予測し、対策について区と協議を重ねます。
また、区は工事中・竣工後も事後報告を受け、対策の効果を確認、指導
します。
●どのようなことを調べるの？
　調査項目は、次のとおりです。
　交通、資源・エネルギー・地球環境、大気、水・土、静穏、建造物影響

（電波障害、風、日照、光）、植物・動物、景観、史跡・文化財、地域貢献。
　これらの項目の中から、地域や開発の性質、区民の意見等を踏まえて
調査項目を選定します。
●区民の意見を伝えるには
　事業者から提出された環境アセスメント図書は、環境課（区役所8
階）・各総合支所・みなと図書館で縦覧できます。区民も縦覧した内容
について、意見書を提出できます。区では、事業者に対する区長意見を
作成する際、意見書の内容を反映します。また、過去の環境アセスメン
ト図書については貸し出しもしています。詳しくは、お問い合わせくだ
さい。

環境課環境指導・環境アセスメント担当 ☎3578－2490～2
問い合わせ

環境影響調査制度（環境アセス
メント制度）をご存じですか

　事業者が所有する敷地内で喫煙する場合でも、
屋外の公共の場所にいる人がたばこの煙を吸わさ
れることがないよう、その敷地内の灰皿の移動ま
たは撤去、喫煙場所の確保等の環境の整備を行わ
なければなりません。

事業者が、ルールを守らない場合は、区が
指導・勧告・公表できるようになりました

たばこの吸い殻のポイ捨て禁止 喫煙の禁止（指定喫煙場所を除く）
私有地で喫煙する場合であっても、
屋外の公共の場所にいる人にたばこ
の煙を吸わせることがないよう配慮

大門駅Ａ6出口付近

屋外で喫煙できる
指定喫煙場所を整備しています
（平成26年5月末現在　24カ所）

環境課環境政策係 ☎3578－2487
問い合わせ

※公共の場所とは、区内の道路・公園・児童遊園・公開空地・その他の公共の用に供する場所（屋外に限る）をいいます。
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　策定にあたっては、多くの区民の皆さんからご意見をいただき、専門家や
区民で構成される委員会で検討しました。

　戦略の実現に向けた生物多様性の保全と持続可能な利用のための取り組み
は、区民、事業者、区等が相互に連携・協働して進めていきます。
　「港区生物多様性地域戦略－生物多様性みなとプラン－」は、各総合支所や区
政資料室（区役所３階）、区内の公立図書館、環境課（区役所８階）、港区ホーム
ページでご覧いただけます。概要版は、各総合支所と環境課で配布します。

戦略のめざす港区の将来像
まちの活気と生きものが共存して、生物多様性の恵み
に感謝し、笑顔があふれているまち・みなと

環境課緑化推進担当 ☎3578－2331
問い合わせ

環境課地球環境係 ☎3578－2498問い合わせ
みなと環境にやさしい事業者会議事務局 ☎6806－9280問い合わせ

　区と間伐材利用の協定を結ぶ69自
治体の木工品や特産品等を月ごとに
紹介しています。皆さんの来館をお
待ちしています。
とき　6月1日（日）～
　　　平成27年1月31日（土）

　みなと環境にやさしい事業者会議の会員事業者や会場周辺の区立保育園児等も参加予定で
す。打ち水大作戦に参加したい区民の皆さんは、当日、直接現地にお越しください。
主　　　催　みなと環境にやさしい事業者会議　他

参加者募集

夏の虫に会いに行こう
　夏はたくさんの生きものが活動する季節
です。バッタやカマキリ・セミ等、身近な
夏の虫に会いに行きませんか。
（１）夏の虫調査隊
　どんな場所にどんな虫がいるのでしょう
か。虫博士と一緒に調べてみましょう。
対象　小学生以上の区内在住・在勤・在学者
とき・ところ　7月26日（土）区立・都立芝
公園、8月2日（土）都立青山公園
※いずれも午前9時30分～11時30分
（天候等により早く終わることがあります）
定員　各20人（抽選）
申し込み　電話で、7月3日（木）～15日（火）

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。
（２）セミの羽化観察会
　神秘的なセミの羽化を観察しませんか。
対象　区内在住・在勤・在学者
とき・ところ　7月26日（土）高輪公園、7
月27日（日）有栖川宮記念公園
※いずれも午後6時～8時（雨天順延）
定員　各30人（抽選）
申し込み　電話で、7月4日（金）～13日（日）
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

環境課緑化推進担当 ☎3578－2331
問い合わせ

　あらゆる生きものが、相互に関わりあ
いながら生きていることをいいます。
　私たち人類も生物多様性の一員で、他
のたくさんの生きものとつながり、食べ
物や水等、生物多様性から得られる恵み
を受けて生きています。

　区には、歴史ある大きな緑地が多く残っており、川や海等
の水辺も存在しています。それぞれの環境には、その環境に
適応した生きものが暮らしており、私たちの生活と共存し
ています。区にある主な緑地と、区で確認できる主な生きも
のを紹介します。

みなと打ち水大作戦

　ご家庭の分電盤
（メインブレーカー）
にセンサーを取り付
けることで、毎日の
電気使用量をリアル
タイムで確認でき
る、｢省エネナビ｣を貸し出しています。
貸出期間　最大6カ月
費　　用　無料
申し込み　事前に、エコプラザへ電話予約
の上、申込書に必要事項を明記し、直接ま
たはファックスで、エコプラザへ。
※ 申込書はエコプラザで配布する他、港区
ホームページまたはエコプラザホームペ
ージからダウンロードもできます。

省エネナビ貸し出し中

エコプラザ
� みなとわたしのエコプラザ

｢ちいき百貨展｣開催中

　エコプラザは、区の歴史や文化を通じて、さまざまな
団体の取り組みから「環境」を再発見し、集い合い、学び
合い、教え合う場所です。「低炭素社会」「自然共生型社
会」「循環型社会」の3つのキーワードをテーマに、身近な
エコ活動から地球規模のテーマまで、幅広く紹介してい
ます。また、各種イベントや講座を実施していますので、
ぜひ、遊びに来てください。

3つのキーワード

１低炭素社会
２自然共生型社会
３循環型社会

港区生物多様性地域戦略

を策定しました
－生物多様性みなとプラン－

8月1日（金）には、小学3・4年生
を対象にしたあきる野市との
環境交流イベントもあります

みなと区民の森づくり
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　夏休みの課題のヒントとなる環境学習講座を
開催します。
　講座の内容、日時、予約については、決まり
次第エコプラザホームページ（http://minato-
ecoplaza.net）やチラシ等でご案内します。定
員に限りがありますので、ご注意ください。
開催予定講座
8月19日（火）森のオルゴールづくりワークショップ

8月20日（水）大学生講師による環境講座「金属からみる世界情勢」
8月21日（木）身近なエコを伝える新聞づくり「えこども新聞」
8月22日（金）おもしろ理科実験
8月23日（土）海藻しおりクラフト体験講座

8月24日（日）
みんなとみどりっ子自然教室「芝離宮の
トンボ観察＆顕微鏡観察と笹船工作」
プラネタリウムをつくろう！

※講座内容は変更する場合があります。

8月19日（火）～24日（日）
子ども向け
「夏休み課題対策週間」を開催

森林整備は地球温暖化防止につながります
区は、平成19年度から、あきる野市の森林約20ヘクタールを借りて「みなと区民
の森」として整備しています
　樹木の生長に伴って森林が込み合ってくると、森の中に十分な光が入らず、お互
いの生長を妨げてしまいます。生育の悪い木を適度に伐採（間伐）することで、より
豊かな森林となります。区民の森の間伐で発生した木材（間伐材）は、エコプラザ等
の区の施設の内装材や、うちわやえんぴつ等の啓発品として使われています。

　みなと区民の森では、都
心では経験できない森林整
備の体験学習や炭焼き体
験、農業体験、渓流の散策
等を通じて、自然とふれあ
い、自然の大切さについて
学ぶことができます。

　夏休みにみなと区民の森で、沢散策と川魚の
つかみどりを体験しましょう。
と　き　7月27日、8月3日、8月31日（いずれも
日曜）午前8時～午後5時（予定）
参加費　大人（中学生以上）：1000円
　　　　小学生：500円
　　　　※未就学児は無料
募集人数　各40人（抽選）
※ 募集の詳細は、開催日が近づきましたら、
「広報みなと」や港区ホームページでお知らせ
する予定です。

夏季の環境学習スケジュール環境学習に参加しよう

とき 場所
7月25日（金）
午後2時から

白金アエルシティ（白金1－17）
白高児童遊園周辺

8月1日（金）
午後2時から

日比谷通り
都営三田線「三田駅」A9出口付近

8月7日（木）
午後2時から

ハマサイト（海岸1－2－20）
ハマサイトグルメ駅前広場

8月22日（金）
午後2時から

お台場ペデストリアンデッキ
（台場1－4－1）自由の女神広場

生 物 多 様 性 とは

開館時間　午前9時30分～午後8時
休館日　毎月第4月曜・年末年始（12月
29日～1月3日）、第4月曜が祝日の場合
はその翌日
住所　浜松町1－13－1
交通手段
JR浜松町駅北口　徒歩4分
地下鉄大門駅B1出口　徒歩3分

エコプラザの天井・床・壁には、区が森林整備
を実施しているあきる野市の「みなと区民の
森」から切り出されたスギやヒノキの間伐材
が使われています。

エコプラザ

エコプラザ ☎5404－7764
 FAX5404－7765

問い合わせ

みなと区民の森（東京都あきる野市）
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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。

環境特集号

みなとエコチャレンジ

地球温暖化対策の
助成金

　区では、ＣＯ2 排出量削減を目的として、新エネルギー・省エネル
ギー機器等を設置する区民、区内集合住宅の管理組合等および事
業者の皆さんに、経費の一部を助成しています。

　　　　　　　助成対象機器、交付申請手続き、必要書類等詳しくは、区の各施
設で配布するパンフレットまたは港区ホームページをご覧ください。申請書は環境
課（区役所8階）で配布する他、港区ホームページからダウンロードもできます。

　家庭における環境にやさしい行動を応
援するため、省エネ・節電・環境イベント
等への参加により、ポイントをためて区
内共通商品券等と交換できる「みなとエ
コチャレンジ」の参加者を募集中です。

区内共通商品券

区内在住者（世帯単位での参加になります）

　環境課（区役所8階）および
各総合支所の窓口にあるエント

リーシートに記入の上、郵送または直接、
〒105-8511 港区役所環境課地球環境係へ。

インターネット
からの参加

申請書（紙）
での参加

申請方法

参加方法

対象

交換賞品の例

●
●

み ん な で 省 エ ネ・節 電
● ● ● ●

2014

問い合わせ 環境課地球環境係　☎3578-2495～2498

（http://www.minato-ecochallenge.jp/）

　「みなとエコチャレンジ」専用
ホームページから登録

※詳しくは、港区
ホームページ
や環境課およ
び各総合支所
の窓口にある
参加要領をご
覧ください。

助成対象機器設置例

対　　象 ●区内事業者（所在地が港区内であれば、業種や規模は問
　いません。個人事業者も対象となります。）

●環境課（区役所8階）および各総合支所の窓口にある登録申請書に
　記入の上、郵送または直接、〒105-8511 港区役所環境課地球環
　境係へ。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。

参加方法

　環境に配慮したエコな取り組みを行っている区内事業者
をみなとエコ宣言登録店（事業所）として登録します。
　登録店（事業所）には、登録証とステッカーを交付し、登
録店（事業所）の情報を港区ホームページに掲載します。

みなとエコ宣言に登録
しませんか

区内
事業者の
  皆さ

ん

すでに実践していたり、簡単に始められるような
どんな小さな取り組みでもかまいません。

宣言
内容は

26
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例えば…
クールビズやウォーム
ビズに取り組みます

…等

冷房は室温28℃に
設定します

●屋上緑化

●日射調整
　フィルム
●高断熱サッシ

●電気自動車の
　充電設備

●蓄電システム
●ガスコージェネレーションシステム

高反射率塗料●

太陽熱温水器●

太陽光発電システム●

節
電
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　政府は、今夏の電力需給対策について、定着

している節電の取り組みが国民生活、経済活動

への影響を極力回避した無理のない形で、確実

に行われるよう、節電を要請しています。

　このような状況を踏まえ、区は、平成26年度

港区節電対策基本方針における夏季の取り組

みに基づき、節電対策に引き続き取り組みます。

　家庭・事業所においても、夏場は電力消費が

増大しますが、区民の皆さん、事業者の皆さん一

人ひとりの節電行動で大きな成果をあげること

ができます。

　熱中症にならないよう、エアコン等を上手に

利用して、無理のない範囲での節電・省エネル

ギーにご協力をお願いします。

　6月21日（土）から7月7日（月）の期間、環境省が

ライトダウンキャンペーンを実施しています。特

に7月7日（月）の七夕は、全国の参加施設で午後

8時から10時に、一斉ライトダウンが予定されて

います。詳しくは、環境省のホームページ

（http://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/）

をご覧ください。


