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　食中毒は夏場だけのものではありま
せん。ノロウイルスによる食中毒・感染
症は特に冬に多く、例年11月頃から増加
し、12～1月にピークを迎えています。毎
日の健康のために、今から予防対策を
実行しましょう。
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? どれくらい起きてるの ? どうやって
　感染するの

　ノロウイルスによ
る食中毒患者数は、
食中毒患者数全体
の約48パーセント
を占めています。ま
た、食中毒1件当たり
の平均患者数は約
39人と、大規模な食
中毒になりやすいウ
イルスです。

●軽い下痢で終わる場合もあれば、短時間に何度もおう吐し脱水
症状を起こす場合もあり、症状には個人差があります。

ノロウイルスの感染経路は
大きく分けて2つあります。

●ウイルスの蓄積した、加熱不十分な二枚貝等を食べた場合
●感染した人が調理をして食品を汚染し、その食品を食べた場合

食品からの感染（食中毒）

人からの感染（感染症）

※ノロウイルスに感染しているにも関わらず全く
症状が出ない人もいます(｢不顕性感染者｣と呼
びます)。本人は感染者という自覚がないため、
手洗いがおろそかになり、食中毒の原因とな
る場合もあります。る場合もあります。

? どうしたら防げるの
毎日の暮らしの中でノロウイルス
感染を防ぐポイントです。

●カキ等の二枚貝は、中心部までしっかり火を通
して(中心温度85℃～90℃、90秒以上)食べま
しょう。

冬 こ そ 注 意

正しい｢手洗い｣が感染予防の基本
　ノロウイルス感染予防の基本は手洗いです。外出時の食事の前・外出
から帰った時・家での食事の前やトイレの後に手の各部の汚れをこすり
落とすような感覚で丁寧に洗ってください。2回手洗いが効果的です。
※消毒用アルコールや逆性せっけんは、ノロウイルスに対してあまり効果
がありません。

①から⑦までを2回行うと、効果的です

食品からの感染を防ぐ

人からの感染を防ぐ

●感染者のおう吐物やふん便は、正しく処
理を行い、感染の広がりを防ぎましょう。
マスクや手袋等を着用し、処理後は手洗
いを忘れないようにしましょう。

●二枚貝の調理に使った食器類の洗浄消毒を
徹底しましょう。

●手洗いを徹底しましょう。特に調理する人は
しっかりと手洗いをしましょう。

●ノロウイルスには塩素消毒が有効です。

塩素消毒の方法 次亜塩素酸ナトリウムを使用した消毒
●調理器具等：0.02パーセント溶液で消毒
●おう吐物・ふん便の処理後：換気しながら0.1パーセント溶液で、床・トイレ等を消毒

0.02パーセント溶液…水2リットルに原液8ミリリットル
0.1パーセント…水2リットルに原液40ミリリットル

「ノロウイルス」
による食中毒

●感染している人のふん便やおう吐物から感染した場合
●家庭や施設内等で飛まつ等により感染した場合

出展：厚生労働省食中毒統計（平成19～23年）の平均

問い合わせ 生活衛生課食品安全推進担当　☎6400－0047

外側：件数
内側：患者数

原因別の食中毒件数および
患者数の割合

ノロウイルスによる
食中毒発生件数

ノロウイルスによる
食中毒患者数
1件当たり平均
約39人

その他の原因による
食中毒発生件数

その他の原因による
食中毒患者数
1件当たり平均
約15.5人

①手の平 ②手のこう

③指先・爪の間 ④指の間 ⑤親指

⑥手首 ⑦流水（→①） ⑧清潔なタオルで拭く

正しい手洗い
で

ウイルスや菌
を

取り除きましょ
う

原液濃度5パーセントの場合の消毒液の作り方

※ペットボトルで作った消毒液は、誤飲を防ぐように消毒液・飲用不可等の表示をしましょう。

85℃～90℃
90秒以上
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　「行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関す
る法律（番号法）」が公布され、区民
一人ひとりに12桁の個人番号が付番
されます。
マイナンバー制度とは
　付番された番号を使って、各行政
機関が保有する個人情報が同一人の
情報であることを確認する制度で
す。社会保障・税制度の効率性、透
明性を高め、利便性の高い公平・公
正な社会の実現を目的としていま
す。
マイナンバー制度のメリット
　各種行政手続、申請において、添
付書類の一部が不要になり、区民の
手続きの負担が軽減されます。
マイナンバーの利用範囲
　社会保障、税、災害対策における
事務のうち、法律で定める事務の
他、区が条例で定める事務について
利用されます。
個人番号の通知
　平成27年10月に、住民票の住所に
個人番号が記載された「通知カード」
をお送りする予定です。
個人番号カードの交付
　カードの表面に氏名・住所・生年
月日・性別と顔写真、裏面に個人番
号が記載される予定で、身分証明書
として使用できます。個人番号の通
知後、申請により、平成28年１月か
ら交付を開始する予定です。
個人情報の保護
　マイナンバー制度では、次の対策
により個人情報を保護します。

（1）国や区の機関において個人番号
を利用する事務は、法律や条例で決
まったものに限ります。

（2）国が独立した組織を設置し、行
政機関等の監視・監督を行います。

（3）行政機関の職員が個人情報を漏
えいした場合の罰則を強化します。

（4）行政機関において、個人情報を
一括して管理せず、分散して管理し
ます。

（5）個人情報にアクセスできる職員
を制限します。

（6）行政機関は、個人情報を利用す
る前に、リスクを分析し、そのため
の対策を評価します。評価には第三
者の意見を取り入れます。
マイナンバー制度のお問い合わせ
　国は、個人番号カードやマイナン
バー制度の概要についてコールセン
ターを開設しています。
日本語窓口 ☎0570－20－0178
外国語窓口 ☎0570－20－0291
※平成26年度は英語のみ
開設時間　午前9時30分～午後5時30
分（土・日曜、祝日、年末年始を除
く）
　マイナンバーに関する情報は、内
閣府ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku 
/bangoseido/
をご覧ください。

○個人番号の通知等について
芝地区総合支所区民課窓口調整係
 ☎3578-3151
○個人情報の保護について
区政情報課個人情報保護・情報公
開担当 ☎3578-2082
○その他マイナンバー制度につい
て
企画課企画担当 ☎3578-2529

問い合わせ

◆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

上場株式等に係る配当所得および譲
渡所得等に対する軽減税率の廃止
　上場株式等の配当所得および譲渡
所得等に係る10パーセントの軽減税
率（所得税7パーセント、特別区民税
1.8パーセント、都民税1.2パーセン
ト）は、平成25年12月31日をもって
廃止となり、平成26年1月1日以降は
20パーセントの本則税率（所得税15
パーセント、特別区民税3パーセン
ト、都民税2パーセント）となります。
◦ 平成26年分所得税および平成27年

度住民税から適用されます。
◦ 平成25年から平成49年までに生じ

る所得については、所得税に復興
特別所得税があわせて課されま
す。
住宅借入金等特別税額控除（住宅ロ
ーン控除）の変更（表参照）
（1）適用期限の延長
　適用期限について、居住年が平成
29年12月31日であるものまで4年間
延長されることとなりました。
（2）控除限度額の拡充
　消費税率引上げに係る措置として
住宅借入金等特別税額控除の限度額
の拡充措置が取られます。
　なお、住民税の住宅借入金等特別
税額控除は、前年分の所得税で控除
しきれなかった住宅借入金等特別控
除の額を住民税の控除限度額の範囲
で控除するものです。

非課税口座内の少額上場株式等に係
る配当所得および譲渡所得等の非課
税措置（NISA）の創設
　平成26年から平成35年までの各年
に金融商品取引業者等の営業所に開
設した非課税口座において、毎年、
新規投資額で100万円を上限に、5年
以内に支払いを受けるべき配当所得
および譲渡所得等については非課税
となりました。
生活に通常必要でない資産の範囲の
見直し（平成26年4月1日から）
　他の所得との損益通算や、雑損控
除が適用できない｢生活に通常必要
でない資産｣の対象について、ゴル
フ会員権等の｢主として趣味、娯楽、
保養または鑑賞の目的で所有する不
動産以外の資産｣が追加されます。
雑損控除額の控除の対象となる雑損
失の金額の計算方法の見直し
　雑損控除の額の計算のうち｢災害
による資産の損失の金額｣について、
資産の取得価値から減価償却費累計
額に相当する額を控除して算出する
ことができるようになりました。
　損失の生じた時の直前における資
産の価額（時価）を基礎とする、従来
の計算方法との選択が可能となりま
す。

税務課課税係
 ☎内線2593～8、2600～9

問い合わせ

港区基本計画（素案）とは
　港区基本計画は、港区基本構
想に掲げる港区の将来像｢やす
らぎある世界都心・ＭＩＮＡＴ
Ｏ｣を実現するため、区が取り
組むべき目標や課題、施策の概
要を明らかにしたものです。
　現行の基本計画は、平成26年
度に終了することから、区で
は、新たな基本計画（平成27年
度～平成32年度）を策定します。
　区ではこれまで、みなとタウ
ンフォーラムや、各地区の区民
参画組織からいただいた提言を
取り入れながら、新たな港区基
本計画の策定を進め、このたび、
計画の素案をまとめました。

取組の基本姿勢
　新たな基本計画では、「区役
所・支所改革」や「参画と協働」
により築いてきた区民や地域と
の強固な信頼関係を生かし、こ
れまでの取り組みを一層強化す
ることで、夢と希望に満ちた、
「区民一人ひとりが誇りに思え
る成熟した国際都市」の実現に
向け、区の総力を挙げて集中的
に取り組んでいきます。
ご意見をお寄せください
　港区基本計画(素案)および港
区基本計画地区版計画書(素案)
についてのご意見を募集しま
す。詳しくは、「広報みなと」11
月11日号｢港区基本計画(素案)
特集号｣をご覧ください。

　港区にゆかりのある作家、志賀直哉の三作品をとり上げて朗読会を開催します。
　志賀直哉は、明治30年14歳のときに麻布三河台町に移り住みました。父の事業の成
功で雑木林に囲まれた1682坪の広大な屋敷で15年間を過ごしました。
　朗読作品は、麻布三河台時代に執筆された「網走まで」、代表作「清兵衛と瓢箪」、「城
之崎にて」の三作品です。チェンバロ演奏を交えながら、元ＮＨＫアナウンサーの青木
裕子さんが朗読します。どうぞ志賀直哉の作品世界を朗読と音楽でお楽しみください。
対象　どなたでも
とき　12月6日（土）午後2時～3時45分
ところ　みなと図書館
朗読と演奏
　朗読：青木裕子さん
　チェンバロ演奏：小澤章代さん
定員　80人（申込順）
※保育あり（4カ月～就学前、5人）
申し込み
　電話・ファックスまたは直接、12月5日

（金）までに、図書・文化財課利用者支援係
へ。
※ 保育・手話通訳を希望する人は、11月21

日（金）までにお申し出ください。

表住民税における住宅借入金等特別税額控除（太枠が追加された内容）

居住年 平成25年12月まで 平成26年1月～
平成26年3月

平成26年4月～
平成29年12月（※）

控除限
度額

所得税の課税総所得金
額等の5パーセント

【内訳】特別区民税3パー
セント、都民税2パーセ
ント（最高9万7500円）

所得税の課税総所得金額
等の5パーセント

【内訳】特別区民税3パー
セント、都民税2パーセン
ト（最高9万7500円）

所得税の課税総所得金額
等の7パーセント

【内訳】特別区民税4.2パー
セント、都民税2.8パーセ
ント（最高13万6500円）

※ 「平成26年4月1日～平成29年12月31日」の控除限度額は、住宅に適用される消費税率が8パーセント
または10パーセントである場合の金額です。それ以外の場合は、期間内であっても「平成26年1月か
ら平成26年3月」と同じ控除限度額が適用されます。

マイナンバー制度
（社会保障・税番号制度）

のご案内

平成27年度から適用される

個人住民税（特別区民税・都民税）に
関する主な改正点についてお知らせします

港区基本計画（素案）が
まとまりました

平成25年度に開催された朗読会の様子

心のバリアフリー推進事業

みなと図書館朗読会
港区ゆかりの作家・志賀直哉を聴く

企画課企画担当 ☎3578－2092
問い合わせ図書・文化財課利用者支援係

 ☎3437－6621　ＦＡＸ3437︲6627

問い合わせ
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食べて美味しい栄養士講座
対おおむね50歳以上の区民
時（1）11月18日（火）午前11時～正
午（2）11月19日（水）午後2時～3時
（3）11月28日（金）午後2時～3時
所（1）虎ノ門いきいきプラザ（2）
三田いきいきプラザ（3）神明いき
いきプラザ
テーマ　健診結果と食生活改善
人（1）15人（2）25人（3）30人（いず
れも申込順）
費用　300円
持ち物　エプロン・三角巾
申電話または直接、各いきいき
プラザへ。　　　　　 ☎欄外参照

男性のためのそば打ち体験教
室
　福井県から取り寄せた新そばの
十割そばを打つ体験教室です。
対 60歳以上の男性区民
時 12月8日（月）午前10時～午後1
時30分
所三田いきいきプラザ
人 6人（抽選）
費用　2000円（材料費）
申電話または直接、11月30日（日）
までに、三田いきいきプラザへ。
　 ☎3452－9421

みんなと元気塾「マシントレ
ーニング体験教室」
対介護保険の要支援・要介護認
定を受けていない65歳以上の区民
時（1）12月3日（水）午後2時～2時
30分、午後2時45分～3時15分（2）
12月5日（金）午後2時～2時30分、
午後2時45分～3時15分※総入れ替
え制
所西麻布いきいきプラザ

　男女が互いを理解し合い、人権を
尊重しつつ、相手に対する思いやり
と責任をもって生きていくことは、
男女平等参画社会形成の前提です。
女性に対するあらゆる暴力の根絶を
めざして
　暴力は、その対象の性別や加害
者、被害者の間柄を問わず、決して
許される行為ではありません。
　特に、配偶者等からの暴力、性犯
罪、売買春、人身取引、セクシュア
ル・ハラスメント、ストーカー行為
等女性に対する暴力は、犯罪となる
行為を含む重大な人権侵害です。
　区では、被害者の多くが女性であ
る現状を踏まえて、暴力の未然防止
や被害者の視点に立った継続的な支
援に取り組み、女性に対するあらゆ
る暴力の根絶をめざします。
　11月25日は、「女性に対する暴力
撤廃国際日」です。内閣府では、毎

年11月12日～25日の2週間を「女性に
対する暴力をなくす運動」期間と定
めています。
　区でもこの期間に合わせて暴力根
絶のための啓発を行います。
女性に対する暴力をなくす運動パネ
ル展
とき　11月17日（月）～25日（火）午前
8時30分～午後5時15分
※土・日曜、祝日を除く
ところ　区役所1階ロビー
展示「女性に対する暴力をなくすた
め私たちが知っておきたいこと」
とき　11月7日（金）～28日（金）午前9
時～午後9時
※日曜は、午後5時まで
ところ　男女平等参画センター

問い合わせ

総務課人権・男女平等参画係
　 ☎3578－2025

男女平等参画社会の
実現をめざして

◆各いきいきプラザ◆　三田☎3452－9421　神明☎3436－2500　虎ノ門☎3539－2941

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

区内の放射線量の 1日平均値

区内のＰＭ2.5 の 1日平均値

10月26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。

10月26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
0.079μＳｖ⁄ｈ 0.054μＳｖ⁄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

19.1㎍/㎥
20.0㎍/㎥
22.3㎍/㎥

赤坂局

一の橋局
芝浦局

区　

局

19.8㎍/㎥
22.0㎍/㎥
19.3㎍/㎥

高輪局
第一京浜高輪局
台場局

都　

局

発生し続ける患者・感染者
　日本で平成25年に新たに報告され
たエイズ患者・HIV感染者数は
1590人で、エイズ患者・HIV感染
者ともに平成24年より増加していま
す。特にエイズ患者数は484人で過
去最多となりました。
都の現状
　都の平成25年の新規患者・感染者
数は469人で、特に、男性の報告数
が多数を占めています。HIVの感
染は、約9割が性的接触によるもの
です。
検査で確認することが大切
　HIVに感染していても、検査を
しなければ分かりません。エイズは
治療薬の進歩により、早期に適切な
治療を始めればコントロール可能な
病気になりました。自ら検査を受
け、感染しているかどうかを確認し
て、発症を予防し、他人への感染も
防ぐことが大切です。
エイズ夜間即日検査
　匿名・無料の即日検査を実施しま
す。その日のうちに結果が分かりま
すので、まだ検査を受けたことがな
い人もこの機会にぜひ検査を受けて
ください（確認検査が必要となった

人は、後日確認検査の結果説明を行
います）。
　即日検査は、感染の機会から3カ
月以上経ってから受けましょう。
とき　12月5日（金）午後4時～7時受
け付け
ところ　生涯学習センター
※ 現地への直接のお問い合わせはご
遠慮ください。
定員　70人（会場先着順）
※ 予約不要。証明書は発行できませ
ん。
エイズ・性感染症検査（通年）
　みなと保健所では、原則毎月第
1・3木曜に匿名・無料のエイズ・性
感染症検査を実施しています（要電
話予約）。
ＡＩ（アイ）チェック
　区内在住・在勤・在学者を対象
に、大学病院や区内20カ所の診療所
でも、匿名・無料のエイズ・性感染
症検査が受けられます。詳しくは、
港区ホームページをご覧ください。

保健予防課保健予防係
 ☎6400－0081

問い合わせ

11月16日～12月15日は東京都エイズ予防月間

12月1日は世界エイズデーです

人各回8人（申込順）
申電話で、11月26日（水）までに、
麻布地区高齢者相談センターへ。
　 ☎3453－8032

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 12月2・3日（火・水）
所白金台いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円
申電話で、11月11日（火）～20日
（木）午前9時～午後5時に、白金台
いきいきプラザへ。 ☎3440－4627

これからの人生プランと働き
方（就職活動が上手くいくコ
ツ）
　シニア世代が再就職活動をする
ために大切なことを学ぶセミナー
です。これまでとは違う視点を持
って、自分に合った生き方・働き
方を考えていくためのヒントを学
びます。
対おおむね55歳以上の就職希望
者
時 12月3日（水）午前10時～正午
所港勤労福祉会館
人 80人（申込順）
申電話で、みなと＊しごと55へ。
 ☎5232－0255
問保健福祉課福祉活動支援係
　 ☎3578－2379

区立高齢者集合住宅あき家入
居登録者募集
　高齢者集合住宅に入居を希望す
る人を1年間入居者登録します。
空き家が発生した住宅に、登録順
位に従って入居となります。
主な申し込み資格　（1）区内に3年

医療費通知をお送りします
　後期高齢者医療制度の加入者の
皆さんに、十分な健康管理の心掛
けや、保険診療等の内容を意識し
ていただくため、広域連合から医
療費の額をお知らせします。
対後期高齢者医療制度の加入者
のうち、平成25年7月～平成26年6
月に医療機関等を受診した人およ
び期間内に柔道整復、はり・きゅ
う、あん摩、マッサージ等の療養
費の支給を受けた人※対象期間内
に医療機関等にかかっていない人
にはお送りしません。なお、平成
25年度から年1回の発行に変更さ
れました。
時 11月中旬
問国保年金課高齢者医療係
 ☎内線2654～9・2646

以上居住している（2）申込者が65
歳以上である（3）所得が基準以下
である（4）現に住宅を必要として
いる等※詳しくは、「申込みのし
おり」をご覧ください。
登録期間　平成27年4月1日～平成
28年3月31日
募集住宅　（1）ピア白金（白金一丁
目）（2）はなみずき白金（白金三丁
目）（3）フィオーレ白金（白金三丁
目）（4）はなみずき三田（三田一丁
目）
人単身者8人、世帯者3組
「申込みのしおり」配布期間　11月
11日（火）～20日（木）
「申込みのしおり」配布場所　高齢
者支援課（区役所2階）、各総合支
所・台場分室、各いきいきプラザ
申郵送で、11月21日（金・必着）
までに、神谷町郵便局へ。
問高齢者支援課高齢者施設係
　 ☎3578－2420
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港区広報番組をご覧ください 11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、区からのお知らせ（区立幼稚園紹介（「本村保育園」）、潜入!自転車駐車場
放送期間 11月11日（火）～20日（木）
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。

http://www.city.minato.tokyo.jp平成26年（2014年）11月11日4

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

対象
　4歳児（平成22年4月2日～平成23
年4月１日生まれの人）
募集人数
　20人程度
応募資格
（1）区内在住者
（2）平成27年3月末までに港区に転
入することが確実な人
※5歳児の募集は、欠員が生じ次
第実施します。
申し込み受け付け期間
　11月11日（火）～25日（火）午前8
時30分～午後5時※土・日曜、祝
日を除く。
提出書類
（1）こども園幼児教育申込書
（2）区内在住者は、住所が確認で
きるもの。転入予定者の場合は、
住宅の契約書等の写し。
※申込書および募集要項は、下記
受け付け場所で配布します。港
区ホームページからダウンロー
ドもできます。
受け付け場所
持参の場合
　子ども家庭課保育支援係（区役
所2階）、芝浦アイランドこども園
または各総合支所区民課保健福祉

係
郵送の場合
　11月25日（火・必着）午後5時ま
でに、〒105－8511　港区役所子
ども家庭課保育支援係へ。
抽選
　募集人員を超える応募があった
場合は、抽選を行います。
とき
　12月2日（火）午前10時
ところ
　子ども家庭支援部会議室（区役
所3階）　
施設の特徴
　芝浦アイランドこども園は、幼
稚園機能・保育園機能の両機能を
もつ施設で、4・5歳児には幼稚園
教育要領に準じた幼児教育、その
前後の時間等に預かり保育を実施
します。
その他
　0～3歳児は認可保育園となりま
すので、保育園入園のごあんない
をご覧ください。

子ども家庭課保育支援係　
 ☎3578－2851

問い合わせ

　子どもが成長していく過程にはい
ろいろな問題が起こることがありま
す。
◦学校や幼稚園に行きたがらない
●友だちとのトラブルが多い
●友だちとうまく関われない
●暴力や反抗が目立つ
●意欲や落ち着きがない
●子育てに自信がもてない
●子どもとうまく関われない
●進路について悩んでいる
　教育センターではこうした問題
に、教職経験者や専門の心理士が電
話教育相談や来所教育相談等によ
り、相談に応じています。相談者の
プライバシーの保護に万全を期して
相談にあたっていますので、安心し
て教育相談をご利用ください。
対象　
　区内在住・在園・在学の18歳まで
のお子さんと保護者
相談日
　月～金曜午前9時～午後5時（祝
日・年末年始は除く）
※平日の午後5時～9時、土・日曜と
祝日午前9時～午後5時は東京都教
育相談センターをご利用くださ
い。 ☎3360－8008

電話教育相談
　教育上のさまざまな問題や子ども

ご利用ください
を教 育 相 談

芝浦アイランドこども園
4歳児4月入園募集のお知らせ

が集団生活にうまく適応できない等
の悩み、子育ての相談等を受け付け
ています。
　相談は、匿名でも受け付けていま
すが、相談に必要となる性別や学年
等の情報は、可能な限りお知らせく
ださい。 ☎3452－9635（専用電話）
来所教育相談
　専門の心理士が子どもに遊びや面
接を通して、本来持っている力を発
揮できるよう関わっていきます。ま
た、保護者とより良い解決方法を一
緒に考えていきます。
相談の流れ　
　保護者が電話で相談の申し込みを
します。
　　　　　　　↓
　相談日を連絡します。相談日に
は、お子さんと保護者が一緒に来所
します。
　　　　　　　↓
　必要に応じて定期的に来所してい
ただき、継続した相談を行います。
また心理検査も行います。
 ☎3454－6625（専用電話）
※詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。
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教育センター ☎3451－3221
問い合わせ

　児童福祉法が一部改正されたこ
とに伴い、平成27年1月1日から小
児慢性特定疾病医療費助成制度が
変わり、対象となる疾病が拡大さ
れます。新対象疾病については、
都のホームページをご参照いただ

くか、下記までお問い合わせくだ
さい。
　現行制度の医療券有効期限は平
成26年12月末までですので、新制
度へ更新を希望する人は指定期日
までに申請してください。
申請先　健康推進課地域保健係ま
たは各総合支所区民課保健福祉係

健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

問い合わせ

小児慢性疾患
医療費助成制度が
改正されます

平成27年度港区奨学生の募集
対次の要件を全て満たす人（1）貸
付日の6カ月前から保護者が港区
に住所を有している（2）経済的理
由により修学が困難である（3）都
内または隣接県内の高等学校・高
等専門学校・専修学校の高等課
程・各種学校の高等課程に進学予
定または在学している人、または
高等学校等を卒業見込みか卒業後
2年以内で、平成27年4月に初めて
大学・短期大学・専修学校の専門
課程に進学予定である人（4）東京
都育英資金、その他同種の返還義
務のある奨学金を借りていないこ
と（併願はできますが、両方を同
時に借りることはできません）
貸付金額（月額）

国公立 私立

高校学校等 1万8000円
以内

3万5000円
以内

大学等

自宅
通学

4万5000円
以内

5万4000円
以内

自宅外
通学

5万1000円
以内

6万4000円
以内

人高校等50人程度、大学等30人
程度
募集案内配布場所　庶務課（区役
所7階）、各総合支所、各港区立図
書館、港区所在の各高等学校（公

立・私立）※港区ホームページか
らダウンロードもできます。
申郵送または直接、12月10日
（水・消印有効）までに、〒105－
8511　港区役所庶務課庶務係へ。
 ☎3578－2713

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

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

すくすく育児相談
　身長・体重測定と発達・栄養・
言葉・育児等の相談
対区民で、乳幼児と保護者
時 11月27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

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～
　歯科健診・歯科保健相談・歯ブ
ラシの使い方の指導等を行いま
す。
対 12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 12月5日（金）・17日（水）、平成

27年1月9日（金）・21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

「まちの保育園六本木」および
「まちの保育園六本木分園」の
定員変更について
　11月1日（土）から定員が変わり
ました。変更後の定員について
は、港区ホームページをご覧にな
るかお問い合わせください。
問○定員変更に関すること
子ども家庭課保育支援係
　 ☎3578－2445
○入園に関すること
各総合支所区民課保健福祉係
　 ☎8面欄外参照
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　区立幼稚園では、表のとおり園
児募集を行います。
　平成27年度から、新たに三光幼
稚園および南山幼稚園でも3歳児
保育を行います。また、3歳児の
定員を一部拡大しています。
　青南幼稚園は平成27年度中に園
舎改修を予定しています。
応募資格　保護者とともに区内に
住所を有し、保護者等が送迎可能

な幼児
対象
3歳児　平成23年4月2日～平成24
年4月1日生まれの人
4歳児　平成22年4月2日～平成23
年4月1日生まれの人
5歳児　平成21年4月2日～平成22
年4月1日生まれの人
募集要項・申込書の配布場所
とき　11月11日（火）から配布

※土・日曜、祝日を除く
各区立幼稚園
　午前9時～午後4時30分
学務課（区役所7階）、各総合支
所・台場分室
　午前8時30分～午後5時
※ 配布期間中は、港区ホームペー
ジからダウンロードもできま
す。
申込書受け付け
とき　11月19日（水）～21日（金）
各区立幼稚園
　午後2時～4時30分
学務課
　午前8時30分～午後5時15分
ところ　希望する区立幼稚園また
は学務課（各総合支所では受け付
けを行いません）
※ 申し込みの際は住民票を提出し
てください。
抽選　定員を超える応募があった
場合は、抽選を行います。
追加受け付け　抽選後、定員に満
たなかった園は追加受け付けを行
います。
※申し込み順ではありません。
とき　12月9日（火）午後2時～4時
30分
ところ　希望する区立幼稚園（学
務課および各総合支所では受け付

けを行いません）
※ 追加受け付けにより、定員を超
える申し込みがあった場合は抽
選になります。また、追加受け
付け以降の申し込みは、12月15
日（月）午後2時以降希望する幼
稚園で随時申し込み順で受け付
けます。

面接および健康診断　各区立幼稚
園で面接および健康診断を行いま
す。実施日時については、各幼稚
園からお知らせします。
保育料等　平成27年度の保育料等
は、子ども・子育て支援新制度開
始に合わせて必要な見直しを行
い、12月以降随時お知らせします。
預かり保育　通常の保育時間以
降、園児をお預かりする子育てサ
ポート保育を実施しています。高
輪・にじのはし幼稚園の他、平成
27年度から新たに、赤羽・本村・
中之町幼稚園でも実施します。
※ 詳しくは、募集要項をご覧くだ
さい。

学務課学校運営支援係
 ☎3578－2779
各区立幼稚園 ☎表参照

問い合わせ

表区立幼稚園募集一覧

幼稚園名 募集定員（人） 所在地 電話番号3歳児 4歳児 5歳児
赤羽 30 三田1－4－52 ☎3452－0246
芝浦 35 25 芝浦4－8－18 ☎3452－0574
高輪 30 30 高輪2－12－31 ☎3447－3356

白金台 30 30 白金台3－7－1 ☎3443－5666
三光 20 30 白金3－13－8 ☎3444－4233
港南 40 20 港南4－3－27 ☎3471－7347
麻布 20 10 麻布台1－5－15 ☎3583－1858
南山 20 30 元麻布3－8－15 ☎3408－4785
本村 30 南麻布3－9－33 ☎3446－3677

中之町 44 30 20 赤坂9－7－8 ☎3405－7619
青南 30 30 30 南青山4－18－17 ☎3402－0758

にじのはし 25 15 台場1－1－5 ☎5500－2577

区立幼稚園園児募集のお知らせ

開催日 時間 場所 内容 対象・定員 申し込み 問い合わせ

12月3日（水） 午後2時30分～3時30分
（午後2時開場）

高輪図書館視聴覚室 クリスマス工作会
「毛糸で飾るクリスマス」

小学校低学年までの児童・
幼児およびその保護者25人

（会場先着順）
当日直接会場へ。 高輪図書館

☎5421－7617

港南図書館3階ホール クリスマス工作会「クリスマス
カードを作ろう！」 小学生15人（申込順） 電話または直接、11月19日

（水）から、港南図書館へ。
港南図書館

☎3458－1085

12月7日（日）

午前11時～午後0時5分
（午前10時30分開場） 赤坂図書館3階

多目的ホール

クリスマス子ども会人形劇団
オフィスやまいもによる人形
劇「あいさつのきらいな王さ
ま」他

小学生までの児童・幼児お
よびその保護者各回60人

（申込順）
電話で、11月11日（火）正午
から、赤坂図書館へ。

赤坂図書館
☎3408－5090午後2時～3時5分

（午後1時30分開場）

午前11時～正午
（午前10時30分開場）

三田図書館
地下1階視聴覚ホール

クリスマス子ども会人形劇団
こぱんによる人形劇

「ブレーメンのおんがくたい」
3歳以上の一人で観劇でき
るお子さん84人（申込順）

電話で、11月12日（水）から、
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。

みなとコール
☎5472－3710

12月9日（火）
午後1時30分～2時30分

（午後1時開場） 港南図書館
3階視聴覚ホール

クリスマス子ども会人形劇団
ひとみ座による人形劇

「カラスとおともだち」他

小学生以下の児童・乳幼児
およびその保護者各回50人

（申込順）
電話または直接、11月22日

（土）から、港南図書館へ。
港南図書館

☎3458－1085午後3時～4時
（午後2時30分開場）

12月13日（土） 午後2時～3時
（午後1時30分開場）

麻布図書館
5階視聴覚室

クリスマス子ども会劇団貝の
火による人形劇「ピノッキオの
ぼうけん」他

3歳～小学生の子どもおよ
びその保護者50人（申込順）
※ 保護者の同伴は1家族に

つき大人1人まで

直接、11月22日（土）から、麻
布図書館へ。

麻布図書館
☎3585－9225

12月20日（土）

午前の部
午前10時30分～11時30分

（午前10時開場）
午後の部

午後1時30分～2時30分
（午後1時開場）

みなと図書館
地下視聴覚ホール

クリスマス子ども会
人形劇団プークによる人形劇

「おれはママじゃない！」他

区内在住・在学の3歳以上の
人（1組4人まで）各回80人

（抽選）
※ 大人のみの参加はご遠慮

ください。保護者同伴可。
ただし同伴の保護者は1
組につき大人1人まで。

往復はがきに、必要事項を
明記の上、12月5日（金・消印
有効）までに、図書・文化財
課学校支援担当へ。
※ はがきの書き方、注意事

項等は、港区立図書館ホ
ームページまたは港区立
図書館に掲示しているポ
スターおよび配布チラシ
をご確認ください。

図書・文化財課
学校支援担当
☎3437－6621

午後2時～2時30分
（午後1時30分開場） 高輪図書館視聴覚室 クリスマス映画会

「スノーマン」
どなたでも40人

（会場先着順） 当日直接会場へ。 高輪図書館
☎5421－7617

午後2時～4時
（午後1時30分開場） 麻布図書館5階視聴覚室 クリスマス工作会「毛糸でポン

ポンのリースをつくろう」
小学1～3年生20人

（申込順）
直接、12月6日（土）から、麻
布図書館へ。

麻布図書館
☎3585－9225

12月23日（火・祝）

午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）

高輪区民センター
1階区民ホール

クリスマス子ども会人形劇団
ポポロによる人形劇

「マーシャとくま」

小学生以下の児童・乳幼児
およびその保護者250人

（申込順）
直接、12月6日（土）から、高
輪図書館へ。

高輪図書館
☎5421－7617

午前10時30分～11時
（午前10時開場）

港南図書館
3階視聴覚ホール

クリスマス子ども映画会
「クリスマスの鐘　マッチ売り
の少女」

どなたでも45人
（会場先着順） 当日直接会場へ。 港南図書館

☎3458－1085

12月25日（木）
午後1時30分～3時50分

（午後1時開場）
高輪子ども

中高生プラザ4階
多目的ホール

クリスマス子ども映画会「世界
名作劇場　フランダースの犬」

「はらぺこあおむし」
〈映画2本立て〉

未就学児～高校生50人
（会場先着順）
※未就学児は保護者同伴

当日直接会場へ。 高輪図書館分室
☎3443－1666

午後2時～3時10分
（午後1時30分開場） 麻布図書館5階視聴覚室 クリスマス子ども映画会

「雪の女王」
どなたでも30人

（会場先着順） 当日直接会場へ。 麻布図書館
☎3585－9225

クリスマス子ども会平成26年度図書館の

平成27年度4月入園

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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　新たな家庭用品による乳幼児の
事故にご注意ください。大切なお
子さんを事故から守るため、気を
付けなければならないポイントを
紹介します。
どんな事故が多いの
0歳～2歳
　誤飲（誤って飲み込む）による窒
息が一番多い事故です。また、転
落、やけど、水による事故等にも
注意が必要です。
3歳以上
　水の事故や交通事故が増えてき
ます。
誤飲はこんなものでおきます
　赤ちゃんは何でも口に持ってい
きます。どんなものでも飲み込ん
でしまうので窒息の可能性があり
ます。
家庭用品誤飲事故で多いもの

1 たばこ 6 洗剤
2 医薬品 7 電池
3 プラスチック 8 硬貨
4 金属製品 9 食品
5 おもちゃ 10 紙製品

（厚生労働省24年度調査から）

※ 母子手帳の巻末にある「誤飲防
止ルーラー」（おおむね直径3セ
ンチメートル）の穴の大きさよ
り小さいものは口の中にすっぽ
り入るので要注意です。

たばこ
　ハイハイやつかまり立ちをする
頃、1人で室内を移動できるよう
になる頃に集中して事故が起きま
す。ニコチンを吸収した場合はニ
コチン中毒（吐き気や嘔

おう

吐
と

で始ま
り頭痛・めまい・顔面蒼

そう

白
は く

・けい
れん）を起こし、死に至ることも
あります。未服用のたばこ、服用
したたばこ、たばこの吸い殻が入
った液体や灰皿を手の届くところ
に置かないようにしましょう。ジ
ュースの空き缶を灰皿代わりにす
るのは危険です。
医薬品（くすり）
　大人の薬（錠剤やカプセル）を飲
み込んだ場合、薬によっては病院
での胃洗浄が必要になることもあ
ります。しっかり管理しましょう。
洗剤ジェル状パック型液体洗剤
　一口大のゼリーのようなお菓子
に見えるため、幼児が食べる事故
が多いです。幼児が放置した後、
乳児が同じものを口にすることも
あります。
ボタン電池
　飲み込むと食道にとどまり放電
（電流が流れるとアルカリ性の液
体が作られます）により、消化管
の壁に損傷が起こります。胃では
胃液で金属皮膜の腐食が起こり電

池の中身が流出します。その結
果、短時間でも潰瘍ができて消化
管に穴が開く等の重篤な症状を生
じることがあります。場合によっ
ては死に至ることがあり、大変危
険です。
　消費者庁も「乳幼児のボタン電
池の誤飲に注意！」と呼びかけて
います。
　おもちゃ、時計、タイマー、
LEDライト、体温計、リモコン、電
卓等日常生活で子どもが簡単に手
にできる製品に使われており、こ
れらで遊んでいるうちにふたがと
れ、中の電池を飲んでしまいます。
食品
◦ぶどう・ミニトマト
　床に落とすところころ転がって
見えないところに隠れてしまいま
す。飲み込むと気道がすっぽりふ
さがってしまいます。
•ピーナツ（豆）
　ピーナツ等の豆類は気管に入る
と吸水して大きくなり、気道をふ
さいで窒息してしまうことがあり
ます。豆類は要注意です。ピーナ
ツによる死亡事故や、おかきを喉
につめてしまうこともあります。
テーブルの上等に置かないように
してください。
•ミニカップゼリー
　こんにゃく等のゼリーを吸って
気道をふさぐことがあります。
その他の事故
抱っこひも
　抱っこひもから赤ちゃんが落下
する事故が増えています。落下に
より、頭蓋骨骨折やくも膜下出血
等の重症例もあることから、都は
安全な使い方を呼びかけていま

す。
・財布を取り出そうとして前かが
みになったときに落下
・緩んだひもからずり落ちる
・ひもや留め金具が外れて落下
　抱っこする時だけでなく、おん
ぶする時の落下事故もあります。
外国製のもの等は赤ちゃんの体形
に合わないものもあるので、しっ
かりお母さんの体にフィットする
よう抱っこしてください。
ベビーカー
　ベビーカーは便利ですが、事故
も起きやすいので気を付ける必要
があります。
・カーブを曲がりきれず倒れる
・荷物が重く後ろにひっくり返る
・子どもが乗り出し落っこちる
・ベビーカーごと倒れる
　このような事故を防ぐために
は、携帯電話やスマートフォンを
使用しながら押さない、重い荷物
はベビーカーのバーにかけない、
動かしているときも、止めている
ときもバーから手を離さない、シ
ートベルトは必ずする等を意識し
ましょう。
事故が起きたときはあわてず、医
療機関や下記に相談しましょう
・たばこ誤飲相談
 ☎072－726－9922（自動音声）
・つくば中毒110番
 ☎029－852－9999
・小児救急電話相談 ☎5285－8898
・東京消防庁テレホンサービス
 ☎3212－2323

健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

問い合わせ

乳幼児の事故予防
―気をつけてほしいこと―保健師からのお願い

Q検察審査会って何ですか。
A交通事故や詐欺等の犯罪の被害に
遭い、警察や検察に訴えたが、検察
官が被疑者（容疑者）を起訴してくれ
ない（不起訴処分）場合に、それが妥
当かどうかを審査するのが検察審査
会です。被害者からの申し立てを受
け、検察審査会としてもう一度事件

を調べ直し、「もっと捜査をすべき」
とか「起訴すべき」等の議決がされた
ときには、検察官は事件を再捜査す
ることになります。
Q検察審査員は誰がなるのですか。
A選挙人名簿に登録されている人の
中から抽選により、無作為に選ばれ
ます。これは、広く国民の良識に沿

った判断を検察事務に反映させるた
めです。
Q港区では何人の候補者を選ぶので
すか。
A平成27年は、検察審査会から60人
の「検察審査員の候補者」が港区に割
り当てられました。抽選で選ばれた
候補者には、検察審査会から11月中
旬に「検察審査員候補者名簿への記
載のお知らせ」が郵送されますので、
調査に対する回答をお願いします。
さらに、検察審査会の「くじ」で検察

審査員または補充員に選ばれた人
は、その職務への協力をお願いしま
す。詳しくは、検察審査会制度ホー
ムページ
http://www.courts.go.jp/kensin/
をご参照ください。

東京第一～第六検察審査会事務局
（裁判所合同庁舎内） ☎3581－2877
選挙管理委員会事務局
 ☎3578－2768

問い合わせ

検察審査会をご存じですか

　「小・中学生の環境に関する自主研究」
は、未来を担う小・中学生が、エネルギー・
水・空気・緑・生きもの・リサイクル・
ごみといった環境に関するテーマを自由
に選んで自主的な研究をするものです。
　平成26年度も多くの優れた研究作品の

応募があり、審査の結果、次の15作品が
入賞しました。11月14日（金）まで区役所
１階ロビーで展示しています。

環境課地球環境係 ☎3578－2498
問い合わせ

「小・中学生の環境に関する自主研究」入賞作品発表

表平成26年度　小・中学生の環境に関する自主研究 　入賞作品一覧
《小学生》（個人の部）5作品

賞 テーマ 学校・学年 氏名
最優
秀賞 生ごみのリサイクル 芝小学校 5年 日向　絵玲奈

優秀賞 都会にも生きている！　ヒキガエルの生態観察 東洋英和女学院小学部 5年 岡部　花恵
港区の川はきれい?!　川の汚れ大調査！ 芝小学校 5年 谷脇　元

佳作 ごみが私達に教えてくれる事 青南小学校 4年 熱田　唯花
特別賞 うんちのヒミツ 芝浦小学校 5年 和田　翔夢

《小学生》（グループの部）
該当作品はありませんでした。

《小学校》1校
学校賞 芝小学校

《中学生》（個人の部）５作品
賞 テーマ 学校・学年 氏名

最優秀賞 風力発電のプロペラの研究 朝日中学校 1年 塩野　かなで
優秀賞 川の水はなぜ汚れるのか ― ― ―

佳作

イリオモテヤマネコを守るために
～絶滅危機の動物を危険から守る
ために私達には何が出来るのか～

御成門
中学校 1年 大屋　萌香

酸性雨の研究 赤坂中学校 2年 麻生　龍一郎
塩分と植物の成長 港南中学校 1年 村上　智菜

《中学生》（グループの部）５作品
賞 テーマ 学校・学年 氏　　　名

最優秀賞 洗濯物を効率よく干すⅡ～洗濯物を干す
のにかかる時間は関数で求められる!?～ 赤坂中学校 3年 座間味　佳子

細野　海生

優秀賞
地産地消　地域を支える偉大な力 三田中学校 2年 小原　里菜

小原　里咲

衣服の保温性の比較 赤坂中学校 3年
藤原　源太郎
鈴木　清斗
山本　隼也

佳作
電球の明るさと壁紙の色の関係 赤坂中学校 1年 服部　寛太

平田　皓基
酸性・中性・アルカリ性で分解する
早さは変わるのか？ 赤坂中学校 2年 朝日　浩志

福森　大宇宙
《中学校》３校

学校賞 御成門中学校 高陵中学校 赤坂中学校
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　日本政府は、平成26年1月障害
者権利条約の批准手続きを行い、
この条約は国内においても効力を
持つことになりました。
　この条約を批准するため、わが
国はこれまで5年間にわたり、障
害の定義規定を拡大する等の障害
者基本法の抜本的な改正や障害を
理由とする差別の解消の推進に関
する法律の制定等、障害者を取り
巻くさまざまな法制度の整備を行
ってきました。

　今後、政府や自治体は、条約に
従い、障害者施策が適切に運用さ
れるように取り組んでいくことと
なります。また、政府は、2年以
内に、条約の実施状況に関する報
告書を国連の機関に提出すること
となっており、これにより適切な
法制度の運用が担保されることと
されています。
　私たちは、これらの法制度が実
施されるに当たって、これまでの
障害者施策に対する考え方をもう

一度振り返って考える必要があり
ます。条約の考え方では、本人に
とっての障害の有無は、社会全体
で必要な配慮を行うかどうかによ
り、大きく変わります。つまり、
障害があっても、本人だけの問題
とするのではなく、周囲が障害に
応じて適切な配慮を行うことによ
って、全ての人が障害の有無に関
わらず、自分で自分のことを決め
られる自己決定が尊重される社会
の実現が可能となるのです。
　わが国は、平成25年9月に閣議
決定した新たな障害者計画におい
て、全ての国民が、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する
社会の実現をめざすものとしてい
ます。
　このような共生社会の理念の実
現に向けて、港区におけるさまざ
まな分野における取り組みを一層
強化していきます。

障害者福祉課障害者施策調整担
当 ☎3578－2458

問い合わせ

　平成26年5月に「難病の患者に対
する医療等に関する法律」が成立
し、平成27年1月1日から新たな難
病医療費助成制度が施行されます。
新たな制度では、対象疾病や医療
費助成の内容が変更になります。
対象疾病の拡大
　難病医療費助成の対象疾病（国
が指定する疾病「国疾病」）が、現
行の56疾病から110疾病に拡大さ
れます（対象疾病については、港
区ホームページをご覧ください）
また、平成27年夏には、約300疾
病に拡大される予定です。なお、
現在、国疾病に該当する疾病のう
ちスモンは、現行制度のまま継続
します。また、劇症肝炎、重症急
性膵

すい

炎については、対象疾病から
除かれます。ただし、平成26年12
月31日までに申請を行い、認定を
受けた人は平成27年1月1日以降も
更新することができます。
医療費助成の内容
　対象疾病および付随して発生す
る傷病について行う医療が、医療
費助成の対象となります。
対象者
　対象疾病にり患している人で、
次のいずれかに該当する人
（1）病状の程度が国の新たな認定
基準を満たす人
（2）同一の月に受けた対象疾病に
係る医療に要した費用の額が、3
万3330円を超えた月数が、申請月
以前の12月以内に、既に3月以上
ある人
（3）既認定者（現行制度において、
平成26年12月31日までに申請を行
い、認定を受けた人）であって、
現行の認定基準に照らして、平成

27年1月1日以降も引き続き医療の
給付を受ける必要がある人※既認
定者の経過措置（3年間）
「世帯」の範囲と自己負担限度額の
算定
（1）「世帯」の範囲
　自己負担限度額の算定に係る世
帯について、「住民票上の世帯」か
ら「同じ医療保険に加入する人の
世帯」に変更になります。
（2）自己負担限度額の算定
　算定対象が、「生計中心者の前
年の所得税額」から「同じ医療保険
に加入する人で構成する世帯の被
保険者の区市町村民税の所得割の
額」に変更になります。自己負担
限度額は、次のとおり変更になり
ます（表参照）。
①現在、医療費助成を受けている
人が、新たな制度に移行した場
合、自己負担限度額が3年間軽減
されます。
②難病治療に係る毎月の医療費に

ついて、自己負担限度額を超える
額の医療費が助成されます。な
お、1回ごとの医療費について、
保険適用後の自己負担割合3割の
人の場合、医療費総額の2割と自
己負担限度額とを比較して低い方
の額をお支払いいただくことにな
ります。
③「外来」と「入院」とに区別されて
いた自己負担限度額が、合算した
限度額に変更になります。
④医療機関ごとに算定されていた
自己負担限度額が、複数の医療機
関（薬局、訪門看護ステーション
を含みます）の合算額に変更にな
ります。
⑤同一の月に受けた対象疾病に係
る医療に要した費用の額が、5万
円を超えた月数が、年間6カ月以
上ある場合、自己負担限度額が軽
減されます（既認定者を除く）。※
別途手続きが必要です。
⑥重症申請を行い認定された人は、
自己負担限度額が軽減されます
（既認定者のみ）。
⑦世帯内に難病の医療費助成を受
けている人が複数いるまたは小児
慢性特定疾病の医療費助成を受け

る人がいる場合、自己負担限度額
が軽減されます。
指定医
　平成27年1月1日からの新たな難
病医療費助成制度における申請で
は、都道府県が指定した医師（指
定医）が作成した診断書が必要に
なります。
指定医療機関
　新たな難病医療費助成制度で
は、知事の指定を受けた医療機関
等（指定医療機関）が行う医療に限
り、助成を受けることができます。
その他
　都が現在単独で助成する疾病に
ついても、今後、国の指定難病と
して扱われる可能性があります。
また、現行制度における特定疾患
登録者証は、平成27年1月1日以降
は無効となります。
申請窓口
　新しい難病医療費助成の申請
は、各総合支所区民課保健福祉係
へ。 ☎8面欄外参照

新たな難病医療費
助成制度について

共生社会の理念の実現に向けて

Q裁判員制度って何ですか。
A国民から選ばれた裁判員が、刑事
裁判に参加する制度です。原則とし
て、6人の裁判員と3人の裁判官がと
もに刑事裁判に立ち会い、被告人が
有罪か無罪か、有罪の場合どのよう
な刑にするかを判断します。
Q裁判員は誰がなるのですか。
A選挙人名簿に登録されている人の

中から抽選により、無作為に選ばれ
ます。これは、国民の皆さんが参加
することによって、一人ひとりの感
覚や経験に根ざした、新鮮で多様な
視点を裁判に反映させるためです。
Q港区では何人の候補者を選ぶので
すか。
A平成27年は、東京地方裁判所から
457人の「裁判員の候補者」が港区に

割り当てられました。抽選で選ばれ
た候補者には、裁判所から11月中旬
に「裁判員候補者名簿への記載のお
知らせ」が郵送されますので、調査
に対する回答やその後の裁判員の候
補者としての協力をお願いします。
Q裁判員を辞退することはできます
か。
A広く国民の参加を得てその良識を
裁判に反映させるという制度の趣旨
から、法律上、裁判員になることは
義務とされています。ただし、国民

の皆さんの負担が著しく大きくなる
ことを回避するため、法律や政令で
辞退を申し立てることができる事由
を定めています。詳しくは、最高裁
判所裁判員制度ホームページ
http://www.saibanin.courts.go.jp/
をご参照ください。

裁判員制度をご存じですか

障害者福祉課障害者事業運営係
 ☎3578－2387

問い合わせ

東京地方裁判所刑事訟廷裁判員係
 ☎3581－2910
選挙管理委員会事務局
 ☎3578－2768

問い合わせ

　　　　　　　　　　　　　　　変更後 （単位：円）

階層区分 階層区分の基準

自己負担割合：2割
自己負担限度額（外来＋入院）
原則 既認定者（経過措置３年間）

一般 高額か
つ長期

人工呼吸器
等装着者 一般 現行の

重症患者
人工呼吸器
等装着者

生活保護 ― 0 0 0 ― ― ―
低所得
Ⅰ 市町村民

税非課税
（世帯）

本人年収　
～80万円 2500 2500 

1000 

2500 
2500 

1000 

低所得
Ⅱ

本人年収　
80万円超～ 5000 5000 5000 

一般所得
Ⅰ

市町村民税課税以上
7万1000円未満 1万 5000 5000 

5000 一般所得
Ⅱ

市町村民税7万1000円
以上25万1000万円未満 2万 1万 1万 

上位所得 市町村民税25万1000円以上 3万 2万 2万 
食費：全額（既認定者は2分の1）自己負担

　　　　　　　　　現　行 （単位：円）

階層
区分 階層区分の基準

自己負担割合：3割
自己負担限度額※
外来 入院

重症
患者 ― 0 0 
Ａ階層 市町村民税非課税 0 0 
Ｂ階層 所得税非課税 2250 4500 
Ｃ階層 所得税5000円以下 3450 6900 
Ｄ階層 所得税5000円超

1万5000円以下 4250 8500 

Ｅ階層 所得税1万5000円超
4万円以下 5500 1万1000 

Ｆ階層 所得税4万円超
7万円以下 9350 1万8700 

Ｇ階層 所得税7万円超 1万1550 2万3100 
食費：負担限度額内で自己負担

※上記自己負担限度額は、生計中心者が患者本人以外の場合です。患者本人が生計中心者の場合は、上記の半額（10円未満切り捨て）
となります。

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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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）気功で実
践！睡眠で変わる心とからだ
対区内在住・在勤・在学者
時（1）11月19日（水）午前9時30分～
11時30分（2）11月23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 12月1日（月）～26日（金）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、11月11日（火）午前9時か
ら、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）
　骨密度測定を行い、医師から結果
説明をします。保健師・管理栄養士
から予防のための講座も行います。
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 12月10・24日（水）午後2時～2時
45分
所みなと保健所
人各日20人（申込順）
申電話で、11月11日（火）午前9時か
ら、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
江戸前みなと塾「江戸前の海と
船を知る2日間」
対 18歳以上の芝浦港南地区在住・在
勤・在学者で、全日程参加できる人
時 12月6日（土）午後1時30分～4時30
分・7日（日）午前9時30分～午後4時
30分
所東京海洋大学品川キャンパス他
人 20人（抽選）※参加決定者にはプ
ログラム等詳しくお知らせします。
申郵送、ファックスまたは直接、
氏名・住所・電話番号を明記の上、
11月28日（金・消印有効）までに、〒
108－8547　芝浦港南地区総合支所
協働推進課地区政策担当へ。
 ☎6400－0013　FAX3452－4902

中小企業人材育成塾　プレゼン
テーション研修
対区内中小企業の経営者・従業員
時 12月5日（金）午前9時30分～午後4
時30分
所港勤労福祉会館
人 30人（申込順）
費用　1人2000円
申 11月28日（金）正午までに、産業
振興課ホームページ
http://www.minato-ala.net/
からお申し込みください。
問産業振興課産業振興係
 ☎3578－2551

フィリピン大使館主催「Thanks 
giving Jazz Concert」無料招待
対区内在住・在勤・在学者
時 11月30日（日）午後6時～8時30分
（午後5時30分開場）
所赤坂区民センター
人 30人（抽選）
申往復はがきの返信面に、住所・
氏名・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、11月21日（金）までに、〒105
－8511　港区役所地域振興課国際化
推進担当へ。 ☎3578－2308

「都会で犬とおしゃれに暮らそ
う～犬のしつけセミナー～」
対区内在住・在勤・在学者
時 11月30日（日）午前10時～正午
所みなと保健所8階（申込順）※犬を
連れての参加はできません。
申電話で、11月11日（火）～29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
担生活衛生課生活衛生相談係

港区政策創造研究所主催講演会
「港区における産業振興」
　港区の産業振興についての講演会
です。
対区内在住・在勤・在学者他
時 12月6日（土）午後1時30分～3時30
分（午後1時開場）
所港勤労福祉会館
人 90人（申込順）
申電話、郵送または直接、参加者
全員の氏名・代表者の電話番号を、
12月3日（水・必着）までに、〒105－
8511　港区役所港区政策創造研究所
（区役所4階）へ。
問企画課政策研究担当
 ☎3578－2567

港区緑と生きもの調査会「カマ
キリの卵救出大作戦」
　カマキリの卵がどこにいくつある
かを調べながら、草刈り前に安全な
場所に救出しましょう。
対区内在住・在勤・在学者（小学生
以上）
時 12月6日（土）午後1時～3時
所三田台公園ビオトープ
人 20人（抽選）
申電話で、11月11日（火）～18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。
 ☎5472－3710
担環境課緑化推進担当

親子で挑戦「食材まるごと使い
切り料理教室」
　港区3Ｒ推進行動会議では、家庭
で手軽にできる生ごみの減量方法を
お伝えしています。今回の講習会で
は、使い切り、食べきり、水切りの
「3キリ」をテーマに、家庭で料理を
する際に使う食材を無駄なく使い切
る方法や簡単にできるごみの減量方
法を親子で学ぶことができます。
対区内在住・在学の小学生とその保
護者（1組2人）
時 11月29日（土）午後1時～3時30分
所男女平等参画センター4階※保育
あり（未就学児）
人 15組（申込順）
費用　300円
申電話またはファックスで、住
所・氏名・電話番号・ファックス番
号を、11月25日（火）までに、みなと
リサイクル清掃事務所ごみ減量推進
係へ。 ☎3450－8025　FAX3450－8063

私が私を愛すること～傷ついた
心のケア～
　DＶやパワーとコントロールによ
り傷ついた人の心の状態を理解し、
自分を大切にする方法を学びます。
対区内在住・在勤・在学で、テー
マに関心がある女性
時 12月5日（金）午後2時～4時
所男女平等参画センター
人 20人（申込順）※保育あり（4カ月
～未就学児6人程度、11月25日（火）
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
問総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2026

書道教室～日本文化にふれてみ
ませんか～
対区内在住・在勤・在学者
時 12月6日（土）午後1時30分～4時
所生涯学習センター
人 20人（申込順）
費用　300円
申電話で、港ユネスコ協会へ。
問港ユネスコ協会（火～金曜、祝日
を除く） ☎3434－2300
生涯学習推進課生涯学習係
 ☎3578－2741

文字絵で作ろう！クリスマスカ
ード＆年賀状
対小学3年生以上
時 12月6日（土）午後2時～4時（午後1
時30分開場）
所麻布図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、麻布図書館へ。
 ☎3585－9225
問図書・文化財課庶務係
 ☎3437－6621

お 知 ら せ
赤坂地区　区長と区政を語る会
対区内在住・在学の高校生
時 12月14日（日）午後2時～3時30分
所赤坂地区総合支所1階
内「みんなでつくる私たちのまち」
人 10人程度（抽選） ※手話通訳等を
希望する人は、申し込み時にお申し
出ください。
申郵送またはファックスで、住所・
氏名（ふりがな）・電話番号・質問（2
～3問・1問150字程度）を明記の上、
11月25日（火・必着）までに、〒107－
8516　赤坂地区総合支所管理課管理

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

11
月
16
日（
日
）

白金台診療所（内・小） 白金台5－18－6 3473－4741
国際医療福祉大学三田病院（内・外） 三田1－4－3 3451－8121
かたくら歯科医院（歯） 芝4－7－6　尾家ビル1階 3452－0418

イマイ歯科クリニック（歯） 麻布十番2－20－2
麻布十番ハイツ2階 3452－6480

★海渡医院（内） 麻布台1－10－11 3583－0265
港区休日歯科応急診療所
（港区口腔保健センター）
※11月23日（日・祝）は、電気設備一斉点検のため休診

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
11月16日（日） 赤坂駅前薬局 赤坂5－4－6　赤坂三辻ビル地下1階 3560－0123
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

◆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
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係へ。 ☎5413－7011　FAX5413－2019

平成26年度第2回介護保険制度
検討委員会開催
時 11月19日（水）午後6時30分～8時
所区役所7階※傍聴を希望する人
は、当日直接会場へ。
問高齢者支援課介護給付係
 ☎3578－2876

年末調整・確定申告に必要な
「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が送付されます
　国民年金保険料は、全額が所得
税・住民税の申告において社会保険
料控除の対象です。社会保険料控除
の申告をする際には、納付したこと
を証明する書類の添付が必要です。
　そのため、9月30日までに納付し
た国民年金保険料額を証明した控除
証明書「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」が日本年金機構から
11月上旬に送付されます。
　年末調整、確定申告の手続きの際
には、この証明書に加え、10月1日
以降に納付した領収書が必要になり
ますので、大切に保管してください。
　なお、ご家族の国民年金保険料を
納付された場合には、納付した人
が、社会保険料控除として申告する
ことができます。
専用ダイヤル（受付期間：平成27年3
月16日まで）
 ☎0570－058－555（ナビダイヤル）

050から始まる電話（IP電話等）でお
かけになる場合は
 ☎03－6700－1144
問港年金事務所 ☎5401－3211
国保年金課国民年金係 ☎内線2662

都市計画原案の縦覧
件名　東京都市計画高度地区の変更
（絶対高さ制限を定める高度地区）
縦覧場所　都市計画課（区役所6階）
意見書の提出先　郵送または直接、
〒105－8511　港区役所都市計画課
都市計画係へ。
　ご意見のある人は、意見書の提出
期間内に意見書を提出してくださ
い。
縦覧期間　12月2日（火）～15日（月）
意見書の提出期間　12月2日（火）～
22日（月）
絶対高さ制限を定める高度地区の説
明会を開催します
対区内在住・在勤者
時（1）11月19日（水）（2）11月21日
（金）（3）11月23日（日）（4）11月25日
（火）（5）11月27日（木）（6）11月29日
（土）（7）12月2日（火）※（3）、（6）は午
前10時～正午、それ以外は午後6時
30分～8時30分
所（1）（3）（6）区役所9階（2）白金台い
きいきプラザ（4）麻布区民センター
（5）男女平等参画センター（7）赤坂区
民センター
人（1）（3）（6）70人（2）100人（4）200人
（5）200人（7）60人※保育あり（各開催

日の1週間前までにお申し出くださ
い）。
申当日直接会場へ。
問都市計画課都市計画係
 ☎3578－2215・6

「東京都大気汚染医療費助成制
度」が変わります
　都では気管支ぜん息等の疾病にか
かっている人に対し、医療費の助成
を行っていますが、18歳以上の人の
新規認定が平成27年3月31日で終了
します。
　現在医療券をお持ちの人の更新は
できますが、一度受給資格を失う
と、再度申請ができなくなります。
問保健予防課公害補償担当
 ☎6400－0082

港区議会議員選挙キャッチフレ
ーズを募集します
　平成27年4月に行われる予定の、
港区議会議員選挙のキャッチフレー
ズを募集します。
対区内在住・在勤・在学者
内一般の部、小・中学校の部、各特
選1点、入選5点、佳作10点※入選者
には通知します。また、「広報みな
と」および港区ホームページで発表
する予定です。
申郵送または直接・ファックス・
港区ホームページで、住所・氏名
（ふりがな）・電話番号・在学者は学
校名・学年を明記の上、12月11日

（木・必着）までに、〒105－8511　
港区役所選挙管理委員会事務局（区
役所7階）へ。
 ☎3578－2767　FAX3578－2774
※キャッチフレーズは記号等も含め
て30字以内で、未発表で自作のもの
に限ります。応募は1人2作品までで
す。※入賞作品の著作権は、港区選
挙管理委員会に帰属し、選挙啓発の
ために使用します。

求人・区民委員募集
東町小学校国際学級講師募集
　担任と連携し、国際学級講師とし
て学級指導や英語での教科指導、各
種教材・資料の英訳等を行います。
対 TOEIC850点以上または英語検
定1級程度の資格を持つ人
時平成27年4月1日～平成28年3月31
日
所東町小学校
人 10人程度（選考）
報酬　港区立学校等に勤務する講師
の報酬等に関する条例・規則に基づ
く時間単価による。※（参考）平成
26年度報酬単価1880円～2860円（教
育職員としての経験年数による）、
1880円の場合月額24万4400円
申電話または直接、指導室指導支援
係（区役所7階）へ。 ☎3578－2833・4

◆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

狂犬病とは
　狂犬病は、人を含め全ての哺乳類
に感染し、発症するとほぼ100パー
セント死に至る恐ろしい病気です。
現在も一部の地域（オーストラリア
等）を除く世界中で狂犬病が発生し
ており、年間5万人以上の人が亡く
なっています。平成25年7月に52年
ぶりに台湾で狂犬病に感染している
野生のイタチアナグマが発見されま
した。
狂犬病を予防するために
　日本では、犬を飼い始めた時に、
生涯に一度の登録と年1回の狂犬病
予防注射が義務付けられています。
区で手続きを行うと、登録時には犬
鑑札、狂犬病予防注射を受けた証し
として注射済票を発行します。鑑札
と注射済票は、飼い犬に着けておく
ことが狂犬病予防法で義務付けられ
ています。

狂犬病予防集合注射の
日程が変わります
　区では、毎年4月の第2週に狂犬病
予防集合注射を行っていましたが、
平成27年度からは4月の第4週に変更
します。集合注射での実施を検討し
ている人はお間違いのないようにご
注意ください。
飼い犬の登録
　申請窓口で登録申請を行い、鑑札
の交付を受けてください。鑑札を紛
失したときは、再交付の申請をして
ください。

注射済票交付申請
　最寄りの動物病院等で狂犬病予防
注射を受け、獣医師の発行する「注
射済証明書」を申請窓口にお持ちく
ださい。証明書は平成26年3月2日以
降に狂犬病予防注射を受けたものに
限ります。
　病気等健康上の理由により、獣医
師が狂犬病予防注射を受けられない
と判断した場合は、動物病院等で発
行された「猶予証明書」を持って、申
請窓口へお越しください。注射済票
は交付できませんが、注射猶予犬と
して台帳に登録します。
申請窓口　各総合支所区民課保健福
祉係
申請手数料（手数料は現金のみの取
り扱いです）
飼い犬の登録：3000円
（鑑札の再交付は1600円）
注射済票交付：550円
（済票の再交付は340円）
こんなときは届け出を
・引っ越しして港区に転入した場合
や犬を譲り受けた場合
・港区内で転居した場合
・飼い犬が死亡した場合
・飼い犬が人をかみ、事故を起こし
た場合
・犬にかまれ、被害届を出したい場
合（任意）

各総合支所区民課保健福祉係
 ☎8面欄外参照
生活衛生課生活衛生相談係
 ☎6400－0043

問い合わせ

飼い主のいない猫のトラブル
　これまで、飼い主のいない猫につ
いては、ふん尿やごみ荒らし等の被
害があっても、根本的な解決策があ
りませんでした。相手が飼い主のい
ない猫では不満を持っていく場がな
く、被害を受けている人が猫の存在
を嫌うようになり、猫を世話してい
る人との感情的な問題も区に寄せら
れています。
　一方、猫は法律で愛護動物に指定
され、区が勝手に捕獲し移動させる
ことはできません。
　もともと、飼い主のいない猫の多
くは、捨て猫が繁殖を繰り返した結
果増えてきました。頭数増加に伴っ
て、猫をきっかけとしたトラブルも
増加し、地域の問題として考える必
要が出てきました。
地域猫対策とは
　地域猫対策は、飼い主のいない猫
の問題を地域の環境問題として考
え、地域住民の合意のもとで猫を適
正に管理していく活動です。具体的
には、去勢不妊手術を行い、新しく
生まれてくる猫をなくします。ま
た、適切にえさを与え、食べ残しや
ふんの片付け、清掃をしてまちの美
化を行います。
置きえさはトラブルの元
　えさをまいて与える、置きっぱな
しにするといった方法は、猫以外の
動物（カラスやねずみ、ハエ等）が集
まる原因になります。さらにえさが
腐敗して不衛生な状況をもたらすこ
ともあります。不適切なえさやりは
猫が嫌われる原因にもなるのでやめ

ましょう。
地域猫対策にご理解を
　地域猫対策に求められる事は、地
域の人と猫を世話している人の相互
理解です。地域の人は、地域の関心
事として地域猫対策について理解を
お願いします。猫を世話している人
は、地域の人に理解を得られるよう
働きかけをお願いします。猫と共生
できる環境を作るため、区は地域猫
活動の相談を受け付け、活動を支援
しています。
猫の去勢不妊手術費用の一部を補助
しています
　区では、地域猫の去勢不妊手術費
用の一部を補助しています。年間を
通じて随時受け付け、調査のうえ、
補助を決定します。必要であれば、
手術を目的として、猫を保護するた
めのケージを貸し出します。各総合
支所協働推進課協働推進係までご相
談ください。
補助額
オス猫：上限5000円
メス猫：上限8000円
※ 既に去勢不妊手術が済んでいる場
合は、補助の対象とはなりませ
ん。

手術を受けるところ
　開業獣医師の動物病院（区外の動
物病院も可）

各総合支所協働推進課協働推進係
 ☎欄外参照
生活衛生課生活衛生相談係
 ☎6400－0043

問い合わせ

飼い犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに 地域猫対策にご理解をお願いします

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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　嘉永6（1853）年、ペリー来航に驚いた江
戸幕府は、品川沖に台場（砲台）の建設を始
めました。人工島を石垣で補強した大がかり
な台場で、7基が着工されました。現在残っ
ているのは第三台場と第六台場のみで、この
うち第三台場は台場公園として整備・開放さ
れ、長く区民に親しまれています。

　｢昭和36（1961）年、私が中学2年生の時、同級生たちと台場公園へキ
ャンプに行きました。当時はまだ陸続きではなかったので、竹芝桟橋から船に乗
ってね｣と渡辺修二・シーリアお台場5番街6号棟自治会長は懐かしみます。｢家族
連れや若者グループが大勢来ていて、石垣に腰掛けてハゼ釣りをしている人もい
ました。僕らは斜面で草そりなどをしました。何よりも飯ごう炊さんが大変で、
食事の支度と片付けに明け暮れた2日間でした｣
　昭和38年発行の「港区の社会教育」には、第三台場キャンプ場は、昭和36年
から夏期1カ月間、区民の健康増進と体力向上を図るために開設され、初年度の
参加者は349人（宿泊249人・日帰り100人）、翌37年の参加者は、580人（宿泊
460人・日帰り120人）とあります。当時の担当者によれば、開設当初は、多くの
人に利用されていましたが、利用者の減少等により、数年後に閉設されたようで
す。
　その後、第三台場には陸橋が架けられ、より訪れやすい公園になりま
した。台場一帯も開発が進み、商業や観光で人
を集めています。｢賑わいが、週末に集中する傾
向があるので、平日でも人が集まる場所にした
いです。今年はペリーが江戸幕府と交渉して日
米和親条約を結んでからちょうど160年目。今
後しばらく日米間でいろいろな160周年記念行
事があるので、イベント企画を頑張ります｣と渡
辺会長はお話しくださいました。
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感想をお寄せください　　区では、このコーナーに関する
皆さんからの感想をお待ちしております。ぜひお寄せください。

2014
平成26年

第 7 話
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COPD（慢性閉塞性肺疾患）とは
　従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれて
きた病気の総称で、有毒な粒子やガスの吸
入による進行性の疾患です。主な原因は喫
煙で、他に粉じんや化学物質等が考えられ
ます。

年々増加している死亡者数
　図は、日本でのCOPDによる死亡者数
の推移です。COPDで亡くなる人は年々
増加しており、特に男性に多い傾向があり
ます。現在、日本では死亡原因の9位です。
WHOは、2030年に世界の死亡原因の第3
位になると予測しています。

こんな症状はありませんか
　長引くせき、たん、息切れ等の症状を、自己判断で｢年のせい｣、
「風邪の治りが悪いだけ｣等と思い込んでいませんか。まずは自己チェ
ックをしてみましょう。タバコを吸っていて（または、以前吸ってい
たことがあって）、いくつかの症状が思い当たる場合は、COPDの可
能性があります。

出典：東京都福祉保健局、承認番号：26福保保健第417号（無断転載禁止）

　COPD（Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseの略）は、着実に患者数が増え
ている疾患です。この疾患は、主にタバコが原因で肺に炎症が起こり、空気の通り道
（気道）が狭くなるものです。そこで、COPDの原因と予防について紹介します。

予防も治療も｢禁煙｣が重要
　COPDになる最大の原因は喫煙で、喫煙者の20パーセントが発症するとされ
ています。女性は、男性よりもタバコの煙に対する影響を受けやすく、女性喫煙者
の増加が問題となっています。禁煙することは、COPDの発症予防と症状の進行防
止につながります。また、早く禁煙するほど予防効果が高いとされています。

港区の禁煙支援
　区では、禁煙したい人を支援しています。詳しくは、
港区ホームページをご覧ください。
（1）みなと保健所の禁煙相談（予約制）
　区では、喫煙者を対象に禁煙相談を実施しています。
肺年齢測定、一酸化炭素濃度測定も行います。
（2）禁煙支援薬局
　（一社）港区薬剤師会による禁煙支援薬局（区内62薬局）では、
禁煙相談が無料で受けられます（禁煙補助剤の購入は有料）。
　このポスターが目印です。

ＣＯＰＤ普及啓発ポスターのイメージ
　このポスターは、みなと保健所で配布し
ています。

健康推進課健康づくり係 
 ☎6400－0083
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を知ろう
慢性閉塞性肺疾患

　｢振り込め詐欺については報道
等により、もう十分に理解してい
る｣という人も多いかもしれませ
んが、実際被害に遭った人の多く
は｢自分はだまされないと思って
いた｣と言うそうです。平成26年
の都内における振り込め詐欺の被
害額（8月末現在）は平成25年をさ
らに上回る勢いであり、ますます
気持ちを引き締めて振り込め詐欺
に立ち向かう必要があります。
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防災課生活安全推進担当
 ☎3578－2270

問い合わせ

最近の事例
　最近は犯人が現金を取りに来る
手口やレターパックを利用した手
口が多くなっています。
●郵便局員をかたる者から｢ICチ
ップを取り替える｣としてキャッ
シュカードを預かろうとする電話
がかかってくる。
●息子をかたる者から｢不倫相手
を妊娠させてしまい、200万円が
必要になった｣と電話がかかって
くる。
　明日このような電話がかかって
くるのは、あなたかもしれませ
ん。｢この電話は詐欺かもしれな
い｣と疑う勇気を持ち、一度電話
を切って、元の電話番号にかけな
おす。冷静ささえ取り戻すことが
できれば、怖がる必要はありませ
ん。
　振り込め詐欺に負けない区を皆
さんで作っていきましょう。

～振り込め詐欺被害
を根絶しましょう～

いつも心に！

「疑う・切る・かけなおす」

日本におけるCOPD死亡者数の推移（人口動態統計）図
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