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● 警察署で道路使用許可を得て不特定多数の人にチラシ配り等
をする宣伝行為は、規制の対象外です。
　※�道路使用許可を得ていても、「禁止規定」に該当する行為をした場
合は規制の対象となります。

● 店舗から不特定多数の人に対して「いらっしゃい、いらっしゃ
い」等と呼びかける行為は、特定の個人への行為ではないため
規制の対象外です。

防災課生活安全推進担当　　☎3578－2271問い合わせ

　区には魅力ある繁華街が多くありますが、路上や広場
等で客引き・スカウト行為等を行う人がおり、区民や来
街者に不安感を与える要因となっています。
　区では、区民等の安全安心を守るため、公共の場所で
の客引き行為等を明確に禁止する条例を制定し、平成29
年4月1日に施行します。
　今後、条例に基づいて「客引き行為等のない安全安心
なまちづくり」を推進していきます。

1 客引き行為（飲食店等全ての業種）
2 客待ち行為（客引き行為を行う目的で相手方を待つこと）

3 スカウト行為（接待飲食店等特定の業種）

4  スカウト待ち行為
　（スカウト行為を行う目的で相手方を待つこと）
※�店舗への規制として、客引き行為またはスカウト行為を
用いた営業が禁止されます。

禁止行為

　区では、「港区生活安全パ
トロール隊」（Minato City 
Safety Patrol）を、新橋・六
本木・赤坂・浜松町・田町・
品川に配置しています。条例
施行後は活動を強化し、客引
き行為等を抑止していきます。

港区生活安全パトロール隊（Ｍ.Ｃ.Ｓ.Ｐ）

規制区域 道路、公園、広場、駅その他の公共の場所

違反者への措置
　違反者に対しては指導、勧告、命令を行います。行為が是正されない場
合は5万円以下の「過料」を適用し、氏名・住所・店舗名等を港区ホームペー
ジで公表します。

誓約書の提出

規制対象外の行為

　食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた事業者に対し、「客引き行
為を用いた営業をしない」旨を順守すること等を記載した誓約書の提出を求
めます。提出した事業者には、誓約の証としてステッカーを交付します。

港区客引き行為等の
防止に関する条例

4月1日
施行



　高齢者が住み慣れた地域でい
つまでも安心して生活を送るこ
とができるよう、医療・介護・
介護予防・生活支援・住まい等
のサービスを一体的に提供する
地域包括ケアシステムの体制構
築に向け、平成29年度から次の
取り組みを実施します。
在宅医療・介護連携推進事業
　近い将来、港区でも在宅で医
療・介護を受ける人が増加する
と見込まれています。在宅医療
と介護を一体的に提供するため
に必要な支援の一部を、赤坂地
区総合支所管内で先行実施し、
平成30年度の全地区への展開を
めざしていきます。事業につい
て詳しくは、改めてお知らせし
ます。
（1）介護している家族の休養等
のため高齢者が一時入院するこ
とができる在宅療養後方支援病
床の確保
（2）医療・介護双方の相談に対
応できる在宅医療・介護相談窓
口の設置
（3）医師、歯科医師、薬剤師、
ケアマネジャー等の多職種・多
機関連携を推進するための医

療・介護関係者向け研修会等の
開催
（4）医療・介護関係者の情報共
有をスムーズにするための情報
共有シート等の検討、作成
（5）区民等を対象とした、講演
会等の普及啓発活動
生活支援体制整備事業
（1）協議体の設置
　（仮称）生活支援体制推進会議
を設置し、社会福祉法人や民間
企業等高齢者支援における関係
機関の定期的な情報共有および
連携・協働による取り組みを推
進します。
（2）生活支援コーディネーター
の配置
　社会福祉の専門職である生活
支援コーディネーターを配置
し、高齢者のニーズや地域資源
の状況把握、新たな生活支援サ
ービスの構築、担い手（ボラン
ティア等）の発掘・養成、地域
住民に対する活動の普及啓発等
を実施し、高齢者の生活支援の
基盤整備を推進します。
認知症初期集中支援事業
　認知症の人の意思が尊重さ
れ、できる限り住み慣れた地域

で暮らし続けることができる社
会の実現をめざし、認知症初期
集中支援事業を実施します。本
事業にあたっては、専門医や専
門職による認知症初期集中支援
チームを設置し、早期診断、早
期対応を行い、認知症の人、そ
の家族の支援に取り組みます。

フラダンス体験会
対おおむね50歳以上の区民
時 4月7・21日（金）午後2時～2時
45分
人各7人（抽選）
所三田いきいきプラザ
申電話または直接、3月24日（金）
までに、三田いきいきプラザへ。
　 ☎3452－9421

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 4月25・26日（火・水）
所三田いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円
申電話で、3月30日（木）午後5時
までに、三田いきいきプラザへ。
　 ☎3452－9421

芝の魅力発見講座「大江戸犯
科帳」
対おおむね50歳以上の区民
時 4月22日（土）午前9時30分～11

時30分
所三田いきいきプラザ
人 30人（抽選）
申電話または直接、4月2日（日）
までに、三田いきいきプラザへ。
　 ☎3452－9421

手作りアロマ講座「香りの効
能」
対おおむね50歳以上の区民
時（1）4月24日～平成30年3月5日
（毎月第1月曜（初回のみ第4月
曜）・全12回）午後1時30分～3時30
分（2）4月27日～平成30年3月22日
（毎月第4木曜・全12回）午後1時30
分～3時30分
所（1）神明いきいきプラザ（2）虎
ノ門いきいきプラザ
人（1）14人（2）10人（抽選）
費用　各回1500円（材料費）
申電話または直接、（1）は4月10
日（月）、（2）は4月12日（水）まで
に、各いきいきプラザへ。
 ☎欄外参照

タイムトラベル5「江戸城外堀
を巡る旅」
対おおむね50歳以上の区民
時 4月23日（日）午前9時20分～11
時50分
所 JR四ツ谷駅麹町口地上集合
内四ツ谷御門～虎ノ御門※健脚
者向けコースです。
人 15人（抽選）
申電話または直接、4月9日（日）
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。　 ☎3539－2941

簡単手芸を楽しむ「ちりめん
細工教室」
対 60歳以上の区民で、手芸初心
者
時 4月11日、5月9日、6月13日
（火・全3回）午前10時～正午
所南麻布いきいきプラザ
人 10人（抽選）
費用　2000円（材料費）
申電話または直接、4月3日（月）
までに、南麻布いきいきプラザ

へ。　 ☎5232－9671

さわやか健康体操
対 60歳以上の区民
時 4月10日～平成30年3月26日（第
2・4月曜、全22回）午後0時45分～
2時※変更する場合があります。
所高輪いきいきプラザ
人 30人（抽選）
申電話または直接、4月2日（日）
までに、高輪いきいきプラザへ。
4月4日（火）に当選者のみ電話連絡
します。　 ☎3449－1643

白金茶会「北里大学茶道同好
会によるお点前」
対 60歳以上の区民
時 3月29日（水）午前10時～11時、
午前11時～正午、正午～午後1時
所白金いきいきプラザ
人各10人（抽選）
費用　100円
申電話または直接、3月25日（土）
までに、白金いきいきプラザへ。
　 ☎3441－3680

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています の に向けて構築地域包括ケアシステム
○在宅医療・介護連携推進事業について
保健福祉課地域包括ケア担当
 ☎3578－2328・9
○生活支援体制整備事業について
高齢者支援課在宅支援係 ☎3578－2400
○認知症初期集中支援事業について
高齢者支援課介護予防係 ☎3578－2407

問い合わせ

在宅医療・介護連携の推進

さまざまなハラスメントをなくそう
　ハラスメントは「嫌がらせ、いじ
め」を意味します。ハラスメントの
種類は多様にあり、相手を不快にさ
せる、尊厳を傷つける、不利益を与
えるといった発言や行動がさまざま
な場面で問題となっています。
　「セクシュアル・ハラスメント」

は、性的な言動により、相手の生活
環境を害すること、または性的な言
動を受けた個人の対応により不利益
を与えることをいいます。これには
同性に対するものも含まれますが、
性的マイノリティーの人々に対する
言動も対象となることが、今般改定
されたいわゆる「セクハラ指針」（男
女雇用機会均等法に基づく事業主向
けの指針）に明記されました。
　また、妊娠・出産、育児休業等を
理由として解雇、不利益な異動、減
給、降格等不利益な取り扱いを行う

「マタニティー・ハラスメント」があ
ります。妊娠・出産・育児期や家族
の介護が必要な時期に、男女がとも
に離職することなく働き続けられる
よう、男女雇用機会均等法、育児・
介護休業法が改正され、企業には妊
娠・出産等に関するハラスメントを
防止する措置が義務化されました。
　これらは、それぞれ平成29（2017）
年1月1日から施行されています。
　他にも、職場での地位の優位性等
を背景に相手に精神的・身体的苦痛
等を与える「パワー・ハラスメント」

や、肉体的ではなく、言葉や態度等
によって精神的な嫌がらせを行う
「モラル・ハラスメント」等、さまざ
まなハラスメントが存在します。
　こうしたハラスメントをなくすた
め、組織としての取り組みはもちろ
ん、一人一人が、身近なハラスメン
トに目を向けることが必要です。

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2025

問い合わせ

図 地域包括ケアシステムイメージ

◆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
◆各いきいきプラザ◆　神明☎3436－2500　虎ノ門☎3539－2941
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　区では、高齢者がいつまでも元気でいきいきと過
ごせるよう、介護予防事業｢みんなと元気塾｣を実施
しています。
対象
　介護保険の要支援認定または高齢者相談センター
で実施する｢基本チェックリスト｣により、参加対象
と認定された65歳以上の区民
事業名・会場・実施曜日・時間・定員
　表1参照。詳しくは、各高齢者相談センターにお
問い合わせください。
申し込み
　電話で、4月1日（土）から、各高齢者相談センター
に参加対象の確認等についてご相談ください。各高
齢者相談センターでは｢基本チェックリスト｣を本人
が受け、事業の参加対象となった場合、事業およ
び、申請書類等についての手続きを行います。

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

表1 事業名等
事業名 会場 定員（人） 実施日・時間 開始日 終了日

1 はじめてのマシントレー
ニング講座

ありすいきいきプラザ 10 毎週火・金曜
午前10時～正午 5月9日 7月28日

2 西麻布いきいきプラザ 8 毎週火・金曜
午前10時～正午 5月9日 7月28日

3

バランストレーニング足
腰元気講座

三田いきいきプラザ 10 毎週木曜
午前10時～11時30分 5月11日 8月24日

4 赤坂いきいきプラザ 8 毎週水曜
午前10時～11時30分 5月10日 9月6日

5 台場高齢者在宅
サービスセンター 8 毎週木曜

午後2時～3時30分 5月18日 9月14日

6

体力アップトレーニング
講座

三田いきいきプラザ 18 毎週金曜
午前10時～11時30分 5月12日 9月1日

7 神明いきいきプラザ 18 毎週木曜
午前10時～11時30分 5月11日 8月31日

8 青山いきいきプラザ 17 毎週水曜
午前10時～11時30分 5月10日 9月6日

9 みんなの食と健口（けん
こう）講座 神明いきいきプラザ 7 隔週火曜

午後2時～3時30分 5月16日 8月1日

10

まるごと元気運動講座

ありすいきいきプラザ 12 毎週月・木曜
午後1時30分～3時30分 5月8日 8月7日

11 西麻布いきいきプラザ 8 毎週月・木曜
午前10時～正午 5月8日 8月7日

12 介護予防総合センター 12 毎週月・木曜
午後2時～4時 5月8日 8月3日

5月開始の介護予防事業 みんなと元気塾
参加者募集

包括外部監査の結果をお知らせします

各高齢者相談センター ☎欄外参照
問い合わせ

　平成28年度の港区包括外部監査
人である山崎愛子氏から、包括外
部監査結果報告書が提出されまし
た。
　外部監査人が決定したテーマは
「交通体系の整備に関連する事業の
財務事務の執行について」であり、
行政の効率性・有効性等をチェッ
クし、財務会計上、改善すべき事
項の指摘に加えて、今後に向けた
意見をいただきました。今後、区
では報告書の内容を踏まえ、改善
を進めます。
　平成28年度包括外部監査結果報
告書は、区政資料室（区役所3階）お
よび各港区立図書館でご覧になれ
ます。また、概要版を企画課（区役
所4階）で配布する他、港区ホーム
ページでもご覧になれます。

企画課企画担当 ☎3578－2196
問い合わせ

　区は、「港区スポーツセンター」
や「芝公園多目的運動場（プール）」
等の使用料（個人利用）の区分につ
いて、高校生の保護者および本人
の経済的負担を軽減するととも
に、高校生の施設利用の促進等を
図るため、高校生も小・中学生と
同額の使用料で施設を利用できる
よう変更します。
変更する区分
　「小学生・中学生」の区分を「小

学生・中学生・高校生」に変更し
ます。
区分変更の対象施設と使用料等
（個人利用）
　表2参照
新たな使用料区分の適用日
　平成29年4月1日（土）以降の使用
分から

表2 区分変更の対象施設と使用料等（個人利用）

施設名称 問い合わせ

使用料等
（平成29年4月1日以降）

小学生・中学
生・高校生 大人 区外・大人

スポーツセンター ☎3452－4151 100円 500円 800円
芝公園多目的運動場（プール） ☎5733－0575 240円 600円 600円

学校施設等（屋内プール） 生涯学習推進課スポーツ振興係
☎3578－2747 120円 500円 対象外

箱根ニコニコ高原学園 学務課学校運営支援係
☎3578－2723 500円 1000円 1000円

神明いきいきプラザ ☎3436－2500 230円 580円 1160円
虎ノ門いきいきプラザ ☎3539－2941 230円 580円 1160円
青山いきいきプラザ ☎3403－2011 70円 290円 580円
港南いきいきプラザ ☎3450－9915 290円 720円 1440円

（1）「区外・大人」とは、小学生・中学生・高校生および区内在住・在勤・在学者以外の人です。
（2） スポーツセンターと芝公園多目的運動場（プール）については、利用料金制を採用しているた

め、条例に定める使用料を上限とし、区と指定管理者による協議によって決定します。
（3） 箱根ニコニコ高原学園は、区内の団体（社会教育関係団体等）のみ利用できます。詳しくは、学

務課学校運営支援係へお問い合わせください。

改善すべき事項の指摘 事務の改善に向けた意見

◦公共駐車場における自主事業の収支報告について
　品川駅港南口公共駐車場においては、自動販売機設置とカーシ
ェアリング事業の2つの自主事業を実施している。自主事業につい
ては、基本協定書第37条第4項において月次収支報告が求められて
いる。しかし、自主事業のうち、カーシェアリング事業にかかる月
次の収支報告がなされていない。区は、基本協定書の規定に従い、
自主事業（カーシェアリング事業）の収支報告を行わせる必要があ
る。

◦コミュニティバスおよび台場シャトルバス運行に伴う利用者確
認について
　区は定期的に無料乗車券や手帳による乗車人数を確認して所定
の調査報告書に記録し、運行事業者からの乗車人数報告書と照合
をしている。平成27年度は実地確認を5回行っていたが、一部年度
末に集中していた。年度末の実施は大きな差異が発生した際の原
因の調査等、年度内に対応できない可能性もあることから調査の
実施時期について見直しを図る必要がある。

◦台場シャトルバスにおける収支の分析と対策について
　台場シャトルバス実施計画では運行開始から3年目までに黒字

（収支率100パーセント超）をめざし、それが確保できない場合は事
業全体を見直して5年目まで運行を継続するとされていたが、黒字
化を達成するための抜本的かつ有効な手段がとられないまま経過
し、平成29年度以降は運行継続のため区から補助金を支出する決
定に至った。このことにつき、厳密な検証を行って今後の事業運営
に生かしていく必要がある。

◦放置自転車対策における事業間の連携について
　自転車の放置場所として、至近距離に自転車等駐車場が整備さ
れているにもかかわらず放置される状況がみられる。そこで、交通
安全運動との連携として、春秋の交通安全キャンペーン期間に撤
去を強化することも検討の余地がある。また、自転車等駐車場管理
運営、交通安全運動とも放置自転車対策事業と同様、街づくり支援
部土木課の所管する事業であることから、積極的に連携を図り、事
業の相乗効果を狙うべきである。

◦公共駐車場における利用料金の柔軟な見直しについて
　麻布十番公共駐車場の利用料金は、日中の時間帯が30分200円、
夜間の時間帯が60分100円、一日上限が1400円で、近隣の駐車場と
比較すると低料金となっている。現在の利用料金は、平成25年4月
2日に一日最大料金を改定しているものの、長年にわたり変更され
ていない。今後は、公共駐車場としての役割を踏まえつつも、近隣
駐車場の動向等を把握する等して、年に1回程度は、利用料金を柔
軟に見直すことが必要であると考える。

◦自転車シェアリングにおける事業の検証について
　自転車シェアリングは、広域実験としても実施されている。実験
である以上、効果の検証が求められる。平成28年度以降、5区連携に
よりさらに自転車シェアリングは広域化しており、港区としての
効果の検証が確実に行われるような仕組み作りとその運用が必要
である。

※内容については、紙面の都合上、一部本文と表現を変えています。

港区スポーツセンター等における高校生の使用料（個人利用）を小・中学生と同じ金額に変更します

平成28年度

◆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

担当課　高齢者支援課介護予防係

情報アンテナ
■「東京都人権プラザ」が港区に移転
しました
対象　人権について学べる展示室や
図書資料室等があり、人権相談も行
っています。入館は無料です。

ところ　芝2－5－6芝256スクエアビ
ル1・2階
開館日時　午前9時30分～午後5時30
分（日曜、年末年始を除く）
ホームページ
http://www.tokyo-hrp.jp
問い合わせ　☎6722－0123（代表）

企画課企画担当 ☎3578－2020
問い合わせ
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https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

を明記の上、郵送、ファックスま
たは直接、（公財）日本ラグビーフ
ットボール協会普及育成部へ。参
加申込書は、生涯学習推進課（区
役所7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。
※参加申込書による申し込みが困
難な場合は、電話で、（公財）日本
ラグビーフットボール協会普及育
成部へ。

申し込み・問い合わせ

〒107－0061北青山2－8－35（公
財）　日本ラグビーフットボー
ル協会普及育成部（火曜を除く
午前10時～午後5時）
 ☎3401－3289　FAX5775－5034
生涯学習推進課スポーツ振興係
 ☎3578－2753

　認可保育園、認定こども園（1号
認定を除く）、港区保育室または
地域型保育事業（以下、「認可保育
園等」という）の入所申し込み期間
中に、認証保育所または認可外保
育施設に入所している児童の保護
者を対象として、認可保育園等保
育料と認証保育所・認可外保育施
設保育料との差額を助成します。

表1 助成の概要
認証保育所保育料助成制度 認可外保育施設保育料助成制度

助成
対象者

次の全ての要件を満たす児童の保護者
（1）児童および保護者が港区に住民登録し居住していること。
（2）保育支給認定（2号認定または3号認定）を受け、かつ認可保育園等の入所申込期間中であること。
（3）助成対象月の初日に在籍し、160時間以上の月極め契約をしていること。

助成
対象施設 認証保育所

都の「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」
の交付を受けている認可外保育施設
※詳しくは、港区ホームページでご確認ください。

助成期間
平成29年4月以降の認可保育園等の入所希望月から、認可保育園等の在園要件を満たしている期間
○育児休業期間中は助成対象となりません。復職月から助成対象となるため、復職証明書の提出が必要です。
○第1希望の入所内定を取り下げた場合は助成対象となりません。
○申請月から助成の対象となります。さかのぼっての申請の受け付けや、助成することはできません。

助成金額 認証保育所保育料と認可保育園等保育料の差額を助成
します。

認可外保育施設保育料または助成基準額（3歳未満児10万
円、3歳以上児9万7000円）のいずれか低い額と認可保育園
等保育料の差額を助成します。

助成方法
児童の在籍する認証保育所に助成します（保護者は認可
保育園等に入所した際の保育料と同額を負担します）。
※助成方法や時期は認証保育所により異なります。

保護者指定口座に四半期ごとに口座振替により助成しま
す。

申請方法 申請書類を、認証保育所に提出してください。 申請書類を、子ども家庭課保育施設指導係（区役所7階）ま
たは各総合支所区民課保健福祉係に提出してください。

助成の概要
　表1のとおり
※ 申請書類は、区内認証保育所、
子ども家庭課保育施設指導係

（区役所7階）および各総合支所
保健福祉係で配布します。
※ 平成28年度に助成を受けていた
人も再度申請が必要です。

子ども家庭課保育施設指導係
 ☎3578－2850

問い合わせ

　区で活動する青少年育成関係団
体（PTA・地区委員会・子ども
会・少年スポーツ団体等）の責任
者や指導者が安心して活動できる
ように、区が保険料を全額負担し
て、賠償責任保険と傷害保険の補
償を行います。
保険期間
　4月26日（水）午後4時～平成30年

4月26日（木）午後4時
賠償責任保険
対象となる事故
　団体の責任者や指導者が、活動
の参加者や第三者の身体・物に損
害を与え、法律上の損害賠償責任
を負った場合
保険金額
　（1）対人賠償（最高1人5000万円、

　区は、平成21年2月に（公財）日
本ラグビーフットボール協会とス
ポーツ振興、教育、地域振興等の
分野において連携協力する協定を
締結し、青山小学校・東町小学
校・港南小学校・御成門小学校の
4校でタグラグビー教室を開催し
ています。
　タグラグビーは1990年代にイギ
リスで考案されたスポーツで、ル
ールはラグビーとほぼ一緒で、タ
ックルの代わりに腰につけたタグ
を奪って相手の攻撃を阻止しま
す。身体的接触がないので安全で
運動が苦手でも楽しめること等か
ら学校教育にも導入されている
他、幅広い年代で楽しむことがで
きるスポーツです。
　日頃の運動不足の解消に、芝生
の上を走り回ってみませんか。
対象　区内在住・在勤・在学の小
学生以上どなたでも
とき・ところ　表2のとおり
費用
　無料（傷害保険は主催者で加入
します）
申し込み　参加申込書に必要事項

　区では、食品衛生法に基づき、「平成29
年度港区食品衛生監視指導計画」を策定し
ました。
計画の概要
（1）食中毒の発生防止、違反食品の製造・
流通防止に重点を置いた監視指導の実施
（2）食品衛生に関して消費者、食品等事業
者との意見交換の実施
（3）食品等事業者の自主的な衛生管理の推
進
（4）厚生労働省や東京都、他自治体と連携
した監視指導の実施
閲覧方法
　｢平成29年度港区食品衛生監視指導計画｣
は、生活衛生課（みなと保健所5階）、区政
資料室（区役所3階）、各総合支所、各港区
立図書館（高輪図書館分室を除く）、消費者
センターの他、港区ホームページでご覧い
ただけます。

認証保育所・
認可外保育施設

平成29年度
保育料助成に
ついて

最高1事故2億円）（2）財物賠償（最
高1事故500万円）（3）受託物賠償
（最高1事故300万円）、免責金額
1000円
※ 他の賠償責任保険に加入してい
る場合は他の保険を優先し、不
足分を本保険で適用します。 

傷害保険
対象となる事故
　団体の責任者や指導者が、青少
年育成活動中に急激かつ偶然な事
故で、けがをした場合、または死
亡した場合
保険金額
　（1）死亡保険金（500万円）（2）後
遺障害保険金（20万～500万円）（3）

入院保険金（1日3000円）（4）通院保
険金（1日2000円）
※ 支払対象期間は事故日から180
日を限度とします。

申し込み
　郵送または直接、子ども家庭課
（区役所7階）および各総合支所協
働推進課で配布する加入申請書に
必要事項を明記の上、4月10日
（月・必着）までに、〒105－8511
　港区役所子ども家庭課青少年育
成担当へ。

子ども家庭課青少年育成担当
 ☎3578－2435

問い合わせ

生活衛生課食品安全推進担当
 ☎6400－0047

問い合わせ

港区食品衛生監視
指導計画を公表します

平成29年度

表2 港区タグラグビー教室日程一覧
開催校 とき ところ 開校日
青山小学校 毎月第1日曜（8月を除く）午前10時～正午 各

校
校
庭

※
雨
天
時
は
体
育
館

4月2日（日）

東町小学校 毎月第2日曜（8月を除く）午前10時～正午 4月9日（日）

港南小学校 毎月第3日曜（8月を除く）午前10時～正午 4月16日（日）

御成門小学校 毎月第4日曜（8月を除く）午前10時～正午 4月23日（日）

平成
29年度 港区タグラグビー教室 参加者募集

ボランティア保険
加入申し込みのご案内

（港区青少年関係団体指導者等賠償責任保険）

練習の様子

参加者の皆さん

3月21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  港区防災大運動会、区立小学校紹介（港陽小学校）、東京駅伝　他
放送期間  3月21日(火)～31日(金)
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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問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752

◆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

ぷちとまとの会（予約制）
　小さく生まれたお子さんと保護
者の会です。交流や情報交換等を
行います。
対区内在住で、おおむね2000グ
ラム以下で生まれたお子さんとそ
の保護者
時 4月26日（水）午前10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
係へ。 ☎6400－0084

なかよし会
　ダウン症児とその保護者の会で
す。交流や情報交換を行います。
対区内在住で、ダウン症児とそ
の保護者
時 4月12日（水）午前10時～11時30
分
所みなと保健所3階
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

グループお母さんの時間（予
約制）
　育児や家庭でのつらい気持ちを
語り合い、分かち合う集いの場で
す。
対区民で、育児中の母親※保育
あり（申し込み時にお申し出くだ
さい）
時 4月6日（木）午後1時30分～3時
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

母子メンタルへルス相談（面
接・予約制）
　妊娠・出産・育児期にある女性

が抱える心の問題に対して、専門
の医師が相談に応じます。
対区民で妊娠中・育児中の母親
とその家族
時 4月7日（金）・17日（月）いずれも
午後2時15分～4時15分（1枠30分）
所みなと保健所
人各3人（申込順）※保育あり（申
し込み時にお申し出ください）
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

はじめての離乳食教室
　離乳食の始め方について、調理
実演を交えて話をします。
対区民で平成28年11月生まれの
お子さんのいる保護者
時 4月28日（金）（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30組（抽選）
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
申往復はがきの往信面に、希望
回（（1）または（2）を記入）・お子さ
んの生年月日・参加保護者氏名・
電話番号を、返信面に、申込者の
郵便番号・住所・氏名を明記の
上、郵送で、4月5日（水・消印有
効）までに、〒108－8315　みなと
保健所健康推進課健康づくり係
へ。※抽選結果は全員に4月15日
（土）発送予定 ☎6400－0083

すくすく育児相談
対区民で、乳幼児と保護者
時 4月5日(水)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
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084
のんびりサロン

　母親同士が交流できるフリース
ペースです。助産師に個別相談も
できます。
対区民で、平成28年12月～平成
29年3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 4月3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

4月の高輪地区ほっとひとい
き子育て支援事業
子育て相談
　保健師・助産師・管理栄養士に
よる育児相談です。お子さんの計
測もできます。
対高輪地区在住の乳幼児と保護
者
（1）ほっとひといき子育て相談
時・所①白金台児童館：4月4日
（火）②豊岡児童館：4月13日（木）③
高輪児童館：4月27日（木）④高輪子
ども中高生プラザ：4月4日（火）・
13日（木）・27日（木）①②③午前10
時30分～11時30分④午後2時～4時
申当日直接会場へ。
（2）ぱぱまま育児相談
時 4月15日（土）相談受付時間：午

後1時～3時、グループトーク：午
後3時～3時30分
所高輪子ども中高生プラザ
申当日直接会場へ。
ほっとひといき子育てサロン
対 1歳未満のお子さんと保護者
時 4月18日（火）午後1時30分～3時
（午後1時15分～1時30分受け付け）
所明治学院大学社会学部付属研
究所（白金台1－2－37）
内親と子の歯の話、情報交換
人 15人（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。
問高輪地区総合支所区民課保健
福祉係  ☎5421－7085

子育て女性学講座「家族みん
なで子育て　ココロが軽くな
る子育て」
　家族とのコミュニケーションを
大事にしてみんなで子育てするた
めのコツを学びましょう。
対区内在住・在勤・在学者で、
子育て中の女性（全て参加できる
人優先）
時 4月21・28日、5月12・19日
（金・全4回）午前10時～正午
所男女平等参画センター
人 20人（申込順）※保育あり（1歳
～就学前、14人程度。4月6日（木）
までに、申し込み時にお申し出く
ださい。※0歳児は同伴可）
　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。
申電話または直接、男女平等参
画センターへ。 ☎3456－4149
担総務課人権・男女平等参画係

　区は、区に寄せられる「区民の声（意見・提案
等）」に迅速に対応し、より区民に信頼される区政
への実現に向けて、広聴制度の充実・強化を図っ
ています。その取り組みの一つとして、「区民の
声センター」を開設しています。
　「区民の声センター」では、来訪、電話等によ
り、「区民の声（意見・提案等）」をお聴きしていま
す （英語対応可）。
　また、港区コールセンター（みなとコール）で
は、区の手続きや施設の案内、区の事業の申し込
み受け付け等を日本語と英語で行っています。
※ 区は、開かれた透明性の高い区政および区民参
画の推進を図るため、いただいた区民の声と区
の対応・考え方の要旨を港区ホームページ等で
原則として公表しています（個人情報に関する
内容等を除く）。

開設場所・時間・電話番号
区民の声センター
区役所3階区民相談室内
午前8時30分～午後5時15分（土・日曜、祝日、年
末年始を除く） ☎3578－2054
港区コールセンター（みなとコール）
午前7時～午後11時（年中無休） ☎5472－3710
Ｅメール：info@minato.call-center.jp

　夜間、休日に工事を実施しているため、区役
所・総合支所の所在地はこれまでのまま、業務を
通常通りに行っています。平成31年3月まで改修
エリアを切り替えながら工事を行っています。工
事期間中はご不便をおかけしますが、ご理解をお
願いします。
　工事内容等詳しくは、港区ホームページや庁舎
に掲示してお知らせします。
食堂・コンビニエンスストア等がオープンします
　平成28年4月からリニューアル工事のため休止
していた11階の食堂は、全面改修を終えて4月3日
（月）から再開します。
　また、7月25日（火）に、1階南側フロアにコンビ
ニエンスストアが開店予定です。また、10階で仮
営業中の福祉売店も、同日1階に移転し新たに営
業を開始します。

エントランスホール
　東京タワー側正面玄関エントランスホールは、
5月までの予定で改修を行っています。現在、エ
ントランスホール南側の一部を閉鎖しています。
利用を中止しているのもの
・4階男女トイレ、誰でもトイレは4月上旬まで工
事中です。
・行政棟エレベーター中央4機のうち1機、議会棟
エレベーター2機のうち1機が取り替え工事中で
す。
・トイレ、エレベーターは順次改修のため、一部
利用できない期間があります。

契約管財課庁舎改修工事担当 ☎3578－2275
問い合わせ

区長室広聴担当 ☎3578－2050～2
問い合わせ

食堂のイメージ 正面玄関エントランスホールのイメージ

「区民の声センター」を
ご利用ください

港区役所・芝地区総合支所庁舎
大規模改修工事を実施しています
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※区役所・総合支所への郵便は、郵便番号とあて先（例：105-8511 港区役所○○課）で届きます。  ※ファックスでの問い合わせはFAX3578-2034へ。  ※費用の表記がないものは、すべて無料です。

みなと

障害者関連情報
障害者のための「パソコン」教室
（1）ワード教室（2）エクセル教室
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
援区分認定を受けた区民（2）はワー
ドで日本語入力ができる人
時（1）4月11日～6月6日（5月2日を除
く火曜・全8回）（2）4月14日～6月9日
（祝日を除く金曜・全8回）いずれも
午前10時45分～午後0時15分
所障害保健福祉センター
人各10人（抽選）
申電話またはファックスで、4月4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。また、一般交通機関の利用が困
難な人は、巡回バスを利用できま
す。

障害者入所施設「新橋はつらつ
太陽」入所者募集
対区内在住の65歳未満で、障害支
援区分（障害程度区分）4以上の知的
障害者（50歳以上は区分3以上）
募集人員　1人
面接　5月中旬
候補者の決定　5月中旬以降※体験
入所後、利用者を決定します。
申電話で、4月21日（金）までに、新
橋はつらつ太陽へ。 ☎3433－0180
担障害者福祉課障害者福祉係

健　　康
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 4月3日（月）・14日（金）・19日
（水）・24日（月）いずれも午後※時間
はお問い合わせください。※4月24
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。 ☎7面欄外参照

家族会
　こころの病気がある人の家族の集
まりです。交流を通じて家族同士で
支え合い、学び合う場です。
対区民で、こころの病気がある人
の家族※保育あり（4カ月～就学前、
2人。電話で、4月5日（水）までにお
申し込みください）
時 4月12日（水）午後1時30分～3時30
分
所みなと保健所
申初めて家族会に参加する人は、
電話で、健康推進課地域保健係へ。
既に参加したことのある人は、当日
直接会場へ。 ☎6400－0084

講座・催し物
ご近所ラボ新橋「映画上映会＆
トークセッション」
対どなたでも
時 3月27日（月）午後7時～9時（午後6
時30分開場）
所きらきらプラザ新橋
内映画上映会「記憶との対話～マイ
ノリマジョリテ・トラベル、10年目
の検証～」トークセッション
人 40人（申込順）
申電話で、ご近所ラボ新橋へ。
問ご近所ラボ新橋（月～木曜、正午
～午後4時） ☎6459－0789
芝地区総合支所協働推進課地区政策
担当 ☎3578－3192

桜に関する講座「品種・維持・診
断方法・回復治療方法の紹介、
桜マップ配布と剪

せ ん

定
て い

枝の配布」
対区内在住・在勤・在学者または
桜に興味関心のある人
時 3月30日（木）午後2時～3時30分
所高輪いきいきプラザ
人 20人（申込順）
申電話で、3月21日（火）～29日（水）
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
担高輪地区総合支所協働推進課土
木係

都立三田高等学校公開講座「都
内文学・歴史散歩」
　文学・歴史の講義と現地散歩で
す。
対都内在住・在勤・在学の成人
時（1）5月20日（2）6月10日（3）10月7
日（4）11月11日（土・全4回）いずれも
午後1時～6時

所（1）三田界隈（2）四ツ谷・赤坂見
附・青山界隈（3）小石川界隈（4）麻布
界隈
人 30人（抽選）
費用　2120円（受講料、傷害保険）
申往復はがきに、講座名・住所・
氏名・年齢・性別・電話番号を明記
の上、4月19日（水・必着）までに、
〒108－0073三田1－4－46　都立三
田高校「公開講座担当」へ。
問都立三田高等学校  ☎3453－1991
生涯学習推進課スポーツ振興係
  ☎3578－2750

カンボジアにふれるひととき
「舞踊を通じた国際交流」
　講演会と古典舞踊のワークショッ
プを通じて、カンボジアをもっと身
近に感じてみませんか。
対どなたでも
時 4月2日（日）午後2時～5時（午後1
時30分開場）
所赤坂区民センター区民ホール
費用　一般：2000円、小・中学生：1000
円、未就学児：無料※当日券あり
申チケットの購入は、電話または
ファックスで、（財）鴻臚舎へ。
 ☎・FAX3556－6176
詳しくは、鴻臚舎ホームページ
http://www.kohlosha.jp/
をご覧ください。
無料招待枠について
対区内在住・在勤・在学者
人 50人（抽選）
申往復はがきに、住所・氏名・電
話番号・在勤・在学者は、会社や学
校名および所在地を明記の上、3月
27日（月）までに、〒105－8511　地
域振興課国際化推進係へ。
問○イベントについて
カンボジア大使館 ☎5412－8521
○無料招待枠について
地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2565

大人の趣味講座「江戸城の魅力
と見どころ」
対中学生以上どなたでも
時 4月15日(土)午後2時～4時
所高輪図書館
人 30人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
※3月16日(木)は休館 ☎5421－7617

お 知 ら せ
都市計画案の縦覧
　ご意見のある人は、縦覧期間内に

意見書を提出できます。
件名　西新橋一丁目北地区関連（1）
地区計画の決定（2）市街地再開発事
業の決定（3）高度利用地区の変更
縦覧期間　3月30日（木）～4月13日
（木）
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。
説明会
対どなたでも
時 3月30日（木）午後6時30分～8時
所慶応義塾大学薬学部芝共立キャ
ンパス1号館マルチメディア講堂（芝
公園1－5－30）
人 200人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問都市計画課都市計画係
 ☎3578－2215

がん治療に伴う脱毛や乳がんの
手術跡をカバーするウィッグと
胸部補整具の購入経費助成制度
を開始します
対区内在住で、がんと診断され治
療を行っている人
助成金額　3万円または購入経費の7
割の額のいずれか低い額（補助対象
者1人につき1回限り）※4月1日（土）
以降に購入した領収書が有効です。
申郵送で、6月1日（木）から、〒108
－8315　みなと保健所健康推進課健
康づくり係へ。 ☎6400－0083

区立公衆浴場ふれあいの湯の日
曜・祝日の利用開始時間を早め
ます
　混雑緩和策として、4月から利用
者が多い日曜および祝日に限り利用
開始時間を試行的に1時間早めます。
実施日　日曜および祝日
利用時間　午後2時～11時
試行期間　4～10月
所ふれあいの湯（芝2－2－18）
問保健福祉課福祉活動支援係
 ☎3578－2381

ちぃばすEVバスの新デザイン
　港区政70周年を機に、区内の小中
学生から、ちぃばすの新たなデザイ
ンアイデアを募集しました。応募作
品から、図案化したEVバスは、7月
から芝ルートで運行する予定です。
入賞者　福世 美穂子さん（高松中学
校1年）、レヴィー 紗矢さん（赤坂小
学校4年）、黒田 美緒さん（御田小学
校4年）、畑山 知心さん（御田小学校

※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。

3
月
26
日（
日
）

武村医院（内） 北青山3－12－2 3407－7826
東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
ハラデンタルオフィス（歯） 虎ノ門1－11－4　馬嶋ビル1階 3509－6487
片桐歯科医院（歯） 南青山5－11－1　櫻井ビル1階 5766－4180
★白金坂の上診療所（内・小） 白金台4－7－8　ストーリア白金2階 3447－3232
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）

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
3月26日（日） 薬局桑山清心堂 芝2－12－1 3452－8721

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

夜間・休日診療 
モバイルサイトからもご覧いただけます

▲

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★

小児
初期
救急

みなと
子ども

救急診療室

月～金曜
（祝日・年末年始を除く）
午後7時～10時

（受付は午後9時30分まで）

中学生まで
（おおむね15歳
未満の小児）の
軽症患者対象

芝浦1－16－10
（社福）恩賜財団母子愛育会　総合母
子保健センター　愛育病院1階

☎6453－7302

3月1日号の9ページに掲載した、「ナウルーズ・イン・ジャパン『ウズベキスタン春の祭り』」は中止となりました。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
問い合わせ　地域振興課国際化推進係　☎3578－2565

区
役
所
・
総
合
支
所
へ
の
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
特
記
が
な
い
場
合
は
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
。
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記
事
中
の
表
記
に
つ
い
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（
特
）…
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活
動
法
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（
社
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）…
社
会
福
祉
法
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（
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）…
一
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公
社
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（
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財
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益
財
団
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（
有
）…
有
限
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（
株
）…
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式
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社

◆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

みなと

4年）、松嶋 琥珀さん（麻布小学校5
年）、松嶋 桜さん（麻布小学校4年）
問土木課地域交通担当
 ☎3578－2279

変更・休止情報等
お台場レインボーバス路線変更
　台場シャトルバス（愛称：お台場レ
インボーバス）は4月1日から田町ル
ートと品川ルートを統合して全便で
「品川駅港南口」発着とする予定で
す。うち20便は「田町駅東口」を経由
します。「田町駅東口」を経由しない
便は、ちぃばすの「芝浦三丁目」に停
車するルートとし、ダイヤの変更も
予定しています。詳しくは、ケイエ
ム観光バス㈱ホームページ
https://www.km－bus.tokyo/
route/odaiba/
をご覧ください。
問ケイエム観光バス㈱
 ☎6380－7701
土木課地域交通担当 ☎3578－2278

ちぃばすダイヤ改正
　ちぃばすの平日午前8時台始発の
「田町」「赤坂」「芝浦港南」ルートおよ
び「車庫発着便」を午前7時台の始発
に変更を予定しています。新しい時
刻表は、調整中です。
ダイヤ改正予定日　5月8日（月）※改
正日は変更になる場合があります。
運行間隔の変更　「田町ルート」田町
駅東口発六本木ヒルズ行きおよび
「車庫発着便」芝浦車庫発の早朝便の
一部運行間隔の変更も予定していま
す。また、「赤坂ルート」、「芝浦港

南ルート」の午後7時以降の運行間隔
が約30分間隔になる予定です。※平
日の最終便の時刻に変更はありませ
ん。
問㈱フジエクスプレス
 ☎3455－2213
土木課地域交通担当　☎3578－2279

求人・区民委員募集
芝浦港南地区水辺フェスタ実行
委員会・実行委員
　9月に開催予定の水辺フェスタ「地
域対抗ボートレース大会」を一緒に
企画・運営し、盛り上げていただけ
る実行委員を募集します。
対芝浦港南地区管内（芝浦、海岸
2・3丁目、港南、台場）の在住・在
勤・在学者
時会議の開催は、原則として平日
の夜間（4回程度の予定）※報酬等の
支払いはありません。
人 10人程度（抽選）
申電話で、4月3日（月）までに、み
なとコール（午前9時～午後5時受け
付け）へ。 ☎5472－3710
担芝浦港南地区総合支所協働推進
課地区政策担当

「障害者週間（12月3～9日）記念
事業」実行委員
　平成29年度「障害者週間記念事業」
の実行委員を募集します。
対 18歳以上の区内在住・在勤・在
学者（障害の有無は問いません）
人 3人程度
選書類審査および面接
内記念事業（12月開催予定）に関わ

る企画、立案、各催し物の実施等※
実行委員会は5月から平成30年1月ま
で月1回程度、平日昼間に開催予定。
交通費の支給、報酬はありません。
申郵送、ファックスまたは直接「障
害者が地域で暮らすために私達にで
きること」（800字以内）を書いて、住
所・氏名（ふりがな）・電話番号を明
記の上、4月5日（水・消印有効）まで
に、〒105－8511　港区役所障害者
福祉課障害者福祉係（区役所2階）へ。
 ☎3578－2383　FAX3578－2678

障害者インターンシップ生
　区では、知的障害・精神障害また
は発達障害がある人に対し、就労体
験の機会を提供することを目的とし
て、（特）みなと障がい者福祉事業団
と協力して障害者インターンシップ
事業を実施しています。
対区内在住で、1人で通勤・実習が
可能な知的障害・精神障害または発
達障害がある18歳以上の人（障害者
手帳がない人も可）
期間　5月以降、個々の状況に応じ、
1～3カ月の間で設定します。時期や
期間は別途相談します。
実習方法　実習はジョブコーチ（障
害者職場適応援助者）の支援を受け
ながら行います。
実習時間　午前9時30分～午後4時30
分の間で、個々の状況に応じて設定
します。
実習手当　時給730円、交通費は実
費支給（上限1日400円）します。
人 12人程度
選面接等により決定します。
申履歴書（写真添付・障害の種別を

明記）を、郵送または直接、4月4日
（火・必着）までに、〒105－0014芝1
－8－23　障害保健福祉センター5階
（特）みなと障がい者福祉事業団へ。
 ☎5439－8062
問人事課人事係 ☎3578－2110

みなと学びの循環事業メンバー
対区内在住・在勤・在学者で、次
のいずれかに該当する人（1）学びた
いことを企画運営したい人（2）情報
発信やデザインが得意な人（3）その
他「生涯学習」に興味のある人
内「学び」や日ごろ関心のある事を
話し合いながら企画活動等を行い実
施します。
人 25人（抽選）
申所定の様式に必要事項を明記の
上、4月21日（金・消印有効）までに、郵
送、ファックスまたは直接、〒105
－8511　港区役所生涯学習推進課
（区役所7階）へ。様式は生涯学習推
進課で配布している他、港区ホーム
ページからもダウンロードできま
す。
事業内容説明会
対どなたでも
時 4月18日（火）午後2時～3時・午後
7時～8時、4月20日（木）午後2時～3
時・午後7時～8時※内容は全て同一
所生涯学習センター
人 25人程度（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問生涯学習推進課生涯学習係
 ☎3578－2742

犬の登録と狂犬病予防注射の実施を
忘れずに
　狂犬病は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
至る恐ろしい動物由来感染症です。
平成25年に52年ぶりに狂犬病が発生
した台湾では、平成28年にも狂犬病
の野生のイタチアナグマが発見さ
れ、感染が拡大しています。一度入
ってきた狂犬病を根絶することは難
しく、感染を拡大させないためには
狂犬病予防注射が必要不可欠です。
　日本では狂犬病予防法により、飼
い犬に一生涯に1度の登録と年1回の
狂犬病予防注射を受けることを義務
付けています。犬を飼っている人は
区に届け出をし、鑑札の交付を受
け、予防注射実施後は注射済票の交

付を受けてください。交付された鑑
札および注射済票は、犬の首輪等に
つけることが義務付けられており、
守らなかった場合、20万円以下の罰
金に処せられます。
費用
鑑札交付手数料　3000円
注射済票交付手数料　550円
集合注射について
　表のとおり、平成29年度の狂犬病
予防集合注射を実施します。ご都合
のよい会場に来場の上、注射を受け
てください。
※ 通知書は、港区に登録がある犬の
飼い主宛てに郵送します。
費用
注射料金　3100円
注射済票交付手数料　550円

注意事項
◦通知書を開いて、内側の必要事項
に記入の上、忘れずに会場に持参し
てください。
●釣り銭のないようにしてくださ
い。
●1カ月以内に混合ワクチンを接種
している場合は、狂犬病予防注射は
できません。
●犬の健康状態に不安や気掛かりな
点がある場合は、事前に獣医師の診
察を受けてから、会場にお越しくだ
さい。
●犬をコントロールできる人が連れ
てきてください。
●ふん等を処理するものをご用意く
ださい。
●各会場へは車での来場はできませ
ん。
注射をして終わりではありません
　集合注射に来場しない場合、動物
病院で狂犬病予防注射を受け、各総
合支所区民課保健福祉係に狂犬病予
防注射済証を提示してください。注
射済票を交付します （手数料がかか
ります）。
犬が人にけがをさせてしまったら
　都の条例で次の2点のことが飼い
主に義務付けられています。
（1）24時間以内に区に届け出ること。
（2）48時間以内に獣医師の診察を受
け、犬が狂犬病にかかっていないこ
との診断を受けること。
　また、被害者のけがの状況を確認
する等、被害者に対してもきちんと
対応してください。

飼い主のみなさんへ
あなたのマナーが問われています
　区には、犬のマナーに関するご意
見が多く寄せられています。
●散歩に行くときは、ペットシー
ツ・水・ふんを入れる袋を持参しま
しょう。おしっこをしたら水で流し
ペットシーツで吸い取ります。ふん
は自宅に持ち帰りましょう。
●散歩時は、犬のリードを短く持ち
ましょう。伸縮性のリードの場合も
短い状態でロックしてください。ま
た、犬のとっさの行動に対応できる
ように、犬をコントロールできる人
が散歩をすることが大切です。
引っ越しをしたときは
　区に転入した人で、前住所地で登
録をしていた人は、前の自治体で交
付された鑑札を持って、犬の住所変
更を届け出てください。港区の鑑札
と無償で交換します。前住所地の鑑
札を紛失してしまった場合は、犬の
住所変更の届け出の際に鑑札の再交
付を申請してください（手数料1600
円）。
　港区から転出する人は、港区の鑑
札を持って転出先の自治体で転入手
続きを行ってください。港区への届
け出は必要ありません。

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

問い合わせ

表 平成29年度狂犬病予防集合注射実施一覧
実施日 時間 会場 住所 その他

4月24日（月） 午前10時～11時 高輪公園 高輪3－18－18

雨天中止

午後2時～3時 区立芝公園 芝公園4－8－4

4月25日（火） 午前10時～11時 青南小学校第2屋外
運動場 南青山4－19－18

午後2時～3時 亀塚公園 三田4－16－20

4月26日（水） 午前10時～11時 笄公園 西麻布3－12－1
午後2時～3時 高橋是清翁記念公園 赤坂7－3－39

4月27日（木）
午前10時～11時 白金公園 白金3－1－16

午後2時～3時 芝浦中央公園Ｂ面
（ドッグラン） 港南1－2－28

4月28日（金） 午前10時～11時 新広尾公園 麻布十番4－5－1 雨天決行午後2時～3時 みなと保健所 三田1－4－10

犬の狂犬病予防集合
注射を行います

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
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 内容 時間 ところ

1
（土）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分）赤坂子ども中高生プラザ

映画会「ジェイン・エア」（原題:Jane Eyre） 午後2時～3時55分
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

2
（日）

港区スポーツセンター区民無料公開日 午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター

DVDシアター「現代の狂言 花子・寝音曲」 午後2時～3時30分
（午後1時30分） 麻布図書館（30人）

3
（月）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分）白金台児童館

4
（火）おはなし会「ほわほわさくら」他 午後2時40分～3時 台場区民センター

6
（木）

DVDシアター｢尾瀬に魅せられて
『写真家､ 新井幸人と尋ねる』（春･夏）｣

午後1時～2時40分
（午後0時30分） みなと図書館（90人）

8
（土）

ぴよぴよおはなし会－おひざでだっこ－
「またまたはーい!」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

おはなし会「わたしのいえ」他 午前11時～11時30分 三田図書館

きしゃポッポおはなし会 午後2時～2時30分 高輪図書館

映画会「汚名」（原題:NOTORIOUS） 午後2時～3時45分
（午後1時30分） 港南図書館（45人）

おはなし会「おおきなキャベツ」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

9
（日）

DVDシアター
「古地図江戸さんぽ 鬼平犯科帳を歩く」

午後2時～3時
（午後1時30分） 三田図書館（60人）

Story Time in English（英語でおはなし会） 午後2時30分～3時 麻布図書館

11
（火）

映画会｢オリエント急行殺人事件｣
（原題：Murder on the Orient Express）

午後1時～3時10分
（午後0時30分） みなと図書館（90人）

12
（水）

ランチタイムコンサート 午後0時10分 障害保健福祉センター

子ども映画会「おにたのぼうし」
「おむすびころりん」「うぐいす姫」（3本立て）

午後2時～3時10分
（午後1時30分） 高輪図書館分室（50人）

おはなし会
「まじょドッコイショのごきげんなドレス」他 午後2時30分～3時 港南図書館

おはなし会
「999ひきのきょうだいのはるですよ」 午後3時～3時30分 赤坂図書館

麻布図書館コンサート
「春の歌のコンサート」

午後3時～4時
（午後2時30分） 麻布図書館（30人）

April

4
時間、ところ欄にある（ ）は、それぞれ開場時間、定員をあらわしています。定員を超えた場合、入場をお断りすることもありますので、ご了承ください。

とき 内容 時間 ところ

高輪図書館分室
赤坂図書館
港南子ども中高生プラザ
麻布子ども中高生プラザ
高輪子ども中高生プラザ
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

白金台児童館
台場区民センター
みなと図書館
三田図書館
港南図書館
障害保健福祉センター

☎3444－1899
☎5500－2355
☎3437－6621
☎3452－4951
☎3458－1085
☎5439－2511

☎3443－1666
☎3408－5090
☎3450－9576
☎5447－0611
☎3443－1555
☎5443－7338

赤坂子ども中高生プラザ
高輪図書館
港区スポーツセンター
麻布図書館

☎5561－7830
☎5421－7617
☎3452－4151
☎3585－9225

13
（木）

親子で遊ぼうおはなし会「いろいろばあ」他 午前10時30分～11時 高輪図書館

DVDシアター
「ディスカバリーチャンネル 宇宙の謎に挑む」

正午～0時45分
（午前11時30分） 三田図書館（60人）

14
（金）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分）港南子ども中高生プラザ

大人の折紙講座「子どもの日 兜とかきつばた」 午後2時～3時
（午後1時30分） 高輪図書館（10人）

夜のDVDシアター
「感動の世界遺産8 フランス2」

午後6時30分～7時25分
（午後6時） 赤坂図書館（30人）

15
（土）

ぴよぴよおはなし会－おひざでだっこ－
「ねえあそぼ」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

映画会「狩場の悲劇」 午後2時～3時45分
（午後1時30分） 赤坂図書館（35人）

おはなし会
「くまのオットーとえほんのおうち」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

16
（日）

港区スポーツセンター区民無料公開日 午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター

おはなし会「しろおうさまくろおうさま」 午後2時30分～3時 麻布図書館

18
（火）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分）麻布子ども中高生プラザ

19
（水）ミュージックシアター｢小梅姐さん｣ 午後1時～2時20分

（午後0時30分） みなと図書館（90人）

20
（木）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分）高輪子ども中高生プラザ

21
（金）

映画会「恋の情報網」
（原題:ONCE UPON A HONEYMOON）

午後2時～3時55分
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

22
（土）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分）

芝浦アイランド児童
高齢者交流プラザ

みなとシネクラブ｢戸田家の兄妹｣ 午後1時～3時20分
（午後0時30分） みなと図書館（90人）

23
（日）映画会「駅馬車」（原題:Stagecoach） 午後2時～3時40分

（午後1時30分） 三田図書館（60人）

27
（木）｢プレママおはなし会｣ 午前10時～11時30分 みなと図書館

28
（金）ナイトシネマ「心中宵庚申」 午後6時～7時30分

（午後5時30分） 麻布図書館（30人）

29
（土・祝）

ホリデイ映画会「勝利の朝」
（原題:MORNING GLORY）

午後2時～3時15分
（午後1時30分） 港南図書館（45人）

つな ぐ コーナー

と全国をと全国を港区港区

　港区では、全国の各地域と支え合い、
共に発展していくため自治体間での協
力を進めています。このコラムでは、
港区と連携している自治体を順に紹介
します。

　今回紹介する北栄町は、鳥取県の中
部に位置する日本海に面した町です。
　共に幕末に設置された砲台場である

「台場」がある縁から、港区と北栄町の
交流が始まりました。1月に港区で開催
したイベント「『台場』でつなぐ全国の自
治体と港区」では、台場の保存と活用に
ついて話し合いました。北栄町の台場
は周囲約400メートルの変六角形の台
場で、日本で唯一築造当時の形をほぼ
残しています。「由良台場では、昭和30
年代には大相撲の巡業が行われました。
地元の小学校の遠足や自治会の運動会
等、住民主体のイベントにも多く使わ
れ、今も町民に親しまれています」と北
栄町産業振興課の永田裕一さん。

　また、北栄町は「名探偵コナンに会え
るまち」としても知られています。同町
は漫画「名探偵コナン」の作者、青山剛
昌さんの出身地で、作品等を展示した

「青山剛昌ふるさと館」があります。ま
た、ＪＲ山陰本線の由良駅は「コナン駅」
の愛称で呼ばれ、駅か
ら同館までの「コナン
通り」の道沿いにはコ
ナンのオブジェ等が多
数設置され、多くのフ
ァンが訪れます。
　平成28年10月に発
生した鳥取県中部地震では、北栄町で
も家屋等に被害が出ました。支援要請
を受けた港区は、被災した家屋等の応
急危険度判定業務のために職員を派遣
しました。また、地震の影響で落果し
た梨を購入し、港区立の小・中学校や
保育園の給食やおやつに提供した他、
区内のイベントで配布し、義援金を募
りました。「港区には、お台場をご縁に、
さまざまなご支援をいただきました。
首都圏に向けてわが町を発信していく
ためにも、今後ますます交流を深めて
いきたいです」とお話しくださいました。

台場がつなぐ「コナンに会えるまち」
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©青山剛昌／小学館

　高輪地区CCクラブが主となり運
営しているカフェです。
　平成28年4月に完成した高輪区民
協働スペース（HUG高輪2階）で、
カフェとともに講演会やイベントも
同時に開催しており、参加者はコー
ヒーを片手に、講演に耳を傾けてい
ます。講演会は、地域の人やチャレ
ンジコミュニティクラブ会員の体験
談の他、外国人（フランス人、ウル
グアイ大使夫人）からのお国紹介、
ボランティア活動をしている人たち
の体験談等、幅広いテーマで開催し
ています。また、施設内の保育園児
や介護施設利用者等多世代交流のク
リスマス会、正月遊び会等のイベン
トも行っています。
　地域の人が気軽に集い、交流する
場所を提供することで、地域コミュ
ニティの活性化を図ることを目的に
オープンしています。
コミュニティ・カフェ高輪 in HUG
対象　どなたでも
とき　毎月第3火曜午後1時30分～4
時

ところ　高輪区民協働スペース
費用　無料
次回開催日(花見会)　3月28日（火）
午後1時30分～4時
コミュニティ・カフェ高輪
対象　どなたでも
とき　毎月第2・4金曜午後1時30分
～4時
ところ　高輪区民センター2階展示
ギャラリー前
費用　無料

高輪地区総合支所協働推進課地区
政策担当 ☎5421－7123

問い合わせ

コミュニティ・カフェ高輪
 in HUGのご案内

平成28年7月のウルグアイ大使夫人の公演


