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東京大学医科学
研究所附属病院 ゆかしの杜

白金台どんぐり
児童遊園

　4月の開館に向けて、区民向けの
内覧会を開催します。

※�駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
※�今回は郷土歴史館はご覧いただけません。郷土歴史館の内
覧会は、別途開催します。

区民
�3月31日（土）
午後1時～3時（午後2時30分受付終了）
当日直接会場へ。
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みなと保育サポート白金台
乳幼児一時預かりあっぴぃ白金台
子育てひろばあっぴぃ白金台

白金台駅自転車駐車場

屋外

郷土歴史館等複合施設﹁ゆかしの杜
も り

﹂
が竣工しました

　「ゆかし」には、「心惹かれ、そ
こに行きたいと思う」との語意が
あり、（1）気品・情趣があり、心
が惹かれる（2）昔が偲ばれ懐かし

く感じられる様子（3）好奇心がそそられ、見た
い、聞きたい、知りたい、欲しい等の気持ちを
表しています。また、緑豊かな白金台に開設さ
れ、区の「ゆかしい」施設が集まる複合施設なの
で「杜」という言葉を添え、「ゆかしの杜」と名付
けました。

の愛称を

﹁ういケアみなと﹂に
� 決定しました

　「ういケアみなと」の「う
いケア」は、「Ｗe（我々区
民）がcare（ケア）」すると
いう意味が込められてい
ます。

※�がん在宅緩和ケア支援センターについて
詳しくは、2面をご覧ください。

愛称の
意味・理由

愛称の
意味・理由

郷土歴史館等複合施設 の愛称を

﹁ゆかしの杜﹂に決定しました
がん在宅緩和ケア支援センター
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「広報みなと」は、港区ホームページ（http://www.city.minato.tokyo.jp）でもご覧いただけます。

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

開設日 施設名称 階数 出入口 開館時間 休館日 問い合わせ

11月
（予定） 郷土歴史館

地下
1～6
階

月～金曜、日曜、祝日：
午前9時～午後5時�

土曜：午前9時～午後8時
12月29日～1月3日、

第3木曜
図書・文化財課
文化財係
☎3452－4966

4月1日

白金台
区民協働スペース 6階

月～金曜：午前9時～午後9時
土・日曜、祝日：
午前9時～午後5時

12月29日～1月3日
高輪地区総合支所管理課

管理係�
☎5421－7124

がん在宅緩和ケア
支援センター 5階 月～金曜：午前10時～午後9時

土曜：午前10時～午後5時
12月29日～1月3日、
日曜、祝日

健康推進課地域保健係�
☎6400－0084

子育てひろば
あっぴぃ白金台

1階

午前10時～午後6時 12月29日～1月3日 ☎6450－4249
※�3月31日（土）までは、 午前
9時～午後5時受け付け乳幼児一時預かり

あっぴぃ白金台 午前8時30分～午後6時30分 12月29日～1月3日

みなと保育サポート
白金台 午前7時15分～午後6時15分 1月1日～3日、

日曜、祝日
☎6450－4298

※�3月31日（土）までは、 午前
9時～午後5時受け付け

白金台学童クラブ 6階
月～金曜：下校時～午後7時

（学校休業日は午前8時～午後7時）�
土曜：午前8時～午後5時

12月29日～1月3日、
日曜、祝日

☎6450－4014
※�3月31日（土）までは、 平日
午前10時～午後6時受け
付け

白金台駅
自転車駐車場

※�詳しくは、2面をご
覧ください。

屋外 午前4時30分～翌日午前1時30分 年中無休
☎6450－4347

※�3月31日（土）までは、 午前
11時～午後7時受け付け

　平成21年に国から取得した、昭和13年
に竣工した公衆衛生院（内

うち

田
だ

祥
よし

三
かず

設計）
を、耐震補強やバリアフリー化し、歴史的
な建物を保存しながら活用するための改
修工事を行いました。

■住所：白金台4-6-2
■敷地面積：11,173.17平方メートル
■延床面積：15,155.20平方メートル
■構造：鉄筋鉄骨コンクリート造
■階数：地下1階地上6階搭屋4階
■建物高さ：38.7メートル

施設概要 　麻布笄町に在住していた港区ゆかりの人物。
　明治18（1885）年2月23日生まれ。 東京大学大
講堂（通称安田講堂：国の登録文化財）をはじめ
とした東京大学本郷キャンパス等を設計し、 東
京大学総長も務めた。

内田祥三プロフィル

東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線「白金台」駅下車2番出口徒歩1分
アクセス
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開館日
　4月2日（月）午前10時から
特徴
●がん患者とその家族が住み慣れた地域
で可能な限り質の高い生活を送れるよう
支援します。
●がん患者とその家族だけではなく、広
く開かれた施設とします。
●地域におけるがん診療連携拠点病院や
医療機関等との連携やニーズに応じて区

の保健福祉サービスへ迅速につなげるこ
とができる等、自治体の強みを生かした
新たな在宅緩和ケアを推進します。
機能と主な事業
　表1参照

健康推進課地域保健係 ☎6400－0084
※ 4月2日（月）以降は、がん在宅緩和ケ
ア支援センターへ。 ☎6450－3421

問い合わせ

開設日
　4月1日（日）
利用時間
　午前4時30分～翌日午前1時30分
利用料金（自転車）
定期利用
一般　各月1800円
学生　各月1300円
一時利用
　24時間150円

※最初の2時間までは無料
申し込み
　直接、白金台駅自転車駐車場管理室（午前
11時～午後7時受け付け）へ。
※港区民優先枠あり。

白金台駅自転車駐車場管理室 ☎6450－4347
地域交通課交通対策係 ☎3578－2262

問い合わせ
　区では、適正な飼養を行うことができない猫の繁殖お
よび近隣被害を未然に防止し、良好な生活環境を保持す
る目的として、猫の去勢・不妊手術費用の一部を補助し
ています。平成30年度から地域猫活動を推進するため、
内容を一部変更します。
変更点（補助の対象と補助額の上限）

平成29年度まで 平成30年度から

飼い猫 オス　5000円
メス　8000円 補助の対象外となります

飼い主のいない猫 オス　5000円
メス　8000円

オス1万7000円
メス2万5000円

※ 手術費用が補助額の限度額を下回った場合は、その手
術費用が補助額となります。
飼い猫の去勢・不妊手術費用の補助制度は終了します
　飼い猫の去勢・不妊手術費用の補助制度は、平成30年
度から補助の対象外となります。平成29年度の補助を受
ける場合は事前の申請により、平成30年3月31日までに
交付決定を受け、かつ手術が完了した場合に限られま
す。平成30年4月1日以降に手術をした場合は、交付決定
を受けていても補助の対象にはならないのでご注意くだ
さい。
飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費用の補助額を引き
上げます
　飼い主のいない猫は、平成30年度から補助額を引き上
げます。
　補助を受ける場合は、各総合支所協働推進課協働推進
係へ申し込みをしてください。受け付け後に調査を行
い、補助を決定します。回数の制限はありません。
地域猫活動とは
　地域猫活動は、飼い主のいない猫の問題を地域の環境
問題として考え、地域住民の合意の下で猫を適正に管理
していく活動です。
　猫に関心のある人だけが活動するのではなく、その地
域の人がまちの環境問題として取り組むことが重要で
す。
地域猫活動のポイント
●去勢・不妊手術を行い、不幸な命を増やさないように
します。
●適切に餌を与え、食べ残しとふんを片付け、まちの美
化に努めます。
　地域の皆さんのご理解をお願いします。

○飼い猫の補助制度について
生活衛生課生活衛生相談係 ☎6400－0043
○飼い主のいない猫の補助制度について
各総合支所協働推進課協働推進係 ☎欄外参照

問い合わせ

　平成29年度の港区包括外部監査人である谷
川淳公認会計士から、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「観光振興
に関する事業の財務事務の執行について」で
す。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と事務の
改善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29年度包括外部監査結果報告書は、区
政資料室（区役所3階）、各港区立図書館およ
び港区ホームページでご覧になれます。ま
た、概要版を企画課（区役所4階）で配布しま
す。

企画課企画担当 ☎3578－2196
問い合わせ

表1 機能と主な事業
機能 主な事業

相談
がんに関する医療や在宅緩和ケアに関する電話相談・面接相談
がん治療によって生じる外見の変化に対するアピアランス支援

交流
がん療養に適した料理教室等の在宅療養生活支援
がん患者・家族・支援者等が気軽に交流できる場の提供

普及啓発

緩和ケアについて理解を深めるための講演会の開催
がんに関する情報を検索できる情報コーナーの設置
アピアランス製品等の展示会の開催
がん患者団体に活動の場を提供

調整 緩和ケアに関する医療・看護・福祉の地域支援ネットワークの構築

人材育成
医療・看護・福祉関係者を対象に緩和ケアに関する研修、情報共有
がん経験者が自らの経験・知識を生かして、がん患者を支援するピ
アサポーターの育成

表2 包括外部監査結果（主な指摘および意見）
外部監査の総括的な意見

●観光振興に関する全庁的な意識向上について
　観光振興は、所管部門のみの力でなし得るものではなく、区全体での取り組みが欠かせないことから、観光
政策担当以外の部門においても、観光振興の担い手としての当事者意識を持ち、全庁的な推進体制で取り組む
ことを期待したい。
●観光情報の発信における観光情報の整理集約について
　区は、観光マップや観光ガイドブック等さまざまな印刷物やICTにより、観光情報を発信している。印刷物等
が多種多様であるのは、その目的やコンセプトが異なることが一因であるのは理解できるが、観光情報が重複
あるいは分散している状況を整理する必要がある。情報発信の入り口は一元化する等、情報を整理集約し、観
光客にとって有用な情報発信を行う必要がある。

改善すべき事項の指摘（各論） 事務の改善に向けた意見（各論）
●シティプロモーションツール「とっておきの港区」
の回収冊数の把握について
　区は、区内ホテルの客室または宿泊者専用ラウンジ
に、区政や観光案内等の区の魅力を盛り込んだ「とっ
ておきの港区」を配置し、区の魅力を国内外に発信し
ている。この「とっておきの港区」は、新号発刊の際に
旧号を回収しているが、回収冊数が把握されておら
ず、観光客が持ち出した冊数や廃棄冊数も把握できな
いため、適切に回収冊数を把握する必要がある。
●赤坂親善大使フェイスブック運用基準の改訂につ
いて
　赤坂親善大使Facebookは、「港区SNS運用ガイドライ
ン」施行に伴い、あらためてSNSによる情報発信を開始
するための手続きを行うこととなったため、旧アカウ
ントと現在のアカウントの2つが併存している。した
がって、旧アカウントの取り扱いを検討するととも
に、運用基準を改訂し、現行のアカウントを規定する
必要がある。

●観光情報誌のそれぞれの役割の明確化について
　「港区観光マップ」、「港区観光ガイドブック」、「港区
歴史観光ガイドブック」を作成しており、実物を見れ
ば内容の違いは確認できるが、それぞれの目的や役割
の違い、ターゲットとする観光客等が明確でないた
め、明確化する必要がある。
●港区観光ボランティアガイド以外でのボランティ
アの活用について
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催に向けて、外国人観光客が増加することが想定さ
れる状況においては、観光ボランティアガイドによる
まち歩きガイドだけでなく、外国人観光客に対する通
訳や道案内・乗換案内等の人的サポートを行うボラン
ティアの育成を検討することが必要である。
●高輪地区高輪今昔物語におけるデジタルアーカイ
ブへのアクセス方法について
　区民の協力により高輪地区の変遷が分かる写真を
集め、デジタルアーカイブとして蓄積・保存すること
で地域の資産を未来に遺す試みを行っている。収集し
た写真は、高輪地区総合支所のホームページ上にある
「高輪地区歴史・文化資産のデジタルアーカイブ」で閲
覧可能であるが、アクセスが複雑である。より多数の
アクセスを得るためにアクセス方法の見直しを検討
する必要がある。

※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。

◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3123　麻布地区☎5114－8802　赤坂地区☎5413－7272　高輪地区☎5421－7621　芝浦港南地区☎6400－0031

平 成 29 年 度

包括外部監査の結果をお知らせします

4月1日（日）から
猫の去勢・不妊手術
補助制度が変わります

がん在宅緩和ケア支援センター
「ういケアみなと」を開設します

白金台駅自転車駐車場を開設します
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　区は、寄付を通じた活力あふれる
地域共生社会の基盤づくりを推進す
るため、区民や区民以外の人々に区
を応援し、区政に関心を持ってもら
い、寄付していただく人が自らの意
思で寄付の使途を選ぶことができる
「港区版ふるさと納税制度」を開始し
ます。
　寄付の使途として、次の3事業を
選定しました。対象事業についての
寄付は、4月1日（日）から募集しま
す。
寄付対象事業等
　表1参照
窓口での受け付け
　4月2日（月）から、各総合支所管理
課の窓口で受け付けます。3月30日
（金）までは、税務課窓口（区役所2
階）で受け付けます。
※ 土・日曜、祝日、年末年始を除く。

狂犬病予防注射の接種を忘れずに
　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
狂犬病予防注射の接種が必要不可欠
です。
犬の飼い主の義務
　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。犬の飼い主は区に届
け出をし、鑑札の交付を受け、予防
注射接種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、犬の首輪等に付けるこ
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2のとおり平成30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
●通知書の内側に必要事項を明記の
上、会場に持参してください。
●釣り銭のないようご協力をお願い
します。
●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。

犬の狂犬病予防集合注射を行います

表1 寄付対象事業等
No 寄付対象事業 費用の内容 寄付による効果

1 台場の水質改善
「泳げる海、お台場の実現」

お台場海水浴開催費用、
水中スクリーン設置費用、
水質調査等費用　等

お台場の水質改善に取り組むことで、都心でも顔をつける
ことができる海水浴場の実現をめざします。また、現在、2
日間実施しているお台場海水浴についても、実施回数を増
やし、多くの人に参加していただくことで、「お台場の持つ
魅力」を強く発信します。

2
運河に架かる橋のライトアップ
「世界に魅せる新たなシンボル　橋のライ
トアッププロジェクト～光のロード～」

橋のライトアップ整備費用
芝浦港南地区に架かる6つの橋を中心に貴重な地域資源で
ある水辺空間をライトアップし、「光のロード」を演出し、
世界に誇れる新たなシンボルを創出します。

3
港区マラソン
「大都会を駆け抜ける！リアルシティマラ
ソンの実施」

港区マラソンの実施費用、
沿道等におけるイベント実
施費用　等

平成30年12月（予定）に第1回目の開催となる東京タワーを
中心とした都心部の公道を走り抜ける「リアルシティマラ
ソン」を実施するとともに、沿道によるイベント等を充実
させ、参加者のみならず、誰もが楽しむことができ、区の持
つ魅力を世界に発信する大会を実現します。

インターネットでの受け付け
　窓口での受け付けに加え、インタ
ーネットでの寄付の受け付け（ふる
さとチョイス）を、4月2日（月）から
開始します。
　詳しくは、ふるさとチョイスホー
ムページ

https://www.furusato-tax.jp/
city/product/13103
をご覧ください。
寄付金額
　窓口で寄付する場合は、寄付金額
の下限および上限はありません。
※ インターネットを利用したクレジ

ットカード決済を希望する場合に
は、最低寄付金額（5000円）以上か
らの寄付となります。

表2 集合注射会場一覧
実施日 時間 会場 住所 その他

4月23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24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25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26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27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

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550円かかります）。
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。おしっこをしたらペットシ
ーツで吸い取ってから水で流し、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。長さが変えられるリード
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
　港区に転入し、前住所地で飼い犬
の登録をしていた人は住所変更が必
要です。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飼い犬
の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

◆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

港区版ふるさと納税制度の寄付を募集します

　区では、皆さんから区政に対する
さまざまなご意見・ご提案等（以下
「区民の声」）をいただき、信頼され
る区政の実現をめざすとともに区政
運営の参考とする等、広聴制度の充
実・強化に取り組んでいます。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。
　お寄せいただいた区民の声は、個

人情報に関する内容等を除き、ご意
見・ご提案の内容と区の対応・考え
方の要旨等を港区ホームページ等で
原則として公表します。
区民の声センター
ところ　区役所3階区民相談室内
受付時間　午前8時30分～午後5時15
分（土・日曜、祝日、年末年始を除
く）
電話番号　☎3578－2054
港区コールセンター（みなとコール）
受付時間　午前7時～午後11時（年中
無休）
電話番号　☎5472－3710

区長室広聴担当 ☎3578－2050～2
問い合わせ

「区民の声センター」を
ご利用ください

企画課企画担当 ☎3578－2091
問い合わせ

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

勤務場所・時間について
○保育員の勤務日・勤務時間は採
用決定後に配属先の保育園と面談
の上決定します。
○特定保育員は、2枠勤務するこ
とが可能です（異なる園の組み合
わせも可）。
その他
○交通費別途支給（月額上限5万
5000円）
○保育員、2枠勤務の特定保育員
は社会保険および雇用保険加入
○有給休暇制度あり
申し込み
　郵送または直接、履歴書（写真
貼付、希望職種・第1希望～第3希
望の希望園（※）を備考欄に明記）、
（1）希望者のみ、応募の動機を書
いた原稿用紙（400字程度）を同封
の上、4月6日（金・必着）までに、
〒105－8511　港区役所保育課保
育支援係「区立保育園非常勤担当」
（区役所7階）へ。 
※ 募集園について詳しくは、港区
ホームページをご覧ください。

保育課保育支援係 ☎3578－2429
問い合わせ

次のような人はぜひご応募くださ
い
○自身の子育てが一段落した人
○時間・曜日固定で働きたい人
○子どもが好きな人

表2 勤務形態・報酬
職種 勤務形態 報酬（月額）※平成30年度予定

（1）保育員

〔有資格者のみ
※見込みも可〕

週4日または5日29時間勤務
（月～土曜）

午前8時30分～午後6時30分の
うち5時間～7時間45分勤務

18万3100円
（時間単価：1454円）

週5日29時間勤務
（月～金曜）

午後2時30分～8時30分のうち
5～6時間勤務

20万6000円
（時間単価：1636円）

（2）特定保育員

〔①有資格者
②無資格者〕

週5日15時間勤務
（月～金曜）

午前7時～午後8時30分のうち
3時間勤務

①8万5100円（時間単価：1309円）
②7万5600円（時間単価：1163円）
※ 午後5時15分以降の勤務がある

場合は、次の金額になります。
①10万6300円（時間単価：1635円） 
②9万4500円（時間単価：1454円）

表1 区立保育園一覧
保育園名 住所

芝 芝5－18－1－101
芝公園 芝公園2－7－3
飯倉 東麻布1－21－2
本村 南麻布4－6－7

南麻布 南麻布4－2－29－101
西麻布 西麻布2－13－3
麻布 六本木5－16－46
赤坂 赤坂5－5－26－101

南青山 南青山1－3－15
青山 北青山3－4－14－101
高輪 高輪3－18－15

伊皿子坂 三田4－19－30
白金 白金3－10－12

こうなん 港南4－2－3－101
台場 台場1－5－1

◆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

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※保育あり（申し込
み時にお申し出ください）
時 4月6日（金）・16日（月）いずれ
も午後2時～4時
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

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29年12月～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2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

すくすく育児相談
　身長・体重測定と発達・発育・
栄養・歯の衛生・心理・言葉・育

児等の相談ができます。
対区民で、乳幼児と保護者
時 4月4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

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18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

4月の高輪ほっとひといき子
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3日
（火）②豊岡児童館：4月12日（木）③
高輪児童館：4月26日（木）④高輪子
ども中高生プラザ：4月3日（火）・
12日（木）・26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21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17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

シングルマザー支援講座「ライ
フプランと子どもの教育費」
対区内在住・在勤・在学者で、
シングルマザー、またはテーマに
関心がある人
時 4月21日（土）午後1時30分～3時
30分
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）
人 20人（申込順）※保育あり（4カ
月～就学前、12人程度。4月5日
（木）までに、申し込み時にお申し
出ください）
　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、3月22日（木）
から、男女平等参画センターへ。
男女平等参画センターホームペー
ジからも申し込めます。
 ☎3456－4149
担総務課人権・男女平等参画係

山王赤坂病児保育室を開設し
ます
　病児保育とは、病気によって集
団保育が受けられない乳幼児を、
自宅で育児が困難となった場合に
限り、一時的にお預かりする事業
です。
対区内在住の6カ月～就学前の乳
幼児で、認可保育園・認定こども
園・港区保育室・認証保育所・地
域型保育事業・みなと保育サポー
ト（定期利用）・都に届け出済みの
認可外保育園に在園している乳幼
児等※病児・病後児保育の利用登
録をしていない場合は利用できま
せん。
開設日　4月2日（月）
所赤坂4－1－26　1階
保育時間　午前8時30分～午後5時
30分
休業日　土・日曜、祝日、年末年
始（12月29日～1月3日）
利用定員　4人
問保育課保育支援係
 ☎3578－2445

Q資格や経験がなくても勤務でき
ますか。
A経験豊富な園長が丁寧にサポー
トしますのでご安心ください。
Q自宅から近い園を希望できます
か。
A配属される保育園を決める際
に、ご希望を考慮します。
区立保育園
　表1のとおり
任用期間
　5月1日～平成31年3月31日（一定
の条件を満たした場合、更新も可）

募集職種
　（1）保育員（2）特定保育員
対象
　採用日現在保育士資格を有し、
都道府県知事の保育士登録を受け
ている人（2）は、保育に興味・関
心があり、熱意を有する人も可
業務内容
　（1）保育園に勤務する保育士の
職務内容に準ずる職務（2）①有資
格者：保育および保育補助業務②
無資格者：常勤保育士との保育補
助業務（食事の配膳・片付け、清
掃含む）
勤務形態・報酬
　表2のとおり
募集人数
　（1）10人程度（2）20人程度
選考
　書類選考後、4月上旬に面接を
実施します。日時は書類選考後に
お知らせします。

園児が制作した夏祭りのジオラマ

戸外遊びの様子

区立保育園

15園の
非常勤職員を
募集します
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　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）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ています。
対象
　次の全ての要件を満たす児童と
同居する保護者
（1）児童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
助成期間
　平成30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
○保育が必要な事由が「求職」の場
合、助成対象期間は助成開始月か
ら3カ月です。
○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。
○助成金の対象となる児童の育児
休業期間中は助成対象となりませ
ん。
※ 助成金の対象となる児童のきょ
うだいの育児休業期間中の人は
お問い合わせください。

表 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
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、港区ホームページをご覧

ください。

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を通
じて、保護者に補助されます。※
補助方法や時期は認証保育所に
より異なります。

保護者指定口座へ四半期ごとに口座
振替により助成します。

申請方法 助成金の申請書類を、認証保育所
に提出してください。

助成金の申請書類を、郵送または直
接、保育課保育施設指導係（区役所7
階）に提出してください。

相談
　消費生活の中で困ったことや、分
からないことについて、専門の消費
生活相談員が無料でアドバイスしま
す。
対象
　区内在住・在勤・在学者
相談時間
　月～土曜午前9時30分～午後4時

　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
賠償責任保険
　4月26日（木）午後4時～平成31年4月26日（金）
午後4時
傷害保険
　4月26日（木）午前0時～平成31年4月26日（金）
午前0時
保険内容

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・財物賠償（最高1事故2億円）
（2）受託物賠償（最高1事故300万円）
※ 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
　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、郵送または直接、4月10日（火・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

元号に関する表記上の注意点
　本広報みなと発行時点では、新元号が定められていないため、平成31年以降の元号についても「平成」を使用しています。
　新元号が定められた際は、読み替えをお願いします。

センターの
受付です

（土曜は電話相談のみ）
消費生活相談専用電話 ☎3456－6827
学ぶ
　消費生活に役立つ知識や技術につ
いて講座や教室を開催しています。
消費者教養講座
　消費者として安全安心に暮らすた
めに必要な知識・情報や対策を習得
するための連続講座です。
1日消費者教室
　今話題の消費者問題を専門家から
学びます。
実習教室
　実験や食育等楽しみながら学びま
す。夏休みや春休みには子ども向け
の教室を開催します。
移動消費者教室
　消費者問題に関する施設を見学し

ます。
情報提供
　展示・交流コーナーでは、消費生
活に関する法令集、図書の閲覧がで
きます。消費生活に役立つパンフレ
ットの配架や事業のご案内、ご報告
の展示をしています。
・ミナト消費者だより（年4回）
・くらしの豆知識（年1回）
・くらしのＱ＆Ａ（「広報みなと」に
掲載）
実習室
　専門のテスト指導員により、苦情
に関わる商品テスト等を行っていま
す。各種実験機器を使った実習教室
も開催しています。 

防災食教室の様子

活動のお手伝い
　消費者がともに活動できる場を提
供し、「活動する消費者」の支援をし
ています。
消費者問題推進員
　区民が安全安心な生活を送るため
に必要な消費者問題の学習を支援
し、地域での見守り活動、消費者と
消費者センターをつなぐための活動
をしています。高齢者の被害防止の
ために地域の皆さんへの情報提供
や、子どもの誤飲や食品ロス等身近
なテーマでの研究成果を消費生活展
や出前講座で発表しています。

消費生活展での推進員による講座

消費者センター ☎3456－4159
問い合わせ

助成の概要
　表のとおり

※ 申請書類は、区内認証保育所、
各総合支所保健福祉係および保
育課で配布します。

※ 平成29年度に助成を受けていた
人も再度申請が必要です。

保育課保育施設指導係
 ☎3578－2850

問い合わせ

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752

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（ボランティア保険）

認証保育所・認可外保育施設
保育料助成について

消費者センターのご案内
みなとパーク芝浦の2階です

お気軽にお立ち寄りください
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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
内容・ところ・定員・とき　表のとおり。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（日）から、お住まいの地
区の高齢者相談センターへ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」を本人に受けていただき、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。

各高齢者相談センター ☎欄外参照
問い合わせ

担当課　高齢者支援課介護予防推進係

芝の魅力発見講座「幕末・維
新の薩摩屋敷」
　芝会議まちの魅力発掘部会（芝
の語り部）協力講座です。
対おおむね50歳以上の区民
時 4月21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6日（金）
までに、三田いきいきプラザへ。
　 ☎3452－9421

ノルディックウオーキング
対おおむね60歳以上の区民（医師
から運動制限を受けていない人）
時 4月19日～9月13日（5月3日、8
月16日を除く毎週木曜・全20回）
午前10時～正午
所神明いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、3月31日（土）
までに、神明いきいきプラザへ。
 ☎3436－2500

タイムトラベル6「江戸城外堀
ヒストリー」（座学）
　芝の語り部による講座です。
対おおむね50歳以上の区民
時 4月22日（日）午前9時30分～11
時30分
所芝コミュニティーはうす
人 40人（抽選）
申電話または直接、4月6日（金）
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。 ☎3539－2941

初心者向け詩吟教室「はじめ
よう！詩吟！」
対おおむね50歳以上の区民
時 4月27日～9月28日（第4金曜・
全6回）午後2時～3時30分
所虎ノ門いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、4月11日（水）
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。　 ☎3539－2941

Laフットキュア（足ツボ刺激
により、身体をホットにする
プログラム）教室
対 50歳以上の区民

時 4月6日～6月22日（金・全12回）
午後1時30分～2時20分
所麻布いきいきプラザ
人 10人（60歳以上優先で抽選）
費用　2000円
申電話または直接、3月30日（金）
までに、麻布いきいきプラザへ。
　 ☎3408－7888

フラワー教室
対 50歳以上の区民
時 4月12日（木）午後1時30分～2時
30分
所麻布いきいきプラザ
人 10人（60歳以上優先で抽選）
費用　1000円（材料費）
申電話または直接、3月31日（土）
までに、麻布いきいきプラザへ。
　 ☎3408－7888

ちりめん細工教室「簡単手芸
を楽しむ。」
対 50歳以上の区民で手芸初心者
時 4月10日、5月8日、6月12日
（火・全3回）午前10時～正午
所南麻布いきいきプラザ
人 12人（60歳以上の新規の人優先
で抽選）

費用　2000円（材料費）
申電話または直接、3月31日（土）
までに、南麻布いきいきプラザ
へ。 ☎5232－9671

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 4月24・25日（火・水）
所青山いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、3月30日（金）午後5時
までに、青山いきいきプラザへ。
 ☎3403－2011

舞踊教室（三喜流）
対 60歳以上の区民
時 4月10日～平成31年3月26日（8
月を除く第2・4火曜、全22回）午
後1時30分～4時
所白金いきいきプラザ
人 10人（抽選）
費用　2000円（1カ月分）
申電話または直接、3月31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

　区では、4月2日の「世界自閉症啓発デー」および4
月2日～8日の「発達障害啓発週間」を社会全体で自閉
症等の発達障害の啓発に取り組む機会と捉え、広
報・啓発に取り組みます。
　3月27日（火）～4月6日（金）に、区役所1階で、障害
保健福祉センターの利用者がアーティストの西村公

一さんのご指導で制作したハートのモチーフや、
（社）日本発達障害ネットワークの協力によるパネル
を展示し、発達障害について啓発します。

障害者福祉課発達障害者担当 ☎3578－2694
問い合わせ

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－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

障害者インターンシップ生募集
　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　5～10月の6カ月のうち、
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770円、交通費は
実費支給（上限1日400円）します。
人 12人程度
選考方法　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
3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 ☎3578－2108

◆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

表 みんなと元気塾一覧
内容 ところ 定員（人） とき 開始日 終了日

1 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7日 8月6日

2 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8日 7月27日

3 西麻布いきいきプラザ 8 毎週火・金曜
午前10時～正午

4
バランストレーニング 
足腰元気講座

赤坂いきいきプラザ 8 毎週水曜
午前10時～11時30分 5月9日 9月12日

5 白金台いきいきプラザ 10 毎週火曜
午後3時～4時30分 5月15日 8月28日

6 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17日 9月6日

7
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11日 8月24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9日 9月5日

9 白金台いきいきプラザ 10 毎週火曜
午前10時30分～正午 5月1日 8月14日

10
みんなの食と健

けん

口
こう

講座
虎ノ門いきいきプラザ 7 隔週火曜

午後2時30分～4時　 5月8日 7月31日

11 介護予防総合センター 
（みなとパーク芝浦2階） 10 隔週金曜

午前10時～11時30分 5月11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

世界自閉症啓発デー
（4月2日）

発達障害啓発週間
（4月2日～8日）
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「港区ごみ減量優良事業者等表彰」
「みなとエコショップ表彰」
「港区優良集積所等表彰」
合同表彰式を開催しました

　区では、循環型社会の形成に向けて、
ごみの減量・資源化に積極的に取り組ん
でいる事業者、小売店および資源・ごみ
の集積所を管理する区民・団体を表彰
し、その取り組みを広く紹介していま
す。
　平成29年度は2月8日に合同表彰式を開
催し、13の事業者・小売店・団体の皆さ
んに武井雅昭港区長から、表彰状を授与
しました。
港区ごみ減量優良事業者等表彰（4事業
者）
　ごみ減量における工夫、社員やテナン
トに対する継続的な啓発、独自の優れた
取り組み等、事業系ごみの減量と資源化
に積極的に取り組み、顕著な実績を上げ
る等、模範的な取り組みを行っている事
業用大規模建築物（延床面積1000平方メ
ートル以上）を所有・管理する事業者を
表彰しました（表1参照）。

みなとエコショップ表彰（6店舗）
　簡易包装やマイバッグ持参の推進、店
頭での資源回収、環境に配慮した商品等
の販売等、ごみの減量・資源化に積極的
に取り組む区内の小売店（売り場の延床
面積1000平方メートル未満）を、「みなと
エコショップ」として認定し、認定店の
中から特に顕著な取り組みを実施してい
る店舗を「港区ごみ減量優良エコショッ
プ」として表彰しました（表2参照）。
港区優良集積所等表彰（3カ所）
　資源・ごみ集積所または集合住宅の保
管場所の管理において、ごみ出しルール
の徹底、資源の集団回収、収集後の集積
所・保管場所の清掃等、ごみの減量、資
源化や地域環境の美化等に積極的に取り
組んでいる区民および団体を表彰しまし
た（表3参照）。
　各事業者、小売店、区民および団体の
取り組みの内容は港区ホームページ等で
紹介しています。

表1  港区ごみ減量優良事業者等表彰 ※50音順
建築物名称 所在地 備考

品川シーズンテラス 港南1－2－70 5000平方メートル以上の事業用大
規模建築物

虎ノ門Aビル 虎ノ門3－4－8 1000平方メートル以上5000平方メ
ートル未満の事業用大規模建築物

三菱東京UFJ銀行芝ビル 芝2－4－3 5000平方メートル以上の事業用大
規模建築物ヤクルト本社ビル 東新橋1－1－19

表2  みなとエコショップ表彰 ※50音順
店舗名称（業種） 所在地

上田印章店（印鑑製作、販売） 三田5－16－12
えんえんリンクかたちや店
（印鑑製作、名刺印刷小売）

新橋5－25－2
TYビル1階

カフェすえ～る！和田商店（カフェ・たばこ店） 西麻布1－1－3
相模屋文具店（文具店） 白金3－2－8
四の橋　三光クリーニング（クリーニング店） 白金1－6－12
（有）佐藤邦明青果店（青果店） 白金6－5－1
表3  港区優良集積所等表彰

※行政順
名称

東京ツインパークス管理組合
新橋1丁目4番3号前集積所
白金台3丁目9番6号前集積所

　区では、食品衛生法に基づき、「平成30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30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（みなとパ
ーク芝浦2階）の他、港区ホームページでご覧い
ただけます。

生活衛生課食品安全推進担当 ☎6400－0047
問い合わせ

　六本木のまちでは、地域と行政が連
携し「防犯」「環境美観」「路上喫煙」「道
路使用」「営業活動」の5つの課題に対応
した「六本木安全安心憲章」に関わる取
り組みを推進しています。
　区では、憲章を店舗・事業所等（以
下、事業所等）へ普及させていくため、

港区「六本木安全安心憲章」推奨事業所
等認証制度を実施しています。この制
度は、憲章の趣旨に賛同する事業所等
を募集し、その中から、積極的かつ主
体的に地域活動に取り組む事業所等を
推奨事業所等として認証しています。
平成29年度は、賛同された332件（募集

時点）の事業所等の中から、2件の事業
所等を新規認証し、19件の事業所等を
更新認証することに決定しました（表
4・5参照）。決定した推奨事業所等に
は、認証ステッカー（図参照）を送付し
ます。また、新規認証された事業所等
には、認証式で認証状を交付します。

みなとリサイクル清掃事務所ごみ
減量推進係 ☎3450－8025

問い合わせ

港区「六本木安全安心憲章推奨事業所等認証制度」
平成29年度　推奨事業所等が決定しました

表4 平成29年度　推奨事業所等一覧（〈新規〉2事業所） ※50音順
店舗　事業所名 取り組み内容（概要）

グランド　ハイ
アット　東京

○港区主催の啓発キャンペーン活動（六本木安全安心プロジェクト）に参加して
います。
○社内で割り振り表を作り、毎回の活動に参加しています。
○地域活動について社内報を利用し共通認識を持てるように取り組んでいます。

（有）山田ビルデ
ィング

○地域主催の清掃活動に加え、港区主催の啓発キャンペーン活動（六本木安全安
心プロジェクト）に参加しています。
○六本木地域の生活安全活動に常に関心を向け主体的に活動を実施しています。
○ポスターやステッカーを掲出し「六本木安全安心憲章」の浸透のための取り組
みを行っています。

表5 平成29年度　推奨事業所等一覧（〈更新〉19事業所） ※50音順
（株）天城 学校法人　東洋英和女学院
（株）エグゼクティブプロテクション フォトショップ銀嶺
王帝商事（株） （株）誠
（株）源氏商会 みずほ銀行　六本木支店
（有）下條ビル （株）三井住友銀行　六本木支店
食処　竹やん 三井不動産（株）東京ミッドタウン事業部
（株）拓新 学校法人　メイ・ウシヤマ学園
（株）立原商店 森ビル（株）
（有）たにぐち 六本木共同ビル（株）
東京ミッドタウンマネジメント（株）

図 認証ステッカー

合
同
表
彰
式
の
様
子

麻布地区総合支所協働推進課協働推進係 ☎5114－8802問い合わせ

平成30年度
港区食品衛生監視指導計画を公表します

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  中学校「東京駅伝」大会、商店街わくわく体験ツアー　他
放送期間  3月21日(水・祝)～31日(土)
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。

InterFM897で港区の行政
情報をお届けしています

MINATO VOICE（ミナト
ヴォイス）
　区では、平日午前6時26
～29分と午後5時56～59分
の3分間、ラジオのFM放
送で、区政情報や生活情報
等を、日本語・英語・中国
語・ハングルの4言語で提
供しています。Inter FM 
89.7MHzで聴くことがで
きます。

放送曜日 放送言語
月 英語
火 日本語
水 中国語
木 英語
金 ハングル

区長室広報係
 ☎3578－2036

問い合わせ

平成
29年度

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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※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

健　　康
港区健康づくりサポーターが行
う膝の痛みに役立つ予防法と対
策法
　膝痛の原因となる滞りをほぐし、
効果が持続する体操をします。
対区内在住・在勤・在学者
時 4月1日（日）午後2時～3時30分
所青山いきいきプラザ
人 15人（申込順）
費用　400円（資料等）
申電話で、健康クロスリンク研究
会　内山へ。 ☎090－7208－5952
問健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

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。4月4日（水）までにお申し出く
ださい）
時 4月11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、4月4日（水）までに、健康推
進課地域保健係へ。 ☎6400－0084

精神保健福祉相談（予約制）
　こころの病気（アルコール依存症
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9日（月）・13日（金）・18日
（水）・23日（月）※時間はお問い合わ
せください。4月9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

講座・催し物
春風のコンサート
　さまざまなジャンルの音楽家によ
るコンサートです。
対どなたでも
時 4月14日（土）午前10時30分～11時
30分
所三田いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問三田いきいきプラザ
 ☎3452－9421

初心者でも作れる和菓子教室
対区民で、全て出席できる人
時 4月10・17日、5月8日、6月12日
（火・全4回）午前10時～正午
所白金台いきいきプラザ
人 15人（抽選）
費用　800円（初回に徴収します）
持ち物　エプロン、三角巾、さらし
布巾、タオル、筆記用具、マスク
申本人が、電話または直接、4月1
日（日）までに、白金台いきいきプラ
ザへ。※当選者のみ4月2日（月）以降
にご連絡します。 ☎3440－4627

平成30年度第1回シアター・リ
ーブラ
対どなたでも
時 4月12日（木）午後2時～3時50分
（午後1時40分開場）
所リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）
内「いわさきちひろ～27歳の旅立ち
～」（2012年。全国映画賞監督賞受賞
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

再生可能エネルギーパネル展
　地球温暖化防止には欠かせない再

生可能エネルギーについて分かりや
すく解説します。
葦 3月30日（金）まで
梓区役所1階ロビー
鯵環境課地球温暖化対策担当
 ☎3578－2474

◎商工会館主催「高卒採用戦略
セミナー」
時 4月10日（火）午後2時～4時
人 30人（申込順）

◎商工会館主催セミナー「海外
営業のタイムマネジメント」
時 4月20日（金）午後6時30分～8時30
分
人 40人（申込順）
◎印の共通事項
対区内経営者・管理職・人事担当
者等
所商工会館
申電話またはファックスで、商工会
館へ。ファックスの場合は、商工会
館ホームページ
https://minato-shoukou.jp/
から申込書をダウンロードしてくだ
さい。詳しくは、商工会館ホームペ
ージをご覧ください。
 ☎3433－0862　FAX3436－2498
担産業振興課産業振興係

歴史セミナー「西郷隆盛ゆかり
の史跡探訪～鹿児島から三田・
薩摩藩蔵屋敷跡まで～」
対中学生以上どなたでも
時 4月14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。
 ☎5421－7617

大人の趣味講座「藍染～藍を知
って藍を楽しむ～」
対中学生以上どなたでも
時 4月21日（土）午後2時～3時30分
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。

※4月19日（木）は休館 ☎5421－7617

お 知 ら せ
区民保養施設の減額利用方法の
変更について
　本人確認書類の提示のみで、大平
台みなと荘および通年借上区民保養
施設をそれぞれ、年度内2泊まで、1
泊（2食付き）につき次の減額した料
金でご利用できます（区民保養所利
用手帳は平成30年3月30日（金）利用
分をもって廃止します）。
大平台みなと荘　3000円
通年借上区民保養施設　利用料金
（税込み）から2100円を減額※通年借
上区民保養施設は、ホテル暖香園（5
月31日（木）利用分まで）と熱川プリ
ンスホテル（6月1日（金）利用分から）
です。※通年借上区民保養施設で計
2泊です。ホテル暖香園、熱川プリ
ンスホテルそれぞれ2泊ではありま
せん。※土・日曜、年末年始の減額
利用はできません。詳しくは、お問
い合わせください。
対 65歳以上または平成30年度に65
歳を迎える区民（昭和28年4月1日～
昭和29年3月31日に生まれた人）
時 4月2日（月）利用分から
問地域振興課地域振興係
 ☎3578－2531

Facebook「Minato Information 
Board」で英語とやさしい日本語
で情報を配信しています
　港区で過ごす外国人や区の国際化
推進施策に興味がある日本人を対象
に、港区の国際化推進に係る取り組
みやイベント情報、外国人に役立つ
行政情報や生活情報を、不定期で、
英語とやさしい日本語により配信し
ています。「Minato Information 
Board」と検索してください。詳し
くは、港区ホームページをご覧くだ
さい。
問地域振興課国際化推進係
 ☎3578-2046・2524

※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
21
日（
水・祝
）

ありいずみ内科（内） 芝浦3－11－8　ミナトヤビル3階 5419－7881

赤坂見附前田病院（内・外） 元赤坂1－1－5 3408－1136

中川歯科クリニック（歯） 北青山3－10－9　川島ビル3階 3486－6480

★品川港南クリニック（内・外）港南2－4－7　石橋ビル3階 3472－0085

３
月
25
日（
日
）

清水クリニック（内） 赤坂4－4－11　赤坂丹後町ビル1階 6441－0358

東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191

高島歯科クリニック（歯） 西新橋2－18－7　マストライフ虎ノ門1階 3500－3566

赤坂見附歯科（歯） 赤坂3－21－21　サンワット渡邉ビル1階 3586－6480

★南青山おおつかクリニック
（内・小） 南青山4－9－17 5786－3288

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、年末年始を除く）

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21日（水・祝）一ツ木薬局 赤坂3－21－16 3583－0698

3月25日（日） 梅花堂薬局 元赤坂1－5－2　永島ビル 5474－0538

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

◆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

区
役
所
・
総
合
支
所
へ
の
申
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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

「第38回共に生きるみんなの歌
と踊りのつどい」詩の募集
　歌や踊り、詩の朗読を通じて、障
害のある人もない人も一緒になって
参加し楽しむイベントを、7月7日
（土）に麻布区民センターで開催しま
す。このイベントで発表する詩を募
集します。応募作品の一部は、朗読
や曲をつけて発表します。テーマ・
形式は問いません。※応募作品は返
却できません。
申郵送またはファックスで、住
所・氏名・電話番号を明記の上、4
月25日（水・必着）までに、〒106－
0032六本木5－16－45　港区社会福
祉協議会ボランティア・地域活動支
援係へ。
 ☎6230－0284　FAX6230－0285
担保健福祉課福祉活動支援係

白金一丁目西部中地区関連の都
市計画案の縦覧
　ご意見のある人は、縦覧期間内に
意見書を提出してください。
件名　（1）地区計画の決定 （2）第一
種市街地再開発事業の決定（3）高度
利用地区の変更（4）高度地区の変更
縦覧期間　3月28日（水）～4月11日
（水）
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。 ☎3578－2215
説明会
　縦覧する案の説明会を次の日程で
開催します。
対どなたでも
時 3月27日（火）午後6時30分～8時
所小中一貫教育校白金の丘学園
人 300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

東京都環境影響評価条例に基づ
く環境影響評価書案に係る見解
書の縦覧等
事業名　（仮称）虎ノ門一・二丁目地
区第一種市街地再開発事業
時 3月22日（木）～4月10日（火）※閉
庁時を除く。
所環境課（区役所8階）※各総合支

所、みなと図書館で縦覧等ができま
す。
都民の意見を聞く会
対どなたでも
時 5月8日（火）午後1時30分※午後1
時から傍聴券配布
所生涯学習センター
人 30人（会場先着順）
申当日直接会場へ。ただし、公述
人の申し出がない場合は中止となり
ます。事前にお問い合わせくださ
い。
都民の意見を聞く会の公述人募集
　環境保全の見地から意見を述べた
い人は、郵送または直接、3月28日
（水）～4月11日（水・消印有効）に、
事業名・氏名・住所および電話番号
（法人その他の団体にあっては、名
称・代表者の氏名および都内の事務
所または事業所の所在地）・環境保
全の見地からの意見を〒163－8001
新宿区西新宿2－8－1　東京都環境
局総務部環境政策課へ。
 ☎5388－3409
問環境課環境指導・環境アセスメ
ント担当 ☎3578－2490

求人・区民委員募集
平成30年度「障害者週間（12月3
日～9日）記念事業」実行委員
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）
芦 3人程度
斡書類審査、面接
握記念事業（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～平成31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。
渥郵送、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）、住所・
氏名（ふりがな）・電話番号を明記の
上、4月4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。
 ☎3578－2458　FAX3578－2678

理科教育支援補助指導員（サイ
エンス・アシスタント）
　区立小学校で理科室の整理や理科
授業を補助するサイエンス・アシス

　区では、移りゆく区内の風景写真
を保存するとともに、区の所有する
写真を公開し、区民や事業者の活用
を促すことにより、港区の魅力を写
真を通して発信することを目的に、
港区WEB写真館を公開していま
す。
　港区WEB写真館で公開されてい
る写真は、オープンデータとして公

開しているため、どなたでも自由に
利用することができます。
　詳しい利用方法等は、港区ホーム
ページからアクセスすることができ
る港区WEB写真館をご覧くださ
い。

検索港区WEB写真館

梅毒とは
　感染している人との性的接触（粘
膜や皮膚との直接接触）で感染する
性感染症の1つです。慢性の感染症
で、何年もかかって進行します。梅
毒は、免疫ができず何度でも感染し
ます。自分でも気付かないまま、他
の人に感染させる可能性がありま
す。
　梅毒は、早期の薬物治療で完治が
可能ですが、無症状の「無症候性梅
毒」の場合もあります。治療が遅れ
たり、放置したりすると脳や心臓に

重大な合併症を起こします。治った
ことを医療機関で確認するまで、治
療をやめないことが重要です。ま
た、妊婦が感染すると、胎盤を通し
て胎児に感染し、先天性梅毒となる
危険があります。
※ 妊婦健診の検査項目の中に梅毒検
査が含まれていて、妊娠初期に検
査することになっています。
梅毒患者の推移
　都内での梅毒の患者報告数は、平
成23年から増加傾向に転じ、平成28
年には1673人に上り、さらに平成29

年には、平成28年を超える1788人と
いう累積患者報告数となりました。
平成28年から引き続き、男女の異性
間性的接触による報告数の増加傾向
が続いています。
感染を防ぐには
　梅毒に感染していることが分かっ
た場合は、感染の可能性があるパー
トナーと一緒に検査を行い、必要に
応じて、一緒に治療を行うことが重
要です。
　パートナー同士の感染有無の確認
が、まん延防止に必要です。不特定

昭和31年頃の芝田村町一丁目
（現在の西新橋一丁目）

昭和42年頃の青山墓地の桜

昭和40年頃の六本木交差点付近

昭和54年頃の古川

港区WEB写真館を
ご利用ください

梅毒の患者数が増加しています

◆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。

タントを募集します。
対次のいずれかに該当する人（1）小
学校全科、中学校理科、高等学校理
科のいずれかの教員免許状を取得し
た人または取得見込みの人（2）大学
で自然科学にかかる単位を取得した
人または取得見込みの人（3）小学校
理科の観察・実験に関する知識を有
し、熱意のある人
内小学校理科教育の支援
期間　平成30年4月～9月（延長可）
勤務先　各区立小学校
勤務時間　1日6時間以内、週1～3回

程度
謝礼　1日6000円（ただし、早退の場
合は1時間あたり1000円減）
人若干名
選書類審査および面接（随時）
申事前に教育センターへ電話で問
い合わせの上、教育センターが配布
する所定の用紙に必要事項を明記し
（写真添付）、郵送または直接、〒
108－0072白金3－18－2　教育セン
ターへ。用紙は港区ホームページか
らダウンロードもできます。
 ☎5791－5661

多数との性行為や、特に感染力が強
い感染初期には、感染者との性行為
を避けることが基本となります。
感染を知るには
　血液検査で感染の有無を調べるこ
とができます。
　みなと保健所では、毎月2回、
HIV検査と同時に性感染症の検査
（梅毒・クラミジア・淋菌）を行って
います。検査は匿名・無料です。詳
しくは、港区ホームページをご覧く
ださい。

保健予防課保健予防係
 ☎6400－0081

問い合わせ

区長室広報係 ☎3578－2037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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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
（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

映画会「我が道を往く」（原題:Going My Way） 午後2時～4時10分
（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

2
（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

3
（火）おはなし会「なきごえバス」他 午後2時40分～3時 台場区民センター

7
（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「パンと恋と夢」
（原題:PANE AMORE E FANTASIA）

午後2時～3時35分
（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

8
（日）

DVDシアター「終わらない人 宮崎駿」 午後2時～3時10分
（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

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

9
（月）

ミュージックシアター
「ルービンシュタイン・イン・コンサート」

午後1時～2時40分
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

11
（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

おはなし会「どうぶつたいじゅうそくてい」他 午後2時30分～3時 港南図書館

おはなし会「はるですよ」他  午後3時～3時30分 赤坂図書館

12
（木）

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

DVDシアター「時代と歩んだ国鉄列車」
第1回「終戦と鉄道の復興」

正午～午後1時5分
（午前11時30分開場） 三田図書館（60人）

13
（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「季節を折る 春」 午後2時～3時
（午後1時30分開場） 高輪図書館（10人）

14
（土）

ぴよぴよおはなし会―おひざでだっこ―
「ほら そっくり」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

おはなし会「たんぽぽねこ」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「茶碗の中の嵐」
（原題:STORM IN A TEACUP）

午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 港南図書館（45人）

おはなし会「はるかぜさんぽ」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

15
（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
「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 麻布図書館

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

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
高輪図書館分室
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

赤坂子ども中高生プラザ
高輪図書館
三田図書館
みなと図書館
障害保健福祉センター
港南図書館

☎5561－7830
☎5421－7617
☎3452－4951
☎3437－6621
☎5439－2511
☎3458－1085

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

港区スポーツセンター
麻布図書館
白金台児童館
台場区民センター

☎3452－4151
☎3585－9225
☎3444－1899
☎5500－2355

17
（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

18
（水）

映画会「風と共に去りぬ」
（原題:Gone with the Wind）

午後1時～4時50分
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

20
（金）映画会「瀧の白糸」「東京行進曲」 午後2時～4時10分

（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

21
（土）

ぴよぴよおはなし会―おひざでだっこ―
「ひよこさん」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

映画会「第三の男」
（原題:The Third Man）

午後2時～3時45分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

おはなし会「たんぽぽ」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

22
（日）

おはなし会
「999ひきのきょうだいの はるですよ」他 午後2時～2時30分 高輪図書館

映画会「東京ジョー」
（原題:Tokyo Joe）

午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

24
（火）

プレママおはなし会 午前10時～11時30分 みなと図書館

おはなし会「ママだいすき」他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

DVDシアター 
第1部「埋もれた轍 北海道篇 廃線跡探訪」
第2部「思い出の鉄路 本州・四国・九州編」

午後1時～4時
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

25
（水）おやこおはなし会「やすんでいいよ」他 午前10時30分～11時 港南図書館

26
（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

おはなし会「おやおや おやつ なにしてる？」他 午前10時30分～11時 三田図書館

DVDシアター
「シリーズ現代の狂言 靱猿・千鳥」

午後6時～7時10分
（午後5時30分開場） 麻布図書館（30人）

27
（金）

夜のDVDシアター
「世界遺産 日本編 紀伊山地の霊場と参詣道」

午後6時～6時50分
（午後5時30分開場） 赤坂図書館（35人）

28
（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
第1部「キャット・ピープル」（原題:Cat People）
第2部「キャット・ピープルの呪い」

（原題:The Curse of the Cat People）

午後1時～4時
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

映画会「エレニの旅」
（原題:TRILOGIA I: TO LIVADI POU DAKRYZEI） 

午後1時～4時10分
（午後12時30分開場） 港南図書館（45人）

きしゃポッポおはなし会 午後2時30分～3時 麻布図書館

　ご近所SNS「マチマチ」は、民
間事業者の運営するご近所限定の
ソーシャルネットワーキングサー
ビスです。近所の人と子育てやお
すすめのお店等、さまざまな情報
交換ができます。
　区は、「マチマチ」を通じて区政
情報を発信し、広く住民に提供す
ることにより、住民サービスの向
上と地域社会への貢献を図るた
め、ご近所SNS「マチマチ」を運
営する㈱マチマチと協定を締結し
ました。
「ご近所SNSマチマチ」で発信する
区の情報
●地震や水位・雨
量情報、土砂災害
警戒情報等の防災
気象情報、国民保
護情報
●子どもの安全、
区民に身近な犯
罪、放火や不審
火、火災予防に関
する情報

●子育てに関する情報
●広報みなとおよび各地区の地域
情報紙
●各種イベント情報
登録方法
　詳しくは、マチマチホームペー
ジ
https://machimachi.com/
をご覧ください。

マチマチ画面イメージ

区長室広報戦略担当
 ☎3578－2359

問い合わせ

つな ぐ コーナー

と全国をと全国を港区港区

　礼文島は北海道の北部、日本海上に
位置する周囲約72キロメートルの細長
い島です。北方領土を除き、人が住む
島としては日本最北端で、アイヌ語の

「レプン(沖の)・シリ(島)」が地名の語源
となっています。北緯45度という立地
と、大陸からの冷たい風がつくり出す
自然環境のため、本州では標高2500メ
ートル以上に生息する高山植物が、礼
文島では低地でも見ることができます。
固有種・希少種等、約300種の高山植物
が咲き誇ることから「花の浮島」という別
名もあります。

　「5月に島の代表的な花、レブンアツ
モリソウが咲き始めると、花の季節の
訪れを感じます」と礼文町役場総務課の
笹森厚志さん。「島には何本ものトレッ
キングルートがあり、美しい花を間近で
眺めることができます」
　礼文町は、北海道宗谷町村会の一員

として、みなと区民まつりに2年連続で
出展する等、港区との関係を深めてい
ます。平成29年10～11月には、みなと
パーク芝浦で開催した「北海道宗谷町村
会『MINATO出張所』」に参加し、町をＰ
Ｒしました。
　礼文町の名産
は豊富な海産物
です。昆布、ホッ
ケ、タラ等があり
ますが、有名な
のがウニです。4
月からはキタムラサキウニ、6月からは
エゾバフンウニが食べごろとなります。

「ウニが苦手な人が、礼文で食べてから
好きになったという話もあります。採れ
たてのウニは甘くてクセがありません」
　島南部には、平成24年公開の映画「北
のカナリアたち」のロケ現場を生かした

「北のカナリアパーク」があります。丘
の上には撮影用に建てられた小さな小
学校の校舎があり、晴れた日には隣の
利尻島の利尻山がくっきりと望めます。

「島には温泉もあります。自然に触れた
後は温泉につかり、海の幸を味わってく
ださい」と笹森さんは話してくれました。

高山植物が咲き誇る「花の浮島」

第8回

北海道礼
れ

文
ぶ ん

郡礼
れ

文
ぶ ん

町

澄す

海か
い
岬

バフンウニを
使ったウニ丼


