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熱中症予防と節電のお願い 一人ひとりの節電行動が大きな成果につながります。熱中症にならないよう、
エアコンや扇風機等を上手に利用して、無理のない範囲で節電にご協力ください。

区の手続きや施設・催し物のご案内は へ　☎5472－3710　FAX5777－8752　年中無休　午前7時～午後11時

区民生活の基盤となる、安全・安心
なまちづくり
　私は、区民の安全・安心を最優先
事項として区政運営に取り組んでい
ますが、このことの大切さを痛感さ
せられた大きな出来事が2つありま
した。
　その1つは、区有施設でのエレベ
ーター事故です。今から10年前の平
成18年6月3日に区民向け住宅シティ
ハイツ竹芝で、当時高校2年生の尊
い命が失われるというエレベーター
事故が発生しました。
　この事故を教訓に、区政全般にわ
たって安全を第一とする組織風土を
創り上げ、区有施設の安全総点検や
エレベーターの取替えなど安全性の
確保に全力で取り組んできました。
　すべての区有施設の安全対策の徹
底をはじめ、職員に事故を教訓とし
た研修を実施するなど、事故を風化
させない取組を全庁挙げて実施して
まいります。
　民間分譲・賃貸マンションを対象
とした、戸開走行保護装置の設置助
成事業を積極的に推進し、エレベー
ターによる事故の根絶に取り組みま
す。
　2つ目は、東日本大震災です。東
日本大震災の発生を受け、防災対策
を迅速かつ強力に進めるための条例
の制定をはじめ、高層住宅での安全
対策を進めてきました。
　本年4月に発生した熊本地震での
教訓を踏まえ、地域防災計画の改定
を進めています。高層住宅における
備蓄物資の供給方法などの対策を迅
速に進めます。
　震災対策基金を(仮称)自然災害対

策基金に改め、あらゆる災害からの
復旧・復興に備え、今後6年で1,000
億円を積み立てます。
　安全・安心をすべての施策の基盤
として堅持し、区民の生命と財産を
守り、誰もが安心して暮らせる港区
を実現してまいります。
平和と人権を尊重し、共に支え合う
まちづくり
　昨年、港区は、核兵器の廃絶と世
界の恒久平和を願う平和都市宣言か
ら30年の節目を迎えました。
　世界各国と関わりの深い港区の首
長として、改めて使命感を強く持
ち、広く平和の尊さを訴え続けてま
いります。
　本年4月には｢障害を理由とする差
別の解消の推進に関する法律｣が、6
月には｢本邦外出身者に対する不当な
差別的言動の解消に向けた取組の推
進に関する法律｣いわゆるヘイトスピ
ーチの対策法が施行されました。
　性別、年齢、障害の有無、国籍な
どいかなる理由でも差別は決して許
されるものではありません。一人ひ
とりが自分らしく幸せに生きる権
利、人権がすべての人に保障され、
生活習慣や文化、価値観などの多様
性や人格と個性を互いに尊重し、支
え合う共生社会をめざします。
すべての人がまちのルールを守り、
心地よく過ごせるまちづくり
　誰もが暮らしやすく、魅力あるま
ちの実現に向けて、地域の皆様とと
もに様々なまちのルールを創り上げ
てきました。
　たばこを吸う人も吸わない人も、
快適に過ごせるまちをめざして、平
成15年度から｢みなとタバコルール｣

　武井区長は、7月₁₃日(水)に開会した平成₂₈年第2回港区議
会定例会で、区長4期目の区政運営にあたって、施政方針を明
らかにしました。そのあらましを紹介します。

武井雅昭区長
施政方針

　私は、多くのご支持をいただき、4度目の
当選を果たすことができました。
　選挙期間中、多くの方々から施策の更な
る充実を望まれる声をいただき、改めて、
区政への関心の高さと大きな期待を寄せて
いただいていることを実感しました。

　皆様の期待に応えるべく、「参画と協働」
を基本に、区民の誰もが安全・安心に、夢
と希望を持って暮らせる躍動感に満ちた活
力ある港区をめざし、渾身の力で、区政運
営の舵をとってまいります。
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を推進しています。ルール徹底のた
め力を注いでまいります。
　繁華街での客引きなどの行為は、
区民や街を訪れる方の安全・安心を
阻害します。迷惑な客引き行為を根
絶させる条例の制定に向け取り組み
ます。
　誰もが安全に通行できる歩道を確
保するため、自転車走行レーンや自
転車駐車場を整備するとともに、自
転車利用者のマナー向上に努めてい

ます。
　快適な都市環境を形成し、地球温
暖化に対処するため、開発事業に伴
い屋上緑化や壁面緑化への協力を求
めてきました。
　港区のルールとまちのマナーを守
ることで、人々が互いを思いやり、
笑顔で行き交う、心地よいまちにな
ります。港区のルールとマナーが自
然とまちに溶け込む地域社会をめざ
します。

住民の意向を生かした個性ある丁寧
なまちづくり
　今年度、｢まちづくりマスタープ
ラン｣を改定します。優れた業務機
能を発揮するまちづくりと、区民の
満足度が高い日常生活を実現させる
まちづくりとの調和を図り、環境へ
の配慮が行き届いたメリハリのある
まちづくりをめざします。行政が積
極的に地域の中に入り、住民の意向
を生かした個性ある丁寧なまちづく
りを推進します。
区民がスポーツを通じて一つになれ
る新たなイベントの創設
　平和と人権を尊重し、共に支え合
うまちをめざして、子どもから高齢
者まで、性別や国籍、障害の有無に
かかわらず区民が一つになれる、マ
ラソンなどのスポーツイベントを、
地域との協働により創出します。
国際的な企業との連携・交流によ
る、区内産業の活性化
　ロボット産業や医療などの先端産
業と区内の中小企業とのマッチン
グ、海外企業とのタイアップによる
グローバル展開など、区内産業の発
展と新たな産業の創出・育成につな
げます。

落書きのないまちの実現
　落書きは、街の美観を損ねるだけ
でなく住民や通行人が不安を感じ、
犯罪の誘発にもつながります。快適
に、安心して過ごせるまちを守るた
め、落書き消去用具の提供やコーテ
ィング塗装の支援を行うなど、地域
の皆様とともに、落書きをさせない
まちづくりに取り組みます。
人口増加を見据えた施設整備のため
の用地確保
　私が区長に就任した平成16年には
外国人を含め約18万5千人だった区
の人口は、今では約24万8千人とな
り、平成39年には30万人を突破する
見込みです。人口増加を見据えた施
設整備を的確に進めるため、公共用
地買収基金を活用し、用地を先行取
得してまいります。
ICTを活用した、便利で快適な、透
明で信頼性ある区政運営
　インターネットの活用により生じ
る情報格差にも配慮しつつ、行政情
報を活用したオープンデータの提供
や電子申請を拡充し、誰もが、いつ
でも、どこでも、必要な情報やサー
ビスを確実に受けることができる、
透明で信頼性ある区政を実現します。

区政運営の基本的な考え方

新たに挑戦する施策
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Ⅰ　かがやくまち

安全・安心の強化
　区内の犯罪認知件数は、平成15年
の約1万件をピークに減少し、平成
27年は約4,600件と半分以下になり
ました。地域の皆様とともに取り組
んできた防犯パトロールや街頭防犯
カメラ設置などの取組が、着実に成
果を挙げています。
　誰もが安全に安心して過ごすこと
ができるよう、青色防犯パトロール
の巡回や繁華街を中心とした客引き
防止キャンペーンを実施してきまし
た。
　地域の皆様と力を合わせ、犯罪の
ないまちづくりを推進します。
防災対策
　防災上重要な区の施設は、平成24
年度末にすべての耐震化が完了しま
した。戸建て住宅やマンションの耐
震化も進み、区内の耐震化率は85％
を超えました。平成32年度を目標
に、95％以上の耐震化をめざしま
す。
　被災後も可能な限り、自宅で安心
して暮らすことができるよう、家具
の転倒防止対策など室内の安全対策
を促進します。
　高層住宅の各階、各戸に、避難生
活に必要な物資を確実に行き渡らせ
るため、防災資器材の助成を充実さ
せるなど、防災住民組織による共助
の体制づくりを支援します。
　防災行政無線放送が聞き取りにく
いとの課題を確実に解消します。
　災害時の帰宅困難者対策として、
駅周辺滞留者対策推進協議会との連
携を一層強化し、帰宅困難者の一時
受入れ場所の確保に取り組みます。
　防災をはじめとしたあらゆる分野
で、全国の自治体との連携を推進し
ます。
環境にやさしい取組
　民間建築物の省エネルギー化や緑
のカーテンプロジェクトの推進な
ど、環境負荷の少ない都心づくりに
取り組んできました。
　区の緑被率は21.78％と、23区で
も有数の緑の豊かさとなりました。
　平成23年度に創設した、全国初の
｢みなとモデル二酸化炭素固定認証
制度｣により、民間建築物への積極
的な国産木材の活用を促し、国内の
森林再生と間伐材の有効活用に取り
組みます。
　今年度、庁有車に水素エネルギー
を利用した燃料電池自動車を導入し
ます。次世代エネルギーの利用と普
及を促進します。
　港区は、ごみの約30％の資源化率
を実現しており、23区で第1位です。
ごみの発生抑制、再使用、再生利用
を積極的に進め、循環型社会をめざ
します。
　みなとタバコルールの徹底のた
め、事業者の協力も得ながら、指定
喫煙場所の整備を計画を前倒しして
進めます。受動喫煙対策に取り組む

飲食店や商業施設等を区が広くＰＲ
し、事業者の努力を促します。
　東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けて、本年8月、
暑さ対策の実証実験として新橋西口
駅前広場にミストによるクールスポ
ットを設置します。新国立競技場周
辺をはじめ、マラソンコースを想定
した区道の暑さ対策や港区全体のヒ
ートアイランド対策に役立てるよ
う、今後の活用を検討します。ま
た、水辺環境の整備として、国や東
京都にも働きかけながら、｢泳げる
海お台場｣の実現をめざします。
快適なまちづくり
　JRの新駅設置など新たな街づく
りが進む品川駅周辺、にぎわいと統
一感のある街並みの形成が進む環状
二号線の沿道など、街は、これまで
にないスピードで変わりつつありま
す。
　街は、人が住んでこそ活気とにぎ
わいが生まれ、永く受け継がれま
す。これまでも、住民発意のもと、
区民と行政、事業者がともに力を合
わせて、港区の魅力ある街を築き上
げてきました。
　歴史と文化が息づく街並みを守り
ながら、ユニバーサルデザインを備
えた都市空間づくりに取り組み、誰
もが心豊かに過ごせる街を創り上げ
てまいります。
　屋外広告物の配慮事項を周知徹底
し、景観誘導を効果的に行ってまい
ります。
　区民の皆様が日常生活を送るうえ
で必要なバスや自転車など地域交通
手段の充実とネットワーク化を図る
ため、将来を見据えた新たな交通戦
略を策定します。

Ⅱ　にぎわうまち

産業振興
　運河沿い遊歩道を活用したコミュ
ニティカフェの開設、デザイン照明
の設置、イベント開催など、各地域
の特色を生かした、魅力的な商店街
づくりを支援してきました。
　集積した企業や多様な観光資源、
国際的なイベント、高いブランド力
を生かした事業を積極的に推進し、
区内産業の発展と新たな産業の創
造・育成につなげます。
　港区政策創造研究所では、昨年度
実施した区民の消費に関する調査に
続き、今年度は、商店会に加盟して
いない商店も含めた商店街・商店の
実態調査を行います。調査結果を踏
まえ、商店街や区内産業、地域経済
の活性化に向けて、先進的な事業を
創出してまいります。
　平成33年度開設予定の芝五丁目複
合施設は、区の産業振興の拠点とな
る｢(仮称)港区立産業振興センター｣
と、中央館的機能を備え、新たなニ
ーズに対応する｢三田図書館｣に加え
て、自治体間連携の拠点機能を備え
た、地域のにぎわいを創出する施設
として整備します。

港区の将来像｢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
向けた具体的な施策

観光振興
　観光プロモーション映像を羽田空
港や多くの人々が集まる区内外の街
頭ビジョンで放映するなど、区の魅
力を発信するシティプロモーション
を積極的に展開しています。
　港区の魅力とブランドを国内外に
強く印象づけてまいります。
国際化推進
　港区ならではの国際色豊かな地域
特性を効果的に活用し、多様な文化
と人が共生する活力と魅力あふれ
る、成熟した国際都市の実現をめざ
します。

Ⅲ　はぐくむまち

子どもたちを育む取組
　平成16年の区長就任時に1,978名
だった保育施設の定員は、本年4月
には7,006名と約3.5倍にまで拡大し
ました。平成22年4月に274人まで増
加した待機児童数は、本年4月には
64人となりました。
　中学生までの子ども医療費助成や
第二子以降の保育料無料化、区立
小・中学校における英語カリキュラ
ムの充実など、全国に先駆けた施策
を展開してきました。
　平成27年の港区の合計特殊出生率
は、全国の1.46とほぼ同水準の1.44
となる見込みです。これまでの実績
が、｢子育てするなら港区｣｢教育の
港区｣と評価されたものと自負して
おります。
　新たな認可保育園の設置や誘致、
大規模開発における保育所付置の要
請など、多様な手法により定員を拡
大するとともに、丁寧な入園相談を
行い、子どもを持つ保護者に寄り添
いながら、待機児童ゼロの実現をめ
ざします。
　今後、需要増加が見込まれる学童
クラブ事業の定員を拡大します。
　児童数の増加が著しい芝浦港南地
区をはじめ、区内全域の児童・生徒
数の増加に対応するため、学校の新
設や校舎等の増改築、教室の改修工
事等を計画的に進めます。公立幼稚
園の三年保育拡大や定員拡大を進め
ます。施設の整備にあたって、保護
者の皆様、地域の皆様のご理解とご
協力をお願いいたします。
　外国人児童と日本人児童がともに
学び、高め合う、国際学級の取組を
拡充します。
　平成32年4月開設に向けて、虎ノ
門三丁目に気象庁虎ノ門庁舎と新教
育センターとの複合施設の整備を進
めています。学校教育の質の向上、
子どもたちの学力の定着を図る新た
な拠点として機能を充実させます。
　併設する｢(仮称)港区立科学館｣
は、本格的なプラネタリウムを備え
るとともに、気象庁が整備する気象
科学館と連携した企画展を行うな
ど、大人も子どもも、宇宙をはじめ
科学の魅力に気軽に触れられる施設
として整備します。
　お台場学園港陽小学校・港陽中学
校、御成門中学校が、東京都の平成
28年度オリンピック・パラリンピッ
ク教育重点校に指定されました。ボ
ランティア精神の育成、スポーツを
とおした平和教育や豊かな国際感覚
の醸成など、港区ならではの特色あ

る教育を推進します。
　児童虐待や非行、障害、養育が困
難な家庭環境など、子どもと家庭を
取り巻くあらゆる問題に確実・迅速
に対応するため、東京都から区への
児童相談所移管に向けて積極的に取
り組みます。
　教育・学習の支援、生活環境の安
定の支援、保護者に対する就労の支
援、経済的安定の支援の4つを組み
合わせ、すべての子どもたちが夢と
希望を持ち健やかに成長できるよう
力強く応援してまいります。
健やかな暮らしを支える取組
　特定・基本健康診査に加え、各種
がん検診や生活習慣病予防のための
30健診、｢お口の健診｣など、健診を
充実させてきました。
　かかりつけ医制度の推進、障害者
歯科診療所や港区禁煙支援薬局の開
設など、区民の健康増進に取り組ん
できました。
　平成26年9月｢港区自殺対策推進計
画｣を策定しました。毎年9月を｢港
区自殺対策強化月間｣として、自殺
予防のための情報提供や普及啓発に
取り組んでいます。
　働く人たちが、健康でいきいきと
仕事に取り組めるよう、生活習慣改
善の促進や心身に対する不安軽減の
取組など、健康の維持・増進への支
援に力を注いでまいります。
　がんの早期発見、早期治療をめざ
し、各種がん検診の受診率向上に取
り組みます。
　平成29年度開設に向け、白金台四
丁目に｢(仮称)みなと在宅緩和ケア
センター｣の整備を進めます。
　がん患者やその家族のニーズを踏
まえ、髪や皮膚などの外見への支援
を含む療養環境の向上に積極的に取
り組むなど、港区独自のがん対策を
講じます。
　誰もが充実した豊かな生活を送る
ことができるよう、仕事と家庭の両
立支援をより一層推進します。
高齢者支援
　いきいきプラザをはじめ｢介護予
防総合センター　ラクっちゃ｣の整
備、ふれあい相談員による日々の見
守りや生活支援に取り組んできまし
た。
　特別養護老人ホームの整備を計画
的に進め、現在729床を確保してお
り、高齢者人口に比較して23区で最
も高い水準です。
　介護サービスの需要増加に応える
ため、平成32年開設に向け、南麻布
四丁目に100床の特別養護老人ホー
ムを整備します。
　認知症高齢者グループホームの整
備を着実に実行します。
　小規模多機能型居宅介護施設やサ
ービス付き高齢者向け住宅を順次整
備します。
　高齢者が住み慣れた地域で、生涯
にわたり自分らしい生活を送ること
ができるよう、地域包括ケアシステ
ムを平成30年度から実施するため、
検討を進めています。本格実施に向
け、医師会、歯科医師会、薬剤師会
をはじめ介護事業者等と連携し、港
区の課題を的確に把握しながら、平
成29年度からモデル事業を実施しま
す。
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障害者支援
　障害者の豊かで自立した生活を支
えるため、区内8か所に障害者グル
ープホームを整備しました。引き続
き、区有施設の改築に合わせた整備
や民間事業者の誘致を進めます。
　平成32年開設に向けて、南麻布四
丁目に40床の障害者入所施設と児童
発達支援センターを整備します。
　障害のある方もない方も、互いに
人格と個性を尊重し、支え合う地域
社会の実現をめざし、平成25年度か
ら重点的に｢心のバリアフリー｣に取
り組んできました。
　新たに設置した10億円の｢港区障
害者福祉推進基金｣を効果的に活用
し、障害者への理解促進をはじめ、
障害者の就労支援を積極的に進めま
す。
文化芸術・スポーツ振興
　区内の文化芸術・国際交流関係の
団体との協働により、区民が身近に
文化芸術を鑑賞、参加、創造するこ

とができる環境が実現しています。
　文化芸術ネットワーク会議での活
発な意見交換を通じ、港区らしい文
化イベントのプログラムを実現しま
す。
　浜松町二丁目に区内の文化芸術振
興の拠点となる｢(仮称)文化芸術ホ
ール｣の整備を進めます。
　平成29年度開設をめざし、白金台
四丁目に新郷土資料館の整備を進め
ています。
　図書館の土曜日の開館時間を拡大
するなど、区民の多様な学習活動を
支援します。
　平成26年12月に開設した新たなス
ポーツセンターは、利用者数が以前
の施設に比べ1.5倍となり、気軽に
多様なスポーツを楽しめる場として
皆様に親しまれています。
　オリンピック・パラリンピックに
向けた気運を醸成するとともに、末
永くスポーツを｢する｣｢みる｣｢支え
る｣文化が根付くよう取り組みます。

　私は、住民同士、そして住民と行
政も連携、協力して信頼関係を築
き、参画と協働により自主自立した
まちづくりを進めていくことこそ、
都心にふさわしい地域自治であると
考えています。
　3期12年間、｢より身近な区役所づ
くり｣と｢参画と協働｣を区政運営の

方針に掲げ実践してきました。｢よ
り身近な区役所づくり｣では、平成
18年4月から5つの総合支所を中心と
した区政運営を展開しています。
「参画と協働」では、区政のあらゆる
場面で多様な主体の参画を得なが
ら、地域の課題を協働によって地域
で解決する仕組みが各地区に定着し

対象　区内在住・在勤・在学者
とき　表1のとおり
会場　消費者センター
募集人数　20人（抽選）
内容　生活上手になるために消費生活につ
いての正しい知識と消費者力を身につけ、
トラブル等から身を守る賢い消費者をめざ
します。また、最終講座では（財）日本消費
者協会主催の「消費者力検定」を受検できま
す。試験で1・2級を取得した人は、消費生
活コンサルタント養成講座を受講する際
に、特典があります。
申し込み　往復はがきまたはファックス
で、（1）氏名（ふりがな）（2）郵便番号・住所
（3）電話番号（4）年齢（5）職業を明記の上、8
月31日（水・必着）までに、消費者センター

へ。
※ ファックスでお申し込みの人は、送信後、
確認のお電話をしてください。
費用　無料
※ テキスト、ワークブックは無料で配布し
ます。
※ 消費者力検定試験は希望者のみの受検で
す。受験料2800円は自己負担です。

※ 消費生活コンサルタント受講料は有料で
す。詳しくは、（財）日本消費者協会にお問
い合わせください。 ☎5282－5311

〒105－0023芝浦1－16－1みなとパーク
芝浦2階　消費者センター
 ☎3456－4159　FAX3453－0458

申し込み・問い合わせ

表1 消費者力検定講座カリキュラム
回 と　き 内　容

1 9月9日（金）午後1時30分～3時30分 オリエンテーション 
いまなぜ消費者力が必要なのか～「消費者力」って何？～

2 9月16日（金）午後1時30分～3時30分 生活と家計管理 
～生涯にわたりリスクに備えることのできる家計設計～

3 9月30日（金）午後1時30分～3時30分 契約・悪質商法・サービス① 
～そもそも契約の基本とは～

4 10月7日（金）午後1時30分～3時30分 契約・悪質商法・サービス② 
～進化する悪質商法と契約の落とし穴～

5 10月14日（金）午後1時30分～3時30分 衣食住①～快適で健康な暮らしのための知識と知恵～
6 10月21日（金）午後1時30分～3時30分 衣食住②～安全で安心な生活のための法律～
7 10月28日（金）午後1時30分～3時30分 環境～地球環境を守り、自分自身も守る～

★ 11月11日（金）午後1時30分～3時 消費者力検定試験 
～「挑戦！」消費者力はどれくらいUPした？～

8 12月9日（金）午後1時30分～3時30分 検定試験の振り返り 
啓発活動の進め方～知識を役立て、広げよう！～

受 講 生 募 集
チャレンジ・ザ消費者力アップ2016

港区の人口 
平成28年7月1日現在

総人口

男 10万6,653人
22万8,775人

女 12万2,122人

男 1万90人 女 8,880人

日本人

出生等 310人 死亡等 317人
転入 2,103人 転出 2,075人

24万7,745人
(前月比21人増)

(前月比254人増)

1万8,970人 (前月比233人減)

世帯数 14万1,426世帯（前月比10世帯減）

外国人

マイナンバー制度に便
乗した不正な勧誘や個
人情報の取得にご注意
ください
　マイナンバーに関連
した不審な電話等に関
する相談が全国の消費者センターに寄せられています。
注意していただきたいこと
○マイナンバーの利用範囲は、法律で社会保障、税、災害対
策の3つの行政分野に限られています。
○マイナンバーを利用する手続きでは、原則、顔写真付きの身
分証明書等で本人確認を徹底することになっています。
○マイナンバーの通知や利用等の手続きで、口座番号等を電
話で聞くことはありません。
困った場合の相談窓口
マイナンバー制度全般のご相談
◦マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120－95－0178
不審な電話等を受けた場合
●消費者センター　相談専用電話 ☎3456－6827
詐欺等の被害に遭われた場合
●警察　相談専用電話 ☎#9110
これまでに寄せられた相談事例
◇行政機関を名乗り、口座番号を聞き出そうとする電話
◇制度導入に伴い、個人情報を聞き出そうとする女性が来訪
◇マイナンバーの管理をうたう業者からの不審な電話
◇早く手続きをしないと刑事問題になるという不審な電話
◇対応しないと罰金が科されるといった話をし、商品販売や
相談業務契約を強引に取り付けようとする電話
　マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、
訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用く
ださい。

消費者センター(相談直通電話)� ☎3456-6827
相談時間(月～土曜　午前9時30分～午後4時)
※土曜は電話相談のみ

問い合わせ

ています。
　今後4年間も、この方針を区政運
営の柱に据え、着実に進めてまいり
ます。
　そのためには、強固な財政基盤
と、区民福祉の向上のため、志を持
ち全力で仕事にあたる人材の育成が
重要です。現在の良好な財政状況を
堅持しつつ、将来の課題を先取りす
る積極的・戦略的な財政運営を展開
するとともに、いかなる課題にも積
極・果敢に立ち向かう気概あふれる
職員を育成します。
　私は、これからの4年間、区民の
皆様の暮らしに寄り添った区政運営
に誠心誠意、取り組んでまいりま
す。
　あらゆる施策を有機的に結びつけ
ながら、全国の地方自治体をリード
する港区ならではの質の高い行政サ
ービスをこれからも創造し続け、そ
の成果を区民の皆様に実感していた
だけるよう、全力を尽くしてまいり
ます。
　来年3月15日、区政70周年を迎え
ます。区民の皆様とともに、この慶
びを分かち合いながら、これまでの
区の歩みを振り返り、港区の更なる
発展につなげてまいります。
　そのためにも、区民に身近な事務
は、基礎自治体である区が担うとい
う基本的な立場のもと、自治権拡充
に全力で取り組んでまいります。
　区民の皆様のご理解とご協力を、
心からお願い申し上げます。

施策の着実な推進に
向けた区政運営の方針

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752



　区は、核兵器廃絶を訴えるとともに世界の恒久平和を願い、昭和60年8月15日に平和都市
宣言を行いました。
　この宣言のもと、区では世界平和に向けてさまざまな取り組みを行っています。平成27
年は平和都市宣言から30周年、そして戦後70年を迎え、さまざまな事業を実施し、幅広い世
代の区民の皆さんとともに、平和の大切さを改めて認識する年となりました。
　区は、今後とも、平和都市宣言を行った都市として、また、核兵器廃絶のために世界の都
市が連携する平和首長会議に加盟している都市として、平和な世界の実現をめざす各国の都
市とともに、核兵器の廃絶と世界の恒久平和への取り組みを継続して実施していきます。

　世界の恒久平和を祈念して、1分間の
黙とうをささげましょう。
広島原爆投下　8月6日（土）午前8時15分
長崎原爆投下　8月9日（火）午前11時2分
戦没者追悼　8月15日（月）正午

平和祈念の黙とうをささげましょう 　区民の皆さんと一緒に
平和の大切さを考えるた

めのイベントを開催します。オーケストラによる平
和祈念コンサートや、港区平和青年団による活動報
告会を実施します。また、来場者全員での合唱も予
定しています。平和の大切さを改めて感じるきっか
けになるイベントです。多くの皆さんの来場をお待

ちしています。
とき　8月27日（土）午後2時～4時（午後1時30分開場）
ところ　男女平等参画センター　リーブラホール
定員　208人（会場先着順）　費用　無料
※ 当日、手話通訳または一時保育を希望する人は、
電話またはファックスで、8月19日（金） までに、
総務課人権・男女平等参画係へ。

平和を考える集い

とき ところ おもな展示内容

8月1日（月）～15日（月）
午前8時30分～午後5時
※土・日曜、祝日を除く。

港区役所
1階ロビー

戦争と慶應義塾大学
●戦時下における学校関連現物資料・写真パネル
●東京空襲関連資料
●港区平和青年団の活動紹介
●港区平和関連史跡紹介
●年表で見る近代の戦争
～戦時下の暮らしと港区のあゆみ～
●港区戦災地図
●港区平和都市宣言30周年記念DVD上映

8月15日（月）まで
午前8時30分～午後9時
※ 土・日曜、祝日は午後5時
まで。

麻布地区
総合支所
1階ロビー

見て学ぼう　世界の紛争　～中東問題～
●中東問題関連写真パネル（中東戦争・湾岸戦争）

8月2日（火）～15日（月）
午前9時～午後8時
※ 土・日曜、祝日は午後5時
まで。

赤坂図書館
多目的ホール

沖縄、サイパンから届く　平和への願い
●沖縄戦写真パネル
●サイパン戦写真パネル

8月15日（月）まで
午前9時～午後9時
※8月8日（月）を除く。

高輪区民センター
2階展示ギャラリー

子どもへ、そして未来へ　～原子爆弾の脅威～
●広島被爆資料・写真パネル
●長崎被爆資料・写真パネル
●「原爆と人間」パネル
●ミニ平和展セット
●ミニミニ原爆展写真パネル
●戦争・戦災関連DVD上映

8月15日（月）まで
午前8時～午後11時

みなとパーク芝浦
1階区民ギャラリー

誰もが願う　恒久平和を目指して
●著名人からの直筆平和メッセージ
●平和首長会議ポスター
●サダコと折り鶴ポスター

平和展を開催します 各会場の展示内容一覧　※展示内容は予告なく変更になる場合があります。

　「平和の灯」は、平成17年度に、港区平和都市宣
言20周年の記念事業の一環として、核兵器の廃絶

と世界の恒久平和を願い設置されたものです。平和の灯にともされた
「火」は、広島市の「平和の灯（ともしび）」、福岡県八女市（旧星野村）の
「平和の火」、長崎市の「ナガサキ誓いの火」を合わせたものです。区は、
「平和の灯」を通じて、戦争の惨禍と平和の尊さを伝えていきます。

区
立
芝
公
園
に
設
置
さ
れ

て
い
る「
平
和
の
灯
」

平和の灯（ひ）

未来につなげたい　平和への想い
　区は、核兵器廃絶を訴えるとともに世界の恒久平和を願い、昭和60年8月15日に平和都市　区は、核兵器廃絶を訴えるとともに世界の恒久平和を願い、昭和60年8月15日に平和都市　区は、核兵器廃絶を訴えるとともに世界の恒久平和を願い、昭和60年8月15日に平和都市　区は、核兵器廃絶を訴えるとともに世界の恒久平和を願い、昭和60年8月15日に平和都市　区は、核兵器廃絶を訴えるとともに世界の恒久平和を願い、昭和60年8月15日に平和都市　区は、核兵器廃絶を訴えるとともに世界の恒久平和を願い、昭和60年8月15日に平和都市　区は、核兵器廃絶を訴えるとともに世界の恒久平和を願い、昭和60年8月15日に平和都市　区は、核兵器廃絶を訴えるとともに世界の恒久平和を願い、昭和60年8月15日に平和都市

～港区から世界へ～港区平和都市宣言

　かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ

とはありません。

　私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、

生きがいに満ちたまちづくりに努めています。

　このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生

まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。

　私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること

を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、

心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること

を宣言します。

　　昭和６０年８月１５日

港　　区　　 
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　大規模改修工事を行っています。
　工事中はご不便をおかけしますが、ご理解
のほどよろしくお願い申し上げます。
　詳しい工事内容・期間は、港区ホームペー
ジや庁舎内に掲示してお知らせします。
一時閉店しているもの
●11階食堂：4月～平成29年3月（平成29年4月
再開予定）
●1階売店：4月～平成29年7月（平成29年7月再
開予定）
8月1日現在、一部利用中止しているもの
●9階男女トイレ・誰でもトイレ、給湯室：9
月上旬まで

●行政棟乗用エレベーター（中央4機）のうち1
機が取り替え工事中
　上記のように、トイレ、エレベーターは順
次改修を行うため、一時ご利用できなくなる
期間があります。
1階北側ロビー利用制限について
　正面玄関左手の北側ロビーが8月下旬から
一部閉鎖されます。
　閉鎖期間中は仮待合ロビーを設置します。

表 主要な工事工程（平成28年8月現在）
改修場所 工事期間

行
政
棟

乗用エレベーター（中央4機）のうち1機 7月～平成29年12月
非常用エレベーター 平成30年10月～平成31年2月
1階エントランスホール北側 8月～平成29年1月
1階エントランスホール南側 平成29年1月～平成29年7月

各階執務室 4月～平成30年4月
（業務時間外を主体に実施）

11階食堂 4月～平成29年3月
トイレ 4月～平成29年9月

議
会
棟

エレベーター 12月～平成29年2月
平成29年4月～平成30年6月

各階執務室・議場・
トイレ・共用部

平成29年4月～平成31年2月
（議会開会中を除く大型連
休や週末を主体に実施）

港区役所・芝地区総合支所庁舎大規模改修工事を行っています

契約管財課庁舎改修工事担当 ☎3578－2275
問い合わせ

　平成28年度も、公募で選ばれた7人の高
校生が、長崎への派遣研修や戦争体験者と
の交流会を通じて平和について学んでいま
す。学習した成果は、8月27日（土）開催の
「平和を考える集い」で発表します。
※ 港区平和青年団は毎年4月に団員を募集
しています。

港区語り部の会による紙芝居を
真剣に見る港区平和青年団員

港区平和青年団ただいま活動中

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2014　FAX3578－2976申し込み・問い合わせ

　区に所在する団体がパネル展等を開催する場
合、2週間を限度に広島・長崎原爆写真のミニパ
ネルを貸し出します。借用を希望する日の2週間

前までに、申請書に必要事項を明記の上、お申し込みください。申請書は、
人権・男女平等参画担当（区役所4階）で配布している他、港区ホームページ
からダウンロードもできます。

　ミニ平和展セットは、戦争に関する書籍・ビデ
オ・物品で構成されている「衣・食・住」3種類のセ
ットです。区に所在する団体がパネル展等を実施

する際に、2週間を限度に貸し出しします。戦時中に使用されていた灯火管
制や防空ずきんのレプリカ等を用意しており、実際に手で触れて学んでいた
だけます。
　借用希望団体は、総務課人権・男女平等参画係へ。

パネル　●日本語版20枚　●英語版22枚　※いずれもA2サイズ

ミニミニ原爆展を
開催しませんか

ミニ平和展
セットの貸し出し

8月1日更新｢港区政70周年記念番組｣ (20分番組､日英バイリンガル放送､一部手話放送)｣港区広報番組をご覧ください 内容  区の未来を担う子どもたちの活躍を紹介します。
放送期間  8月1日(月)～31日(水)
J:COMチャンネル港・新宿 (11ch)の他、港区ホームページ、YouTubeでご覧いただけます。
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Helloママサロン
対区民で、平成28年6・7月生ま
れのお子さんと保護者※1カ月児
健診後にご参加ください。
時 8月1・22日（月）午前9時30分～
11時30分（受け付けは午前10時15
分まで）
所みなと保健所
人 50組（会場先着順）
持ち物　母子健康手帳・バスタオ
ル
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

うさちゃんくらぶ
対区民で、平成28年6月生まれの
第1子と保護者
時 9月7・21日（水・全2回）午前10
時～11時30分
所みなと保健所
人 50組（抽選）
持ち物　バスタオル
申電話で、8月1日（月）～10日
（水）に、みなとコール（午前9時
（初日は正午）～午後5時受け付け）
へ。※抽選結果は8月中旬に発送
予定 ☎5472－3710

担健康推進課地域保健係

のんびりサロン
対区民で、平成28年5～7月生ま
れのお子さんと保護者※1カ月児
健診後にご参加ください。
時 8月8・29日（月）午前9時30分～
11時30分
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳・バスタオ
ル
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

高輪地区うさちゃんくらぶ
対高輪地区総合支所管内にお住
まいの区民で、平成28年6月生ま
れの第1子と保護者
時 9月2・16日（金・全2回）いずれ
も午前10時～11時30分
所高輪こども中高生プラザ
人 15組（申込順）
持ち物　バスタオル・母子健康手
帳
申電話で、8月10日（水）までに、
健康推進課地域保健係へ。
 ☎6400－0084

　保護者が次のような理由で育児
が困難なときに、宿泊を伴って子
どもを預かります。
○病気や出産で入院するとき
（保護者がインフルエンザ等の伝
染性疾患にかかっている場合は利
用できません）
○冠婚葬祭に出席するとき（日帰
りできない場合に限ります）
○仕事で出張するとき　等
対象
　区内在住の4歳未満の乳幼児
定員
　1日3人まで
利用施設
　（社福）恩賜財団慶福育児会　麻
布乳児院（南麻布5－1－20）

 ☎3446－5361
利用料および利用日数
　1日3000円
※ 1回7日間（6泊7日）まで、1カ月
の利用回数は2回以内です。
入所および退所時間
入所時間　午前9時～11時、午後3
時～6時
退所時間　午前9時～午後10時
※ 午前11時～午後3時、午後6時～
8時の退所はできません。
利用手続き
　電話で、事前に子ども家庭支援
センターに空き状況を確認してか
ら申し込んでください。
　乳児院の子どもの健康状態によ
っては、利用できない場合もあり

ます。
受付時間
　祝日を除く月～土曜午前9時～
午後5時（火・木は午後7時まで）
※ 申し込みには、子どもの健康保
険証、乳幼児医療証、母子健康
手帳、申し込みの理由が確認で
きるものを持参してください。
※ 港区以外で住民税の課税がされ
ている人は、税額の確認ができ
るものを持参してください。
利用料の支払い
　申し込みの際に、郵便局の振り
込み用紙を渡しますので、利用日
数分全額を利用日初日までに振り
込んでください（先払い）。

利用時の注意
　子どもの健康状態について、必
ずお知らせください（伝染性の疾
患に感染している可能性のある子
ども、発熱等体調不良の子どもは
利用できません）。
※ みなと子育て応援プラザPokke
でもショートステイ事業を実施
しています。対象・利用方法等
詳しくは、みなと子育て応援プ
ラザPokkeへ。 ☎6435－0411

子ども家庭支援センター子育て
支援係 ☎6400－0090

問い合わせ

乳幼児ショートステイのご案内

はじめての離乳食教室
対区民で平成28年3月生まれの赤
ちゃんのいる保護者
時 8月24日（水）（1）午前11時～正
午（2）午後1時30分～2時30分
所みなと保健所
人各回30組
持ち物　離乳食つくり方テキスト
（3～4カ月児健康診査案内と一緒
に郵送しています）、筆記用具
申電話で、8月5日（金）～15日（月）
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

8月の乳幼児健診・育児相談
対 4カ月児育児相談（平成28年4月
生まれの人）、1歳6カ月児健康診
査（平成27年1月生まれの人）、3歳
児健康診査（平成25年7月生まれの
人）
申該当者には通知しています。
届かない人は、お問い合わせくだ
さい。※転入した人、健診がお済
みでない人は、ご相談ください。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

両親学級
対区民で、出産予定日が平成28
年9～12月の妊婦とそのパートナ
ー（1人での参加可）
時 9月3・17日（土）午後1時～3時
45分（いずれかにお申し込みくだ
さい）
所恩賜財団母子愛育会研究所棟4
階（南麻布5－6－8）
人 45組（抽選）
持ち物　母子健康手帳・筆記用
具、冊子「あたらしい生命のため
に」（お持ちの人のみ）
申電話で、8月1日（月）～10日
（水）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。※申し込み者に通知を8
月下旬に発送予定 ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

絵手紙教室「港区の名所など
について学習し、絵手紙を作
ろう」
対小学生

時 8月27日（土）午後2時～3時40分
所港南図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、8月6日（土）
から、港南図書館へ。受付時間は
開館時間と同じです。
 ☎3458－1085

子ども家庭支援センター多文
化子育て講座「お互いの違い
を理解して、異文化での暮ら
しや子育てを前向きに！～カ
ルチャーショックを『思いや
り』に変えるために～」
対多様な言語、文化を背景に子
育てをしている保護者や家族、保
育や教育関係者、テーマに興味の
ある人
時 9月18日（日）午後2時～4時
所みなと保健所8階
人 150人（申込順）※保育あり（4カ
月～就学前、15人。9月8日（木）ま
でに、申し込み時にお申し出くだ
さい）
申電話で、8月1日（月）～9月12日
（月）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
担子ども家庭支援センター子育
て支援係

第2回シアター・リーブラ子
どもも大人も楽しめる名画
「夏休み親子向け映画上映会」
対どなたでも（小学生以下は保護
者同伴）
時 8月18日（木）午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）
所男女平等参画センターリーブ
ラホール
内「ウィンキーの白い馬」（2005
年、オランダ・アカデミー賞最優
秀脚本賞・最優秀子ども映画賞受
賞作品）※詳しくは、男女平等参
画センターホームページ
http://www.minatolibra.jp/
をご覧ください。
人 208人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問男女平等参画センター
 ☎3456－4149
担総務課人権・男女平等参画係

　徳川吉宗が将軍就任して300年に
あたる平成28年は、歴史フォーラム
のテーマを徳川吉宗として開催しま
す。
対象　どなたでも
とき　9月4日（日）（1）午後2時～4時
20分（2）午後5時30分～7時50分
ところ　赤坂区民センター区民ホー
ル
内容　歴史フォーラム｢徳川吉宗｣
講師　講演：加来 耕三さん（作家）
シティプロモーションタイム、地域
の歴史を紹介
トークショー：西岡 德馬さん（俳優）
定員　各回400人（抽選）
費用　無料
申し込み　はがきに、郵便番号、住
所（在勤・在学はその旨明記）・氏

名・年齢・希望する回（（1）または　
（2））・参加希望人数（1応募につき2
人まで）・同伴者の氏名・年齢、手
話通訳希望の場合や保育（1歳～就学
前、20人程度）を希望する場合は、
その旨を明記の上、8月22日（月・必
着）までに、〒100－8502　東京新聞
広告局｢徳川吉宗｣係へ。
※ 当選者（代表者）に聴講券を送付し
ます。

○歴史フォーラムについて
港区歴史フォーラム徳川吉宗イベ
ント事務局（平日午前10時～午後5
時） ☎0120－524－411

問い合わせ

担当課　産業振興課シティプロモー
ション担当

徳川吉宗をテーマとした歴史フォーラム

8月1日更新｢港区広報トピックス(30分番組)｣港区広報番組をご覧ください 内容  施政方針、社会を明るくする運動　他
放送期間  8月1日(月)～10日(水)
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。
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　臨時福祉給付金事業は、消費税率
の引き上げに伴う負担を軽減する措
置として、障害・遺族基礎年金受給
者向け給付金（年金生活者等支援臨
時福祉給付金）事業は、障害・遺族
基礎年金受給者への支援として、そ
れぞれ国の補助事業により実施する
ものです。
※対象者には、9月下旬に区からお
知らせと申請書を送付します。

受付期間
　9月下旬～平成29年1月中旬
※詳しくは、今後、港区ホームペー
ジや｢広報みなと｣でお知らせする
予定です。

※給付金を装った｢振り込め詐欺｣や
｢個人情報の詐取｣にご注意くださ
い。

保健福祉課臨時福祉給付金担当
 ☎3578－2846

問い合わせ

　各いきいきプラザ・台場高齢者
在宅サービスセンター・芝浦アイ
ランド児童高齢者交流プラザで
は、週1回、会食の機会を設け、
栄養バランスが取れた食事を提供
します。
対象　65歳以上の区民で、ひとり
暮らしまたは高齢者のみの世帯
とき　10月～平成29年3月
ところ・定員　表1のとおり

費用　1回400円以内（生活保護を
受給している人は1回200円以内）
申し込み　直接、8月10日（水）ま
でに、希望する施設の窓口へ。

高齢者支援課在宅支援係
 ☎3578－2401
各総合支所区民課保健福祉係、
各いきいきプラザ等☎欄外参照

問い合わせ

初めてのタブレット講座
　基本操作から簡単な応用まで、
タブレット端末を初めて触る人向
けの専門講師による講座です。※
機器については貸し出します。
対 60歳以上の区民でタブレット
端末未所有の人
時 9月28日（水）午後2時～4時
所三田いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申往復はがきの往信面に「タブレ
ット講座申込」・郵便番号・住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話
番号を、復信面に自分の郵便番
号・住所・氏名を明記の上、8月
31日（水・必着）までに、〒108－
0014芝4－1－17　三田いきいきプ
ラザへ。※記入漏れがある場合は
無効となりますのでご注意くださ
い。 ☎3452－9421

折り紙体験会
対 60歳以上の区民
時 9月3・10日（土）午前10時～11
時30分
所麻布いきいきプラザ
人 15人（抽選）
申電話または直接、8月15日（月）
までに、麻布いきいきプラザへ。
　 ☎3408－7888

マシントレーニングと口
こ う

腔
く う

機
能・栄養改善講話の「まるご
と元気運動講座」
対介護保険の要支援認定または
高齢者相談センターで参加対象と
認定された65歳以上の区民
時（1）9月1日～12月12日（9月19・
22日、10月10日、12月15日を除く
毎週月・木曜、全26回）午後1時30
分～3時30分（2）9月1日～12月12日
（9月19・22日、10月10日、12月15

日を除く毎週月・木曜、全26回）
午前10時～正午
所（1）ありすいきいきプラザ（2）
西麻布いきいきプラザ
人（1）12人（2）8人（申込順）
申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。 ☎7面欄外参照

とよおかサマーフェスティバ
ル～夏の歌謡曲にのせ、バン
ド演奏、ウクレレ、フラダン
スのジョイントコンサート～
対 60歳以上の区民
時 8月7日（日）午後4時～5時
所豊岡いきいきプラザ
人 50人（抽選）
申電話または直接、8月6日（土）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
　 ☎3453－1591

体力の自信があまりない人向
けの入門編「はじめてのマシ
ントレーニング講座」
対介護保険の要支援認定または
高齢者相談センターで参加対象と
認定された65歳以上の区民
時（1）（2）9月6日～11月25日（毎週
火・金曜、全24回）午前10時～正
午
所（1）ありすいきいきプラザ（2）
西麻布いきいきプラザ
人（1）10人（2）8人（申込順）
申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。 ☎7面欄外参照

むせやすい人・噛
か

む力の低下
した人向け「みんなの食と健
口（けんこう）講座」
対介護保険の要支援認定または
高齢者相談センターで参加対象と
認定された65歳以上の区民
時 9月6日～11月29日（隔週火曜・
全7回）午前10時～11時30分
所青南いきいきプラザ
人 7人（申込順）
申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。 ☎7面欄外参照

募集住宅
（1）ポイント方式による募集（家族向
けのみ）
（2）単身者向け・単身者用車いす使
用者向け・シルバーピア（単身者向
け・二人世帯向け）
（3）事業再建者向け定期使用住宅
主な申込資格
　都内に居住していること、住宅に
困っていること、所得が定められた
基準に該当すること等。
（1）ポイント方式：高齢者・心身障害
者等の固有の資格があること
（2）単身者向け：60歳以上であること
（3）シルバーピア：65歳以上であること
　詳しくは、募集案内をご確認くだ
さい。
申込書・募集案内の配布期間
　8月1日（月）～9日（火）
※土・日曜を除く。
申込書・募集案内の配布場所
　各総合支所協働推進課・台場分
室、港区指定管理者㈱東急コミュニ
ティー虎ノ門支店

申込受付期間
　全て郵送で、8月12日（金・必着）
までに、指定の宛先へ。
抽選日
単身者向け・単身者用車いす使用者
向け・シルバーピア・事業再建者向
け定期使用住宅
　9月15日（木）午前9時30分から開始
抽選会場
　都庁第二本庁舎1階ホール

JKK東京（東京都住宅供給公社）都
営住宅募集センター
○ポイント方式、単身者向け・単
身者用車いす使用者向け・シルバ
ーピアについて（8月1日（月）～9日
（火）※土・日曜を除く）
 ☎0570－010－810
○上記以外の期間と事業再建者向
け定期使用住宅について
※土・日曜を除く ☎3498－8894

問い合わせ

担当課　都市計画課住宅管理係

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

都営住宅入居者募集 臨時福祉給付金および障害・遺族基礎年金
受給者向け給付金（年金生活者等支援臨時
福祉給付金）事業のお知らせ

高齢者
会食サービスのご案内

表1 高齢者会食サービス曜日一覧
曜日 芝地区 麻布地区 赤坂地区 高輪地区 芝浦港南地区

月 青山いきいき
プラザ（19）

高輪いきいき
プラザ（15）

芝浦アイランド児
童高齢者交流プラ
ザ（23）

火 三田いきいき
プラザ（32）

西麻布いきい
きプラザ（12）
ありすいきい
きプラザ（20）

豊岡いきいき
プラザ（16）

台場高齢者在宅サ
ービスセンター
（25）

水 虎ノ門いきい
きプラザ（20）

飯倉いきいき
プラザ（20）

青南いきいき
プラザ（10）

木 麻布いきいき
プラザ（15）

赤坂いきいき
プラザ（8）

白金いきいき
プラザ（20）

金 神明いきいき
プラザ（30）

南麻布いきい
きプラザ（30）

白金台いきい
きプラザ（20）

港南いきいきプラ
ザ（30）

※ （　）の定員数を超える申し込みがあった場合は、区が選定基準に基づいて決定し
ます。

表2 各事業の対象者および支給額

事業名 臨時福祉給付金 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）

対象者

平成28年1月1日時点で港区に住民票
がある人で、平成28年度分の区民税
（均等割）が課税されていない人
※ 区民税が課税されている人の扶養
親族等や生活保護制度の被保護者
は対象外です。

平成28年度臨時福祉給付金の対象者
のうち、平成28年5月分の障害基礎年
金・遺族基礎年金等を受給している人
※ 高齢者向け給付金を受給した人は対
象外です。

支給額 対象者1人につき3000円 対象者1人につき3万円

◆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
◆各いきいきプラザ◆　三田☎3452－9421　神明☎3436－2500　虎ノ門☎3539-2941　南麻布☎5232－9671　ありす☎3444－3656　麻布☎3408－7888　西麻布☎3486－9166
飯倉☎3583－6366　赤坂☎3583－1207　青山☎3403－2011　青南☎3423－4920　豊岡☎3453－1591　高輪☎3449－1643　白金☎3441－3680　白金台☎3440－4627
港南☎3450－9915　◆台場高齢者在宅サービスセンター◆　☎5531－0520　◆芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ◆　☎5443－7338

地域で支えよう！認知症サポ
ーター養成講座
対区民
時 8月26日（金）午後2時～3時30分
所白金台いきいきプラザ
人 30人（抽選）
申電話または直接、8月1日（月）
～22日（月）に、白金台いきいきプ
ラザへ。 ☎3440－4627

交通事故等にあったときに保
険診療を受けることができま
す
　第三者から受けたけが等の医療

費は、届け出により後期高齢者医
療で保険診療を受けることができ
ます。診療を受ける際には、医療
機関に事故による受診であること
を申し出てください。
　必要な書類（被害届等）は、後期
高齢者医療担当者が事故の状況等
をお聞きした上でご案内しますの
で、事故日から30日以内に提出し
てください。※交通事故の場合、
事故証明書が必要となりますの
で、必ず警察に届け出てください。
対後期高齢者医療制度の加入者
問国保年金課高齢者医療係
　 ☎内線2654～9・2646
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　｢広報みなと｣6月21日号に掲載した港区の家計簿表1公有財産の現況につ
いて、次のとおり誤りがありました。お詫びして訂正します。
土地数量・金額
　（誤）241カ所　785,111.84㎡・6,479億481万円
　（正）242カ所　791,911.89㎡・6,532億205万円
建物数量・金額
　（誤）701,878.17㎡・1,895億420万円
　（正）702,109.53㎡・1,895億5,178万円
合計金額
　（誤）8,436億1,846万円
　（正）8,489億6,328万円

社会貢献型後見人とは
　認知症や知的障害、精神障害等に
よって判断能力の不十分な人の権利
や財産を守る成年後見制度の担い手
として、地域や社会に貢献する精神
に基づき、親族でも専門職でもな
い、同じ区民としての身近な立場で
成年後見活動を行う人のことです。
　平成28年6月末現在、区内では基
礎講習を修了した8人が後見活動メ
ンバーとして登録し、そのうち5人
が社会貢献型後見人として受任して
います。
社会貢献型後見人になるには
　作文と面接による選考後に｢社会
貢献型後見人をめざす方のための基
礎講習｣を受講していただきます。
受講後、港区社会福祉協議会での研
修を積みながら、社会貢献型後見人
としての受任に備えます。
受任までの流れ
（1）9月16日（金）の説明会に参加（必
須）
　↓
（2）基礎講習受講者に応募（作文、面
接による選考あり）
　↓
（3）1～2月の5日間基礎講習受講（平
日昼間）
※全日程参加が必要です。
　↓
（4）4月に後見活動メンバーとして港
区社会福祉協議会に登録
その後、講義や現場実習等を受講（平
日昼間）
　↓
（5）ふさわしい案件があった場合に
後見人候補者として紹介・推薦
　↓
（6）社会貢献型後見人として受任
※基礎講習修了や後見活動メンバー
登録によって、将来成年後見人等
になることが約束されるものでは
ありません。

基礎講習受講対象者
　次の（1）～（4）を全て満たす人（そ
の他の要件もあります）
（1）区内または近隣地域在住の20～
70歳程度の人
（2）健康上の問題がなく、時間的制
約を受けることが少ない人
（3）成年後見制度および高齢者や障
害者に対する福祉活動に理解と熱意
があり、成年後見業務を行う意思が
ある人
（4）説明会と講習等の全日程に参加
できる人
社会貢献型後見人養成についての説
明会
対象　どなたでも
※ 基礎講習受講を希望する人は参加
が必須です。
とき　9月16日（金）午後1時30分～3
時30分
ところ　麻布地区総合支所
申し込み　電話またはファックス
で、港区社会福祉協議会生活支援係
へ。 ☎6230－0282　FAX6230－0285
社会貢献型後見人からのメッセージ
　｢責任は重いですが、
地域のために何かをし
たい思いがあれば、港
区社会福祉協議会や専
門家のバックアップも
あるので、決してハードルが高いも
のではないと思います」
　「毎月ご本人を訪ね、気持ちに寄
り添うことを第一に考えながら活動
しています。ご本人の
笑顔にやりがいを感じ
ています。地域住民と
して福祉について真剣
に考えるきっかけにも
なっています」

港区社会福祉協議会生活支援係
 ☎6230－0282

問い合わせ

担当課　保健福祉課福祉活動支援係

10月利用分抽選申し込み
対象　区民
申し込み　専用はがきを、8月12日
（金・必着）までに、JTBみなと予約
センターへ郵送してください。専用
はがきは、各総合支所、各区民セン
ター、JTB新橋・赤坂見附店にあり
ます。または、保養施設テレホンサ
ービス・保養施設予約システムで8
月18日（木）までに申し込みくださ
い。抽選結果は8月末にご自宅に送
ります。
空き室申し込み
対象　区内在住・在勤者
申し込み　利用希望日の1カ月前の
同日からテレホンサービス、予約シ
ステム、またはJTBみなと予約セン
ターで申し込み順に受け付けます。
利用者登録
　利用申し込みには利用者登録が必

要です。抽選申し込みの専用はがき
で登録できます。
大平台みなと荘の優先抽選
優先抽選日　10月1日（土）利用分
対象
（1）区内在住者で、以下の手帳等の
交付を受けた人
　身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷
病者手帳、被爆者健康手帳、精神障
害者保健福祉手帳、特定医療費（指
定難病）受給者証、都医療券（特殊疾
病（人工透析を必要とする腎不全、
先天性血液凝固因子欠乏症）および
B型・C型肝炎治療医療費助成受給
者証は除く）
（2）障害者総合支援法の対象となる
難病により発行を受けた障害支援区
分（障害程度区分）認定通知書の交付
を受けた人
※優先抽選は大平台みなと荘のみで

す。優先抽選の申し込みをした人
は一般抽選の申し込みはできませ
ん。
※優先枠を設けての抽選になります
ので、全ての人が当選するもので
はありません。部屋タイプの指定
はできません。
申し込み
　官製はがきに「港区保養施設優先
抽選申し込み」・代表者氏名・住
所・電話番号・生年月日・利用者番
号・利用希望人数（2～5人）を明記の
上、郵送で、8月12日（金・必着）ま
でに、〒105－0004新橋1－18－16　
日生新橋ビル1階「JTBみなと予約セ
ンター」へ。
臨時休業のお知らせ
　大平台みなと荘は、次の期間、臨
時休業します。
とき　9月1日（木）～30日（金）
※上記期間中は、「ホテル暖香園」、
「箱根路　開雲」をご利用くださ
い。

その他
　区民保養所利用手帳を利用する時
は、本人確認の書類が必要です。確
認できない場合は減額できません。
　なお、箱根路開雲については、区
民保養所利用手帳の利用はできませ
んので、ご注意ください。

○登録・利用・申し込み
JTBみなと予約センター
平日午前10時30分～午後6時30分
（土・日曜、祝日を除く）
 ☎3504－3590
区民保養施設テレホンサービス
午前8時～午後10時 ☎6268－8250
区民保養施設予約システム
空き室照会等　午前5時～午前0時
抽選空き室申し込み等
 午前8時～午前0時
https://hoyo.city.minato.tokyo.jp
○区民保養施設事業について
みなとコール ☎5472－3710

問い合わせ

担当課　地域振興課地域振興係

平成28年度障害児・者を支援
している人への研修
対仕事、家族、ボランティア等
で障害児・者の支援や介護に携わ
っている人、または興味のある区
内在住・在勤・在学者
時 8月23日（火）午後6時30分～8時
30分
所区役所9階
内難病当事者の作家と小児がん
専門医による、難病の人・子ども
を支援する人のための講話
人 50人（申込順）
申電話またはファックスで、障
害者福祉課障害者支援係へ。
 ☎3578－2674　FAX3578－2678

障害者のための「パソコン単
発」教室　ワードとエクセル
を使ってチラシを作ろう
対 18歳以上で身体障害者手帳、
愛の手帳、精神障害者保健福祉手
帳のいずれかを所持、難病により
障害支援区分（障害程度区分）認定
を受けている区民で、ワードで文
章入力ができる人
時 9月9日（金）・13日（火）・16日
（金）・20日（火）午前10時45分～午
後0時15分（全4回）
所障害保健福祉センター5階
人 10人（抽選）

申電話またはファックスで8月16
日（火）までに、障害保健福祉セン
ターへ。
 ☎5439－2511　FAX5439－2514
※申し込みの際、身体状況の確認
をすることがあります。手話通
訳・介護者が必要な人は、ご相談
ください。※一般交通機関の利用
が困難な人は、巡回送迎バスを利
用できます。

精神障害者社会復帰援助事業
（デイケア）
　社会や家庭でより自立した生活
を送れるよう、創作活動・各種教
室・レクリエーション・スポーツ
等を通じた集団生活指導を行って
います。
対区民で、こころの病気がある
人
時毎週金曜・午前9時30分～正午
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

区民保養施設利用案内
（大平台みなと荘・ホテル暖香園）

港区の家計簿の訂正について

◆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
◆各高齢者相談センター◆　芝地区（芝）☎5232－0840　麻布地区（南麻布）☎3453－8032　赤坂地区（北青山）☎5410－3415　高輪地区（白金の森）☎3449－9669
芝浦港南地区（港南の郷）☎3450－5905

身近な立場で支援する
｢社会貢献型後見人（市民後見人）｣

契約管財課管財係 ☎3578－2131
問い合わせ

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
FAX5777－8752
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みなと

健　　康
精神保健福祉相談（予約制）
対区内在住・在勤者
時 8月5日（金）・8日（月）・22日（月）・
24日（水）いずれも午後※詳しい時間
はお問い合わせください。※8月8日
（月）は児童精神科医が担当します。
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

緩和ケア家族交流会（予約制）
　医師による講話と交流のつどいを
開催します。
テーマ　「死とどのように向き合う
か？」
対テーマに関心がある区民
時 9月12日（月）午前10時～11時30分
所みなと保健所
人 15人（申込順）
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。　　　　　 ☎6400－0084

30（さんまる）健診
対 30～39歳の区民で、9月に生まれ
た人（昭和52年9月～昭和61年9月生
まれの人）※勤務先等で受診できる
人は、ご遠慮ください。
時 9月14・28日（水）午前8時45分～
10時30分受け付け
結果説明日　10月12・26日（水）午後
1時～2時受け付け
所みなと保健所
人各日70人（申込順）※保育あり
（尿・血液・胸部X線検査時にお預
かりします）
申電話で、8月1日（月）午前9時～8
月31日（水）午後5時までに、健康推
進課健康づくり係へ。 ☎6400－0083
※5～8月誕生月で該当月に受診でき
なかった人は、8月12日（金）午前9時
から電話でお問い合わせください。
空きがあればご案内します。

野菜1日350グラムとれていま
すか。「かしこく、かんたん！
野菜料理講習会（実演）」
対区内在住・在勤・在学者
時 9月7日（水）午後1時30分～3時
所みなと保健所
人 30人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、6人。申し込み時にお申

し出ください）
申電話で、8月2日（火）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。
 ☎5472－3710
担健康推進課健康づくり係

測定＆運動アドバイス講座
　体組成を測定し、結果についてア
ドバイスします。ストレッチ等の運
動実技も行います。
対 20～59歳までの区民
時 9月17日（土）午後1時～4時（予約
制、1人当たり所要時間45分）
所みなと保健所
人 40人（抽選）※保育あり（4カ月～
就学前、6人。申し込み時にお申し
出ください）
申電話で、8月2日（火）～24日（水）
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。※
抽選結果および測定受付時間は9月1
日（木）に発送します。 ☎5472－3710
担健康推進課健康づくり係

講座・催し物
イブニングコンサート
　アコースティックギターによる弾
き語りと冷たいドリンクで夏の宵を
ご一緒しませんか。
対どなたでも
時 8月25日（木）午後6時～6時30分
所虎ノ門いきいきプラザ
申当日直接会場へ。 ☎3539－2941

ホルンとピアノによるコンサー
ト
対どなたでも
時 8月14日（日）午後1時30分～3時
（午後1時開場）
所高輪いきいきプラザ
人 40人（会場先着順）
申当日直接会場へ。 ☎3449－1643

港区NPO活動助成事業パネル
展～平成27年度助成団体の活
動を紹介します～
対どなたでも
時 8月22日（月）～26日（金）午前8時
30分～午後5時※8月24日（水）は午後
7時まで
所区役所1階ロビー
申当日直接会場へ。
問地域振興課区民協働担当
 ☎3578－2557

90分で部下とのコミュニケー
ションが変わるセミナー「机上
の空論ではない。マネジメント
手法公開講座」
対区内中小企業の経営者、管理職、
人事担当者
時 9月7日（水）午後6時30分～8時15
分
所商工会館
人 40人（申込順）
申電話またはファックスで、商工
会館へ。※申込書は商工会館ホーム
ページ
https://minato－shoukou.jp/
からダウンロードできます。
　 ☎3433－0862　FAX3436－2498
担産業振興課経営相談担当

傾聴ボランティアをはじめよう
～ボランティア入門講座～
対これからボランティア活動を始
めたい人や、始めたばかりの人で、
講座・体験・振り返り全てに参加で
きる人
時（1）講座：8月24日（水）午前10時～
午後3時（2）体験：9月1日（木）～15日
（木）の間で指定の体験先から選択
（3）振り返り：9月28日（水）午前10時
～正午
所（1）（3）麻布地区総合支所（2）区内
施設・団体等
人 20人（申込順）
費用　300～1400円（ボランティア保
険料）
申電話またはファックスで、住
所・氏名・電話番号を明記の上、8
月19日（金）までに、港区社会福祉協
議会地域福祉係へ。
 ☎6230－0281　FAX6230－0285
担保健福祉課福祉活動支援係

みなと区民の森環境学習
　あきる野市のみなと区民の森で沢
散策をしながら、森づくりについて
学ぶとともに、川魚のつかみどりを
体験します。真夏の爽やかな森と水
の冷たさを感じられるイベントで
す。
対区民（3歳以上）※小学生以下は保
護者同伴
時 8月28日（日）午前8時30分～午後5
時30分（予定）※午前8時15分区役所1
階ロビー集合、往復バスで移動
所みなと区民の森（あきる野市）
人 40人（抽選）

費用　大人（中学生以上）：1000円、
小学生：500円※未就学児は無料で
す。
申電話で、8月14日（日）までに、み
なとコール（午前9時～午後5時受け
付け）へ。 ☎5472－3710
担環境課地球環境係

マンションの防災を考える
　大地震に対する心構えと｢今でき
る事｣を学ぶ、ワークショップを含
む講演会です。4月の熊本地震の事
例を検証しながら、マンションの防
災について皆さんでアイデアを出し
あい、身の回りで実践できる防災を
見つけます。
対区内在住・在勤・在学者
時 9月3日（土）午後1時～4時
所区役所会議室
人 80人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、4人。希望する人は申し
込み時にお申し出ください）
申電話で、8月1日（月）～25日（木）
に、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。
　 ☎5472－3710
担防災課地域防災支援係

お 知 ら せ
「放課GO→クラブあおやま」
「放課GO→クラブしろかね」の
運営事業候補者をプロポーザル
方式により公募しています
　小学生が放課後等の時間、安全安
心に活動できる居場所づくり事業
（放課GO→）に「学童クラブ」事業を
併せて実施する（1）「放課GO→クラ
ブあおやま」、（2）「放課GO→クラ
ブしろかね」のそれぞれの運営事業
候補者をプロポーザル方式により募
集しています。
募集要項配布期間　8月25日（木）ま
で※土・日曜、祝日を除く。
募集要項配布場所　（1）赤坂地区総
合支所管理課（2）高輪地区総合支所
管理課※港区ホームページからダウ
ンロードもできます。
申直接、8月25日（木）までに、（1）
赤坂地区総合支所管理課（2）高輪地
区総合支所管理課へ。
問（1）赤坂地区総合支所管理課施設
運営担当 ☎5413－7273
（2）高輪地区総合支所管理課施設運
営担当 ☎5421－7067

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

8
月
7
日（
日
）

芝浦こどもクリニック（小） 芝浦4－20－4　芝浦アイランドブルームホ
ームズ1階 5730－0108

西原病院（内・外） 白金1－3－2 3440－2531

品川駅前歯科医院（歯） 港南2－15－2　品川インターシティB棟2階 5461－0896

大竹歯科クリニック（歯） 赤坂3－15－4　2階 3560－6922

★南麻布医院（外・内） 南麻布1－12－1 3452－3211

港区休日歯科応急診療所
（港区口腔保健センター） 三田1－4－10　みなと保健所2階 3455－4927

（休日のみ）

◆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

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6時～11時

土・日曜、祝日、年末年始
午前9時～午後11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

8月7日（日） ヤブザキ信栄堂薬局 白金1－28－18 3441－4438

夜間対応当番薬局（毎日）　対応時間：午後8時～午前0時 ☎090－3690－3102

障害者歯科診療所
（港区口腔保健センター）

三田1－4－10
みなと保健所2階

8月13日（土） 
午前9時30分～午後0時30分

【完全予約制】平日午前
9時～午後5時受付

☎6400－0084
健康推進課地域保健係

8月27日（土） 
午後1時30分～4時30分
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放置自転車リサイクル
時 8月14日（日）午前10時～10時30分
受け付け、後に購入順位の抽選
所みなとリサイクル清掃事務所作
業連絡所（元麻布3－9－6）
販売台数　20台程度※港区民優先枠
を設けています。
費用　価格等詳しくは、お問い合わ
せください。
問（公社）港区シルバー人材センタ
ー ☎5232－9681
リサイクル自転車作業所（みなとリ
サイクル清掃事務所作業連絡所2階）
（火～金） ☎3479－3116

変更・休止情報等
白金台いきいきプラザ臨時休館
　電気工作物点検による停電および
消防設備機器点検のため臨時休館し
ます。
時 8月11日（木・祝）
問白金台いきいきプラザ
　 ☎3440－4627
高輪地区総合支所管理課施設運営担
当 ☎5421－7067

港区立図書館休館
　港区立図書館は、特別整理のた
め、次の期間休館します。

休館期間 館名
9月5日（月）～10日（土） みなと図書館
9月12日（月）～16日（金） 高輪図書館
9月20日（火）～24日（土） 赤坂図書館
9月25日（日）～29日（木） 麻布図書館
10月2日（日）～6日（木） 港南図書館

10月10日（月・祝）～15日（土） 三田図書館
10月17日（月）～20日（木） 高輪分室

※休館に伴い、みなと図書館・麻布
図書館・赤坂図書館は、休館日の9

月15日（木）、三田図書館・港南図書
館は、10月20日（木）は開館します。
問図書・文化財課庶務係
 ☎3437－6621

求人・区民委員募集
若者の就業体験実習生
　就業経験の少ない若者を対象に、
区の仕事を体験しながら、就職につ
ながる支援を実施します。
対既卒でここ3年間正規の雇用就業
経験がない若者（既に就職見込みの
ある人は除く）
期間　10月～平成29年3月（6カ月間）
※実習所属および実習生の双方が希
望する場合には期間更新あり。
勤務時間　1日7時間・週35時間勤務
※原則として午前9時～午後5時（休
憩1時間含む。土・日曜は休日）
賃金　時間給1000円、交通費相当1
日600円支給。健康保険・厚生年金
保険・雇用保険加入
人 5人程度
選面接（9月上旬を予定。詳しくは
後日連絡します）※応募者多数の場
合は書類選考を実施します。
申履歴書（写真添付）を、郵送また
は直接、8月22日（月・必着）までに、
〒105－8511　港区役所人事課人事
係（区役所10階）へ。※郵送の場合
は、封筒表面に「就業体験申込」と朱
書きしてください。
問人事課人事係 ☎3578－2110

みなと保健所非常勤職員(保健
師または看護師)
対保健師または結核・感染症分野
の経験がある看護師
業務内容　保健所に勤務する職員に
準じる業務および窓口対応

　区では、NPO等による公益活動へ
の支援として、港区NPO活動助成事
業を行っています。このたび、平成
28年度の助成団体が決定しました。
　この事業は、区民の皆さんや、企
業等の寄付からなる「みなとパート
ナーズ基金」を活用しています。

　本助成事業には、（1）団体の活動
基盤の強化に対する団体活動基盤整
備事業、（2）社会的課題の解決、区
民福祉の向上が期待できる活動に対
する助成である地域福祉向上事業、
（3）活動団体同士の協働事業に対す
る助成である団体による協働事業、

（4）区の所管課との協働事業に対す
る助成である区との協働事業の4区
分があります。
　今後、各助成団体の活動につい
て、「広報みなと」等で紹介していく
予定です。各団体が実施する事業へ
の区民の皆さんの参加をお待ちして

表 平成28年度「港区NPO活動助成事業」助成団体一覧
区分 団体名 団体の概要 申請事業の概要 助成金決定額

団体活動基盤
整備事業

（特）アフォール
子どもを産み育てることの負担・不安を地域の中で
支え合い、学び合う場を提供することで、子育てしや
すい環境づくりを行う。

情報収集を行い、港区版幼稚園・保育園マップを作成す
るとともに、保護者同士の交流の場としてマップカフェ
を開催し、地域情報を反映する。

10万3000円

（特）ザ・グローバル・ファミリーズ
子育て世代の日本人家族・外国人家族等が参加する
国際交流事業やイベント等を通して、情報や体験を
共有することで国際交流に寄与する。

子ども国連会議等で用いられる他己紹介や、アートワー
ク、音楽、ゲーム等を用いた交流イベントを開催する。 22万5000円

（特）港陸上クラブ
陸上競技を通して、子どもたちの運動能力の低下傾
向に歯止めをかけるとともに、運動能力の向上によ
る積極性ややる気を引き出す。

小・中学生を対象に、大学の陸上部OB等をコーチに迎え、
楽しく陸上競技を学び、実践することで子どもたちの心
身育成を図る。

22万5000円

地域福祉向上事業

（特）ジービーパートナーズ
シニア世代の知識と経験を生かし、地域の課題解決
のための活動を行っているNPOのサポートを行うこ
とで、迅速な課題解決を行う。

多くのNPOが課題としている経理や事務作業等を、知識
や経験が豊富なシニア世代の能力を活用し、NPOをサポ
ートすることで迅速に地域の課題解決を行う。

34万6000円

（特）男女平等参画推進みなと
誰もが自分らしく暮らせる地域社会を作るため、男
女平等の意識啓発および女性や子どもへの暴力の根
絶をめざす。

DV等の被害経験者が自らの力を取り戻すための居場所
づくりと、回復支援をめざすサポートグループおよび、
自立をテーマとする講座を開催する。

46万円

（特）プラチナ美容塾
高齢人口増加で多くの課題を抱える中、元気で素敵
なシニアづくりをめざし、シニア向け美容塾の開催
と美容ボランティアを行う人材育成を行う。

地域福祉貢献を目的とし、美容ボランティア養成講座に
よる人材の育成、事業の拡大および高齢者・障害者施設
への美容ボランティア派遣を行う。

36万1000円

（特）Hands On Tokyo
東北沿岸部の小・中学生を招待し、区内の生徒と交流
を行うことで、防災意識向上とボランティアリズム
の啓発、リーダーシップ育成を図る。

東北沿岸部の小中学生を港区に招待し、交流会やMLBの
OBによる野球教室、港区少年野球チームとの交流試合、
野球観戦等を行う。

39万9000円

（特）みなと子ども食堂
栄養士考案のバランスのとれた野菜たっぷりの食事
とボランティアによる学習支援を行うことで、子ど
もが安心して過ごせる居場所を提供します。

子どもが1人でも参加できる｢子ども食堂｣、みんなで一
緒に食事を作ったり、ボランティアによる学習支援、全
ての子ども達や親子の居場所を提供します。

50万円

（特）国際環境教育機構
環境教育に関する教材開発、普及啓発、国際交流・協
力等の事業を通じた人材育成と、環境負荷の少ない
持続可能な社会の実現に寄与する。

平成27年度に引き続き、危機管理シンポジウムを開催
し、組織間連携による危機管理対応能力の向上を図ると
ともに、組織間ネットワークを拡大する。

50万円

平成28年度は、協働事業への助成金交付はありません。

平成28年度「港区NPO活動助成事業」の助成団体が決定しました

◆書面やファックスでの申し込みの際には、摩擦熱等の温度変化で筆跡が消えるボールペン等の使用をお控えください。
◆各総合支所区民課窓口サービス係◆　芝地区☎3578－3141　麻布地区☎5114－8821　赤坂地区☎5413－7012　高輪地区☎5421－7612　芝浦港南地区☎6400－0021

期間　10月～平成29年3月※更新あ
り
勤務先　みなと保健所
勤務時間　午前8時30分～午後5時15
分（月～金曜のうち4日間）
報酬月額　基本給18万2000円※交通
費別途支給、社会保険加入
人 1人
選 1次選考：書類審査、2次選考：1次
選考合格者に面接を実施
申履歴書(縦4センチ×横3センチの
写真添付)、職務歴のある人は職務
経歴書、資格証明書（写し）を同封の
上、郵送または直接、8月19日（金・
必着）までに、〒108－8315　みなと
保健所保健予防課保健予防係（みな
と保健所4階）へ。※応募書類は、返
却しません。
問保健予防課保健予防係
 ☎6400－0080

指定管理者公募
港区立公園および児童遊園
公募要項配布期間　8月8日（月）～30
日（火）
対象施設　港区立公園、上下水道上
部利用公園、児童遊園を各総合支所
管内ごとに一括で公募します。
指定期間　麻布地区、赤坂地区、芝
浦港南地区：平成29年4月1日～平成
34年3月31日、芝地区、高輪地区：平
成29年4月1日～平成32年3月31日
公募要項等配布場所　土木課（区役
所5階）で配布する他、8月8日（月）か
ら、港区ホームページからダウンロ
ードもできます。※詳しくは、お問
い合わせください。
説明会
対公園等指定管理公募参加予定者
時 8月10日（水）午後1時30分～4時
所芝公園区民協働スペース
人 60人（申込順）
申電話で、土木課公園係へ。
 ☎3578－2325

　マイナンバーカードの受け取りに
ついて、臨時開庁によるカード交付
をします。受け取りは事前に予約が
必要です。
　｢交付通知書｣が届きましたら、同
封されている案内文をご確認の上、
受け取りの予約を取ってから交付場
所の各総合支所へ必要書類を持って
お越しください。
開庁日　8月27日（土）、9月25日（日）
午前9時～午後5時

※ 芝地区総合支所のみ通知カードの
受け渡しも行います。

※ 10月も臨時開庁する予定です。開
庁日については別途お知らせしま
す。

場所　各総合支所区民課窓口サービ
ス係

各総合支所区民課窓口サービス係
 ☎欄外参照

問い合わせ

います。
※ 本助成事業は、毎年2月頃に事業
の募集を行っています。募集時期
が近くなりましたら、「広報みな
と」や、港区ホームページ、チラ
シ、ポスターでお知らせします。

地域振興課区民協働担当
 ☎3578－2557

問い合わせ

マイナンバー（個人番号）カードの交付について

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
FAX5777－8752
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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。

とき ところ 定員
（会場先着順） タイトル（原題） 内容

8月4日（木）
午後2時

（午後1時30分）
高輪
図書館分室 50人

ぼくの防空壕
（「さかなたちのふしぎ」

と2本立て）

ゆうちゃんの家にはお父さんと一緒に造った防空壕があった。ある日、防空壕に避難していると、壁の向こうから出征
しているはずのお父さんが現れた。防空壕は、大好きなお父さんに会える唯一の場所だった。

（2005年　日本作品　カラー　児童向けアニメ　45分）
※ 高校生までを対象とした施設のため、それ以外の人は入場できません。あらかじめご了承ください（付き添いの保護者を除く）。

8月7日（日）
午後2時

（午後1時30分）
麻布
図書館 30人 マザー・テレサと

その世界

マザー・テレサのことばが人々に届ける、生きるということ…。マザー・テレサと共に生きるシスターやブラザーたちに
焦点をあて、神の愛に生きる人々の記録。彼らの活動を通して生と死、富と貧困について考えさせられるドキュメンタ
リー作品。
監督：千葉茂樹　ナレーター：来宮良子　（1979年　日本作品　カラー　55分）

8月9日（火）
午後2時

（午後1時30分）
みなと
図書館 90人 ミュージカル

「南十字星」

京大に学ぶ勲は、英米との戦争に突入の頃、南方に出征する。日本の敗戦とともに勲はBC級戦犯として連行されてしま
う。なぜ戦犯として裁かれなければならなかったのか。夜空に輝く南十字星のように清冽に生きた若き学徒は、なぜ処
刑台に消えたのか。劇団四季のオリジナルミュージカル「昭和の歴史三部作」第三弾。
企画・構成・演出：浅利慶太／作曲：三木たかし　（2008年　四季劇場「秋」にて収録　カラー　DVD　上映時間142分）

8月13日（土）
午後2時

（午後1時30分）
港南
図書館 45人 真珠湾からの帰還　

軍神と捕虜第一号

昭和16年、特殊潜航艇「甲標的」搭乗員に選ばれた酒巻少尉は、真珠湾潜入に成功したが、結局戦果をあげられず仲間9
人は戦死する。ただ1人生き残った彼は、太平洋戦争の捕虜第一号となった。大本営は9人を英雄と発表するが、酒巻少
尉は日本国内ではその存在を抹消されてしまう。

（2012年　日本作品　カラー　88分）
8月19日（金）

午後2時
（午後1時30分）

高輪
図書館 40人

ヒバクシャ　
HIBAKUSHA
世界の終わりに

見ることも感じることもできないが、国境を超え確実に世界を覆い尽くそうとしている核汚染。その環境のもとで生き
る、イラク、アメリカ、そして日本の人々の日常を記録し、彼等ヒバクシャの声を伝えるドキュメント。

（2003年　日本作品　カラー　116分）

8月21日（日）
午後2時

（午後1時30分）
赤坂
図書館 30人

さよなら子供たち
（AU REVOIR

 LES ENFANTS）

ナチス占領下のフランスで子供時代を過ごしたルイ・マル監督の自伝的作品。心を通わせた友達が「ユダヤ人」というだ
けで引き裂かれる不条理。無邪気な日常の中に、子供たちの目を通して、戦争の残酷さを静かなトーンで描き出してい
る。ヴェネチア国際映画祭金獅子賞受賞。
監督・脚本：ルイ・マル／出演：ガスパール・マネス、ラファエル・フェジト他

（1987年　フランス・ドイツ作品　カラー　105分）
8月28日（日）

午後2時
（午後1時30分）

三田
図書館 60人 銃殺

（KING & COUNTRY）
第一次大戦時、逃亡罪にて軍法会議にかけられる二等兵。国家を代表して裁く者、なぜ兵営地から逃げ出してきたか率
直に語り裁かれる者。両者の苦しみをジョセフ・ロージーが描く反戦映画です。

（1964年　英国作品　モノクロ　83分）

　7月10日（日）に執行した、参議院議員選
挙の港区開票区の結果は次のとおりです。
　当日有権者数　　　　　　195,245人
　投票者総数　　　　　　　102,686人
　投票率　　　　　　52.59パーセント
表 候補者別得票（東京都選出）
届出番号 候補者氏名 党派名 港区得票数 東京都得票総数

1 たかぎ　さや 新党改革 1,044 60,431

2 鈴木　まりこ 日本のこころを
大切にする党 2,084.509 102,402.577

3 田中　康夫 おおさか維新の会 8,740 469,314
4 よこぼり　喜久 無所属 84 7,329
5 増山　れな 社会民主党 1,128 93,677
6 いわさか　ゆきお 無所属 99 5,184
7 トクマ 幸福実現党 505 20,412
8 三宅　洋平 無所属 5,836 257,036
9 マタヨシ　光雄 世界経済共同体党 145 6,114
10 山添　拓 日本共産党 7,661 665,835
11 竹谷　とし子 公明党 7,375 770,535
12 鈴木　たつお 無所属 139.100 16,187.177
13 佐藤　かおり 無所属 881.898 67,535.980
14 中川　まさはる 自由民主党 19,952 884,823
15 鈴木　信行 維新政党・新風 537.389 42,858.178
16 小川　敏夫 民進党 8,025 508,131
17 朝日　けんたろう 自由民主党 10,402 644,799
18 柳沢　秀敏 無所属 228 12,091
19 小林　こうき 国民怒りの声 1,367 82,357
20 原田　きみあき 無所属 51 5,017
21 蓮舫 民進党 17,175 1,123,145
22 よこくめ　勝仁 無所属 5,863 310,133
23 おおつき　文彦 支持政党なし 68 5,377
24 佐藤　ひとし 支持政党なし 99.101 7,853.983
25 さめじま　良司 支持政党なし 30 3,714
26 深江　孝 支持政党なし 65 4,497
27 浜田　かずゆき 無所属 589 28,408
28 ふじしろ　洋行 チャレンジド日本 43 3,296
29 ひめじ　けんじ 地球平和党 39 3,854
30 川上　晃司 無所属 49 5,812
31 犬丸　勝子 犬丸勝子と共和党 80 5,388

　　は当選人

参議院議員選挙
（東京都選出）の結果について

選挙管理委員会事務局
 ☎3578－2766～9

問い合わせ

　8月の終戦記念日にちなみ、平和
をテーマにした映画会を各港区立図
書館で開催します。
　とき・ところ欄の（　）内はそれぞ
れ開場時間・定員を表しています。

定員を超えた場合は、入場をお断り
することがあります。費用は全て無
料です。ぜひご参加ください。
平和を考えるコーナー
　平和関連図書の特設展示を行いま

◆各区立図書館等◆　みなと図書館☎3437－6621　三田図書館☎3452－4951　麻布図書館☎3585－9225
赤坂図書館☎3408－5090　高輪図書館☎5421－7617　　高輪図書館分室☎3443－1666　港南図書館☎3458－1085

す。
みなと図書館：8月17日（水）まで（1階
特設コーナー）
三田図書館：9月14日（水）まで
麻布図書館：8月31日（水）まで
赤坂図書館：8月17日（水）まで

高輪図書館：9月11日（日）まで
高輪図書館分室：8月15日（月）まで
港南図書館：8月17日（水）まで

各港区立図書館 ☎欄外参照
問い合わせ

平和映画 のつどい

　港区立の小・中学校の給食では、児
童・生徒に「だしの味」を学んでもらう
ため、「だし」は手作りを基本とし、素
材はできるだけ新鮮で安全なものを使
い、給食室で毎朝だしをとります。ま
た、味覚が形成される大切な時期の児
童・生徒が、給食をおいしく食べるこ
とができるよう、栄養士と調理師は、
だしの味比べ等の研修を行い、よりお
いしい味の提供に努めています。
　青南小学校では、「和食」のだしは、
かつお節と昆布を材料としています。
例えば、味噌汁はかつお節から、すま
し汁はかつお節と昆布からとります。
煮物、ひたし等にも使い、だしの味を

きかせることで、調味料を使いすぎな
い工夫をしています。一方、「洋食」の
だしは、鶏がらからとります。火加減
に注意しながら、えぐみや臭み、スー
プが濁らないようにします。手作りの
鶏がらスープを使ったラーメンやカレ
ーライスは、人気メニューの一つです。
　平成27年度に提供した「具だくさんう
どん」は、厚削りのかつお節と昆布から
だしをとることで、食べるときに香り
がふわっと立ち込め、だし本来の風味
を味わえます。また、季節の野菜をた
っぷり入れることで、栄養バランスも
良く、児童に人気のメニューです。

手作りのだしが給食の基本

おはなしおはなしの
青南小学校

No.15

【次回は青山小学校です】

献 立 だしを使った人気メニュー 具だくさんうどん、ゆかり和え、大学いも、牛乳

❶�大根・人参はイチョウ
切り、玉ねぎはスライ
ス、油揚げは油抜きし
て短冊切り、長ねぎは
斜め切り、小松菜は2
㎝長さに切っておく。

具だくさんうどん
の作り方

❷�昆布、削り節でだしをとる。
❸�だし汁に野菜をいれて煮る。
❹�うどんは多めのお湯で茹でておく。
❺�❸を塩・醤油・みりんで調理し、うどんの上からかける。

材料（4人分）

うどん� 4玉
人参� 40ｇ
大根� 50ｇ
長ねぎ� 50ｇ
小松菜� 20ｇ
油揚げ� 1枚
鶏こま肉� 100ｇ
水� 4カップ
昆布� 1枚
削り節� 20ｇ
塩� 小さじ1と2/3
醤油� 大さじ1
みりん� 大さじ1/2
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