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　がんは、日本人の2人に1人がかかるともいわれるほど身近な病気です。
区では、がん患者、がんを患ったことのある人、家族等、

がんに関わる全ての人を支えるための取り組みを新たに充実させます。

都内初 都内初

﹁がん在宅緩和
 ケア支援センター﹂
平成30年4月に開設します
　がん患者、がんを患ったことのある人、その家
族が、住み慣れた地域で安心して療養生活を送れ
る拠点として、区は「港区立がん在宅緩和ケア支
援センター」を平成30年4月、白金台四丁目に開設
します。

　区は、がんの予防・早期発見のため、平成29
年度港区がん検診の検査内容を充実します。
詳しくは、2面をご覧ください。

目　的
�1．�患者と家族が、住み慣れた地域で質の高
い生活を送れるよう支援します。
2．�患者とその家族だけでなく、広く区民に開
かれた施設とし、患者の療養生活の質を向
上させます。

3．�地域の医療・看護・福祉の連携体制を整
備し、自治体の強みを生かした都市型の
がん在宅緩和ケアを推進します。
場　所 �白金台4－6－2

※旧国立保健医療科学院の一部に開設します。

開設予定時期 平成30年4月1日

健康推進課健康づくり係 ☎6400－0083
問い合わせ

健康推進課地域保健係 ☎6400－0084
問い合わせ

がん治療に伴う
外見（アピアランス）ケアへの

 助成制度を開始します

　がん治療は、脱毛や乳房の切除等、治療に取り組む人の外見（アピアランス）に
変化をもたらすことがあります。こうした外見の変化は、治療や就労への意欲を
低下させることもあるため、ウィッグ（かつら）や胸部補整具等による外見へのケア
が重要とされています。区では、都内初の取り組みとして、医療保険の適用対象
外となっているウィッグと胸部補整具の購入経費の一部を助成します。

助成の概要
対象品 �ウィッグ（かつら）、胸部補整具

（補整下着、シリコンパッド等）
対象者 �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割のい

ずれか低い額（1人につき1回限り）
申請書類 申請書（※1）、がんの治療を受け
ていることを証明する書類（※2）、領収書（※3）
等
※1　�申請書は、5月11日（木）から、港区ホームペー

ジでダウンロードできます。
※2　�お薬手帳、診療明細書等　
※3　発行日が平成29年4月1日以降の領収書が対象

受け付け開始時期 5月11日（木）から
※�「広報みなと」3月21日号でお知らせした受け付け
開始時期を早めました。
申請方法 申請書類を郵送で、
〒108－8315　�みなと保健所健康推進課健康づくり係へ。

がんと向き合う全ての人が
質の高い療養生活を送るために

ウィッグ（かつら）と胸部補整具の
購入費の一部を助成します

がん検診を
 受けましょう



特定健康診査について
　特定健康診査は、メタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群）の予防・早期発
見のために、医療保険者が行う健診で
す。対象者は、平成29年4月1日現在港区
国民健康保険加入者で、引き続き加入し
ている40歳～健診受診日現在75歳未満の
人です。
　特定健康診査を受診した結果、生活習
慣を改善する必要があると判定された人
を対象に特定保健指導を実施します。
　会社等の保険および健康保険組合等に
加入している人やその被扶養者（家族）
は、加入している医療保険者（健康保険
証発行元）が、健診を行います。健診場
所や健診機関等詳しくは、各医療保険者
にお問い合わせください。
基本健康診査について
　後期高齢者医療制度に加入している人
や、40歳以上で生活保護を受けている人
は、区が実施する基本健診を受診できま
す。
各種がん検診等について
　各種がん検診や、肝炎ウイルス検診、
お口の健診は、加入している健康保険に
関わらず受診できます。
　なお、平成29年度から胃がん検診およ
び子宮頸がん検診の検査方法に一部変更
があります。胃がん検診では50歳以上の

偶数年齢の人は胃部X線検査と胃内視鏡
検査のいずれかを選択できます。
※ 同じ年度に受診できるのは、どちらか
一方の検査です。胃内視鏡検査と胃部
X線検査の両方を受診することはでき
ません。
　また、子宮頸がん検診では、30歳・33
歳・36歳・39歳で希望する人には、細胞
診に加え、子宮頸がんの原因ウイルスで
あるHPV（ヒトパピローマウイルス）の
感染の有無を調べるHPV検査を実施し
ます。
　さらに、40歳以上の人には口

こう

腔
く う

がん検
診が加わります。
対象・とき
　表1のとおり
ところ　区内指定医療機関　
※1 　区内指定医療機関（7～11月）または
みなと保健所

※2 　区内指定医療機関（7～11月）または
「こころとからだの元氣プラザ」
※3 　区内指定医療機関または「こころと
からだの元氣プラザ」

健康推進課健診事業担当・健康づくり
係 ☎6400－0083
〇お口の健診・口腔がん検診について
健康推進課地域保健係 ☎6400－0084

問い合わせ

国民健康保険料の計算方法
　国民健康保険料は世帯を単位とし
て、国民健康保険被保険者の人数
と、賦課のもととなる所得金額（※）
をもとに計算します。
※ 賦課のもととなる所得金額とは、
前年の総所得金額および山林所得
金額並びに株式・長期（短期）譲渡
所得金額等を合計した額から基礎
控除額（33万円）を差し引いた額を
いいます（雑損失の繰越控除は行
いません）。
所得割料率、均等割額および最高限
度額
基礎分（医療分）
　所得割料率　7.47パーセント
　均等割額　　3万8400円
　最高限度額　54万円
後期高齢者支援金分
　所得割料率　1.96パーセント
　均等割額　　1万1100円
　最高限度額　19万円
介護分
　所得割料率　1.09パーセント
　均等割額　　1万5600円
　最高限度額　16万円
基礎分（医療分）、後期高齢者支援金分
および介護分を合算して通知します
　介護保険の第2号被保険者（40歳か
ら64歳までの人）がいる世帯の国民
健康保険料は、基礎分（医療分）と後
期高齢者支援金分に加え、介護分の
保険料を合算した額になります（表
2のとおり）。
介護分の計算について
（1）40歳を迎える場合
　40歳の誕生日の前日に、介護保険

表1 健康診査・各種がん検診等一覧
対象 とき

特定健康診査 40歳～健診時75歳未満の港区国民健康
保険加入者

7月1日（土）～11月30
日（木）基本健康診査

後期高齢者医療制度加入者、40歳以上の
生活保護受給者、その他健診機会のない
40歳以上の区民（申し込みが必要です）

生活機能評価 65歳以上の区民（介護保険の要介護・要
支援認定を受けている人を除く）

肝炎ウイルス検診 今まで一度も肝炎ウイルス検診を受診
したことのない区民

通年
骨密度測定検診
※1

20歳以上で、5歳ごとの節目年齢または
過去5年以内に受診していない女性区民

大腸がん検診※2 35歳以上の区民

胃がん
検診

胃部エック
ス線検査※2 35歳以上の区民　

胃内視鏡
検査

50歳以上の偶数年齢の区民（胃部エッ
クス線検査と胃内視鏡検査のいずれか
を選択できます）

7月1日（土）～11月30
日（木）

肺がん検診 40歳以上の区民

喉頭がん検診
40歳以上の区民で喫煙指数600以上の
人（喫煙指数＝喫煙本数（1日）×喫煙年
数）または受動喫煙の機会が多い等医
師が必要と認める人

前立腺がん検診 55～75歳の奇数年齢の男性区民
子宮頸がん検診 20歳以上の女性区民（30・33・36・39歳は

希望によりHPV検査を併用） 7月1日（土）～ 
平成30年1月31日（水）

乳がん
検診

視触診 30～39歳の女性区民
マンモグラ
フィ検査※3

40歳以上で平成28年度マンモグラフィ
検査未受診の女性区民

7月1日（土）～平成30
年2月28日（水）

お口の健診

20歳以上の区民および20歳未満の妊
婦、平成26～28年度に受診歴のある人、
20・25歳、30～50歳、60・70歳の人には個
別に通知します。それ以外の人は申し
込みが必要です。

前期健診 
6月1日（木）～8月31日

（木） 
後期健診 
11月1日（水）～平成30
年1月31日（水）

口腔がん検診
40歳以上の区民（40～50歳の人には個
別に通知します。51歳以上の人はお口
の健診の個別通知対象者と同様です。
それ以外の人は申し込みが必要です）

6月1日（木）～ 
平成30年1月31日（水）

※対象年齢は平成30年3月31日現在の年齢です。

表2 国民健康保険料の計算方法
世帯の保険料 ＝ 基礎分（医療分） ＋ 後期高齢者支援金分 ＋ 介護分

■基礎分（医療分）…病気やけがをしたときの診療費や給付の財源
所得割額 均等割額 年間保険料

被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×7.47パーセント ＋   被保険者数×3万8400円 ＝ 最高限度額　54万円

■後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度の給付の財源
所得割額 均等割額 年間保険料

被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×1.96パーセント ＋ 被保険者数×1万1100円 ＝ 最高限度額　19万円

■介護分…介護サービスの財源
所得割額 均等割額 年間保険料

第2号被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×1.09パーセント ＋ 第2号被保険者数×1万5600円 ＝ 最高限度額　16万円
※介護分について…介護保険の第2号被保険者である40～64歳の人にかかります。

人がいる場合、74歳以下の人の国民
健康保険料と合算して年度内の各支
払月期へ均等に割り付けています。
国民健康保険と後期高齢者医療制度
の保険料が重複して賦課されること
はありません。
国民健康保険料の減額・軽減制度
国民健康保険料均等割額の減額
　前年の1～12月の1年間の所得が一
定の基準以下の世帯の場合、均等割
額を7割、5割または2割減額します。
　この対象となる世帯は、所得金額
により判定しますので、世帯全員の
住民税の申告が必要となります。収
入がなかった人も申告をしてくださ
い。
後期高齢者医療制度への移行に伴う
国民健康保険料の軽減措置

（1）低所得者に対する軽減
　後期高齢者医療制度に移行する人
が国保被保険者だった場合、世帯構
成や収入が変わらなければ、従前と
同様の国民健康保険料均等割額の軽
減を受けることができます。申請は
必要ありませんが、世帯全員の住民
税の申告をしてください。
（2）旧被扶養者に対する軽減
　職場の健康保険、船員保険、共済
組合等の被保険者が後期高齢者医療

制度に移行すると、その被扶養者だ
った人は国民健康保険に加入するこ
とになります。このような人のう
ち、65歳以上の人を旧被扶養者とい
い、所得割額を免除し、均等割額が
半額になります。加入時に申請して
ください。
非自発的失業者の軽減措置
　倒産・解雇等による離職（雇用保
険の特定受給資格者）や雇い止め等
による離職（雇用保険の特定理由離
職者）をした人は、国民健康保険料
が軽減される場合があります。雇用
保険受給資格者証を持参の上、届け
出てください。
国民健康保険料の減免
　災害その他の特別な事情により、
一時的に生活が著しく困難となり、
保険料が納められなくなった世帯に
対し、申請により国民健康保険料を
減免する制度があります。住民税の
申告をしている人が対象です。
　詳しくはお問い合わせください。
平成29年度国民健康保険料の通知
　6月に年間保険料を計算して、世
帯主にお知らせします。

国保年金課資格係 ☎内線2643～5
問い合わせ

平成
29年度健康診査・各種がん検診等のお知らせ

平成29年度 国民健康保険料について
の第2号被保険者の資格を得ます。
資格を得た月以降の国民健康保険料
に介護分が加わりますので、国民健
康保険料を計算し直して、変更通知
を送ります。
（2）65歳を迎える場合
　65歳の誕生日の前日に、介護保険
の第2号被保険者から第1号被保険者
（65歳以上の人）の資格に変更になり
ます。国民健康保険料は、65歳にな
る前月までの介護分を計算した上
で、基礎分（医療分）、後期高齢者支
援金分と合わせて年度内の各支払月
期へ均等に割り付けています。
　介護保険第1号被保険者の介護保
険料は世帯単位ではなく、個人単位
でかかります。65歳になると、別途
介護保険担当から介護保険料の通知
が送付されます。
75歳を迎える人
　75歳の誕生日に後期高齢者医療制
度に加入し、国民健康保険の資格は
喪失します。国民健康保険料は、75
歳の誕生日が属する月の前月分まで
となります。同じ世帯に74歳以下の

4月11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  平成29年度予算のお知らせ、港区タグラグビーフェスティバル、お台場海づくりフォーラム　他
放送期間  4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29年（2017年）4月11日2
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　区では、平成20年3月に「港区耐震改修促
進計画」を策定し、建築物の耐震化促進に
取り組んでいます。
　「港区耐震改修促進計画（平成29年4月改
定）」は、首都直下地震の切迫性が指摘され
る中、安全で安心できる都市の実現をめざ
し、区民の生命と財産を保護するととも
に、都市機能を維持するため、建築物の耐
震化を計画的かつ総合的に促進することを
目的とします。今回の改定においては、耐
震化の新たな目標や施策を示します。
主な変更内容
計画期間の変更　平成26～32年度としてい
た計画期間を平成29～37年度としました。
対象建築物の追加　対象建築物を住宅、緊
急輸送道路沿道建築物、特定建築物、区有
建築物とし、緊急輸送道路沿道建築物に一
般緊急輸送道路沿道建築物を追加しまし
た。
耐震化の目標の見直し　対象建築物の耐震
化率の更新を行い、耐震化の目標設定を見
直しました。
耐震化に対する支援策の更新　耐震診断、
耐震補強設計、耐震改修工事、建て替え・
除却の費用助成等、耐震化に対する支援策
を更新しました。
その他関連施策の追加　がけ・擁壁の改修
工事の費用助成、マンションエレベーター
安全装置設置助成および超高層建築物等の
長周期地震動対策について追加しました。
閲覧場所
　港区ホームページからご覧いただける
他、今後、建築課（区役所6階）で冊子を配
布（5月中旬頃を予定）します。
　また、素案への区民意見募集（平成28年12
月11日～1月11日に実施）に寄せられたご意
見と区の考え方については、港区ホームペ
ージをご覧ください。

建築課構造係 ☎3578－2295～7
問い合わせ

　区は、旧耐震基準（昭和56年5月
31日以前）の戸建住宅、共同住宅、
一般緊急輸送道路や特定緊急輸送
道路沿道建築物等に対して、耐震
化に係る費用を助成しています。
※ 一般緊急輸送道路には、外堀通
り・外苑東通り・外苑西通り等
が、特定緊急輸送道路には、第
一京浜・桜田通り・青山通り・
目黒通り・首都高速道路等が指
定されています。高さがおおむ
ね道路幅員の2分の1以上の建築
物が助成の対象となります。

木造住宅を対象とした耐震に係る
アンケート調査を行います
　平成29年度、旧耐震基準の木造
2階建て以下の住宅を対象に区の
委託事業者が訪問し、耐震に関す
るアンケート調査票と助成制度の
パンフレットの配布を行います。
分譲マンションの耐震に係る助成
内容を拡充しました
　平成29年4月から、分譲マンシ
ョンについて、耐震化の一層の促
進を図るため、助成内容を拡充し
ています。
　耐震診断の助成限度額を拡大
し、耐震診断からアドバイザー等
の派遣、建て替え・改修計画案等
作成まで、区分所有者の費用負担
なく実施することを可能としてい
ます。
　平成29年度、旧耐震基準の分譲
マンションの管理組合宛てに耐震
助成制度のパンフレットを郵送す
る予定です。
　分譲マンションの劣化診断等の
管理に係る費用も助成していま
す。
耐震関連の助成
耐震診断
◦個人所有の木造2階建て以下の
専用または兼用住宅…無料

●上記以外の木造の住宅、下宿…
助成率：3分の2、助成限度額：20万
円
●木造の長屋、共同住宅…助成
率：3分の2、助成限度額：24万円
●非木造の住宅、長屋、下宿…助
成率：3分の2、助成限度額：100万
円
●分譲マンション…助成率：全額、
助成限度額：450万円
●賃貸マンション…助成率：3分の
2、助成限度額：300万円
●一般緊急輸送道路沿道建築物…
助成率：3分の2、助成限度額：300
万円
耐震アドバイザー派遣
●分譲マンション：無料（5回まで）
建て替え・改修支援コンサルタン
ト派遣　
●分譲マンション、賃貸マンショ
ン：無料（10回まで）
建て替え・改修計画案等作成
●分譲マンション…助成率：全額、
助成限度額：150万円
耐震補強設計
●非木造の住宅、長屋…助成率：3
分の2、助成限度額：50万円
●分譲マンション、賃貸マンショ
ン、一般緊急輸送道路沿道建築物
…助成率：3分の2、助成限度額：
200万円
●特定緊急輸送道路沿道建築物…
助成率：6分の5以内（別途、国の事
業により最大6分の1加算可）
耐震改修工事
●木造の住宅、長屋、共同住宅…
助成率：2分の1、助成限度額：200
万円（耐震補強設計も含む）
●非木造の住宅、長屋…助成率：2
分の1、助成限度額：300万円
●分譲マンション…助成率：2分の
1、助成限度額：7000万円
●賃貸マンション…助成率：2分の

1、助成限度額：3000万円
●一般緊急輸送道路沿道建築物…
助成率：3分の2、助成限度額：用途
に応じて3000万～7000万円
●特定緊急輸送道路沿道建築物…
助成率：6分の5以内（別途、国の事
業により最大15分の1加算可）
建て替え
●個人所有の自己居住用の戸建住
宅…助成率：3分の1、助成限度額：
100万円
●分譲マンション…助成率：3分の
1、助成限度額：7000万円
建て替え・除却
●一般緊急輸送道路沿道建築物…
助成率：3分の1、助成限度額：用途
に応じて1500万～3500万円
●特定緊急輸送道路沿道建築物…
助成率：3分の1（5000平方メートル
を超える部分は6分の1）
がけ・擁壁の改修工事
●高さが2メートルを超えるが
け・擁壁…助成率：2分の1、助成
限度額：500万円
分譲マンション管理の助成
管理アドバイザー派遣
　無料（10回まで）
劣化診断
　助成率：2分の1
　助成限度額：50万円
共用部分リフォーム融資の債務保
証料
　助成限度額：150万円
※ 助成額の算定には、基準額等の
条件があります。
※ 耐震改修工事等を行う施工業者
等に対して、直接、助成金を支
払う「委任払い制度」がありま
す。
※ 対象建築物や各種助成手続きに
は一定の要件があります。詳し
くは、港区ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせくだ
さい。

住宅課住宅支援係
 ☎3578－2223・4

問い合わせ

建築物の耐震化を促進するため、
助成制度を実施しています

「港区耐震改修促進計画」
を改定しました

　区では、高額の医療費がかかる特
定不妊治療（体外受精・顕微授精）の
医療保険が適用されない費用の一部
について、年度内30万円を限度に助
成しています。
　また、男性不妊治療も年度内15万
円を限度に助成します（精子を精巣

等から採取するための手術）。
対象者
　港区に治療の開始日～終了日～申
請日まで継続して住民登録があり、
法律上の婚姻をしている夫婦
申請期限
　表のとおり

申請方法
　郵送または直接、〒108－8315　
みなと保健所健康推進課地域保健係
（みなと保健所4階）へ。
※ 総合支所では受け付けできません。
　制度について詳しくは、港区ホー
ムページをご覧ください。申請書等

必要書類一式もダウンロードできま
す。
※ 妻の年齢が43歳以上で開始した治
療分は、平成33年4月1日以降助成
対象外となりますのでご注意くだ
さい。

健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

問い合わせ

表 申請期限

治療終了日
※1 申請期間 申請締切日 助成対象年度 必要書類※2

必要書類（2）（3）（7）を申請書に添付できな
い場合の対応

申請日～平成29年6月30日

平成29年1月1日～
3月31日

平成29年4月1日～
6月30日

（窓口）
平成29年6月30日

平成29年度

（1）特定不妊治療費助成申請書
（2）特定不妊治療費助成受診等証明書
（3）精巣内精子生検採取法等受診等証明書
（4）領収書（コピー）
（5）住民票（夫婦ともに港区に住民登録がある場合は除く）
（6）戸籍謄本等（夫婦ともに港区の同一世帯で住民登録があり、
婚姻関係が分かる場合は除く）

（7）東京都（等）不妊治療費助成承認通知書（該当者のみ）
（8）住民税課税証明書または住民税額決定通知書（港区で住民
税が課税等されている場合は除く）
※ 状況により、その他の書類が必要となる場合があります。

「医療機関の証明発行が遅れているまたは
東京都に申請中のため平成29年6月30日ま
でに提出する」等申請書に添付できない理
由を記した申出書を提出してください。

（郵送）消印有効
平成29年6月30日

平成29年4月1日～
平成30年3月31日

平成29年4月1日～
平成30年3月31日

（窓口）（郵送）
平成30年3月31日

※1　平成28年12月31日までに終了した治療の申請受付は終了しました。
※2　必要書類は申請者ごとに異なります。詳しくは、港区ホームページをご覧ください。　

◦◦港区特定不妊治療費助成制度◦◦

4月1日更新｢区民とともに Feel your MINATO｣(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  わかりあう心、通じあう心～港区国際交流協会～　他
放送期間  4月1日(土)～30日(日)
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。

☎3578–2111（区役所代表） 3
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　読書活動は、子どもが言葉を学んだり
想像力を豊かにしたりする上でとても重
要なものです。国は、子どもの読書活動
について関心と理解を深め、子どもが積
極的に読書を行う意欲を高めるために、
平成13年に「子どもの読書活動の推進に
関する法律」によって4月23日を「子ども
読書の日」と定めました。
　港区立図書館では、子ども読書の日の
前後におはなし会等の行事を開催しま
す。お気軽にご参加ください。掲載した日
以外でも行事を開催しています。詳しく
は、「広報みなと」毎月21日号ミニガイド
欄、図書館行事カレンダー、または港区
立図書館ホームページをご覧ください。
申し込み　当日直接会場へ。
※ 5月13日（土）の催し物のみ、電話また
は直接、三田図書館へ。 ☎3452－4951

4月23日日は
「子ども読書の日」です

子どもの読書週間

4月23日～5月12日

図書・文化財課庶務係 ☎3437－6621
問い合わせ

小さな本の
大きなせかい

表1おはなし会日程
イベント名 対象 とき ところ

おはなし会
「キャベツがたべたいのです」他

どなたでも

4月22日（土）
午後2時～2時30分

赤坂図書館 
おはなしのへや

きしゃポッポおはなし会
「こぶとりじいさん」他

4月22日（土）
午後2時30分～3時

麻布図書館
おはなしコーナー

おはなし会
「みどりのはしご」他

4月23日（日）
午前11時～11時30分

高輪図書館
子ども室

おはなし会
「わたしのワンピース」他

4月25日（火）
午前11時～11時30分

高輪図書館分室1階
子育て広場

おやこおはなし会
「モーっていったのだあれ？」他

4月26日（水）
午前10時30分～11時

港南図書館
3階ホール

おはなし会「もりのおるすばん」他 4月27日（木）午前10時30分～11時 三田図書館児童コーナー
むかしばなしおはなし会
「いっすんぼうし」他

4月29日（土・祝） 
午後3時～3時30分

みなと図書館 
おはなしコーナー

〈子どもの読書週間スペシャルイベント〉
ぬいぐるみのおとまり会＆おはなし会 
「おやすみくまちゃん」他

幼児・児童と
その保護者

4月29日（土・祝） 
午後2時～2時45分

赤坂図書館 
多目的ホール

おはなし会「しずかに！ここはどうぶつ
のとしょかんです」他 どなたでも

5月10日（水）
午後2時30分～3時 港南図書館3階ホール

親子で遊ぼうおはなし会
「まるまるころころ」他

5月11日（木）
午前10時30分～11時 高輪図書館視聴覚室

表2子ども読書週間合同展示
イベント名 期間 ところ

「とよた　かずひこ先生の作品」についての著作展示 4月21日（金）～5月17日（水） 各図書館児童コーナー

表3その他の催し物
イベント名 対象 とき ところ 定員

子どもの読書週間イベント
「きみは調べる探偵―クイズ！た
かまるくんからの依頼」

小学生
※ 出されたクイズに本で調べて答え
よう。参加賞もご用意しています。

4月23日（日）～
5月12日（金）

高輪図書館 
児童コーナー ―

子どもの読書週間イベント
「図書館ガチャ！」

小学生以下
※ つめ合わせお楽しみ本が借りら
れます。

4月23日（日）～
5月12日（金）

高輪図書館分室
カウンター ―

子どもの読書週間図書館ツアー
「僕たち図書館探検隊」

幼児・児童とその保護者（子どもの
みの参加も可）

4月30日（日）
午後2時～3時

高輪図書館視聴
覚室および館内

10組
（会場先着順）

春のおたのしみおはなし会
「光る工作とおはなしスペシャル」

4歳～小学生の子どもとその保護
者（未就学児は保護者同伴）

4月30日（日）
午後2時30分～
3時30分

麻布図書館
視聴覚室

30人
（会場先着順）

子どもの読書週間おりがみ会
「こいのぼりを折ってみよう！」

どなたでも

4月30日（日）
午後3時～4時

三田図書館
児童コーナー

20人
（会場先着順）

とよた  かずひこ先生  おはなしら
いぶ!!「ももんちゃん“と”あそぼう」

5月13日（土）
午後2時～4時

三田図書館視聴
覚ホール

70人
（申込順）

おやこシアター「世界の絵本箱
『かいじゅうたちのいるところ』」

5月7日（日）
午後2時～2時40分

麻布図書館視聴
覚室

30人
（会場先着順）

ママの健康相談（予約制）
対区民で、出産後1年未満の人
相談回数　3回まで
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

こんにちは赤ちゃん訪問
　訪問では、（1）お子さんの体重
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。お
問い合わせください。

申母子健康手帳交付時にお渡し
している「出生通知書」のはがきを
郵送してください。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

Helloママサロン
対区民で、平成29年2・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17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

ぷちとまとの会（予約制）
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

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」
対 1・2・4・5・6歳になる就学前
の区内在住のお子さん（誕生月を
過ぎても受診できます）※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（1）5月12日（金）（2）6月9日（金） 
いずれも午後1時30分～2時30分※
日程が合わない人はご相談くださ
い。
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
科健診を同日に行っています。詳
しくは、健康推進課地域保健係へ。
問みなとコール ☎5472－3710
健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

ぜん息児水泳教室
　指導員の水泳指導でぜん息に負
けない体力を付けます。医師・看

護師もいます。
対区内在住・在学者で、小学校
入学1年前～小学6年生のぜん息に
かかっている子ども
時 6月7日～7月19日（水・全7回）
午後3時30分～5時
所港区スポーツセンター（みなと
パーク芝浦3階）
人 25人（抽選）
申電話で、4月21日（金）までに、
保健予防課公害補償担当へ。
 ☎6400－0082

親支援プログラム子育て講座
「ポジティブ・ディシプリン
（前向きなしつけ）」
対 0～18歳未満の子どもを育てて
いる区民で、初めてこの講座に申
し込む人で、原則として全9回全
てに参加できる人
時 5月11日（木）・17日（水）・25日
（木）・31日（水）、6月8日（木）・15
日（木）・22日（木）・29日（木）、7
月27日（木）午前10時～正午（全9
回）
所みなと保健所
人 16人（抽選）※保育あり（4カ月
～就学前、16人。申し込み時にお
申し出ください）
費用　1680円（資料代）
申電話で、4月12日（水）～23日
（日）に、みなとコール（午前9時
（初日は午後3時）～午後5時受け付
け）へ。 ☎5472－3710
担子ども家庭支援センター子育
て支援係

　お子さんの急な発熱等を診療す
る小児初期救急診療事業として、
週5日、平日の夜間に「みなと子ど
も救急診療室」を開設しています。
診療日　毎週月～金曜（祝日およ
び年末年始を除く）
診療時間　午後7時～10時（受け付
け時間は午後7時～9時30分）
所在地　（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　みなと子ども救急診療室

（芝浦1－16－10） ☎6453－7302
対象者　中学生まで（おおむね15
歳未満の小児）の軽症患者
※ 来院するときは、健康保険証、
乳幼児・子ども医療証等の医療
証をお持ちください。

保健予防課保健予防係
 ☎6400－0080

問い合わせ

小児初期救急診療事業

「みなと子ども救急診療室」のご案内

◆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

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット
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　区立保育園では、親子で安全
に遊べる場として「保育園であ
そぼう」を実施しています。保
育園に入園していないお子さん
と、保護者が対象です。内容は

各園で異なりますが、行事の参
加や給食の試食会を行う園もあ
ります。育児に関するご相談も
お受けいたしますので、お気軽
にご利用ください。

表 実施予定一覧
保育園名 所在地 電話番号 実施時期 日時

 芝地区
芝保育園 芝5－18－1－101 ☎3455－5039 5月～平成30年2月 火曜 月1～2回　午前10時～11時30分

芝公園保育園 芝公園2－7－3 ☎3438－0595 5月～平成30年2月 火曜 月1回　午前10時～11時
神明保育園 浜松町1－6－7　プラザ神明1～3F ☎5733－6822 5月～平成30年2月 水曜 月2回　午前9時30分～11時

麻布地区

本村保育園 南麻布4－6－7 ☎3444－5087 5月～平成30年2月 金曜 月2回程度　午前10時～11時20分
※麻布子ども中高生プラザとの共催

南麻布保育園 南麻布4－2－29－101 ☎3442－5907 5月～平成30年2月 月1～2回　午前10時～11時30分
西麻布保育園 西麻布2ー13－3 ☎3407－5031 5月～平成30年2月 月1～2回　午前9時30分～11時
麻布保育園 六本木5－16－46 ☎3583－0648 5月～平成30年2月 月2回程度　午前10時～11時30分

飯倉保育園 東麻布1－21－2 ☎3583－5805 4月～平成30年3月 月・金曜 月2～3回程度　午前11時～11時45分
※学童クラブ（いくらんであそぼう）との共催

東麻布保育園 東麻布2－1－1 ☎3584－3811 5月～平成30年2月 月2回程度　午前10時～11時

赤坂地区
赤坂保育園 赤坂5－5－26－101 ☎3583－2156 5月～平成30年2月 月1～2回　午前10時～11時30分
南青山保育園 南青山1－3－15 ☎3401－5047 5月～平成30年1月 月1回程度　午前9時30分～11時
青山保育園 北青山3－4－14－101 ☎3401－5041 5月～平成30年1月 月1回程度　午前10時～11時15分

高輪地区
高輪保育園　 高輪3－18－15 ☎3449－5047 5月～平成30年2月 火曜 月1～2回　午前9時30分～11時
伊皿子坂保育園 三田4－19－30 ☎3444－5404 5月～平成30年2月 月1回　午前10時～11時30分
白金保育園 白金3－10－12 ☎3441－5022 4月～平成30年3月 水曜 月2～3回程度　午前9時30分～11時30分

芝浦港南
地区

こうなん保育園 港南4－2－3－101 ☎3450－5004 5月～平成30年2月 月曜 月1回　午前10時～11時30分
台場保育園 台場1－5－1 ☎5500－5097 5月～平成30年2月 月1回　午前10時～11時30分

芝浦アイランドこども園 芝浦4－20－1 ☎5443－7337 5月～平成30年3月 月1回　午前10時～11時
たかはま保育園 港南4－3－7 ☎5781－0255 4月～平成30年3月 木曜 月1回　午前10時～11時30分
しばうら保育園 芝浦3－1－16 ☎5232－1130 5月～平成30年2月 月1回　午前10時～11時

　1月31日開催の港区青少年問題
協議会で、平成29年度の活動方針
を策定しました。家庭･学校･地域
等が連携し、積極的に青少年健全
育成に取り組みましょう。
基本目標
（1）青少年が犯罪に巻き込まれな
い安全・安心な環境の確保
（2）青少年同士、親子間、青少年
と地域の人々が触れ合う機会の充
実
（3）青少年が生命の大切さを体感
し、思いやりの心や社会を生きて
いく力を育む体験や機会の充実
（4）青少年が地域の一員としての
自覚を持ち、防災力を向上するこ
とができる機会の充実
活動方針
（1）青少年を犯罪行為や暴力団等
から守り、また青少年犯罪を防止
するために、地域の安全を点検し
改善するとともに、関係機関相互

の連携を深めましょう。
（2）地域の行事等に積極的に参加
し、青少年同士、親子間、地域の
人々が互いに知り合い、触れ合う
機会を日頃からつくりましょう。
（3）自然体験や社会貢献、異年齢
活動等、青少年が直接自然や社会
とかかわる多様な体験活動の機会
をつくりましょう。
（4）突然の災害に対応するために、
日頃から青少年自身が地域の一員
としての自覚を持ち、防災意識や
知識、技術を身につける機会をつ
くりましょう。
　基本目標を達成するためには、
まず第一に家庭が子育ての基礎で
あることから、家族間の信頼関係
をより強め、わが子が社会の一員
となれるように家庭が責任を持っ
て育てることが大切です。
　そして、その家庭を支えるため
に「地域の子どもは地域ぐるみで

　学生の皆さんも20歳になったら、
国民年金に加入し保険料を納めなけ
ればなりません。しかし、経済的な
理由等で国民年金保険料を納めるこ
とが困難な場合、申請をして承認を
受けると保険料の納付が猶予されま
す。
次のような条件で承認されます
●学生納付特例制度の対象校（学
部・学科）に通学している人

●本人の前年所得が118万円以下
承認された期間について
●承認を受けた期間は老齢基礎年金
の年金受給資格期間に参入されます
が、受け取る年金額には反映されま
せん。
●承認された期間の保険料は、10年
以内であればさかのぼって納めるこ
とができます（追納）。
　猶予を受けた期間の翌年度から数

えて3年度目以降に追納する場合は、
当時の保険料に一定の率を乗じた額
が加算されます。
※ 追納を希望する人は、港年金事務
所まで連絡してください。
必要書類
（1）申請書（日本年金機構、港区ホー
ムページからダウンロードもできま
す）
（2）基礎年金番号が分かるもの
（3）学生証または在学証明書（申請年
度に応じた証明等が必要）
申請場所
　各総合支所または国保年金課国民
年金係（区役所3階）

郵送による申請
　必要書類（（2）・（3）はコピー可。
在学期間が裏面に記載されている学
生証は両面コピーが必要）を同封の
上、国保年金課国民年金係まで送付
してください。
申請期間
　申請日より、原則2年1カ月前まで
さかのぼって申請することができま
す。年度ごとに申請してください。

国保年金課国民年金係
 ☎内線2662～6
港年金事務所（代表） ☎5401－3211

問い合わせ

育てる」という視点から、学校、
地域、その他の関係機関が互いに
協力して、港区全体で日常的に青
少年の健全育成活動に取り組みま
す。
重点的な取り組み
　青少年の健全育成は、青少年と
大人の間に信頼関係があって初め
てできることです。まずは家庭か
ら、そして地域へとあいさつから
始まる輪を広げ、青少年と大人が
互いに知り合うことが大切です。
　まず相手と向き合い、目を合わ
せながら日常のあいさつをするこ
とから始め、いざという時に助け
合える絆を深めましょう。
○「おはようございます」「こんに
ちは」「こんばんは」
　知り合うことが、地域づくりの
第一歩です。
○｢ありがとう」「ごめんなさい」
　お互いに感謝や譲り合う気持ち
を持って人と接しましょう。
○東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会開催に向け、性
別や年齢、国籍、障害の有無にか
かわらず、誰に対しても思いやり

を持って触れ合う心を育みましょ
う。
港区青少年問題協議会
　区長の付属機関として設置し、
毎年「港区青少年健全育成活動方
針」を策定するとともに、青少年
の健全育成に必要な施策を推進す
るため、関係行政機関と地域活動
団体等の連絡調整を行っていま
す。
※ 詳しくは、リーフレットをご覧
ください。区の青少年をとりま
く課題や必要とされる取り組
み、区や学校、地域等が実施し
ている活動方針に関する具体的
な取り組み例も紹介していま
す。

※ リーフレットは、区立小学校お
よび中学校を通して保護者に配
布します。また、区の施設の窓
口で配布する他、港区ホームペ
ージからも閲覧できます。

子ども家庭課青少年育成担当
 ☎3578－2435

問い合わせ

国民年金保険料学生納付特例制度のお知らせ

平　成
29年度「港区青少年健全育成活動方針」
地域の子どもは地域ぐるみで育てましょう

各保育園・芝浦アイランド
こども園 ☎表参照

問い合わせ
平成29年度 区立保育園

保 育 園 で あ そ ぼ う

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752



問い合わせ
契約管財課庁舎改修工事担当
☎3578－2275

港区役所本庁舎・芝地区
総合支所の大規模改修工
事を行っています

◦11階食堂が4月3日にリニューアルオープンしました。
一部利用中止しているもの　◦1階南側ロビー：一部閉鎖しています（平成29年6月再開予定）。
トイレ、エレベーターは順次改修・取り替えを行うため、一部利用できなくなる期間があります。
詳しい工事内容、期間は港区ホームページと本庁舎内に掲示します。

http://www.city.minato.tokyo.jp平成29年（2017年）4月11日6
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表1  ゴールデンウイークイベント詳細
とき 内容 定員

5月3日
（水・祝）

午前10時30分
～正午

（1）「ロボットをプログラミングしてみよう①」体験
協力：東海大学 ユニークプロジェクト ロボP

20組
（申込順）

午後1時
～2時

（2）「ロボットと未来の暮らしをデザインする」講演会
講師： 松井龍哉さん（ロボットデザイナー）

100人
（会場先着順）

午後2時30分
～4時

（3）「ロボットをプログラミングしてみよう②」体験
協力：東海大学 ユニークプロジェクト ロボP

20組
（申込順）

5月4日
（木・祝）

午前10時30分
～午後1時

（4）「いただきます みそをつくる こどもたち」
上映会＆お味噌のお話し（試食あり）
講師：真藤舞衣子さん（料理研究家）

60人
（申込順）

午後2時30分
～4時 （5）「ラクっちゃ けん玉大会」 40人

（会場先着順）

5月5日
（金・祝）

午前11時
～正午 （6）★体験レッスン①「フィットZERO（ゼロ）」 30人

（会場先着順）
午後1時30分
～3時

（7）★体験レッスン②「Laフットキュアスペシャル」
講師：岡川昭子さん

30人
（会場先着順）

表2  各種教室一覧
内容 定員 実施日・時間 開始日 終了日

1 認知症予防のための音楽教室※1 20人 毎週木曜午前10時～11時30分 5月11日 7月27日

2 男性のための料理教室※2 18人 隔週火曜午前10時～午後2時 5月16日 9月26日

3 颯
さ っ

爽
そ う

・ラクっちゃ体操 20人 毎週水曜午前10時30分～11時30分 5月10日 7月26日

4 ファンクショナルトレーニング教室 20人 毎週木曜午後7時～8時30分 5月11日 7月27日

5 ラクっちゃ・エアロビクス 20人 毎週土曜午後4時～5時 5月6日 7月22日

6 認知症予防のためのウオーキング教室　火曜コース 20人 毎週火曜午前10時～11時30分 5月9日 7月25日

7 認知症予防のためのウオーキング教室　金曜コース 20人 毎週金曜午前10時～11時30分 5月12日 7月28日

　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」として
認定し、区と共に省エネに取り組
む事業所として、その取り組みを
積極的にPRします。
　「光熱水費を減らしたい」「正し
い省エネ対策を知りたい」等のお
悩みや「自社の取り組みをPRした
い」とお考えのビルオーナーやテ
ナント事業者は、ぜひご利用くだ

さい。
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
申し込み
　港区ホームページからお申し込
みいただくか、申請書に必要事項
を明記の上、ファックスで、環境
課地球温暖化対策担当へ。
 ＦＡＸ3578－2489
※申請書は港区ホームページから

ダウンロードできます。

の各種教室
介護予防総合センター

平成29年度事業の申し込みを開始します 「港区省エネ推進モデル事業所」として認定しました

環境課地球温暖化対策担当
 ☎3578－2474

問い合わせ

　区では、高齢者の肺炎球菌によ
る肺炎へのり患や重症化の予防の
ため、予防接種を実施します。
　対象者には、予防接種予診票を
4月1日頃に港区の住所地へ個別送
付しています。もし、対象者にもか
かわらずお手元に届かない場合は
速やかにお問い合わせください。
対象者
　過去に1度も高齢者肺炎球菌の
予防接種をしたことがない人で、
次に当てはまる人

（1）平成29年度予防接種対象者
65歳：昭和27年4月2日～昭和28年4
月1日生まれの人
70歳：昭和22年4月2日～昭和23年4
月1日生まれの人
75歳：昭和17年4月2日～昭和18年4
月1日生まれの人

対象
　どなたでも
※★は60歳以上の区民のみ
内容・とき・定員
　表1のとおり
ところ
　介護予防総合センター
申し込み
　電話または直接、介護予防総合

センターへ。会場先着順のイベン
トは、イベント開始30分前から受
け付けを開始します。

介護予防総合センター
 ☎3456－4157

問い合わせ

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

対象
　60歳以上の区民で、1人で会場
まで通うことができ、期間中継続
して参加が見込める人
※1は65歳から参加可能
内容・とき・定員
　表2のとおり（抽選）
ところ
　介護予防総合センター
費用
※2は食材費の自己負担あり

申し込み
　直接、4月20日（木）までに、介
護予防総合センターへ。
※ 電話での申し込み受け付けはあ

りません。

介護予防総合センター
 ☎3456－4157

問い合わせ

担当課
　高齢者支援課介護予防推進係

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

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

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ
80歳：昭和12年4月2日～昭和13年4
月1日生まれの人
85歳：昭和7年4月2日～昭和8年4月
1日生まれの人
90歳：昭和2年4月2日～昭和3年4月
1日生まれの人
95歳：大正11年4月2日～大正12年4
月1日生まれの人
100歳：大正6年4月2日～大正7年4
月1日生まれの人

（2）60歳以上65歳未満で心臓、じ
ん臓、呼吸器機能またはヒト免疫
不全ウイルスによる免疫機能に重
い障害のある人（身体障害者手帳1
級）
接種期間
　4月1日（土）～平成30年3月31日

（土）

接種費用（自己負担額）
　4000円
　予防接種予診票を持参の上、医
療機関へお支払いください。ただ
し、次に該当する人は、自己負担
額が免除になります。

（1）生活保護法による保護を受け
ている人

（2）中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律による支援給付
を受けている人
接種回数　1回
接種場所
区内で接種する場合
　予防接種予診票に同封の港区予
防接種実施医療機関名簿に掲載し

ている医療機関で接種できます。
区外で接種する場合
　港区外の22区の指定医療機関で
も港区の予診票で接種することが
できます。各指定医療機関につい
ては、所在地の区の予防接種担当
部署へ直接お問い合わせくださ
い。
　また、入院・入所等で23区外の
医療機関で接種をする場合は、事
前に「定期予防接種実施依頼書」の
交付申請が必要です。詳しくは、
お問い合わせいただくか、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

平成
29年度

表 事業所一覧
白金癒淹 店舗

イーディーピー
アシスタント㈱ 事務所

日本スーパー
マップ㈱ 事務所

原工具㈱ 事務所

㈱村上製作所 事務所

㈲小川書店 店舗、事務所

ラクっちゃ
ゴールデンウイーク

イベント
5月
開始の

認定書

　平成28年度に省エネに取り組んだ
次の6事業所を認定しました。
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。

　地域防災を担う力として、高輪地
区在住者および高輪地区内の大学の
在学生を対象に、災害時ボランティ
アを養成する講座を地区内の大学と
連携し実施します。
　防災に関する知識やスキルを身に
着けるための講義や実技訓練を受講
する他、防災士の資格を取得しま
す。また、講座修了後は、地域の防
災訓練やイベントにボランティアと

して参加します。
申込期間
　4月14日（金）～5月10日（水）
申込方法
　申し込み用紙に必要事項を明記の
上、直接、高輪地区総合支所協働推
進課へ。
※申し込み用紙は、高輪地区総合支

所協働推進課で配布しています。

　地域の皆さんで協力をして野菜を
育てませんか。高輪コミュニティー
ぷらざで菜園を始めます。9月下旬
まで、菜園の世話ができる人を募集
します。収穫の喜びを皆さんで一緒
に分かち合いましょう。
内容
　開園日に講習会を行い、その後、
野菜の苗の植え付けをします。プラ
ンターは参加者でグループを作り、
共同で管理をしていただきます。
日々の手入れ、水やりの方法を講師
が指導します。必要な用具は貸し出
します。
対象
　高輪地区在住・在勤・在学者また
は高輪地区の緑化普及啓発に意欲の
ある人
※親子での参加も可能ですが、保育

はありません。
定員
　25人程度（抽選）
会場
　高輪コミュニティーぷらざ
開園・講習日　　
　5月20日（土）午前10時～正午
開園期間
　5月20日（土）～9月下旬

費用　　
　無料
申し込み
　電話で、4月11日（火）～4月21日

（金）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
※参加の可否は、5月2日（火）までに

郵送にてお知らせします。
その他
　当日は、作業がしやすく、汚れて
もいい服装で参加してください。

高輪地区総合支所協働推進課まち
づくり推進担当 ☎5421－7664

問い合わせ

　区は、公共施設の整備・活用の考
え方、維持管理の進め方等、これか
らの公共施設のあり方に関する基本
的な考え方を示した「港区公共施設
マネジメント計画」を策定しました。
　今後は、公共施設の安全・安心を
最優先に、状況の変化に対応しなが
ら、将来の世代にも負担をかけず充
実した行政サービスを継続するため
の戦略的ファシリティマネジメント
を実践していきます。
閲覧場所
　港区ホームページの他、用地・施
設活用担当（区役所10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）、各区民センターでご覧になれ
ます。
　また、計画素案への区民意見募集

（平成28年12月12日～平成29年1月13
日実施）に寄せられたご意見と区の
考え方についても、港区ホームペー
ジでご覧いただけます。

企画課公共施設マネジメント担当
 ☎3578－2418

問い合わせ

申込要件
　高輪地区在住または、北里大学・
東海大学・明治学院大学の学生で、
防災や地域活動に意欲のある人
定員　20人程度（選考）
開講日　5月27日（土）
受講期間
○5～7月（4日間程度）、9～11月（4日
間程度）のうち、主に土曜
※日曜になる場合もあります。
○1講座90分（各回2～3講座）
○防災士研修講座は平成30年1～3月
の任意の日程に受講（2日間）してい
ただきます。
学習内容
　防災講座・応急救護・地域と交流
体験・普通救命講習・防災士資格取

得
学習施設　各大学、港区施設等
費用　無料（全講座の7割以上の出席
で防災士研修講座を受講できます）
※詳しくは、港区ホームページをご

覧ください。

高輪地区総合支所協働推進課協働
推進係 ☎5421－7621

問い合わせ

タイムトラベル5「江戸城外堀
を巡る旅②～虎ノ御門から浜
離宮大手門～」
　芝の語り部による史跡巡りで
す。健脚者向けコースです。
対おおむね50歳以上の区民
時 5月20日（土）午前9時20分～11
時50分
人 15人（抽選）
所東京メトロ銀座線虎ノ門駅11
番出口地上集合
申電話または直接、5月6日（土）
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。 ☎3539－2941

介護予防教室「筋力アップマ
シントレーニング教室」               
対 65歳以上の区民で、1人で通う
ことができ、期間中継続して参加
が見込める人
時（1）（2）5月9日～7月28日（火・
金）午後1時30分～3時30分（全24

回）
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（いずれも新規
の人優先で抽選）
申本人が直接、4月20日（木）まで
に、各いきいきプラザへ。
問各いきいきプラザ ☎欄外参照

男性のための料理教室
対 60歳以上の男性区民
時 5月1日～10月2日（第1・3月曜、
全11回）午前9時30分～午後1時
所青山いきいきプラザ
人 15人（初めての人優先で抽選）
費用　1回500円（材料費）
申電話または直接、4月17日（月）
までに、青山いきいきプラザへ。
　 ☎3403－2011

お洒落で可愛いラテアート体
験講座
対 60歳以上の区民

時 5月11日（木）午前10時～午後0
時30分
所豊岡いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、4月30日（日）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
　  ☎3453－1591

健康入浴推進事業
対おおむね60歳以上の区民
内「健康な歯で、おいしく食事を
摂りましょう」（歯科衛生士）、「新

緑の季節を美しい調べとともに過
ごしましょう」（バイオリニスト）
人各15人程度（申込順）
申電話または直接、実施日の前
日までに、希望する銭湯へ。
問保健福祉課福祉活動支援係
　 ☎3578－2381

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

時・所
浴場名 電話番号 実施日時

南青山 清水湯
（南青山3－12－3） ☎3401－4404 4月24日（月）午前10時45分～11時45分

玉菊湯（白金3－2－3） ☎3441－1772 4月25日（火）午後2時15分～3時15分
アクアガーデン三越湯
（白金5－12－16） ☎3441－9576 4月26日（水）午後2時20分～3時20分

麻布黒美水温泉竹の湯
（南麻布1－15－12） ☎3453－1446 4月27日（木）午後2時10分～3時10分

ふれあいの湯（芝2－2－18） ☎5442－2639 4月28日（金）午後1時45分～2時45分

◆各いきいきプラザ◆　ありす☎3444－3656　麻布☎3408－7888　西麻布☎3486－9166

平成29年度 高輪地区防災ボランティア育成事業

「結びの精神を持って身を守る」
Self防災～結い～受講生募集

高輪みどりを育むプロジェクト
菜園参加者募集

港区公共施設マネジメント計画を
策定しました

植え付けの様子

総合防災訓練（高輪会場）に参加した修了生

表 計画の基本方針と取り組み
基本方針 取り組み

【基本方針1】
公共施設の安全・安心を強化するため、計画
的な整備・改修を推進する

1 公共施設の計画的な維持管理

2 公共施設の社会的要請への対応

【基本方針2】
充実した行政サービスを継続するため、柔
軟性を持った施設整備を行う

1 行政需要への迅速かつ的確な対応

2 フレキシブルな施設整備等の推進

【基本方針3】
公共施設に係る財政負担を軽減・平準化し、
磐石な財政基盤の堅持に貢献する

1 計画的な財産管理

2 公共施設に係る経費の削減・平準化

【基本方針4】
公共施設の総合的管理に向けた体制を整備
し、戦略的マネジメントを実践する

1 施設情報の一元管理

2 ファシリティマネジメント体制の確立

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

障害者関連情報
視覚障害者のパソコン教室
　音声ソフトを使用したパソコン技
能を身に付けましょう。
対身体障害者手帳（視覚障害）1～6
級を持っていて、音声ソフトでパソ
コン操作を学びたい人
時 5・7・9・11・1・3月の水曜（月3
回）午後1時30分～3時※詳しくは、
お問い合わせください。
所障害保健福祉センター
人 3人（抽選）
申電話またはファックスで、障害
保健福祉センターへ。申し込みの
際、身体状況の確認をすることがあ
ります。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、巡回バスを利用できま
す。 ☎5439－2511　FAX5439－2514

健　　康
胃・大腸がん検診（予約制）
対 35歳以上の区民
時 5月1日（月）～31日（水）午前8時30
分～9時30分
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（申込順）
申電話で、4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）
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 5月10・24日（水）午後2時～2時45
分受け付け
所みなと保健所
人各20人（申込順）
申電話で、4月11日（火）午前9時か
ら、健康推進課健康づくり係へ。
 ☎6400－0083

講座・催し物
芝の語り部によるまち歩きツア
ー「芝公園の花と樹木を訪ねて」
対長時間歩行できる人
時 4月29日（土・祝）午前9時30分～
11時30分（午前9時20分集合）
所都営三田線芝公園駅A4地上出口

付近集合、都営三田線御成門駅付近
解散予定
人 20人程度（抽選）
申電話またはファックスで、4月17
日（月）までに、住所・氏名・電話番
号を都立芝公園サービスセンター
へ。 ☎3431－4359　FAX3431－4363
問芝地区総合支所協働推進課協働
推進係 ☎3578－3126

駐日ガーナ大使館主催　ファッ
ションショーと音楽パフォーマ
ンス
対どなたでも
時 4月29日（土・祝）午後6時30分～8
時30分（午後6時開場）
所高輪区民センター区民ホール
人 250人（会場先着順）
費用　600円（ペアチケット1000円）
申当日直接会場へ。※抽選で25人
の区内在住・在勤・在学者を無料招
待します。往復はがきに、住所・氏
名・電話番号、在勤・在学者は会社
や学校名を明記の上、郵送で、4月
18日（火）までに、〒105－8511　港
区役所地域振興課国際化推進係へ。
問地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2565

運河と古川を巡る水辺ツアー
対小学生以上の坂道や階段を含め
全行程歩ける人で、船に乗れる人
時（1）5月7日（日）（2）5月23日（火）午
後2時～5時
主なコース　品川駅集合～汐の公
園・東八ツ山公園等をまち歩き～乗
船して運河と古川めぐり～みなとパ
ーク芝浦解散
人各20人（抽選）
申 1人1コースまで、次のいずれか
の方法で、4月18日（火）までにお申
し込みください。4月26日（水）まで
に当落通知を発送します。①往復は
がきに、希望する日程（（1）または
（2））、申込人数（2人まで）、申込者
全員の郵便番号・住所・氏名・年
齢・日中連絡のつく電話番号を明記
の上、〒105－0011芝公園4－4－7東
京タワーメディアセンター内　港区
観光協会「観光ボランティアガイド
担当」へ。②港区観光協会ホームペ
ージ
http://www.minato-kanko.com
「MINATOまち歩きコーナー」の
「ガイド企画ツアー」応募フォーム
へ。
問港区観光協会観光ボランティア

ガイド担当（土・日曜、祝日を除く
午前10時～午後4時）　 ☎6452－8666
産業振興課観光政策担当
 ☎3578－2552

緑のカーテン講習会＆省エネセ
ミナー
　受講者には、ゴーヤの苗（2株）と
カーテン用ネットを差し上げます。
対区内在住・在勤・在学者
時・人・所

とき 定員 ところ
5月11日（木）
午後2時30分～ 
4時

60人
（申込順）

高輪区民セン
ター

5月14日（日）
午後2時30分～ 
4時

40人
（申込順）エコプラザ

5月16日（火）
午前10時30分～
正午

60人
（申込順）

赤坂区民セン
ター※

5月17日（水）
午後2時30分～ 
4時

50人
（申込順）

男女平等参画
センター（み
なとパーク芝
浦2階）※

5月19日（金）
午前10時30分～
正午

30人
（申込順）

麻布区民セン
ター

5月20日（土）
午前10時30分～
正午

20人
（申込順）

台場区民セン
ター

いずれも開始20分前に開場します。
※保育あり（4カ月～就学前、3人、
申込順。申し込み時にお申し出くだ
さい）
申電話で、4月12日（水）から、参加
する日の10日前までに、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
担環境課地球環境係

読書会「モオツァルト」
対「モオツァルト」（小林秀雄著）を
読んだ人どなたでも
時 4月23日（日）午後2時30分～3時30
分（午後2時開場）
所赤坂図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、赤坂図書館へ。
※4月20日（木）は休館 ☎3408－5090

日本卓球リーグ 4 0 周年記念
2017シチズンカップ日本卓球
リーグ選手権大会観戦のご案内
対区内在住者
時 4月20日（木）午後1時～5時30分、
4月21日（金）午前10時～午後5時30
分、4月22日（土）午前10時～午後4時
30分

所港区スポーツセンター（みなとパ
ーク芝浦3階）
人各32人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問日本卓球リーグ実業団連盟
 ☎5833－2382
生涯学習推進課スポーツ振興係
 ☎3578－2747

お 知 ら せ
新製品・新技術開発支援事業補
助金
　区内中小企業の新製品や新技術の
開発等補助金に係る経費の一部を
500万円まで助成します（補助率3分
の2）。
対区内で1年以上事業を営んでいる
中小企業等※審査があります。
申所定の申込用紙に必要事項を明
記の上、直接、4月17日（月）～5月26
日（金）に、産業振興課産業振興係
（区役所3階）へ。※詳しくは、産業
振興課ホームページ
http://www.minato-ala.net
をご覧ください。
問産業振興課産業振興係
 ☎3578－2553

新しい民生委員・児童委員が決
まりました
　4月1日付けで、次のとおり新しい
民生委員・児童委員が厚生労働大臣
から委嘱されました。※敬称略
地区 氏名 電話 担当区域

高輪 佐藤
伸弘

☎090－
9968－6985

主任児童委員
高輪地区全域

（主に白金･白
金台区域）

赤坂
青山

日置
むつ子

☎090－
8179－8720

北青山1丁目1
～5・6（都営住
宅1・2号棟）

問保健福祉課福祉活動支援係
 ☎3578－2379

図書館がおすすめする本のリー
フレット（1）小学生向け「よん
でみない?」（2）中高生向け「よ
いっしょ」表紙イラスト募集
対（1）区内在住・在学の小学生（2）
区内在住・在学の中学生・高校生
作品規格　（1）B4判画用紙（2）11×
11センチメートル程度の画用紙等。
文字を入れることも自由。※応募作
品は、未発表のものに限り1点。作
品は返却しません。
発表　最優秀賞・優秀賞を選定し、
最優秀賞作品を図書館が発行するリ

◆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。

※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。

4
月
16
日（
日
）

アイビークリニック虎ノ門
（内） 虎ノ門1－8－8 5501－1511

国際医療福祉大学三田病院
（内・外） 三田1－4－3 3451－8121

乃木坂歯科クリニック（歯） 赤坂9－5－26　パレ乃木坂202 3404－9838
★ウスイ内科クリニック（内） 元麻布3－1－38　2E 3401－0271
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
4月16日（日） すぎの木薬局 西新橋3－23－6 5776－1371

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

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
て　
（
特
）…
特
定
非
営
利
活
動
法
人　
（
社
福
）…
社
会
福
祉
法
人　
（
社
）…
一
般
社
団
法
人　
（
公
社
）…
公
益
社
団
法
人　
（
財
）…
一
般
財
団
法
人　
（
公
財
）…
公
益
財
団
法
人　
（
有
）…
有
限
会
社　
（
株
）…
株
式
会
社

みなと

ーフレットの表紙に掲載し、発行を
もって発表とさせていただきます。
最優秀賞・優秀賞作品応募者には、
賞状および記念品を贈呈します。ま
た、最優秀賞作品は、応募者名（イ
ニシャル）・学校名・学年を表紙お
よび港区立図書館ホームページに掲
載します。
申作品の裏側に氏名（ふりがな）・
学校名・学年・電話番号を明記の
上、直接、4月17日（月）～5月20日
（土・必着）に、各港区立図書館へ。
問図書・文化財課学校支援担当
 ☎3437－6621

東京都議会議員選挙（港区選挙
区）立候補予定者説明会
　7月2日執行の東京都議会議員選挙
に立候補を予定している人を対象
に、届け出手続き等についての説明
会を開きます。
対東京都議会議員選挙に立候補を
予定している人
時 5月12日（金）午後2時
所区役所9階
人立候補予定者1人つき3人以内
問選挙管理委員会事務局
 ☎3578－2766

変更・休止情報等
ありすいきいきプラザ半日休館
　施設点検のため半日休館します。
時 5月4日（木・祝）午前9時～正午
問ありすいきいきプラザ
 ☎3444－3656 

芝公園多目的運動場の臨時休場
　秋・冬・春季はフットサルコート
として、夏季はプールとして施設を
開場しています。施設を変更する準
備期間として臨時休場します。
臨時休場期間　6月16日（金）～30日
（金）、9月16日（土）～25日（月）
問芝公園多目的運動場
 ☎5733－0575
生涯学習推進課スポーツ振興係
 ☎3578－2753

求人・区民委員募集
港区観光ボランティアガイド
　15回程度の育成講座を通じて技術
を習得後、まち歩きツアー等のボラ
ンティア活動をしていただきます。
対 20歳以上で次の条件に当てはま
る人（1）手話のできる人、英語・中
国語・韓国語を話すことができる人
（日常会話が可能なレベル）、茶道や
華道等の日本文化、港区の地理や地
形、漫談等に精通している人で観光
案内に生かせる特技がある人（2）徒
歩数時間のガイドができる人（3）15
回の講座に全て出席できる人※本講
座は、手話や語学を学ぶための講座
ではありません。
時 5月～平成30年2月に、月1～2回
（原則平日）午後7時～9時※モニター
ツアー等を実施する際は、休日や日
中に開催する場合があります。
所みなとパーク芝浦区民協働スペ
ース等
人 40人（抽選）
申 A4用紙に氏名・郵便番号・住
所・電話番号（日中連絡が取れる番
号）・年齢・特技（具体的に明記）・
資格・志望動機（200字程度）を明記

の上、郵送で、4月27日（木・必着）
までに、〒105－8511　港区役所産
業振興課観光政策担当「観光ボラン
ティアガイド」係へ。
募集説明会
時 4月18日（火）午後7時～8時
所麻布区民協働スペース
人 72人（会場先着順）
問産業振興課観光政策担当
 ☎3578－2552

「港区子ども・子育て会議」委員
　保育園や幼稚園、子育て支援サー
ビス等の充実に向けた区の施策の総
合的かつ計画的な推進に関する調査
審議等を行う区民委員を公募しま
す。
対 18歳以下の子どもを持つ区内在
住の保護者
内子どもに関する区の施策をとり
まとめた「港区子ども・子育て支援
事業計画」の進捗の審議等（年6回程
度開催予定）
任期　2年（7月～平成31年6月）
人 5人
謝礼等　委員には、区の規定による
報酬等を支給します。
選小論文および面接
申子ども家庭課（区役所7階）で配布
する申込書に必要事項と「応募の理
由」（200字程度）を明記の上、「都心
港区ならではの子ども・子育て支援
について」（800字以内）を所定の様式
にまとめた小論文とともに、4月28
日（金）までに、〒105－8511　港区
役所子ども家庭課保育・児童施設計
画担当へ。※申込書と小論文の様式
は港区ホームページからダウンロー
ドもできます。 ☎3578－2176

港区生活安全行動計画策定会議
区民委員
対 18歳以上の区内在住・在勤・在
学者で、区の防犯に関する取り組み
に関心がある人
人 5人
任期　平成30年3月まで
活動回数　年5回（予定）
選書類審査等
申郵送またはファックスで、住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番
号・応募理由（600字以内）を明記の
上、5月2日（火・必着）までに、〒
105－8511　港区役所防災課生活安
全推進担当へ。
 ☎3578－2271　FAX3578－2539

平成29年度港区平和青年団団員
　戦争や核兵器の悲惨さ、平和の大
切さを自ら学び、地域に発信する高
校生世代を募集します。
対 4月1日現在15～17歳の区内在
住・在勤・在学者で、次の（1）～（3）
に全て参加できる人 （1）事前研修（5
回程度）：戦争・平和関連施設の見
学、活動報告会の企画等（2）派遣研
修：長崎訪問（8月8日（火）～10日
（木））（3）事後活動：活動報告会（8月
下旬予定）・みなと区民まつり（10月
7・8日（土・日）予定）への参加、活
動報告書の作成等
任期　6～12月
人 8人（応募者多数の場合、面接）
費用　長崎までの往復飛行機運賃、
宿泊費等は区が負担します。その他
自宅からの交通費等は自己負担とな
ります。

区内の放射線量の 1日平均値

区内のＰＭ2.5 の 1日平均値

3月27日（月）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。

3月27日（月）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
0.070μＳｖ⁄ｈ 0.042μＳｖ⁄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

5.0㎍/㎥
4.2㎍/㎥
5.2㎍/㎥

赤坂局

一の橋局
芝浦局

区　

局

3.9㎍/㎥
5.6㎍/㎥
4.5㎍/㎥

高輪局
第一京浜高輪局
台場局

都　

局

申郵送または直接、申込書に必要
事項を明記の上、4月28日（金・必
着）までに、〒105－8511　港区役所
総務課人権・男女平等参画係（区役
所4階）へ。※申込書は、総務課人
権・男女平等参画係、各総合支所、
各区民センター等で配布する他、港
区ホームページからダウンロードも
できます。
問総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2014

指定管理者公募
港区立たかはま保育園
公募要項配布期間　4月13日（木）～5
月30日（火）
指定期間　平成30年4月1日～平成40
年3月31日
公募要項配布場所　港区ホームペー
ジからダウンロードできます。※詳
しくは、港区ホームページをご覧く
ださい。
問芝浦港南地区総合支所管理課施
設運営担当 ☎6400－0033

港南子ども中高生プラザ
公募要項配布期間　4月14日（金）～5
月31日（水）
指定期間　平成30年4月1日～平成35

年3月31日
公募要項配布場所　港区ホームペー
ジからダウンロードできます。※詳
しくは、港区ホームページをご覧く
ださい。
問芝浦港南地区総合支所管理課施
設運営担当 ☎6400－0033

がん在宅緩和ケア支援センター
公募要項配布期間　4月12日（水）～5
月12日（金）
指定期間　平成30年4月1日～平成35
年3月31日
公募要項配布場所　港区ホームペー
ジからダウンロードできます。※詳
しくは、港区ホームページをご覧く
ださい。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400-0084

エコプラザ
公募要項配布期間　4月11日（火）～5
月11日（木）
指定期間　平成30年4月1日～平成35
年3月31日
公募要項配布場所　港区ホームペー
ジからダウンロードできます。※詳
しくは、港区ホームページをご覧く
ださい。
問環境課地球環境係 ☎3578－2496

　区は、急激な人口の増加ととも
に、保育需要が高まるなか、さまざ
まな手法により保育定員の拡大を図
ってきました。
　しかし、依然として高い保育需要
が見込まれる一方で、保育所の整備
が可能な土地・建物の確保が極めて
難しく、私立認可保育所等の誘致も
難しい状況となっています。
　そこで、区が仲介役となり、保育
所として活用できる土地・建物を募
集し、その物件を保育所開設のため
の物件を探している運営事業者に紹
介することで、待機児童解消に向け
た保育所整備を推進していきます。

待機児童解消に向けた取り組み
「保育所として活用できる

土地・建物を募集します」

子ども家庭課保育・児童施設計画
担当 ☎3578－2466

問い合わせ

港区長が団体等を訪問し、保育所として活用
できる土地・建物の協力要請を行いました

　詳しくは、お問い合わせくださ
い。

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。

　区内で活動している音楽愛好家の
皆さんの演奏を発表する機会づくり
と、区民の皆さんが気軽にさまざま
な音楽に親しめる環境づくりを目的
として、区役所1階ロビーで開催する
コンサートの出演者を募集します。
対象
　原則として区内在住・在勤・在学
の音楽愛好家または音楽家で、楽器
の演奏等ができ、また出演決定後の
個別打ち合わせで平日日中30分程度
区役所へ来ることができる人（プ
ロ・アマチュアの別不問）
募集ジャンル
　弦楽器・木管楽器・琴・ハンドベ
ル等
※ バンド形態（ドラムス・エレキギ
ター等の構成）や、太鼓・金管楽
器等の大きな音のする楽器はお申

し込みいただけません。詳しくは
お問い合わせください。

開催候補日
　次の（1）（2）から1回ずつ開催する
予定です。
（1）8月22日（火）～24日（木）
（2）9月26日（火）
開催時間
　午後0時15分～0時45分
申し込み
　郵送で、5月12日（金・必着）まで
に、申込用紙・写真（メンバー全員
が写っているもの）・演奏音源（CD
等）を同封の上、地域振興課文化芸
術振興係へ。
※ 申込用紙は港区ホームページから
ダウンロードできます。

注意事項
　交通費含め、全て無報酬です。コ
ンサート時の営利活動は禁止としま
す。出演者は選考の上、決定します。

〒105－8511　港区役所地域振興
課文化芸術振興係 ☎3578－2584

申し込み・問い合わせ

港区政70周年
港区オープンデータアプリコンテスト

受賞作品が決定しました

策を徹底しましょう。
通勤・通学の安全
　通勤・通学路に｢誰でも入ること
ができるのに見通しが悪く人の目が
届きにくい場所｣や、｢助けを呼ぶ声
が届きにくい場所｣はないでしょう
か。犯罪被害に遭わないために、こ
のような場所は可能な限り避けて通
行しましょう。
　特にお子さんとは、実際の通学路
を一緒に確認し、通学中そのような
場所に近付かないよう言いきかせま
しょう。また、なるべく友達と一緒
に複数人で通学することを心掛けさ
せましょう。
　区内で発生した犯罪や声かけ事案
等の情報をお届けするメールサービ
ス｢みんなと安全安心メール」を活用
することもおすすめします。
みんなと安全安心メール登録用URL
携帯電話から
https://service.sugu 
mail.com/minato/
パソコンから
https://service.sugu 
mail.com/minato/member/

日常にひそむ危険～新生活を安全・
安心にスタートするために～
　新しい生活が始まる季節となりま
した。生活に変化があるこの時期こ
そ、改めて身近に起こりうる犯罪に
対する防犯意識を高めましょう。
自転車盗に注意
　｢歩くのが面倒くさい｣という理由
で行われる等、罪の意識が薄いのが
特徴の犯罪です。平成28年中の区内
の刑法犯認知件数のうち、多くある
罪種の中でも自転車盗が約1割を占
めたことから、皆さんにとって非常
に身近な犯罪であるといえます。
「路上等に自転車を放置しない」「防
犯登録する」「わずかな時間でも自転
車から離れる時は必ず鍵をかける
（複数使用したり、ワイヤー錠等で
自転車と駐輪場の固定物をつないだ
りしておくことが望ましい）」等の対

　区は、オープンデータの取り組み
を一層浸透させ、オープンデータの
利用の推進を図るため、区として初
めて港区オープンデータアプリコン
テストを開催しました。
　作品の募集期間は、平成28年11月
11日～12月12日で、年齢や住所要件
を問わず、幅広く作品を募集したと
ころ、34作品の応募がありました。
　選考は1月13日に一次選考として
書類審査、2月3日に二次選考として
応募者本人によるプレゼンテーショ
ンを行い、厳正な選考により、表の
受賞作品5点を決定しました。
選考委員会
委員長
　水野　浩孝さん（東海大学情報通
信学部経営システム工学科教授）
委員
　庄司　昌彦さん（国際大学グロー
バル・コミュニケーション・センタ
ー准教授）、他区職員4人
主催　港区
協賛　さわやか信用金庫
表彰式
　2月22日に開催された表彰式では、
受賞された5人の皆さんに港区長、
さわやか信用金庫理事長から賞状と
副賞を授与しました。
　区では、コンテストに寄せられた
ニーズやご意見を踏まえ、より一層

オープンデータの取り組みを推進
し、区民サービスの向上と区民生活
の利便性向上に取り組んでいきま
す。
　受賞作品について詳しくは、港区
ホームページをご覧ください。

港区役所
ロビーコンサート
出演者募集

表 受賞作品

最優秀賞 優秀賞（応募順） 特別賞
（さわやか信用金庫賞）

作品名
（種類※）

みんなで育てる半径500
メートルの子育て　み
なと園のことマップ（ア
プリ）

ボーちゃんをさがせ
（アプリ）

港区MYチケット・アプリ
（アイデア）

「もしも」は「いつも」のア
プリから～平時から、使
いやすい、地域でつなが
る～防災アプリアイデア
（アイデア）

MINATO-KU�Forecast
�ANALYSIS（アプリ）

受賞者
（敬称略）

（特）アフォール
大鹿　桃子

Happy�Artifact�Lab
橋本　裕 片山　ヒロユキ 減災インフォ

小和田　香 若藤　美貴夫

概要

マップ上で保育園を探
せるだけでなく、園の概
要や先輩パパママの声
を収集。地域みんなで一
緒に子育て支援。

AR（拡張現実）で表示さ
れる架空の鳥を追いか
け、避難所の場所を子ど
もと一緒に遊びながら
学べるアプリ。

行政サービスをより身
近に。行政サービスやイ
ベントへの参加手続き
をスマホ一つで管理。

防災情報やAED配置場
所、町会エリア等の地域
情報等、平時から使える
アプリをめざします。

地区ごとの人口統計や
施設配置等を可視化。現
状だけでなく未来の予
測も可視化し区の未来
を描くアプリ。

評価の
ポイント

子育て世代のニーズを
的確に捉え、誰でも利用
できる内容。今後の区が
公開するオープンデー
タにも役立つ。

区のオープンデータ推
進の参考となり、オープ
ンデータへの区民の関
心を高める効果が期待
できる。

子育て世代の区民ニー
ズを作品化したアイデ
アである。区のオープン
データのニーズ把握の
参考になる。

町会情報との組み合わ
せが面白く、平時から使
える提案内容。区のオー
プンデータ公開の参考
になる。

実現性・発展性が高く、
区のオープンデータ推
進にプラスの効果が期
待できる。

※アプリ、アイデアの種類

防災課生活安全推進担当
 ☎3578－2270

問い合わせ

総務部情報政策課ICT推進担当 ☎3578－2855問い合わせ

表彰式の様子
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麻布宮村町会
小西　政明さん

お話しくださった人 1969
昭和44年

　1559年の史料に「阿佐布」という名が確認できる
ほど長い歴史を持つ麻布。幕末以降、各国が寺
社に公使館を置き、明治維新後には大名屋敷の
跡地が大使館用地として提供されたこと等から、
麻布は区内でも特に外国人が多く、中でも元麻
布は戦後にインターナショナルスクールが開校さ
れたこともあり、国際色豊かなまちとなりました。
　「写真にある立て札は、この辺りに住む外国人宅を示すものです。昔からさまざま
な国の人が住んでいましたね」と振り返るのは、麻布宮村町会の小西政明さん。生ま
れも育ちも元麻布です。「子ども時代、普段は日本人同士、外国人同士が分かれて遊
んでいましたが、近くの宮村児童遊園で外国の子と親しくなることもよくありまし
た。学校では教わらないような英語のスラングを教えてもらったり、逆に日本語を教
えたりしてね。家に遊びに行ったら大使公邸でびっくりしたこともあります。今思え

ば貴重な経験でした。外国の子に頼んで英語の宿題を
手伝ってもらった、なんて人もいましたね。私じゃな
いですよ」と、笑いながら当時の思い出を話してくださ
いました。
　時代は移り、元麻布のまちはマンション等が立ち並
ぶにつれ、国籍を問わず新しい住民が増えていったそ
うです。「このまちの好きなところは、変化に富みつつ
も落ち着いているところ。年代も国籍も関係なく、み
んなでこのまちを大事にしていきたいですね。また、
ここ数年で子どもの数が本当に増えました。子どもた
ちの元気な声が聞こえてくるのはうれしいですね。そ
の声が日本語じゃなかったりするのが、元麻布らしい
でしょ」と笑顔でお話しくださいました。

感想や写真をお寄せください
　区では、皆さんからの感想や写真をお待ちしております。� 区長室広報係　☎3578－2036

元麻布
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