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対象
　区内在住・在勤・在学者
参加費
　無料
※傷害保険料は区で負担します。
申し込み
　郵送・ファックスまたはメールで、
申込書に必要事項を明記の上、〒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　港
区スポーツまちづくりプロジェクト担
当へ。
　申込書は、生涯学習スポーツ振興課
（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。また、各教室の開催当日、会場
で申し込むこともできます。
� FAX5775－5034
メール：
minatoinfo@rugby-japan.or.jp

　港区タグラグビー教室は、子どもから大人まで参加でき、外国人
も参加しているので、国際交流しながらスポーツを楽しめます。

参 加 者 募 集タグラグビー教室港
区

4月21日（日）は港区議会議員選挙です� 港区の かがやく未来へ この一票

使用する道具

親子でエ
ンジョイ

！

タグラグ
ビー！

　タグラグビーは、ラグビーから生まれたス
ポーツです。タックルの代わりに腰につけたタ
グを奪って相手を止めます。体がぶつかり合わ
ないのでけがのリスクが少なく、ルールも分か
りやすく、すぐに試合を楽しむことができます。

タグラグビーとは？ 開催教室について 雨天時は体育館で行います

どこの教室でも参加できます

※�会場には駐車場はありません。公共交通機関
をご利用ください。
※いずれの教室も8月は実施しません。

青山
タグラグビー教室
毎月第1日曜
午前10時～正午
青山小学校　校庭

港南
タグラグビー教室
毎月第3日曜
午前10時～正午
港南小学校　校庭

東町
タグラグビー教室
毎月第2日曜
午前10時～正午
東町小学校　校庭

御成門
タグラグビー教室
毎月第4日曜
午前10時～正午
御成門小学校　校庭

会場の変更確認
　実施の有無や会場変更については、港区ス
ポーツまちづくりプロジェクトホームページ
http://www.minatosports.jp/
をご確認ください。

人工芝の
校庭で走る
ことができる

毎週親子で
参加できる

国際交流も楽しめる

世界規模のラグビー大会が開催されます
2019年日本全国12都市で

　区と（公財）日本ラグビーフットボール協会
は、平成21年2月に、「港区と財団法人日本ラグ
ビーフットボール協会との連携に協力する基本
協定」を締結しました。この基本協定を基に、
区ではタグラグビー教室を開催しています。

協定について

ボール

タグベルトとタグ

チームごとに

色分けして

使います。

○申し込みについて
（公財）日本ラグビーフットボール
協会普及育成部　港区スポーツま
ちづくりプロジェクト担当（受付
時間：火曜を除く、午前10時～午
後5時）� ☎3401－3289
○事業について
生涯学習スポーツ振興課スポーツ
振興係� ☎3578－2750

問い合わせ
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　包括外部監査は、公認会計士や弁
護士等の資格を持つ外部の専門家
が、区の仕事について自ら特定の
テーマを決めて、財務や会計を中心
に監査を行うものです。
　平成30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
「学校教育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30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
でご覧いただけます。また、概要版
を企画課（区役所4階）で配布します。

　4月1日（月）から、産前産後期間の
国民年金保険料の免除制度が始まり
ます。
対象
　「国民年金第1号被保険者」で出産

日が平成31年2月1日以降の人
免除期間
　出産予定日または出産日が属する
月の前月から4カ月間（多胎妊娠の場
合は3カ月前から6カ月間）

※�出産とは、妊娠85日（4カ月）以上
の出産をいいます。
　産前産後期間として認められた期
間は、保険料を納付したものとして
老齢基礎年金等の受給額に反映され
ます。また、国民年金保険料を前納
している場合は、免除期間の保険料
は還付されます。
届け出について
　出産予定日の6カ月前から届け出
可能です（ただし、届け出ができる

のは4月1日（月）からです）。
　届け出をする人の本人確認できる
もの、母子健康手帳等を持参し、各
総合支所区民課窓口サービス係（芝
地区総合支所は区民課相談担当）ま
たは、国保年金課国民年金係で手続
きをしてください。

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
に感染した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。
一度国内に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
い犬の登録と、年1回の狂犬病予防
注射を受けさせることを義務付けて
います。犬の飼い主は区に登録の届
け出をし、鑑札の交付を受けます。
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31年度の狂犬病

予防集合注射を実施します。都合の
良い会場に来場の上、注射を受けて
ください。
※�区に犬の登録がある飼い主宛て
に、通知書を郵送します。

費用
注射料金　　　　　　3100円
注射済票交付手数料　 550円
注意事項
◦通知書内側の予診票に必要事項を
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。
◦飼い犬が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、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。
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
料は費用に記載のとおり）。
飼い主の皆さんへ
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、水・ふんを入
れる袋・トイレシーツ等を持参しま
しょう。おしっこをしたら適切に吸
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固定してくださ
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
札を持参し、各総合支所区民課保健
福祉係で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。

表1 平成30年度包括外部監査結果（主な指摘および意見）
外部監査の総括的な指摘

●教育委員会の学校に対する助言・指導機能の発揮について
　港区教育委員会学校徴収金事務取扱規程に従った事務は各区立学校が適切に実施すべき事務ではあるが、各区立学校により実施水
準が異なっている。学校徴収金に関する事務処理の適正化を図るため、区教育委員会が各区立学校に対して、助言・指導機能をより
発揮する必要がある。

［各論］改善すべき事項の指摘 ［各論］事務の改善に向けた意見

●特別支援アドバイザー派遣業務の関連書類間の整合性確認の
徹底について
　業務が実施された場合には、訪問報告書等3種類の書類が作成
されるが、3種類の書類がまとめられておらず、整合性を確認し
にくい状況であり、請求の遅れも生じていた。今後は、これら3
種類の書類を全て揃えて整理保管するとともに、書類間の整合
性の確認を徹底する必要がある。
●学校法律相談実績報告書の遅延について
　受託者は学校法律相談実績報告書を毎月区に提出しなければ
ならないが、提出が遅延している月が散見された。区は、毎月
実績報告するよう受託者を指導する必要がある。
●備品管理の適正化について
　学校には多くの備品が所在し、所在場所も教室等に分散して
おり、場所の移動も多いという特徴がある。区教育委員会が主
導して、より効果的かつ効率的に備品を管理し、学校全体の備
品管理の水準を向上させる方策を検討する必要がある。

●子育てサポート保育の利用実態を踏まえた利用方法等の見直
しについて
　子育てサポート保育は、平成31年度から区立幼稚園全園での
実施となることから、あらためて実態を把握し、より利用者ニ 
ーズに沿った子育てサポート保育としていく必要がある。
●家庭で大切にしたいことハンドブックの積極的活用について
　小学校入学前教育カリキュラムは、幼稚園・保育園と小学校
を結ぶ過程を対象として今までにない視点も含まれており、非
常に意欲的な事業である。今後は、保護者との面談や保育士・
教員の研修会等の材料として積極的に活用する必要がある。
●給食費の公会計化の検討について
　給食費は各区立学校において毎月保護者等から徴収し、私費
会計で管理しているが、事務負担の面から給食費の未納への対
応が課題となっている。給食費の公会計化には、教員の負担軽
減の観点からメリットがあるだけでなく、会計業務の透明性が
図られる等の効果も見込まれることからも、給食費の公会計化
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。

表2 集合注射会場一覧
実施日 時間 会場 住所 その他

4月22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23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24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25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26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

港区役所本庁舎内に夜間
・休日等に立ち入る場合、
手続きが必要です

　セキュリティ対策強化のため、港区役所本庁舎に立ち入る場合、本庁舎1階の宿直室で手続きが必要です。手続
きが必要な時間帯は次のとおりです。ご理解のほどよろしくお願いします。
●平日：夜間～早朝（午後8時30分～翌日午前7時45分）
●土・日曜、祝日、年末年始：終日

問い合わせ
契約管財課庁舎改修工事担当
☎3578－2275

包括外部監査の結果をお知らせします平成30年度

産前産後期間の国民年金保険料が
免除となりますので届け出をしてください

犬の狂犬病予防
集合注射を行います

国保年金課国民年金係
� ☎内線2662～6

問い合わせ

各総合支所区民課保健福祉係
� ☎3面欄外参照
生活衛生課生活衛生相談係
� ☎6400－0043

問い合わせ

企画課企画担当� ☎3578－2572
問い合わせ
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子どもだけが使える子どもだけの相談ネットです。

　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（金）午後4時～平成32年
4月26日（日）午後4時
傷害保険
　4月26日（金）午前0時～平成32年

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、入院は事故日
から180日、通院は事故日から
90日を限度とします。

　育児サポート子むすびは、子育
ての支援を受けたい人（利用会員）
と子育ての支援をしたい人（協力
会員）が、地域の中で互いに助け
合いながら子育てをする会員制の
相互支援活動です。協力会員とし
て活動するには「協力会員養成講
座」の受講が必要です。養成講座
は年間3回（Ⅰ期､Ⅱ期､Ⅲ期）実施
しています。協力会員になりたい

人は、1年の間に講座科目を受講
すれば登録できます。
対象
◦区内で保育支援活動をしたい人
◦18歳以上（高校生不可）
◦養成講座修了後、支援活動がで
きる人
とき　5月13日（月）～24日（金）の
うち6日間
ところ　麻布地区総合支所2階会 担当課　子ども家庭支援センター

母子メンタルへルス相談
対区民で、妊娠中・育児中の母親
とその家族※保育あり（申込時に
お申し出ください）
時4月12日（金）・17日（水）いずれ
も午後2時15分～4時15分
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
対区民で、平成30年12月～平成31
年3月生まれのお子さんとその保
護者※1カ月児健診後にご参加く
ださい。
時4月1日（月）午前9時30分～11時
30分（受付時間：10時15分まで）

4月26日（日）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・対物賠償（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

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
（水・必着）までに、〒105－8511
　港区役所子ども家庭支援部子ど
も家庭課青少年育成担当へ。

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
対区民で、乳幼児とその保護者
時4月3日（水）相談受付時間：午後
1時～2時
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

4月の高輪ほっとひといき子育
て支援事業
子育て相談
対高輪地区在住の乳幼児とその保

　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）の入所申込期間中に、認証

護者
（1）ほっとひといき子育て相談
所・時①白金台児童館：4月2日
（火）②豊岡児童館4月11日（木）③
高輪児童館：4月25日（木）④高輪
子ども中高生プラザ：4月2日
（火）・11日（木）・25日（木）①～③
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20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
対高輪地区在住の1歳未満のお子
さんとその保護者
時4月16日（火）午後1時30分～3時

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31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
◦保育の必要な事由が「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、または第2希望以下の内
定園の「内定辞退届」の提出が定め
られた期限を過ぎた場合は助成対
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。

助成の概要　表1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30年度に助成を受けていた
人も再度申請が必要です。

（受付時間：午後1時15分～1時30
分）
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

なかよし会
対区内在住のダウン症児とその保
護者
時4月17日（水）午前10時～11時30
分
所みなと保健所3階多目的室
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。� ☎6400－0084

◆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

子ども家庭課青少年育成担当
� ☎3578－2435

問い合わせ

（社福）港区社会福祉協議会ボラ
ンティア・地域活動支援係
�☎6230－0284　FAX6230－0285

申し込み・問い合わせ

3月31日（日）まで
保育課保育施設指導係
� ☎3578－2850
4月1日（月）以降
〇認証保育所保育料助成につい
て
保育課運営支援係�☎3578－2850
〇認可外保育施設保育料助成に
ついて
保育課保育支援係�☎3578－2428

問い合わせ

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
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、入所し
ている認証保育所へ。

助成金の申請書類を、郵送または直接、3
月31日（日）までは、〒105−8511　港区役
所子ども家庭支援部保育課保育施設指導係

（区役所7階）へ、4月1日（月）以降は、保育
課保育支援係（区役所7階）へ。

表2 講座科目
講座名 講師 時間

（合計25時間）
1 保育の心 保育士 2時間
2 心の発達と

その問題
臨床

心理士 4時間

3 身体の発達と
病気 小児科医 2時間

4 小児看護の
基礎知識 保健師 4時間

5 安全・事故
（救命講習含む）民間講師 3時間

6 子どもの世話 保育士 2時間
7 子どもの遊び 保育士 2時間
8 子どもの栄養と

食生活 栄養士 3時間

9 事業を円滑に
進めるために 担当職員 3時間

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）加入申し込みのご案内

議室、麻布区民協働スペース
講座科目　表2のとおり
定員　30人（申込順）
費用　2000円（テキスト代）
申し込み　電話またはファックス
で、4月26日（金）までに、（社福）
港区社会福祉協議会ボランティ
ア・地域活動支援係へ。

平成31年度 育児サポート子むすび
第Ⅰ期協力会員養成講座の受講者を募集します

認証保育所・認可外保育施設 保育料助成
� について
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定員
　100人（申込順）
※手話通訳あり
講師
　本田　秀夫さん（港区発達支援
センター相談室嘱託医）
申し込み
　電話またはファックスで、3月
31日（日）までに、電話の場合は、
みなとコール（受付時間：午前9時
～午後5時）へ。� ☎5472－3710
　ファックスの場合は、住所・氏
名（ふりがな）・電話番号・ファッ
クス番号、同伴者の人数、車いす
使用の有無、その他特に配慮が必
要な事項の有無を明記の上、障害
者福祉課発達障害者担当へ。
� FAX3578－2678

おいて発現するもの（トゥレット
症候群や吃

きつ お ん

音を含む）です。知的
障害を伴っている場合もありま
す。
（厚生労働省・（社）日本自閉症協
会本事業啓発チラシより）
　区では、「発達障害啓発週間」の
事業の一環として講演会を行いま
す。この講演では、発達障害につ
いての基礎から行動や心理、支援
方法の理解等を学びます。
発達支援講演会
対象
　発達障害について学びたい人
とき
　4月2日（火）午後7時～8時30分
ところ
　区役所9階会議室

　毎年4月2日は国際連合が定めた
「世界自閉症啓発デー」です。全国
でイベントが行われ、東京タワー
をはじめ都内各地がテーマカラー
の青に染まります。
　また、日本では「世界自閉症啓
発デー」からの1週間を「発達障害
啓発週間」と定め、自閉症をはじ
めとする発達障害について多くの
人々に広く知ってもらう機会とし
ています。
発達障害とは
　自閉症およびアスペルガー症候
群その他の広汎性発達障害、学習
障害（読字障害や書字障害を含
む）、注意欠陥多動性障害、その
他これに類する脳機能の障害で
あって、その症状が通常低年齢に

港区ごみ減量優良事業者等表彰（3事
業者）
　ごみの分別・資源化、事業所（学
校）内でのごみと資源の手元分別の
徹底、継続的な社員（生徒）の啓発
等、事業系ごみの減量と資源化に顕
著な実績を上げ、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平方メートル以上の
事業用建築物）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（5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

　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30
年度は、賛同され
た401件（募集時
点）の事業所等の
中から、3件の事

業所等を新規認証し、21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。

　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30年度は2月7日に合同表彰式
を開催し、11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。

3月21日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	子育て支援施設ガイド紹介（あっぴぃ港南四丁目・みなと保育サポート港南四丁目）、港区立小学校紹介（お台場
学園港陽小学校）　他　放送期間 	3月21日（木・祝）～31日（日）
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。

みなとリサイクル清掃事務所ごみ
減量推進係� ☎3450－8025

 厚労省　世界自閉症啓発デー 検索

4月2日は「世界自閉症啓発デー」
4月2日～8日は「発達障害啓発週間」です

港区「六本木安全安心憲章推奨事業所等認証制度」
平成30年度 推奨事業所等が決定しました

合同表彰式の様子

世界自閉症啓発デー2019 啓発チラシ

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

共栄火災新橋本社ビル 新橋1−18−6
5000平方メートル以上の事業用
大規模建築物東亞合成ビル 西新橋1−14−1

東京都立青山特別支援学校 校舎棟 南青山2−33−77

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

（株）北村薬局（薬局） 南青山5−1−25
三美堂靴店（靴販売・修理） 三田3−1−17
大門精米店（弁当・おにぎり販売、米小売り） 芝大門2−4−14
ビオセボン麻布十番店（食品販売） 麻布十番2−9−2
宝石のまつや（宝石・貴金属の小売り） 芝5−25−12

表3  港区優良集積所等表彰 ※行政順
名称

ハイネス南麻布管理組合法人
麻布パークハウス管理組合
コンシェリア白金台管理組合

表4  平成30年度 推奨事業所等一覧（新規 3事業所） ※50音順
店舗または事業所名 取り組み内容（概要）

（株）エムオン・
エンタテインメント

◦�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）やMECC
（みなと環境にやさしい事業者会議）等の環境活動に参加しています。
◦社内で割り振り表を作り、毎回の活動に参加しています。
◦他事業所へ活動参加の呼び掛けをしています。
◦�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

り組みを実施しています。

天祖神社

◦�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）や町会
活動に参加しています。

◦神社内で割り振り表を作り、毎回の活動に参加しています。
◦他事業所へ活動参加の呼び掛けをしています。
◦�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

り組みを実施しています。

（株）文化工房

◦�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）や町会
活動に参加しています。

◦社内で割り振り表を作り、毎回の活動に参加しています。
◦他事業所へ活動参加の呼び掛けをしています。
◦社内報等で地域活動に関する情報共有を実施しています。

表5 平成30年度 推奨事業所等一覧
（更新 21事業所） ※50音順
（株）天城
（株）エグゼクティブプロテクション
王帝商事（株）
グランドハイアット 東京

（株）源氏商会
（有）下條ビル
食処　竹やん

（株）拓新
（株）立原商店
（有）たにぐち
東京ミッドタウンマネジメント（株）
学校法人　東洋英和女学院
フォトショップ銀嶺

（株）誠
みずほ銀行　六本木支店

（株）三井住友銀行　六本木支店
三井不動産（株）
東京ミッドタウン事業部
学校法人　メイ・ウシヤマ学園
森ビル（株）

（有）山田ビルディング
六本木共同ビル（株）

合同表彰式を開催しました

「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」

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
団体を表彰しました（表3参照）。
　各事業者、小売店および団体の取
り組みの内容は、港区ホームページ
等で紹介しています。

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

図 認証ステッカー

平成
30年度

障害者福祉課発達障害者担当
� ☎3578－2694

問い合わせ
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みんなと
元気塾

みんなと
元気塾 までに、豊岡いきいきプラザへ。

� ☎3453－1591

介護家族の会に参加しませんか
対家族を介護している人、介護経
験のある人どなたでも
時（1）芝地区介護家族の会：4月17
日（水）午後1時30分～3時（2）南麻
布ホッと・ネット：3月28日（木）
午後1時30分～3時30分（3）北青山
「絆の会」：3月22日（金）午後2時～
4時（4）高輪地区みんなで語ろう
会：4月18日（木）午後2時～3時30分
（5）芝浦港南地区「かいごカフェ」：
4月12日（金）午後2時～3時30分
所（1）芝地区高齢者相談センター
（2）麻布地区高齢者相談センター
（3）赤坂地区高齢者相談センター
（4）白金台いきいきプラザ（5）芝浦
港南地区高齢者相談センター
申当日直接会場へ。
問各高齢者相談センター
� ☎欄外参照
担高齢者支援課高齢者相談支援係

はり・マッサージサービス
対65歳以上の区民
時4月23・24日（火・水）
所港南いきいきプラザ
人60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、3月30日（土）午後5時ま
でに、港南いきいきプラザへ。
� ☎3450－9915

みんなとオレンジカフェ
　認知症の人やその家族が気軽に
相談や交流のできる場です。
対どなたでも
時（1）3月27日（水）（2）4月3日（水）
（3）4月10日（水）（4）4月17日（水）
（5）4月19日（金）いずれも午前11時
～午後4時※（1）のみ午前10時～午
後4時
所（1）みなと保健所（2）介護予防総
合センター（みなとパーク芝浦2
階）（3）ありすいきいきプラザ（4）
赤坂区民センター（5）高輪区民セ
ンター
費用　各200円（飲み物代）
申当日直接会場へ。
問高齢者支援課高齢者相談支援係
� ☎3578－2409

What’s書道!?
　筆で字を書いてみませんか。
対おおむね50歳以上の区内在住の
外国人
時4月22日（月）午後1時～3時
所虎ノ門いきいきプラザ
人10人（抽選）
費用　1000円（材料費）
申電話または直接、4月8日（月）ま
でに、虎ノ門いきいきプラザへ。
� ☎3539－2941

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9日、5月14日、6月11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（日）
までに、南麻布いきいきプラザ
へ。� ☎5232－9671

絵手紙教室
対50歳以上の区民
時4月9日～9月24日�（隔週火曜・
全12回）午後1時30分～3時
所麻布いきいきプラザ
人10人（60歳以上の人優先で抽選）
費用　2000円（教材費）
申直接または電話、3月31日（日）
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18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歳以上の人優先で抽選）
費用　1000円（材料費）
申電話または直接、4月3日（水）ま
でに、麻布いきいきプラザへ。
� ☎3408－7888

チャレンジコミュニティ・クラ
ブ共催　英会話入門編「フッ
キーのHappy English」
対60歳以上の区民で、中学生レベ
ルの英語を理解している人
時4月8日～9月30日（毎週月曜・全
26回）午後1時～2時
所豊岡いきいきプラザ
人20人（抽選）
費用　毎月540円（テキスト代）
申電話または直接、3月31日（日）

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（月）か
ら、お住まいの地区の高齢者相談
センターへ、参加対象となるか等
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、申請等の
手続きを行います。

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

　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　介護保険で要支援認定され
たか、高齢者相談センターで実施
する「基本チェックリスト」の結果
で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 1

各高齢者相談センター
� ☎欄外参照

問い合わせ

５月開始の介護予防事業

参加者募集

表1 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9日 8月8日

2 西麻布
いきいきプラザ 8 毎週月・木曜　

午前10時～正午 5月9日 8月8日

3 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7日 7月26日

4 西麻布
いきいきプラザ 8 毎週火・金曜　

午前10時～正午 5月7日 7月26日

5

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9日 8月22日

6 神明
いきいきプラザ 10 毎週月曜　

午前10時～11時30分 5月13日 9月9日

7 赤坂
いきいきプラザ 8 毎週水曜　

午前10時～11時30分 5月8日 9月11日

8 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16日 9月12日

9 体力アップ
トレーニング

講座

青山
いきいきプラザ 17 毎週水曜　

午前10時～11時30分 5月1日 8月28日

10 健康増進
センター 16 毎週月曜　

午前9時45分～11時15分 5月13日 9月9日

11 みんなの食と
健
け ん

口
こ う

講座
白金台

いきいきプラザ 10 毎週金曜　
午後2時～4時 5月10日 6月21日

◆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

　住宅内の遮音性の向上や高層ビル
群による音の反響等により、防災行
政無線が聞き取りにくいとの声が寄
せられていることから、住宅内でも
安定して受信できる280メガヘルツ

共通事項
対象　どなたでも
費用　無料
申し込み　当日直接会場へ。

　高輪地区CCクラブ（チャレンジコ
ミュニティ・クラブ）が中心となり運
営しているカフェです。地域の人が
気軽に集い交流する場をつくること
で、地域コミュニティの活性化を図
ることを目的に開設しています。
　高輪地区では3つのカフェを開催
しています（表 2のとおり）。コミュ
ニティ・カフェ高輪�in�HUGでは、
小講演会も開催しています。気軽に
お越しください。

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 ゆかしの杜の様子

帯防災ラジオを有償配付していま
す。また、聴覚障害者の人向けに
は、文字表示機能のついたラジオを
お渡しします。
　災害時の情報取得手段の一つとし
て、ぜひご活用ください。
対象
　区内全域の防災行政無線が聞き取
りにくい世帯
有償配付価格
　1台　1000円（税込）

※�住民税非課税および生活保護受給
世帯は無償です。
※1世帯1台に限ります。
放送内容
◦緊急地震速報（地震が来る前）
◦地震の震度（地震が来た後）
◦気象の特別警報
◦津波に関する情報
◦国民保護情報（ミサイル攻撃等）
◦その他、区の緊急情報
◦防災行政無線の定時放送（夕焼け
小焼け）
申込時に必要なもの
◦住所と氏名が分かる本人確認書類
（運転免許証、健康保険証等）
◦現金1000円（防災課窓口で申請す
る場合）
※�郵送等による申請は、別途納付書
でお振り込みいただきます。 防災課防災係� ☎3578－2545

問い合わせ

◦住民税非課税世帯の人は、世帯全
員の非課税証明書
◦生活保護受給者世帯の人は、生活
保護受給証明書
◦聴覚障害のある人は、身体障害者
手帳
申し込み
　郵送または直接、申請書に必要事
項を明記の上、〒105－8511　港区
役所防災危機管理室防災課防災係
（区役所5階）へ。
　申請書は防災課および各総合支所
協働推進課で配布している他、港区
ホームページからダウンロードもで
きます。詳しくは、港区ホームペー
ジをご覧ください。

表2 開催しているカフェ一覧
カフェ名 とき ところ

コミュニティ・カフェ高輪 原則毎月第2・4金曜
午後1時30分～4時

高輪コミュニティぷらざ
2階展示ギャラリー前

コミュニティ・カフェ高輪
in HUG

原則毎月第3火曜
午後1時30分～4時

高輪区民協働スペース
（HUG高輪2階）

コミュニティ・カフェ高輪
in ゆかしの杜

原則毎月第3金曜
午後1時30分～4時

白金台区民協働スペース
（ゆかしの杜6階）

コミュニティ・
カフェ高輪
を開催しています

280メガヘルツ帯
防災ラジオを

有償配付しています
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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

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（木・祝） アカビシ薬局 高輪3−10−38 3441−8092

3月24日（日） チカラ堂薬局 高輪3−26−33 3441−4390

3月31日（日） QOLサポート
クオール薬局田町店 芝5−27−6　1階 6435−3089

薬の相談　※日中、夜間とも区内在住者に限ります。

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）

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/

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

3
月
21
日（
木・祝
）

谷村クリニック（内・小） 赤坂7−6−52　ハイツ赤坂112 3587−1239
赤坂見附前田病院（内・外） 元赤坂1−1−5 3408−1136
井本歯科医院（歯） 西麻布4−3−2　田丸ビル4階 3498−2336
★芝浦アイランド
内科クリニック（内）

芝浦4−20−4　
芝浦アイランドブルームホームズ2階 5730−0221

3
月
24
日（
日
）

青山内科医院（内） 南青山5−1−22　
青山ライズスクエア3階 3499−6500

東京高輪病院（内・外） 高輪3−10−11 3443−9191
藤川歯科医院（歯） 浜松町1−27−14　

サン・キツカワビル2階 5777−6480
ナカダデンタルクリニック（歯） 赤坂1−12−32　アーク森ビル3階 5563−9331
★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
31
日（
日
）

フローイーストクリニック（小） 南麻布5−10−24　第二佐野ビル7階 6277−3555
虎の門病院（内） 虎ノ門2−2−2 3588−1111
天野歯科（歯） 南青山5−10−19　4階 3499−0648
★岸本クリニック（内） 六本木5−16−4　

六本木エーワンビル4階 3589−2112
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）

※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。

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

リハビリセミナー「運動習慣をつ
けて体力アップ」
対どなたでも
時4月2日（火）午後4時～5時
所がん在宅緩和ケア支援センター
人30人（申込順）
申電話またはファックスで、氏名・
電話番号を、4月1日（月）午後8時ま
でに、がん在宅緩和ケア支援センタ�
ー（受付時間：月～金曜午前10時～
午後8時、土曜午前10時～午後5時）
へ。※詳しくは、がん在宅緩和ケア
支援センターホームページ
https://www.minato-hpccsc.jp/
をご覧ください。
� ☎6450－3421　FAX6450－3583

家族会
対区民で、こころの病気がある人の
家族
時4月10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。※
保育あり（4カ月～就学前、2人。4月
3日（水）までにお申し込みください）
� ☎6400－0084

健康相談・禁煙相談
対区民
時4月10日（水）、5月8日（水）午前※時
間はお問い合わせください。※保育
あり（4カ月～就学前、3人。各開催
日の1週間前までにお申し込みくだ
さい）
所みなと保健所
申電話で、開催日の前日までに、健
康推進課健康づくり係へ。
� ☎6400－0083

精神保健福祉相談
対区内在住・在勤者
時4月12日（金）・15日（月）・17日
（水）・22日（月）※時間はお問い合わ
せください。※4月15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

アピアランス（外見）ケア体験「女
子力アップネイル体験～治療中
のお手入れ方法を知って爪トラ
ブルを解決～」
対区民で、がん患者とその家族
時4月17日（水）・24日（水）いずれも
午後0時30分～1時30分
所がん在宅緩和ケア支援センター
人5人（申込順）
申電話またはファックスで、氏名・
電話番号を、開催日の前日午後8時ま
でに、がん在宅緩和ケア支援センタ�
ー（受付時間：月～金曜午前10時～
午後8時、土曜午前10時～午後5時）
へ。※詳しくは、がん在宅緩和ケア
支援センターホームページ
https://www.minato-hpccsc.jp/
をご覧ください。
� ☎6450－3421　FAX6450－3583

管理栄養士による栄養セミナー
「平成に流

は や

行った食材をふりかえ
る～麹

こうじ

といえば？～」
対どなたでも
時4月20日（土）午前10時30分～正午
所がん在宅緩和ケア支援センター
人15人（申込順）
費用　400円（材料費）
申電話またはファックスで、氏名・
電話番号を、4月19日（金）午後8時ま
でに、がん在宅緩和ケア支援センタ�
ー（受付時間：月～金曜午前10時～
午後8時、土曜午前10時～午後5時）
へ。※詳しくは、がん在宅緩和ケア
支援センターホームページ
https://www.minato-hpccsc.jp/
をご覧ください。
� ☎6450－3421　FAX6450－3583

健康度測定
対18歳以上の人どなたでも
時4月17・24日（水）（1）午後5時50分
～8時20分（2）午後6時20分～8時50
分、4月20日（土）（3）午後0時50分～3

時20分（4）午後2時20分～4時50分
所健康増進センター
持ち物　運動できる服装、室内用運
動靴、タオル、健康診断結果（1年以
内）
費用　港区国民健康保険加入者：
2000円、区内在住・在勤者：4500
円、区外在住者：8000円※区内在住
の後期高齢者医療制度加入者は無料
です。
人（1）（3）（4）4人（2）2人（いずれも抽
選）
申電話で仮予約後、郵送または直接、
4月3日（水）までに、〒107－0052赤坂
4－18－13　赤坂コミュニティーぷ
らざ6階健康増進センターへ。
○3月31日（日）まで
� ☎090－9145－7754
○4月1日（月）以降� ☎5413－2717

映画音楽コンサート29
対どなたでも
時4月6日（土）午後1時30分～2時30分
所虎ノ門いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問虎ノ門いきいきプラザ
� ☎3539－2941

講演会「元気になる呼吸～咳・息
切れ・眠気で悩まないため～」
対区民
時4月3日（水）午前10時～11時30分
所白金台いきいきプラザ
人120人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問白金台いきいきプラザ
� ☎3440－4627

商工会館主催「高卒採用戦略セミ
ナー」
対中小企業経営者および人事担当
者、区内在勤者等
時4月9日（火）午後2時～4時
所商工会館
人30人（申込順）
申電話で、商工会館へ。商工会館ホ�
ームページ
https://minato-shoukou.jp/

からも申し込めます。詳しくは、商
工会館ホームページをご覧くださ
い。� ☎3433－0862
担産業振興課産業振興係

講演会＆トークセッション「LGBT
出張授業～身近な人のカミング
アウトにどう答えますか？～」
対どなたでも
時4月27日（土）午後2時～4時
所リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）
人208人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、6人程度。4月11日（木）ま
でに、申込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、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

都立三田高等学校公開講座「都内
文学・歴史散歩」
対18歳以上の都内在住・在勤・在学
者で全4回参加できる人
時三田界

かい わ い

隈：5月19日（日）、豪徳寺・
松陰神社界隈：6月29日（土）、落合
文土村界隈：10月26日（土）、麻布・
新橋界隈：11月23日（土・祝）いずれ
も午後1時～6時（全4回）
人30人（抽選）
費用　2120円（受講料2000円、傷害
保険料120円）
申往復はがきに、講座名・住所・氏
名・年齢・電話番号を明記の上、4
月18日（木・必着）までに、〒108－
0073三田1－4－46　都立三田高等学
校「公開講座担当」へ。
問都立三田高等学校経営企画室
� ☎3453－1991
生涯学習スポーツ振興課スポーツ振
興係� ☎3578－2750

※区役所・総合支所・都庁への郵便は、郵便番号と宛先（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、全て無料です。

◆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
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　連絡会では、各社会福祉法人が持
つ社会資源を、地域で活動している
皆さんに活用していただくため、貸
出可能な備品や会議室、各分野の職
員による専門相談や出張講座の情報
等をまとめた冊子「港区社会福祉法
人活用ガイド」を発行しました。
　冊子は、各総合支所や各いきいき
プラザ等の他、各社会福祉法人でご
覧いただけます。また、港区社会福
祉協議会ホームページ
http://www.minato-cosw.net/
からダウンロードもできます。
対地域でボランティア活動や町会・
自治会等で福祉活動をしている区
民、各種福祉サービスに関する相談
等を希望する区民
問港区社会福祉協議会事業・企画担
当� ☎6230－0280
担保健福祉課管理係

国民健康保険高額療養費資金お
よび出産費資金貸付制度の廃止
について
　国民健康保険高額療養費資金およ
び出産費資金貸付制度は、平成3年
から実施してきましたが、限度額適

区政モニターアンケート「外国人
との交流について」の調査結果を
まとめました
　区では、区政運営の参考とするた
めに、区政モニターおよびアンケー
ト協力員の皆さんにご協力いただ
き、アンケート調査を毎年行ってい
ます。
　平成30年12月～平成31年1月に実
施したアンケート調査「外国人との
交流について」の調査結果を報告書
にまとめました。報告書は、4月1日
（月）から港区ホームページでご覧に
なれます。
問区長室広聴担当� ☎3578－2050

「港区社会福祉法人活用ガイド」
を発行しました
　区内で高齢や障害、子ども分野等
の福祉サービスを提供する25の社会
福祉法人は、港区社会福祉法人連絡
会を開催し、地域公益活動に関する
情報の共有や連携等の意見交換を行�
っています。

用認定証や出産育児一時金の直接支
払制度が導入され、被保険者の一時
的負担がなくなり、近年利用実績が
ないため、3月28日（木）をもって制
度を廃止します。
問国保年金課給付係�☎内線2640～2

「未所蔵資料Webリクエスト」が
始まります
　港区立図書館ホームページから、
図書館に所蔵のない図書・雑誌のリ
クエストができるようになります。
対図書館カードをお持ちの人
開始日時　3月22日（金）午前9時
内図書・雑誌の予約とリクエストは、
合計で1人10件まで
詳しくは、港区立図書館ホームペー
ジ
http://www.lib.city.minato.
tokyo.jp/
をご覧ください。
問みなと図書館� ☎3437－6621

「障害者週間記念事業」実行委員
　毎年12月3～9日は、障害者週間で

す。障害者週間は、障害や障害者へ
の理解を深めるとともに、障害者の
社会参加を促進するために設けられ
ています。式典・講演等を通じて、
みんなで共に考え、楽しむ事業を12
月に実施する予定です。当日の企
画・立案等を行う実行委員を募集し
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
内容　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月から月1回、全
6回程度、平日昼間に開催する予定
です。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）、住所・
氏名（ふりがな）・電話番号を明記の
上、4月3日（水・消印有効）までに、�
〒105－8511　港区役所保健福祉支
援部障害者福祉課障害者福祉係（区
役所2階）へ。
� ☎3578－2458　FAX3578－2678

　区は、各事業の間で参加者の費用
負担に差異がある現状を改善すると
ともに、区民の皆さんに事業に積極
的に参加していただくために、参加
者と区の負担する経費と負担割合の
軽減について定めました。
　4月から区民の皆さんが区の事業
に参加した際に負担する経費のう
ち、宿泊費や交通費等については、
原則その2分の1を負担していただく
ことになります。また、教材費等に
ついては、実費を負担していただく
ことになります。
　各事業の参加費の詳細について
は、それぞれの事業を実施する担当
課にお問い合わせください。
対象事業
　定員を定め、原則、参加者を公募
により決定し実施する事業

区が負担する経費
　次の経費は、区が負担します。
（1）事業の企画運営に係る業務委託
料（出演者、講師の謝礼を含む）
（2）随行職員の旅費、宿泊費等の引
率に係る経費
（3）保険料等その他の経費
参加者が負担する経費
（1）次の経費については、区民の皆
さんの積極的な参加を促すため、区
と参加者が同等の負担をすることと
し、原則2分の1を減額します。
・交通費
・食費
・宿泊費
（2）次の経費については、参加者が
全額実費を負担することとします。
・教材費
・入館料等の参加者個人に係る実費

負担割合の軽減について
　参加者が負担する経費のうち、事
業の目的や対象者により配慮が必要
な事業については、負担割合を軽減
します（表のとおり）。

適用時期
　平成31年4月1日

　区では、食品衛生法に基づき、
「平成31年度（2019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）厚生労働省や都、他自治体と連
携した監視指導の実施

閲覧方法
　｢平成31年度（2019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
者センターおよび港区ホームページ
でご覧いただけます。

生活衛生課食品安全推進担当
� ☎6400－0047

企画課企画担当� ☎3578－2092

区長室広報係　☎3578－2036
 「広報みなと」の
自宅配送について

「広報みなと」は、希望する区民の皆さんに自宅配送しています。また、自宅配送をしている人で、住所が変更になった人は、
区長室広報係へご連絡ください。住所変更の手続きが必要です。

※区役所・総合支所・都庁への郵便は、郵便番号と宛先（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、全て無料です。

総務課人権・男女平等参画係
� ☎3578－2027

刑を終えて出所した人とその家族へ
の偏見や差別をなくそう
　刑を終えて出所した人やその家族
に対する「怖い」「信頼できない」と
いった偏見や差別は根強くあり、悪
意のある噂を流されたり、プライバ
シーを侵害されたりする他、住宅の
確保や就職が困難であること等の問
題が起きています。
　本人が強い更生意欲を持ち社会復
帰を望んでも、これらの偏見や差別
により更生意欲がそがれたり、更生
を阻害されたりすることがあり、そ
の結果、再び犯罪に手を染める可能
性を高めることにもつながってしま
います。

　刑を終えて出所した人たちが地域
社会の一員として円滑な社会生活を
営むためには、本人の強い更生意欲
と併せて、家族、職場、地域社会
等、周囲の人々の理解と協力が不可
欠です。また、家族が「罪を犯した
人の家族である」というだけの理由
で地域社会から差別的な扱いを受け
ることは、あってはならないことで
す。
　刑を終えて出所した人やその家族
の人権を守り、健全な地域社会を築
いていくためには、本人の更生意欲
だけでなく、周囲の偏見や差別意識
をなくし、更生と社会復帰に適した
社会環境を築いていくことが大切で
す。

平成31年度（2019年度）

港区食品衛生監視指導計画を公表します

表  参加者の負担割合の軽減について

負担割合 対象事業 理由

【原則】
2分の1 下記で定める事業以外の事業 区民等の区事業への参加を促進す

るため。

全額区負担
平和青年団派遣事業

区民等の区事業への確実な参加を
確保するため。

リサイクル施設等の見学会

4分の1
連携自治体との交流事業 子どもたちが地域交流に積極的に

参加できる機会を確保するため。

障害者のみを対象とした
移動を伴う事業

障害者の社会参加の機会を確保す
るため。

10分の1 港区小中学生海外派遣事業 子どもたちが海外派遣に積極的に
参加できる機会を確保するため。

区民の皆さんが区の事業に
参加した際に負担する経費
を定めました
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対象
　風しん抗体価が低い19歳以上の区
民で、風しんまたは麻しん風しん混
合（MR）ワクチン未接種の人のう
ち、次のいずれかに該当する人
※�予防接種の対象となる風しん抗体
価の基準は、HI法：32倍未満、EIA
法：8.0未満です。

（1）妊娠を希望する女性
（2）妊娠を希望する女性の夫（パート
ナーを含む）・同居者
（3）風しん抗体価の低い妊婦の夫（パ�
ートナーを含む）・同居者
開始時期
　平成31年4月1日（月）
費用
　無料
※�事業について詳しくは、港区ホー
ムページをご覧ください。

　現在の風しんの発生状況を踏ま
え、区では風しんの感染拡大防止に
取り組みます。
成人男性の風しんの定期予防接種第
5期について（国の制度）
　国は、感染拡大防止のため、抗体
保有率の低い39～56歳の男性を対象
として、平成34年3月末までに限
り、予防接種法に基づく風しんの定
期接種化を決めました。区は、4月
以降速やかに事業が実施できるよう
準備を進めています。詳しくは、港
区ホームページや「広報みなと」でお
知らせします。
対象
　昭和37年4月2日～昭和54年4月1日
生まれの男性（平成31年度は、昭和
47年4月2日～昭和54年4月1日生まれ
の男性に抗体検査と予防接種のご案
内を個別に送付する予定です）
※�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。

成人の風しん対策事業として実施し
ている任意接種の費用の助成を全額
助成とします（区の制度）
　平成31年度から、一部助成を全額
助成に拡充します。

2
（火）おはなし会「ふわふわあひるのこ」　他 午後2時40分～3時 台場区民センター

6
（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「明日を夢見て」
（原題：L'uomo delle stelle）

午後2時～3時55分
（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

7
（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「キング・ソロモン」

（原題：KING SOLOMON'S MINES）
午後2時～3時20分
（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

8
（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

9
（火）

ミュージックシアター「和楽器とアジア楽器の
競演 アンコールワットコンサート」（収録映像） 午後1時～2時40分 みなと図書館（90人）

10
（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 午後3時～3時30分 赤坂図書館
おはなし会 午後2時30分～3時 港南図書館

11
（木）

DVDシアター｢工場萌えな日々｣ 正午～午後12時50分
（午前11時30分開場） 三田図書館（60人）

親子で遊ぼうおはなし会 午前10時30分～11時 高輪図書館
子ども映画会「しまじろうのわお！ おはなし大
特集！ みんな いきている」

午後3時～4時10分
（午後2時30分開場）

高輪図書館分室
（50人）

12
（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」 午後2時～3時
（午後1時30分開場） 高輪図書館（10人）

一般映画会「検察官閣下」
（原題：THE INSPECTOR GENERAL）

午後2時～3時45分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

13
（土）

おはなし会 午前11時～11時30分 三田図書館
ぴよぴよおはなし会 午前11時～11時20分 みなと図書館
おはなし会 午後3時～3時30分 みなと図書館
きしゃぽっぽおはなし会 午後2時～2時30分 高輪図書館
映画会「二世部隊」

（原題：GO FOR BROKE!）
午後2時～3時35分
（午後1時30分開場） 港南図書館（45人）

14
（日）Storytime in English（英語でおはなし会） 午後2時30分～3時 麻布図書館

16
（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

17
（水）あかちゃんタイム 午前10時～正午 みなと図書館

18
（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

19
（金）映画会「折鶴お千」「唐人お吉」 午後2時～3時35分

（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

20
（土）

みなとシネクラブ「ユー・キャン・カウント・オン
ミー」（原題：you can count on me） 午後1時～3時30分 みなと図書館（90人）

第7回みなと子ども読書まつり 
ぴよぴよおはなし会 午前11時～11時20分 みなと図書館

第7回みなと子ども読書まつり 昔話おはなし会 午後3時～3時30分 みなと図書館
第7回 みなと子ども読書まつり

「春の歌のコンサート」
午後2時～3時

（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

21
（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
第7回みなと子ども読書まつり おはなし会 午後2時30分～3時 麻布図書館

23
（火）

第7回 みなと子ども読書まつり
おやこおはなし会 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

24
（水）

第7回 みなと子ども読書まつり
おやこおはなし会 午前10時30分～11時 港南図書館

25
（木）

第7回みなと子ども読書まつり おはなし会 午前10時30分～11時 三田図書館
ナイトシネマ「ニューヨーク東8番街の奇跡」

（原題：*BATTERIES NOT INCLUDED）
午後5時30分～7時20分

（午後5時開場） 麻布図書館（30人）

26
（金）

夜のDVDシアター「プロジェクトX/挑戦者たち 
幻の金堂 ゼロからの挑戦」

午後6時～6時45分
（午後5時30分開場） 赤坂図書館（35人）

27
（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

映画会「チェルノブイリ・ハート」
（原題：CHERNOBYL HEART） 午後1時～2時 みなと図書館（90人）

第7回みなと子ども読書まつり 
かたりべによる民話と昔話 午後3時～3時45分 みなと図書館

第7回みなと子ども読書まつり 
きしゃポッポおはなし会 午後2時30分～3時 麻布図書館

28
（日）

映画会「スィート・スィート・ビレッジ」
（原題：VESNICKO MA STREDISKOVA）

午後2時～3時45分
（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

第7回みなと子ども読書まつり おはなし会 午後2時～2時30分 高輪図書館
第7回みなと子ども読書まつり 
としょかん★おたのしみ会

午後2時30分～3時30分
（午後2時開場） 麻布図書館

29
（月・祝）

子ども映画会「森は生きている」
（原題：ДBEHAДЦATЬ MECЯЦEB）

正午～午後0時50分
（午前11時30分開場） 高輪図書館（40人）

映画会「四枚の羽根」
（原題：The four feathers）

午後2時～3時55分
（午後1時30分開場） 港南図書館（45人）

とき とき内容 内容時間 時間ところ ところ

April

台場区民センター� ☎5500－2355
赤坂子ども中高生プラザ� ☎5561－7830
高輪図書館� ☎5421－7617
港区スポーツセンター� ☎3452－4151

麻布図書館� ☎3585－9225
白金台児童館� ☎3444－1899
みなと図書館� ☎3437－6621
障害保健福祉センター� ☎5439－2511
赤坂図書館� ☎3408－5090
港南図書館� ☎3458－1085
三田図書館� ☎3452－4951

高輪図書館分室� ☎3443－1666
港南子ども中高生プラザ� ☎3450－9576
麻布子ども中高生プラザ� ☎5447－0611
高輪子ども中高生プラザ� ☎3443－1555
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ�☎5443－7338

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。

北海道宗
そ う

谷
や

郡猿
さ る

払
ふ つ

村

第20回

　北海道宗谷地方の北部に位置する猿
払村は、大自然に囲まれた漁業と酪農
が盛んな村です。湿原を穏やかに流れ
る猿払川等の河川には日本最大の淡水
魚のイトウが生息し、オホーツク海に
面している村の東部には2～3月にか
けて流氷が接岸します。
　名産は日本一の漁獲量を誇るホタテ
です。ニシンの不漁や炭鉱の閉山等で
地域経済が衰退していた昭和46年
に、猿払村は10年計画でホタテの稚

貝放流事業に
取り組みまし
た。海を畑に
たとえて4区
画に分け、稚
貝を放流して

から4年後の水揚げに至るまで、資源
を保全しながら管理した結果、安定的
に年間4万トン近く水揚げできるよう
になりました。ホタテは、冷凍貝柱や
干し貝柱に加工され、ヨーロッパ等に
も輸出されています。50年以上かけ
て育んだ地域の人々の取り組みが、現
在の豊かな村へと発展させました。
　猿払村には、人口の約2.8倍に当た

る7000頭以上の乳牛が飼育されてい
ます。ホタテの風味がある貝柱の形を
した「ホタコロ」は、人気のご当地チー
ズです。こうしたホタテの名産品は、
毎年10月に開催される「みなと区民ま
つり」の北海道宗谷町村会ブースで味
わえます。
　猿払村は春から秋にかけて観光シー
ズンを迎えま
す。牧草地の真
ん中を一直線に
走り抜ける約8
キロの「エサヌ
カ線」は絶景のツーリングスポットで
す。人気の「さるふつ公園」は、道の駅
やゴルフ場、キャンプ場、地元の食材
を使った料理を提供するホテルやレス
トランを備えた施設です。毎年7月に開
催される「さるふつ観光まつり」では、
ホタテの即売会や花火大会等が行わ
れ、道内外から約1万人が来場します。
　猿払村総務課の河口さんは「プリプ
リした生の天然ホタテをぜひ、猿払村
で味わっていただきたいです。夜には
満天の星空が皆さんをお迎えします」
と話してくださいました。

ホタテの漁獲量日本一、大自然に囲まれた猿払村

「今後の風しん対策について」二次元コード

今後の風しん対策について

ホタテ漁

エサヌカ線

保健予防課保健予防係
� ☎6400－0081

問い合わせ


