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　区では、あきる野市から借り受
けて整備を行っている「みなと区
民の森」や、その周辺地域をフィ
ールドとした環境学習を実施して
います。あきる野市の雄大な自然
の中で、都心ではなかなか見られ
ない動植物の観察や、実際に川に
入って行う川魚のつかみどり等を
体験することができます。

申し込み
　電話で、申し込み期間に、みなとコール
（午前９時～午後５時）へ。� ☎5472－3710

※�あきる野環境学習は、「みなとエコチャレンジ2016」の
ポイント付与対象です。

あきる野環境
�学習に参加しよう！

　講座の内容等詳しくは、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。

申し込み
　電話で、7月15日（金）（予定）か
ら、エコプラザへ。
※�講座内容は変更する場
合があります。

※�8月7日（日）・16日（火）
以外の講座は、1人2講
座までのお申し込みに
なります。

※�エコプラザの講座は、
「みなとエコチャレン
ジ2016」のポイント付
与対象です。

自由研究に役立つ

﹁夏休み子ども
環境月間﹂
を開催します

開催日 対　象 定員
（抽選） 参加費 申し込み期間 内　容

7月22日（金）・
　 31日（日）

区内在住・在学の
小学3～6年生 20人 1000円

（2回分合計） 
6月21日（火）～7月5日（火） 
※初日は午後2時から受け付け

みなと区民の森で生
き物観察・沢散策、
秋川で生き物観察・
釣り体験

8月3日（水） 区内在住・在学の
小学3～4年生 15人 100円

（保険料）
7月1日（金）～18日（月・祝） 
※初日は午後2時から受け付け

あきる野市小学生と
の交流

8月7日（日）
3歳以上の区民

（小学生以下は
必ず保護者同伴）

各40人

大人
（中学生以上）：

1000円
小学生：

500円

7月11日（月）～25日（月）
※初日は午後2時から受け付け

沢散策と
川魚のつかみどり8月21日（日） 7月21日（木）～8月3日（水）

※初日は午前11時から受け付け

8月28日（日） 7月31日（日）～8月14日（日）
※初日は午後3時から受け付け

エコプラザ ☎5404－7764
問い合わせ

こ
ち
ら

▼
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は

パソコン・スマートフォン

パソコン・
スマートフォン

日　時 定員
(申込順) 内　容

8月7日（日）午後2時～4時 20人 エコプラザ交流会 宇宙と生命 YOKOSO！ 地球へ　
第2回～宇宙人は何がお好み？～

8月11日（木・祝）午前の部：午前10時～正午
　　　　　       午後の部：午後2時～4時 各15人 木のペンスタンドを作ろう

8月13日（土）午前8時～午後5時 20人 エコプラザ自然体験プロジェクト
～あきる野、夏の魚つかみ取り体験～

8月16日（火）午後4時～6時 30人 夏休み終了目前！自由研究や調査課題は大丈夫!?
～中高生対象のやさしい環境化学～

8月19日（金）午前10時30分～午後0時30分 16人 算数って実はエコ!?
～図形を使ってエコなタイル張りに挑戦!!～

8月20日（土）午前10時～正午 20人 虫のふしぎ発見！～昆虫標本づくり～
8月21日（日）午後2時～4時 15人 レアメタルアドベンチャー～ゲームで学ぼうレアメタル～
8月23日（火）午前の部：午前10時～正午
　　　　　 午後の部：午後1時30分～3時30分 各8人 理科が楽しくなるシリーズ

～葉っぱの葉脈標本を作ってみよう～
8月24日(水)午前10時～正午 30人 海鳥について学んでデゴイをつくろう
8月25日(木)午後1時30分～3時 50人 らんま先生ECO実験パフォーマンス

8月26日(金)午後1時～3時 30人 理科が楽しくなるシリーズ
～楽しい理科実験教室　電気について学ぼう～

8月27日(土)午前10時～正午 25人 みどりっこ自然教室～芝離宮で自然観察会と笹舟工作～
8月28日(日)午後2時～4時30分 30人 宇宙が近くなる講座 ～天体望遠鏡を作って、空を眺めよう～
8月29日(月)午前の部:午前10時30分～正午
　　　　　 午後の部:午後1時～2時30分 各15人 エコプラザ子ども縁日～木工工作で射的ゲーム～

環境課地球環境係 
 ☎3578－2496

問い合わせ



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

2 http://www.city.minato.tokyo.jp平成28年（2016年）7月1日 環境特集号

－区内で暮らす人や働く人、訪れる人等
　　　　　全ての人が守るべきルール－みなとタバコルール

喫煙場所の整備

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

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

周知・啓発
●駅周辺や公園等でのポスター・路面シール等の貼り付け
●喫煙者アンケート、インターネット調査等の実施
●標語・マーク公募によるPRの充実
●喫煙場所マップの作成
●環境アプリでの喫煙所情報提供

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、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、地域貢献です。
　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・各総合支所・み
なと図書館で縦覧されます。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
ント図書についても貸し出していま
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

問い合わせ

　区は、平成23年3月に発生し
た福島第一原子力発電所事故以
来、さまざまな放射能・放射線
対策に取り組んでいます。
　平成28年度の対応方針は次の
とおりです。詳しくは、港区ホ
ームページをご覧ください。

　CO2排出量削減のため、新エネ
ルギー・省エネルギー機器等の設
置に対し、経費の一部を助成しま
す。
対象
　区民、区内集合住宅の管理組合
等、区内中小企業者・個人事業者
助成内容　表のとおり
申請書配布場所
　各総合支所および環
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。

表 助成項目一覧

助成項目
助成対象者

区民 管理
組合等

中小企
業者等

太陽光発電システム ○ ○ ○
太陽熱温水器 ○ ○ ○
太陽熱ソーラーシステム ○ ○ ○
蓄電システム ○
ガス発電給湯器
（エコウィル） ○ ○

燃料電池システム
（エネファーム） ○ ○

日射調整フィルム ○ ○ ○
高断熱サッシ ○ ○
人感センサー付照明 ○
事業所用高効率空調機器 ○
省エネルギー診断結果
に基づく設備改修 ○

電気自動車等用充電設
備（急速・普通） ○ ○ ○

高反射率塗料等 ○ ○ ○

巡回・指導
●巡回指導員による区内巡回
● 重点指導員による駅周辺等の重点指導
● 指導員のハンドスピーカーによる音声
啓発（日本語・英語）

● 指定喫煙場所（平成28年6月1日現在）
31カ所
●屋内喫煙所設置費等助成制度
⇒�屋内に一般開放可能な喫煙所を整備
する建物の所有者等に、設置費およ
び維持管理費を助成します。

○みなとタバコルール、屋内喫煙所設置費等助成制度に
ついて
環境課環境政策係 ☎3578－2487
○特定の場所の相談、指定喫煙場所について
各総合支所協働推進課協働推進係 ☎欄外参照

問い合わせ

環境課環境政策係
 ☎3578－2506

問い合わせ

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

　事業者の皆さんが所有する敷地内で喫煙
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
ようにするため、その敷地内において、灰皿
の移動または撤去、喫煙場所の確保等の環
境整備を行うことが求められます。また、従
業員その他の事業活動に関わる人に、みな
とタバコルールを守ってもらうよう周知を
お願いします。

区内で事業活動を行う
事業者が守るべきルール

平成28年度の区の取り組み

環境課地球環境係
 ☎3578－2496～8

問い合わせ

パソコン・
スマートフォン

指定喫煙場所

重
点
指
導
員

地球温暖化対策助成制度

区の放射能・
放射線対策

◆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

子供たちの安全･安心の確保
　子どもの生活圏である保育園
や幼稚園、学校、公園等の広場
や砂場等の地表近くの放射線量
測定を行い、公表します。

モニタリング体制の継続
（空間線量のモニタリング）
　区内の放射線量をモニタリン
グし、公表します。

放射能・放射線を正しく
理解するために（啓発）
　放射能・放射線を正しく理解
することで不安解消につながる
よう、啓発活動に努めます。

安全・安心な給食の提供
（給食・牛乳の放射能測定）
　給食・牛乳の放射能測定を
行い、公表します。

港区放射能・放射線対策
基本的な考え方

●�区民、とりわけ、子どもたちの安全・安
心を、より一層確かなものとします。

●�区内の放射能・放射線量の実態を
引き続き把握し、区民の皆さんにき
め細かくお知らせします。

区民の食に対する
不安解消のために
　区内で流通している食品の放
射能検査を実施し、公表します。

区民の健康に対する
不安解消のために
　相談体制を維持し、区民の
不安解消に努めます。

身近な場所の安全・安心
　区独自の除染基準に従い適切に
対応するとともに、区民を対象に
放射線測定機器の貸し出しを実施
します。また、区有施設の新築工事
等の際に、放射線測定を行います。
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身近な自然、地球上の自然資源を
未来に引き継ごう 生物多様性みなとプラン

環境課地球環境係 ☎3578－2498
問い合わせ

　改訂版では、省エネに配慮した大規模修繕工事や
太陽光発電システム等を加え、設備の改修や運用改
善のポイント、区分所有者間の合意形成等について
イラストや具体的な事例を用いて解説しています。
配布予定　7月1日（金）から
配布場所　環境課（区役所8階）および各総合支所管
理課

を配布します
港 区

マンション省エネ
ガイドブック

マンション管理組合向け
省エネセミナー
～省エネから管理組合の経費削減へのヒント～

環境課地球環境係 ☎3578－2498問い合わせ

　マンション管理
士等の専門家が講
師となり、マンシ
ョン省エネガイド
ブック（改訂版）を
使って、主にマン
ションの共用部分
の省エネ化のポイ
ントや事例紹介等
を行います。
対象　区内集合住宅の管理組合役員、管理会社、賃貸オーナ
ー、興味のある人等
日時　7月30日（土）午後2時～4時
場所　区役所5階
定員　30人程度（申込順）
申込方法　電話で、7月4日（月）～22日（金）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

セミナーの様子

ビルオーナー・テナント事業者向け

　詳しくは、港区ホームページをご覧いただくか、環
境課地球温暖化対策担当へお問い合わせください。

ビルオーナー・ビルメンテナンス事業者向け
　専門家を派遣して、省エネ診断や省エネ運用計
画の策定から、ビルオーナーとビルメンテナンス
事業者との話し合いまでを支援します。ビルの管
理運用方法の改善策やその省エネ効果等を整理し
て、ビル管理における省エネ運用の改善に向けた
具体的な取り組みを進めていきます。
対象　区内で所有している業務系ビル
※ ビルの運用管理をビルメンテナンス事業者に委

託していること。
費用　無料
実施予定数　4事業所（申込順）

環境課地球温暖化対策担当 ☎3578－2474
問い合わせ

中小規模事業所の省エネによる光熱水費の削減を支援します

「港区省エネ推進モデル事業所」を認定しました
認定事業所一覧

（公社）芝法人会館 事務所
（株）長門屋商店 店舗、事務所
ペットマン 店舗
ノマ電気（株） 事務所
新橋亭・新館 飲食店
JR東日本アートセンター四季劇場 劇場

　省エネ相談員を派遣し、それぞれの事業所
の実態に合わせた省エネ対策を提案します。
また、省エネに取り組んだ事業所を「港区省
エネ推進モデル事業所」に認定し、その取り
組みを積極的にPRしていきます。
対象　区内で所有または使用している中小規
模事業所

費用　無料
実施予定数　15事業所（申込順）
主な支援内容　光熱水費の削減に向けた相
談、エネルギーの使用状況の整理・検証・説
明、手間のかからない省エネ対策の提案、補
助金等の案内

再利用

埋め立て

運河へ放流

国外から

農漁村、地域から

生物多様性みなとネットワークに参加しませんか？
　区内で生物多様性に関する自主活動に取り組
んでいる個人または団体が情報を共有して、お
互いに連携・協働できる組織として、「生物多様
性みなとネットワーク」を新たにつくりました。
　ネットワークに登録していただいた人・団体
には登録証を発行し、港区ホームページ等で活

動を紹介します。また、生物多様性みなとフォ
ーラムを通じて、区民に広く活動をPRできま
す。お気軽に啓発や交流の場としてご活用くだ
さい。
　登録方法等、詳しくは港区ホームページでご
覧になれます。

環境課緑化推進担当
 ☎3578－2331

問い合わせ

　私たちの快適な暮らしは、木材やエネルギー、食べ物や水等、国内外の生物多
様性から生み出される自然の恵みに支えられ成り立っています。
　しかし、私たちの暮らしを支えてきた生物多様性は、人間の活動や気候変動に
よって、今、世界中で失われつつあります。
　未来の人々が豊かな暮らしができるようにするためには、身近な自然はもちろ
ん、地球上の自然資源を未来に引き継ぐ必要があります。
　区は、生物多様性の豊かな都市をめざして、平成26年3月に「生物多様性みなと
プラン」を策定しました。プランの全文は、港区ホームページでご覧になれます。

　区では、環境に関するさまざまな情報が受け取れるスマートフォン
向けの環境アプリを開発中です。区民の皆さんが、日頃から気軽に楽
しみながら、環境について学び、考えることができる多彩な環境学習
コンテンツを設ける予定です。平成28年中の配信を予定しています。
お楽しみに。

開発中！みなと環境アプリ

環境課地球環境係 ☎3578－2496
問い合わせ

認定書

マンション省エネガイドブック
（改訂版）

マンション省エネ
ガイドブック（改訂版）
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　地球環境の保全と泳げる海をめざして、お台場海浜
公園でクリーンアップキャンペーンを実施します。 

問い合わせ Kissポート財団 事業課　☎5770－6837
担当課
地域振興課地域振興係
担当課

日　時

場　所

内　容

申込方法

9月10日（土）午前10時～11時30分（午前9時30分受け付け開始）
※雨天中止
お台場海浜公園浜辺（「お台場海浜公園駅」下車徒歩3分）

ボランティアによる海浜の清掃

団体での参加の場合は、事前にKissポート財団までお問い合わせ
ください。また、個人の場合は、当日直接会場にお越しください。

東京ベイ・
クリーンアップ大作戦東京港を泳げる海に!

「ちいき百貨展」開催中
　港区と間伐材利用の協定を結ぶ自治体の特産品や観光情報を巡
回展示しています。市町村単位だからこその新たな発見がきっとあるは
ず。来て・見て・触って、それぞれの地域の魅力を感じてみてください。

と　き

ところ

①平成29年1月31日（火）まで
②7月1日（金）～平成29年2月28日（火）

①エコプラザ　②港区立商工会館

エコプラザ展示の様子

海洋ごみについて考えよう

こども環境写真展

問い合わせ エコプラザ　☎5404－7764

～海辺の環境について考えよう～

エコプラザ展示のお知らせ
と　き 内　容

7月１日（金）～30日（土）

7月15日（金）～8月21日（日）

問い合わせ 環境課地球温暖化対策担当　☎3578－2474

問い合わせ 環境課温暖化対策担当　☎3578－2477

エネルギー施設見学会のご案内エネルギー施設見学会のご案内
　地球温暖化を抑制
するためには、二酸
化炭素をほとんど排
出しない、自然の力を
活用して作られるエ
ネルギーを使うこと
が大切です。
　「品川シーズンテ
ラス」は、吹き抜け空
間により、廊下やオ

フィス等へ自然光を取り込む太陽光採光システムや、下水の温度
差エネルギーを利用して熱負荷を低減する下水熱供給の設備等
を設置しています。
　子どもも大人も楽しく学べる見学会です。たくさんの人の参加を
お待ちしています。

温度差エネルギーを利用した熱供給イメージ図

問い合わせ 環境課地球温暖化対策担当 ☎3578 2474

お待ちしています。

対　象

と　き
ところ
定　員
申込方法

10歳以上の区民
※階段の上り下りがあります。

8月3日（水）午前10時～正午
品川シーズンテラス（港南1－2－70）
20人（申込順）
電話で、環境課地球温暖化対策担当へ。

　区は、平成28年3月策定の第4次港区環境率先実行計画
に基づき、引き続き節電対策に取り組んでいます。
　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、エアコン等を効率的に活用し、無
理のない範囲で節電・省エネルギーにご協力ください。

ライトダウンキャンペーン
期間　7月7日（木）まで7 7

　環境省によるライトダウンキャンペーンが実施されます。詳しくは、
環境省ホームページ
http://funtoshare.env.go.jp/coolearthday/

全国一斉ライトダウン！

問い合わせ 環境課地球環境係　☎3578－2496

 7月7日（木）（クールアース･デー）午後8時～10時、
全国の参加施設で照明が一斉にダウンされます。

ダライトダウンキ ンペ ンライトダウンキ ンペ ン
節電・省エネルギーにご協力をお願いします
無理のない
範囲で賢く
節電しましょう

をご覧ください。

パソコン・スマートフォン

実施期間 対　象4月1日～平成29年3月31日
　みなとエコチャレンジに登録する
と、省エネ・節電・環境イ
ベント等の参加でポイン
トがたまり、区内共通商
品券等に交換できます。

申し込み・
問い合わせ

参加登録 ポイントを景品に交換

電気・ガス・水道使用量
のチェック、クリーンアッ
プキャンペーンへの参
加、エコプラザの講座・
イベントへの参加等

環境にやさしい
行動を実践する

ポイントを
ためる

ポイント
カード

間伐材グッズ

区内共通
商品券

参加者募集
区内在住者
（世帯単位での参加になります）

エントリーシー
トを郵送または
持参

または
インターネットで
登録

パソコン・スマートフォン

〒105－8511
環境課地球環境係

☎3578－2498

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。




