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開催日 対　象 定　員
（抽選） 内　容

7月�22・29日
（日・全2回） 区内在住の小学生とその保護者 20人 みなと区民の森と秋川で

生き物観察・釣り体験
8月　5日（日）

小学生以上の区民
※小学生は保護者同伴

40人
沢散策と川魚のつかみどり8月19日（日） 40人

8月26日（日） 40人

表�エコプラザ夏休み講座一覧

講座名 対　象 実施日 定員
（申込順）受付開始日

子ども紙すき
ワークショップ

4歳～小学6年生
（小学3年生以下は保護者同伴）

7月21日（土）
午前の部：午前10時～正午
午後の部：午後2時～4時

各回
16人

7月5日（木）
午前10時

ミニカホン（※1）作り
※参加費2500円

小学1～6年生
（3年生以下は保護者同伴）

7月28日（土）
午後2時～4時 40人

里山竹林再生活用
竹細工に挑戦 小学1～6年生とその保護者 7月29日（日）

午前10時～正午 30人

親子忍術教室
「忍者に学ぶ日本古来の
環境にやさしい生活術」

午前の部：
　5歳～小学3年生とその保護者
午後の部：
　小学4～6年生とその保護者

7月30日（月）
午前の部：
　午前10時30分～正午
午後の部：
　午後1時30分～3時

各回
30人

自然観察会　in芝公園
「セミの抜け殻を探しに
行こう」

小学1～6年生とその保護者 8月3日（金）
午前9時～11時30分� 20人

電気の不思議を体験
「省エネについて学ぼう」 小学4～6年生 8月7日（火）

午後2時～3時30分 30人

ボトルアクアリウム（※2）
作り 小学1～6年生 8月9日（木）

午後2時～3時30分 30人

初めての昆虫標本作り 小学1～6年生とその保護者 8月18日（土）
午後2時～3時30分 30人

8月2日（木）
午前10時

らんま先生のエコ実験教室
「オリジナル保冷剤を作ろう」小学1～6年生

8月21日（火）
午後1時30分～3時 50人

鳥の模型（デコイ）を作ろう
「港区の水鳥について学ぶ」 小学1～6年生とその保護者 8月23日（木）

午前10時～正午 30人

子どもお話工作会
午前の部：カラフルコマ
午後の部：ゆらゆらまわる
ペットボトルくらげ

午前の部：6歳～小学2年生
午後の部：小学3～4年生

8月25日（土）
午前の部：午前10時30分～正午
午後の部：午後2時～3時30分

各回
20人

※1　木製の箱型の打楽器
※2　ガラス瓶等の容器で、電気を使わずに魚や水草を飼育すること

あきる野環境学習 に参加してみよう

を開催します

「夏休み子ども
環境講座」

　区では、あきる野市から借り受け
て整備を行っている「みなと区民の
森」や、その周辺地域で環境学習を
実施しています。あきる野市の雄大
な自然の中で、都心ではなかなか見
られない動植物の観察、実際に川に

入って行う川魚のつかみどりや釣り
等を体験することができます。

　講座の内容、予約方法について詳しく
は、エコプラザホームページ
https://minato-ecoplaza.net/
等をご覧ください。定員に達し次第、締
め切りますので、ご注意ください。な
お、1人につき1講座までです。
※�講座内容は変更する場合があります。
※�エコプラザの講座は、「みなとエコ
チャレンジ2018」のポイント付与対象
です。詳しくは、2面をご覧ください。
申し込み　電話で、エコプラザへ。

申し込み
　申し込み時期はイベントによっ
て異なります。詳しくは、（株）タ
ビックスジャパン特設ページ
http ://www.tab ix .co . jp/
akiruno/
をご覧ください。
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（株）タビックスジャパン八重洲支店
� ☎3275－3200
環境課地球環境係� ☎3578－2497

（株）タビックス
ジャパン
特設ページ
二次元コード
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〒105－8511　港区役所環境課地球環境係　☎3578－2496
申し込み・問い合わせ

みんなで参加しよう♪

　地球の環境を守るた
めに、小・中学生の皆
さんが考え、研究した
作品を募集します。
対象
　区内在住・在学の小
学4年生～中学3年生の
個人またはグループ
募集期間
　9月3日（月）～21日
（金）
テーマ
　水・大気・エネル
ギー・緑・生きもの・リサイクル・ごみ等環境に関すること
※入賞者には表彰状と副賞を贈ります。
作品の形式
　レポート用紙30枚以内または模造紙2枚以内にまとめてくださ
い。
申し込み
　在学する学校（区内）、各港区立図書館、環境課（区役所8階）等
にある応募用紙に必要事項を明記の上、作品と合わせて応募用紙
に記載のとおりに提出してください。
※�応募用紙は港区ホームページ
　からダウンロードもできます。

　近年、環境負荷の少ない自然界
のエネルギーである「再生可能エ
ネルギー」が注目されています。
中でも、「太陽光発電」は再生可能
エネルギーの基幹電源として期待
されています。
　浮島太陽光発電所は最大出力
7000キロワットのメガソーラー
で、一般家庭約2900軒分の使用電
力量に相当する電力を発電してい
ます。
　今回のエネルギー施設見学会で
は、太陽光発電の仕組みを分かり
やすく解説した展示の他、メガ

エネルギー施設見学会のご案内

浮島太陽光発電所（川崎市提供）

ソーラーを間近で見
学できます。子ども
から大人まで楽しく
学べる見学会ですの
で、たくさんの人の
参加をお待ちしてい
ます。
対象　小学生以上の
区内在住者（小学生
の場合は保護者の同
伴が必要です）

ライトダウンキャンペーンのお知らせ
無理のない範囲で

賢く節電しましょう

　環境省では、地球温暖化防止のた
め、ライトアップ施設や家庭の照明を
消していただくよう呼びかけるライト
ダウンキャンペーンを実施していま
す。
　期間中、ご協力をお願いします。

期間　7月7日（土）まで
　7月7日（土曜、クールアース・デー）
は特別実施日とし、午後8時～10時の2
時間、各家庭等の照明の一斉消灯を呼
びかけます。
　ライトダウンキャンペーンについて

詳しくは、環境省ホームページ
https://ondankataisaku.env.
go.jp/coolearthday/
をご覧ください。

環境課地球環境係� ☎3578－2498問い合わせ
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平成29年度の受賞者（小学生）
環境課地球温暖化対策担当
� ☎3578－2474

問い合わせ

とき　7月26日（木）午後1時～5時
※�区役所1階ロビー集合、往復バ
スで移動

ところ　かわさきエコ暮らし未来
館、浮島太陽光発電所
定員　20人（申込順）
申込方法　電話で、7月2日（月）～
25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

みなとエコチャレンジ2018

環境課地球環境係
� ☎3578－2498

問い合わせ

打ち水日和 芝公園
IN

参加者募集
　省エネ・節電・環境イベントへの参加等、環境にやさしい行動
を実践することにより、ポイントをためて区内共通商品券等の景
品と交換できる、「みなとエコチャレンジ2018」の参加者を募集し
ています。
対象　区民（世帯単位での参加）
実施期間　平成31年3月31日（日）まで
※参加申し込みは随時受け付けています。
申し込み　環境課（区役所8階）および各総合支所の窓口で配布す
るリーフレットのエントリーシート（申請書）に必要事項を明記の
上、郵送または直接、環境課地球環境係へ。
※�みなとエコチャレンジ2018ホームページ
　http://www.minato-ecochallenge.jp/
　からも申し込めます。

　暑い夏はみんなで打ち水をしま
しょう。熱く乾いた地面に水をま
くと、夏の暑さを和らげることが
できます。参加者には記念品を差
し上げます。
対象　どなたでも
とき　7月20日（金）午後4時～4時
30分
※雨天中止

ところ　区立芝公園
申し込み　当日直接会場へ。
その他　打ち水には、二次利用水
（下水処理水、雨水等）を使いま
す。

環境課地球環境係
� ☎3578－2498

問い合わせ

作品募集
小・中学生の
環境に関する
自主研究

小・中学生の
環境に関する
自主研究



外来種の被害を防ごう

　みなとタバコルールに賛同い
ただける事業者の皆さんは、港区
ホームページから「みなとタバコ
ルール宣言」への登録をお願いし
ます。
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　「外来種」とは、もともとその種がいなかった地域に、人間によっ
て持ち込まれた生きもののことです。外来種の中には、農作物や家
畜、ペットのように、私たちの生活に欠かせない生きものもたくさ
んいます。一方で定着している・いないに関わらず、地域の自然環
境や農林水産業等に大きな影響を与え、生物多様性を脅かす恐れの
あるものもいます。身近な公園等にも、日本在来の生きものの生息
場所を奪い、定着してしまった外来種がいます。

お願い
　◦�ペットとして飼っている昆虫・
は虫類・魚類等を、公園や緑地
へ捨てないでください。�

　◦�ペットは責任と愛情をもって、
最後まで飼いましょう。

　港区と国産木材の活用促進に関する
協定を結ぶ自治体の特産品や観光情報
を月替わりで展示します。市町村単位
だからこその新たな発見がきっとある
はずです。来て・見て・触って、それぞれ
の地域の魅力を感じてみてください。
とき　平成31年2月28日（木）まで
ところ　エコプラザ、商工会館

　近年、都市部においては猛暑日
や熱帯夜が増加する等、夏の暑さ
対策が課題となっています。区
は、平成28年度に新橋駅西口広場
（通称SL広場）で行ったミストを
活用したクールスポットの実証実
験による効果を踏まえ、東京2020

　公園で外来種を観察し
ながら学ぶ「外来種勉強
会」を開催します。詳し
くは、「広報みなと」7月1
日号または港区ホーム
ページをご覧ください。

　みなとタバコルールでは、事業
者が守るルールとして次のように
定めています。
◦�事業者の敷地から、たばこの煙
が屋外の公共の場所に流れない
よう環境整備をすること。
◦�従業員や関係者にみなとタバコ
ルールを守らせるよう努めるこ
と。

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

区内全域の道路・公園・児童遊園等屋外の公共の場所でのルール

たばこの吸い殻のポイ捨て禁止 私有地で喫煙する場合であっても、屋外の公共の場に
いる人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮

喫煙の禁止（指定喫煙場所を除く）

区内で事業活動を行う
事業者の皆さんへの
お願い

区の取り組み
　みなとタバコルール徹底の
ため、「3つの柱」の充実・強化
に取り組んでいます。
❶周知啓発
◦�駅周辺や公園等でのポスター
・路面シールの貼付
◦�指定喫煙場所マップ（4カ国語
版）の作成
◦�みなと環境アプリでの指定喫
煙場所情報の提供
◦�デジタルサイネージを活用し
た情報提供
❷巡回・指導
◦巡回指導員による区内巡回・

○みなとタバコルール、屋内喫煙所
設置費等助成制度について
環境課環境政策係� ☎3578－2506
○特定の場所の相談、指定喫煙場所
について
各総合支所協働推進課協働推進係
� ☎欄外参照

巡回指導員 こうなん星の公園指定喫煙場所

アカミミガメ

アメリカザリガニ

ち
い
き
百
貨
展
で
の
展
示
品

クールスポットのイメージ（お台場レインボー公園）

◆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

「ちいき百貨展」を開催します

環境課緑化推進担当
� ☎3578－2331

環境課地球温暖化対策担当� ☎3578－2474問い合わせ

土木課事業推進係� ☎3578－2313問い合わせ

公園に捨てられた外来種

外来種の被害を防ごう

大会を契機に、夏の厳しい
暑さに対する即時的な効果
を狙った対策として、ミス
トを活用したクールスポッ
トを設置します。
設置場所
◦お台場レインボー公園
◦新橋駅西口広場

指導
◦�重点指導員による駅周
辺等の重点指導
�◦�指導員のハンドスピー
カーによる音声啓発
　（日本語・英語）
❸喫煙場所の整備
◦�指定喫煙場所（平成30年6月1
日現在）：72カ所
◦屋内喫煙所設置費助成制度
　屋内に一般開放可能な喫煙所
を整備する建物等の所有者等に、
設置費および維持管理費を助成
します。

森と水のめぐみを感じる展示
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　地球環境の保全と泳げる海をめざ
して、お台場海浜公園でクリーン
アップキャンペーンを実施します。�
とき　9月8日（土）午前10時～11時30
分（午前9時30分受け付け開始）
※雨天中止
ところ　お台場海浜公園周辺（「お台
場海浜公園駅」下車）
内容　ボランティアによる海浜の清
掃
持ち物　軍手
※ゴミばさみは貸し出します。
申し込み　団体での参加の場合は、
事前にKissポート財団までお問い
合わせください。また、個人の場合
は、当日直接会場へ。

　芝浦港南地区内の大学や専門家等
と連携し、運河や海辺についての環
境学習等を実施することで、地域住
民の水辺空間の生物環境や水質につ
いての理解を深め、水辺空間の活性
化に向けた気運醸成を図ります。
　また、都や関係機関と調整を図り
ながら実証実験を行う等、区民等か
らの関心の高い、運河やお台場の海
の水質改善に向けた取り組みを進め
ます。
運河についての環境学習
　鉄炭団子による水質浄化機能を研
究している東京海洋大学と連携し、
港南中学校の生徒を対象に、環境教

育活動の一環として運河学習会を
行っています。
アサリによる環境学習
　お台場海浜公園でも、水質浄化能
力が高いと言われているアサリの生
息が確認されています。区では、ア
サリの生態や海辺の環境保全に対す
る理解を深める環境学習を行ってい
ます。

総合支所管理課で配布している申請
書に必要事項を明記の上、直接、環
境課地球環境係へ。
※�申請書は港区ホームページからダ
ウンロードもできます。

環境課地球環境係� ☎3578－2498

担当課　地域振興課地域振興係

効果検証を行い、ビルオーナーとビ
ルメンテナンス事業者との話し合い
を支援します。
　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、その取り組みをPRします。
　また、平成30年度から本事業の省

エネルギー診断の結果を区の助成制
度に活用できるようになりましたの
で、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（申込順）

申し込み　港区ホームページからお
申し込みください。

環境課地球温暖化対策担当
� ☎3578－2474

マンション省エネガイドブックを配
布しています
　マンションで取
り組むことができ
る省エネルギーの
方法等をまとめま
した。マンション
の省エネの参考と
して活用してくだ
さい。
配布場所
　各総合支所や環
境課で配布しています。郵送をご希
望の人は、環境課地球環境係までご
連絡ください。

　区では、中小規模事業所に無料で
省エネ相談員を派遣し、各事業所の
実態にあった省エネ対策の提案を
行っています。また、ビルの運用管
理をビルメンテナンス事業者に委託
している事業所については、希望に
応じて設備機器の使用状況の分析や

　区では、集合住宅の省エネを推進
するため、省エネに関する専門家に
よる共用部の省エネ診断を実施して
います。省エネ診断では、エネル
ギーの使用状況を確認し、電気料金
の削減等につながる具体的な設備改
修や運用改善方法を提案します。ま
た、管理組合総会の合意形成方法等
の相談にも対応します（最大4回まで
無料）。
申請方法
　環境課（区役所8階）および各総合
支所で配布する申請書に必要事項を
明記の上、郵送または直接、環境課
地球環境係へ。
※�申請書は、港区ホームページから
ダウンロードもできます。

　区では、二酸化炭素排出量削減の
ため、区民等が再生可能エネルギ�
ー・省エネルギー機器等を設置する
場合、経費の一部を助成します。
対象　区民、区内集合住宅の管理組
合等、区内中小企業者・個人事業者
申請期限　平成31年2月28日（木）ま
で（一部の機器を除く）
申し込み　環境課（区役所8階）、各

集合住宅共用部のLED照明と
　　クリーンエネルギーとして期待されている
� 水素を燃料とした燃料電池自動車の助成を始めました

中小規模事業所の光熱水費の削減につながる省エネを支援します

海浜清掃の様子

マンション省エネ
ガイドブック

表�助成項目一覧

助成対象機器 助成対象者（申請者区分）
区民 管理組合等 中小企業者等

太陽光発電システム ○ ○ ○
蓄電システム ○ ― ―
家庭用燃料電池システム（エネファーム） ○ ― ―
日射調整フィルム ○ ○ ○
人感センサー付照明 ― ○ ―
管理組合等向けLED照明 ― ○ ―
高断熱サッシ ○ ○ ―
事業所用高効率空調機器 ― ― ○
省エネルギー診断結果に基づく設備改修 ― ― ○
燃料電池自動車 ○ ― ○
電気自動車等用充電設備（急速・普通） ○ ○ ○
高反射率塗料等 ○ ○ ○

東京港を泳げる海に!
ハダシで歩ける砂浜に！

東京港を泳げる海に!
ハダシで歩ける砂浜に！

東京ベイ・
クリーンアップ大作戦

集合住宅の省エネに
取り組みませんか

再生可能エネルギー・省エネ機器等の
設置経費を助成します

再生可能エネルギー・省エネ機器等の
設置経費を助成します

運河についての環境学習の様子 アサリによる環境学習の様子

芝浦港南地区総合支所協働推進課
ベイエリア活性化推進担当
� ☎6435－0481

運河と海辺の活用推進運河と海辺の活用推進

〒105－8511　港区役所環境課地球
環境係� ☎3578－2498

申し込み・問い合わせ

Kissポート財団事業課
� ☎5770－6837

省エネ

提案書

マンション

●相談・現況調査および
　省エネ提案書の作成

●省エネ提案内容の説明、
　実施に向けてのアドバイス等

●管理組合役員への事前説明会
　での説明方法のアドバイス

●管理組合総会での配布資料の
　作成、説明方法のアドバイス

相談例

省エネ提案書を

無料で作成


