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新型コロナウイルス 感染拡大防止のため、人と人の距離の確保・手洗い・咳エチケットを徹底してください

みなと母子手帳アプリ

でのオンライン予約を開始しました
～自宅で、電車の中で、いつでもどこからでも予約できます～

みなと保健所で実施する乳幼児健診等の一部の母子保健事業は、3密を避
けるために、現在、定員枠を設け、完全予約制で実施しています。
利便性を向上させるために、6月1日から開始した
「みなと母
子手帳アプリ」
に予約機能を新たに搭載して、健診の予約や日
程変更等を簡単にできるようにしました。

オンライン予約の概要
予約開始日・対象者
生まれ月によって予約できる日程が
決まっています。毎月、対象者には個
別にご案内の通知をお送りしますので、
必ずお読みの上、予約をしてください。

予約できる内容
◦4カ月児育児相談
◦1歳6カ月児歯科健診
◦3歳児健診
今後、オンライン予約可能
な内容を順次拡大していく予
定です。

アプリを利用するメリット
母子手帳

◦24時間365日、予約や日程変更
が可能になりました
（メンテナ
ンス時間を除く）
。
◦スケジュール機能を活用して、
利用者が予約状況をいつでも
確認することができます。

画面

利用方法
ア ッ プ

みなと母子手帳アプリ予約枠一覧画面
（イメージ）

子育てひろば
「あっぴぃ」
の
オンライン予約もできます
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ル

プ レ イ

問い合わせ

子育てを支援する施設
「あっぴぃ」
で実施する子育てひろばと乳幼児一
時預かりについても、
「みなと母子手帳アプリ」
で空き状況の確認と利用
予約ができるようになりました。詳しくは、8面をご覧ください。

区の手続きや施設・催し物のご案内は

ス

（1）
A
 pp StoreまたはGoogle Playで
「みなと母子手帳アプリ」
と検索を
してアプリをダウンロード
二次元コードをスマートフ
（2）
みなと母子手帳アプリのウェブ版
ォン等で読み取ると、みなと
母子手帳アプリのトップペ
https://minato.city-hc.jp/
ージをご覧いただけます。
から利用
※通信費、パケット代は利用者の負担です。

へ

〇みなと母子手帳アプリについて
健康推進課地域保健係
☎6400−0084 FAX3455−4460
〇子育てひろば「あっぴぃ」
のオンライン予約について
子
家庭支援
子
家庭
係
☎6400−0090

☎5472－3710 FAX5777－8752

年中無休

午前8時~午後8時

◆「広報みなと」は新聞（朝日・読売・毎日・日本経済・産経・東京）折り込みです。区の施設や、郵便局（赤坂・一ツ木通・麻布・芝・芝公園・新橋・高輪）、公衆浴場、区内のＪＲ・
地下鉄・ゆりかもめの駅、新聞販売店等に置いてある他、希望する区民の皆さんに配達しています。また、
「点字広報」、
「声の広報」も発行していますので、ご利用ください。
「広報みなと」
は、港区ホームページ
（https://www.city.minato.tokyo.jp）
でもご覧いただけます。
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年⾦⽣活者⽀援給付⾦
のお知らせ

年金生活者支援給付金は、公的年
金等の収入や所得額が一定基準額以
下の年金受給者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給される
ものです。給付金は支給要件を満た
している限り、継続して受け取るこ
とができます。
給付金の種類
高齢者への給付金
◦老齢年金生活者支援給付金
◦補足的老齢年金生活者支援給付金
障害者や遺族への給付金
◦障害年金生活者支援給付金
◦遺族年金生活者支援給付金
対象

老齢基礎年金を受給している人
次の要件を全て満たしている必要
があります。
◦65歳以上である。
◦世帯員全員の区民税が非課税
◦前年の年金収入額とその他の所得
額の合計が約88万円（※）以下
※令和2年度は87万9900円
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給
している人
次の要件を満たしている必要があ
ります。
◦前 年の所得額が「462万1千円＋扶
養親族の数×38万円（※）」以下で
ある。

港区国民健康保険加入者への
特定保健指導が始まります

港区国民健康保険に加入している
40～74歳の人で、特定健康診査（メ
タボリックシンドロームに着目した
健診）を受診した人の中から、生活
習慣の改善が必要な人に11月から特
定保健指導を実施します。
メタボリックシンドローム（内臓脂
肪症候群）
とは
メタボリックシンドロームは、内
臓の周りに脂肪がたまり過ぎた状態

令和2年度

に加え、高血糖・高血圧・脂質異常
という生活習慣病のリスクが2つ以
上重なった状態をいいます。この状
態は、心筋梗塞や脳梗塞の原因とな
る動脈硬化を急速に進行させます。
特定保健指導とは
特定保健指導は、特定健康診査の
結果と、健診を受けた時に記入した
質問票、腹囲や生活習慣病等のリス
ク要因の数、年齢等から、「情報提

港区NPO活動助成団体事業紹介●
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（特）
アフォール

（特）アフォールでは、初めての子
育てで孤立しがちなお父さんやお母
さんの負担軽減のため、幼稚園・保
育園探しのサポートアプリ「みなと
園のことマップ」
や園活情報冊子「は
じめての園活応援ガイド」を発行し
ています。
幼稚園保育園マップおよび幼稚園・
保育園探しのための園活情報誌の発
行
地域の幼稚園・保育園の情報をス
マートフォン等の地図上で探すこと
ができるアプリ「みなと園のことマ
ップ」を開発しました。さらに、初
めて園探しをするお父さんやお母さ

ん向けに、各保育園の詳細情報を掲
載した冊子を作成し、有償で配布し
ています。各園の情報は、区内の園
にご協力いただき、独自に調査し、
入園準備品や力を入れている教育・
保育等、園の見学だけでは知ること
が難しい情報を掲載しています。
二次元コードをスマートフォンで読
み取ると、
（特）
アフォールブログ
「み
なと園のことマップ」
紹介サイトの
ページをご覧いただけます。

園活情報の発信
新型コロナウイルス感染症の影響
により、保育園の見学が7月から始
まりました。保育園について実際に
見学する期間が短くなり、これまで

https://www.city.minato.tokyo.jp

※同一生計配偶者のうち、70歳以上
の人または老人扶養親族の場合は
48万円、特定扶養親族または16歳
以上19歳未満の扶養親族の場合は
63万円
給付金を受け取るには、請求書を提
出する必要があります
皆さんが提出した請求書に関する
事務手続き等は、日本年金機構が行
います。
（1）新たに年金生活者支援給付金を
受給する人
対象となる人には、日本年金機構
から請求手続きの案内が10月中旬か
ら順次届きます。同封のはがき
（年金
生活者支援給付金請求書）
を記入し、
10月30日
（金）
までに、提出してくだ
さい
（期限が過ぎた場合でも、令和3
年2月1日
（月）
までに請求手続きが完

了すれば、令和2年8月分からさかの
ぼって受け取ることができます）
。
（2）
年金を受給しはじめる人
年金の請求手続きと併せて、年金
事務所または国保年金課国民年金係
で請求手続きをしてください。
（3）
令和元年度から引き続き年金生活
者支援給付金を受給している人
手続きは不要です。
詐欺等にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省を装っ
た不審な電話や案内にご注意くださ
い。

供」
「動機付け支援」
「積極的支援」の3
グループに分けて行います。
管理栄養士等が、一人一人の生活
習慣の改善に向けて目標を設定し、
行動が継続できるようにサポートし
ます。費用は無料ですので、この機
会に積極的にご活用ください。
情報提供
全ての受診者を対象に、健診結果
の見方・活用方法、健康づくりのア
ドバイス等生活習慣の改善に必要な
情報を冊子にして提供します。
動機付け支援・積極的支援
このグループに該当した人には、
健診受診3カ月後をめどに、ご自宅
へ「特定保健指導利用券」と利用案内
を送付します。

注意事項
◦既 に「高血圧」
「 糖尿病」
「 脂質異常
症」で治療を受けている人は特定
保健指導の対象となりません。
◦港区国民健康保険以外の保険に加
入している人は、加入している医
療保険者で特定健康診査・特定保
健指導を実施します。詳しくは、
加入している各医療保険者へお問
い合わせください。

以上に保育園探しや園ごとの詳細情
報が重要になっていることから、
SNSの発信媒体や発信回数を増や
し、情報発信に力を入れています。
インスタグラム
https://www.instagram.com/
afol_web
二次元コードをスマートフォンで
読み取ると、
（特）アフォールのイン
スタグラムをご覧いただけます。

ツイッター
https://twitter.com/AFOL_
oshika
二次元コードをスマートフォンで
読み取ると、
（ 特）アフォールのツ
イッターをご覧いただけます。

フェイスブック
https://www.facebook.com/
afolinfo

問い合わせ

ねんきんダイヤル
 ☎0570-05－1165
（ナビダイヤル）
港年金事務所
☎5401－3211
担当課

国保年金課国民年金係

問い合わせ

〇特定保健指導の内容について
健康推進課健康づくり係

☎6400－0083
〇特定保健指導の制度について
国保年金課事業係 ☎3578－2637

二次元コードをスマートフォンで
読み取ると、
（特）アフォールのフェ
イスブックをご覧いただけます。

園活情報交換会の開催
子育てひろば
「あっぴぃ」
や、男女
平等参画センターで、保育園入園に
向けた講座を開催し、子育てパート
ナーである保育園と出合う活動「園
活」を支援しています。令和2年度
は、オンラインでの開催も企画して
います。
問い合わせ

（特）アフォール（地域総合計画研
究所内）

☎3400－4952
〇助成事業について
地域振興課区民協働・町会自治会
支援担当
☎3578－2557

☎電話番号のかけ間違いにご注意ください。

「ポケット労働法2020」
を無料でお配りしています
労働法に初めて触れる人を対象に、労働法等を
詳しく調べたいときに手軽に活用していただける
よう「ポケット労働法2020」を作成し、配布してい
ます
（掲載内容は都の出版許諾を受けています）。
対象 どなたでも
配布場所 産業振興課（区役所3階）、各総合支所
管理課、商工会館、消費者センター（みなとパー
ク芝浦2階）
、港勤労福祉会館
内容
（目次）
第1章 働く人、雇う人のルール
第2章 就職するときに

港区広報番組をご覧ください

第3章 賃金に関する基準
第4章 労働時間と休日・休暇
第5章 母性保護と育児・介護に関する制度
第6章 多様な働き方
第7章 安全・快適な職場環境
第8章 雇用保険と健保・年金
第9章 会社を離れるときに
第10章 労働組合
働く人のための窓口

見本としてポケット労働法2019版を掲載しています

問い合わせ

産業振興課経営相談担当

☎3578－2553

10月21日更新「港区広報トピックス（20分番組）」
内容 児童虐待防止推進月間 他
放送期間 10月21日（水）～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。

問い合わせは

へ

☎5472−3710 FAX5777−8752

MINATO CITY

感染性胃腸炎に注意しましょう
秋から冬にかけて、ウイルスによ
る感染性胃腸炎が流行します。主な
症状は吐き気・嘔吐や下痢です。
感染性胃腸炎の原因となるウイル
スには、ノロウイルスやロタウイル
ス等があります。いずれも感染力が
非常に強く、乳幼児や学童、高齢者
を中心に流行するため、保育園や学
校、高齢者施設等で集団感染が起こ
ります。
感染経路は、病原体が付着した手
で口に触れることによる感染（接触
感染）、汚染された食品を食べるこ
おう

と

とによる感染（経口感染）がありま
す。また、症状が消失してもしばら
くは便中にウイルスが排出されるた
め、注意が必要です。
最も有効な予防方法は手洗いで
す。トイレの後や調理する前、食事
の前等には、石けんと流水を使って
十分に手を洗いましょう。
嘔吐物を処理する際には次のことが
大切です
◦窓を開けてよく換気しましょう。
◦使い捨てマスクと手袋を必ず使用
し、嘔吐物は不要な布等で包んで

（区役所代表）
☎3578–2111

ビニール袋で密閉して捨てましょ
う。
◦拭き取った後は、有効な消毒薬等
で十分に消毒しましょう。広くウ
イルスが散っている可能性がある
ため、嘔吐があった周辺も合わせ
て消毒しましょう。
◦汚 れた衣類は85度以上の熱湯で1
分間以上消毒しましょう。
◦処理後、汚れた手袋は廃棄し、石
けんと流水で手をよく洗いましょ
う。
食品からの感染を防ぐために次のこ
とを守りましょう
◦嘔吐や下痢の症状がある人は調理
を避けましょう。
◦調理・食事前の手洗いをきちんと

家庭用の生ごみ処理機等を購入した世帯に
購入費用の一部を助成します

予算を増額して、申請の受け付け
を再開します。
対象
次の全ての要件を満たす世帯
（1）区民
（2）
生 ごみ処理機等を購入し、購入
日から6カ月以上、区内で継続し

て使用できること
過去3年以内にこの助成金の交付
（3）
を受けていないこと
（4）申 請時に、生ごみ処理機等を購
入した日から3カ月を経過してい
ないこと

対象機種
家庭用の生ごみ処理機（ディスポ
ーザー式のものを除く）、コンポス
ト専用容器
助成金額
購入金額（消費税込み）の2分の1
（100円未満切り捨て）、限度額2万円

3

しましょう。
◦調理をする際には、食品の中心部
まで十分に火を通しましょう。
◦調 理器具をしっかり洗いましょ
う。
その他
◦嘔吐や下痢が続く場合は、乳幼児
や高齢者では脱水症状を生じる恐
れがありますので、早めに医療機
関を受診しましょう。
詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。
問い合わせ

保健予防課保健予防係

☎6400－0081

処理機
︵例︶

問い合わせ

開始

3時間後

みなとリサイクル清掃事務所ごみ
減量・資源化推進係☎3450－8025

インターネットと人権
インターネットは便利なコミュニ
ケーション手段ですが、誰もが簡単
に情報発信できることから、その匿
名性を悪用した人権侵害事件発生件
数が近年高い水準で推移していま
す。平成31年および令和元年中に法

務局・地方法務局が新たに救済手続
きを開始したインターネットに関す
る人権侵犯事件（人権侵害の申告が
あった事件）は、過去2番目に多い
1985件となりました。
その一つに、SNS（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）上で
の人権侵害があります。この事件
は、なりすましアカウントにより被
害者の氏名および顔の画像等が無断
で掲載されていたというものです。
法務局が調査を行った結果、当該ア

カウントがなりすましで作成され、
被害者の人権を侵害するものと認め
られたため、運営会社が当該アカウ
ントを削除するに至りました。
また、平成30年10月に区が実施し
た「人権に関する区民意識調査」で
は、インターネットに関する事柄の
中で、人権上特に問題だと思うもの
について聞いたところ、「他人への
誹謗中傷（ひどい悪口）や差別的な表
現等を掲載すること」と回答した人
が73.9パーセントいました。

匿名性を利用し、他人の人権を侵
害したり差別的な内容を書き込んだ
りすることは、許されることではあ
りません。
私たち一人一人が、インターネッ
トに関する知識や情報を知り、正し
く利用していくことが求められてい
ます。

自転車利用中の損害賠償保険加入が
義務化されました
Q東
 京で自転車保険の加入が義務化
されたと聞きました。どうしたら
よいですか。
A必
 要な保険・共済に加入してくだ
さい。既に加入されている保険等
に付帯されていることもあるので、
加入状況を確認しましょう。

都は「東京都自転車の安全で適正
な利用の促進に関する条例」
を改正
し、
都内での自転車利用者は4月1日か
ら、
自転車利用中の対人賠償事故に備
える保険等の加入が必要になりまし
た。背景には、
自転車事故で高額な損
害賠償を命じる判決が相次ぎ、加害
者に支払い能力がないと、被害者救
済にならないという問題があります。
自転車利用は誰もが加害者になる
可能性があります。特に、未成年の
お子さんが自転車利用によって生じ
させた損害賠償責任は保護者に及び
ます。こうした背景を認識し、必要
な保険等に加入しましょう。なお、

加入に関する注意点は主に2つです。
（1）
必要な保険等に加入する
「東京都自転車の安全で適正な利
用の促進に関する条例」
が求めている
保険等とは「自転車利用中の対人賠
償事故に備える保険・共済」です。
例えば、自動車保険や火災保険等の
特約で
「個人賠償責任保険」
が付帯さ
れていることもあるので、契約内容
や保険金額を確認しましょう。多重
に加入しても損害保険金は賠償額よ
り多くは支払われないので、保険料
を無駄にしないよう注意しましょう。
また、
「個人賠償責任保険」
は、業務
中の事故は対象外です。業務で自転

車を利用する事業者は、それに合わ
せた保険に加入しましょう。
（2）
保険切れに注意
例えば、自転車を点検整備すると
貼られる
「TSマーク」
には、賠償責任
保険等が付帯されますが、その保険
期間は点検整備日から1年間です。1
年後の点検をうっかり忘れると、保
険が切れてしまうので注意が必要で
す。

「広報みなと」
の
自宅配送について

ひ

問い合わせ

ぼう

総務課人権・男女平等参画係

☎3578－2027

問い合わせ

消費者センター相談専用電話（受
付時間：祝日を除く月～土曜午前9
時30分～午後4時） ☎3456－6827

「広報みなと」は、区民で、新聞購読をしていない人、区有施設で入手することが困難な人のうち、希望する人に自宅配送して
います。また、自宅配送を申し込んだ人で、不要になった人、住所が変更になる人は、分かり次第早めに区長室広報係へご連
絡ください。新規配送・配送停止・住所変更の手続きには、1カ月程度の期間がかかります。

区長室広報係 ☎3578－2036

この広報紙は、誰にでも読みやすく、伝わりやすいフォント
（ユニバーサルデザインフォント）
を使用しています。

家庭用生

（1世帯につき1台まで）
※購入店舗で実施しているポイント
利用等の割り引きがあった場合
は、割引後の金額が助成対象金額
となります。
※助成は、本事業の予算の範囲内で
の助成となるため、申請年度の申
請額の累計が予算額を超えた場
合、助成できません。申請の可否
について、事前にお問い合わせの
上、お申し込みください。
申し込み
郵送または直接、申請書に、領収
書原本（レシート不可）
を添付して、
〒108－0075港南3－9－59 みなとリ
サイクル清掃事務所ごみ減量・資源
化推進係へ。郵送料は区が負担しま
す。詳しくは、5面をご覧ください。
※申請書は、港区ホームページから
ダウンロードしてください。記入
例もご覧いただけます。
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新型コロナウイルス感染症を乗り越えていくために
避難所の開設状況や、 開設した後の混雑状況は

「港区避難所開設状況システム」でご覧いただけます
避難所までの経路案内を
表示します

パソコンでもスマートフォンでも
ご覧いただけます

開設状況や混雑状況を
表示します
避難所 受 入 定員 対
混
雑状況 情報 、30分〜1時間
更新 、6段階 色分
表
示
。文字 「満員」
「
混雑」
「空
」
等、分
表
示
。

、GPS機能 活用
。避難
人 迷
安全 避難所
行
、
検索 、
画面 現在地
目的
避難所
表示 、誘
導
（ 図 参照）。
Google
、車、公共
交通機関、徒歩等
検索
。複数
場合 、
目的地
最適
地図上
濃 青色 表示
、他
灰色 表示
。
※表示
経路 、Google
推奨
。

連動
開設

混雑状況案内画面

☎電話番号のかけ間違いにご注意ください。

報道に基づく疲労感
新型
怖 映像
情報 不安、専門家 言
怖
眠
等
今後の生活についての不安
新型
感染症
考
不安 募 、今後
考
憂
等
「港区新型
」 、精神保健福祉士
臨床心理士等 専門職 、相談
受
。
、必要 人
継
続的 支援
、関係機関
。
港区新型コロナ こころのサポー
トダイヤル
対象 区内在住・在勤・在学者
とき 月〜金曜（祝日 除 ）午前
9時〜午後5時
開設期間 令和3年3月末

、港区防災
、区 避難所
際、港区防災
利用
人
等 、
開設
旨
通知
。

問い合わせ

「港区新型コロナ こころのサポート
ダイヤル」
のご案内 ☎5333－3808

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

現地
指定した地点
徒歩：11分
愛宕警察署

御成門駅
11分

11分
JR浜松町駅
港区立芝公園保育園

11分

800m

港区防災アプリの利用者に
プッシュ通知が届きます

避難所
届

新型
感染症 流行
続
中、新型
起因
不眠等 心
不調
相談
電話相談
窓口 開設
。
こころの健康を守るために
新型
感染症 拡大
中 、世界保健機関
（ＷHO） 、
次
助言
。
（1）
不安 苦痛 感
見
、読
、聞
避
。
（2）
情報 、自分 大切 人 守
、信頼
情報源
集
。
（3）
1日1回
2回、決
時間
最新 情報 確認
。
一人で抱えこまず、つらい気持ちを
お話しください
自分 気持
他 人 話
、不安 和
。以下
、
相談
。
感染に対する不安・焦燥感
病院 行
、外 出
怖
、歩
人 感染者 見
等

図 経路案内画面（例）

…

大雨 台風等 災害 起
、区民 皆
避難
、区 避難所 開設
。
避難所 人 多 集
、密
新型
感染
高
。
区 、
避難
区民 皆
、
避難所 開設状況
混雑状況
知
、避難所 混
雑 避
、「港区避難所開
設状況
」 9月30日 運用
開始
。
港区
覧
。備
1
、
活用
。

防災課防災係

始

実際は道路状況等災害状況に応じた
避難経路の安全に十分注意の上、
避難してください
二次元コードをスマートフォン
等で読み取ると、港区避難所開
設状況システムをご覧いただけ
ます。

☎3578−2545 FAX3578−2539

新型コロナウイルス感染症の
症状等に関するご相談について
帰国者・接触者電話相談センター
次
該当
人 、
相談
。
息苦 （呼吸困難）
、強
（倦怠感）、高熱等 強 症状
場合
重症化
人（基礎疾患
人） 、発熱 咳等 比較
的軽 風邪 症状
場合
上記以外 人 発熱 咳等 比
較的軽 風邪 症状 続 場合
（症状 4日以上続 場合 必 ）
みなと保健所電話相談窓口
対象 区内在住・在勤・在学者
とき 月〜金曜午前8時30分〜午
後5時15分
☎3455−4461
都・特別区・八王子市・町田市合
同電話相談センター
とき 月〜金曜午後5時〜翌日午前
9時
※土・日曜、祝日 、終日対応
。
☎5320−4592

問い合わせ

問い合わせ

健康推進課地域保健係
☎6400−0084 FAX3455−4460

保健予防課保健予防係
☎6400−0081

夜間・休日等 港区役所本庁舎 立 入 場合、本庁舎1階
手続
必要 時間帯 次
。 理解
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

開

ほぼ平坦です

宿直室
願

手続

。

必要

。

新型コロナウイルス感染症に関す
る一般電話相談窓口
みなと保健所電話相談窓口
対象 区内在住・在勤・在学者
とき 月〜金曜午前8時30分〜午
後5時15分
☎3455−4461
聴覚障害がある人等の相談窓口
FAX3455−4460
東京都電話相談窓口（コールセン
ター）
とき 月〜日曜午前9時〜午後10
時
（祝日 含 ）
対応内容 感染 予防 関
、新型
感染症
関
一般的 相談
☎0570−550571（
）多
言語（日本語、英語、中国語、韓
国語）
対応
聴覚障害がある人等の相談窓口
FAX5388−1396
厚生労働省電話相談窓口
とき 午前9時〜午後9時
※土・日曜、
祝日 対応
。
☎0120−565653
（
）
※
記事 、10月8日時点 情
報 基 作成
。今後
変更
可能性
。

問い合わせ
契約管財課庁舎管理担当
☎3578−2870

問い合わせは

へ

☎5472−3710 FAX5777−8752

MINATO CITY

家賃の支払いにお困りの人へ

港区生活・就労支援センタ
ーでは、住居確保給付金申
請受け付けの他、次の相談
支援も行っています

～
「住居確保給付金」のご相談は
港区生活・就労支援センターへ～

新型

感染症 影響
休業等 伴 収入 減少・失
業
、住居 失 恐
人
、家賃相当額 家主 支給
。
対象 次 条件 満
人
（1）
離職等
生活 困窮 、住
宅 喪失
喪失
恐
（2）離職・廃業
2年以内、
得
休業等
、収
入 得 機会 減少 、離職等
同程度 状況
（3）
資産 一定額以内、
収入基

準額以内
（ 表1 参照）
支給額 支給上限額（ 表1 参照） 限
度
、収入 応
調整
額
支給期間 原則3 月（一定 条件
3 月間 延長
再延長
可能）
支給方法 区 家主・不動産業者・
保証会社等 代理納付
申し込み 郵送
直接、〒106
−8515六本木5−16−45 港区生
活・就労支援
（区 郵送
料 負担
。詳
、下 記
事
覧
）。
資産基準額

支給上限額

8万4000円

50万4000円

6万9800円

2人世帯

13万円

78万円

7万5000円

3人世帯

17万2000円

100万円

8万1000円

4人世帯

21万4000円

100万円

8万6000円

家賃額※

表2 特例貸付の概要
緊急小口資金（特例貸付）
【主に休業された人向け】 総合支援資金
（特例貸付）
【主に失業された人向け】
対象者

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等を 新型コロナウイルス感染症の影響による失業等を
理由に、当座の生活のための緊急かつ一時的な生 理由に、生活再建までの一定期間の生活費が必要
な人※
活費が必要な人

貸し付け上限

20万円以内
※貸し付けは1回のみ

2人以上の世帯：月額20万円以内
単身世帯：月額15万円以内
※貸し付けは原則3カ月以内

据え置き期間

1年以内

1年以内

返済期間

2年以内

10年以内

問い合わせ

貸付利子

無利子

無利子

〇特例貸付について
（社福）
港区社会福祉協議会生活支援係
☎6230−0282
〇自立相談支援機関について
港区生活・就労支援
☎5114−8826

連帯保証人

不要

不要

（社福）
港区社会福祉協議会
、新型
感染症 影響
収入減等
困
象 、 表2
特例貸付 実施

担当課

生活福祉調整課自立支援担当

人 対
。

申し込み
その他

原則、
郵送で受け付けています。
来所による申請は事前予約制です。
電話で、
事前に
（社福）
港区社会福祉協
議会にご連絡ください。
詳しい内容やその他の要件については、
（社福）
港区社会福祉協議会ホームページ
http://www.minato-cosw.netをご覧ください。

（特例貸付）
の初回貸し付けを受けていて、
12月までに3月目である貸付期間に到達する世帯では、
自立相談
※総合支援資金
支援機関
（港区生活・就労支援センター）
による相談や継続的な支援を受けることにより、
貸付期間を3カ月延長して利用
できる場合があります。
該当する世帯には、
（社福）
東京都社会福祉協議会が延長貸付対象者通知等を郵送します。

かん

12月31日投函分まで、郵送申請する際の

郵送料を区が負担します

、各種手続
担当
窓口
問 合
。
料金受取人払の様式 港区
料金受取人払用 様式 掲載
。港区立図書館 、
窓口
配布
。
実施期間 12月31日（木）投函分
その他 料金受取人払 様式
詳
、「広報
」9月1日号1・2
面
覧
、港区
覧
。
二次元コードをスマートフォンで
読み取ると、港区ホームページの料
金受取人払い用のデータを掲載し
ているページをご覧いただけます。

問い合わせ

企画課区役所改革担当 ☎3578−2622

各種証明書を無料で交付します

事務手数料が無料となる証明書
区 発行
住民票 写 、印
鑑登録証明書、特別区民税・都民
税課税（非課税）証明書・納税証明
書、営業等 関
証明書等
手続き方法
窓口 証明書 交付 請求
際 、新型
感染症
影響
各種貸 付
融資
等 申請 使用
申 出
。住民票 写 、税証
明書 郵送
請求
際 、
請求書 使用目的 明記
。
特別融資
制度 各種証
明書 無料 交付
件
、詳
、港区
覧
、電話
問

合

。
、郵送可能 手続
郵送料 区 負担
、左 記事
覧

要
。詳

。

問い合わせ

〇各種証明書の窓口請求、住民
票の写しの郵送請求について
芝地区総合支所区民課証明交付
担当
☎3578−3143
〇税証明書の郵送請求について
税務課税務係
☎3578−2590
〇営業等に関する証明書につい
て（証明
内容
担当
係
案内
）
保健所生活衛生課
☎6400−0050

30

分～午後５時の受け付けとなります。

目的
窓口 3密 避
、郵送可能 手続
要
郵
送料 区 負担
。区民・事
業者 皆
、区宛
送 各種手
続
郵送料 、料金受取人払 利用
区 負担
。
料金受取人払 様式 封筒 貼
、切手 貼
書類 郵送
、
利用
。
主な対象手続き
各種証明書（住民票、戸籍 関
証明、特別区民税課税・納税証明
書） 請求
各種補助金交付申請・実績報告
国民健康保険料、介護保険料等 減
額・減免申請
融資
関
※以上4項目以外
対象
場合
概要

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による
貸し付けや融資あっせん等の手続きに使用する

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

延長されました

問い合わせ

港区生活・就労支援
☎5114−8826 FAX3505−3501

※実際の家賃額が支給上限額を超える場合は支給上限額で算定します。

特例貸付制度の
申請受付期間が、12月下旬まで

5

家計改善支援 家計管理 債務・滞
納整理 助言・支援
。
学習相談支援 子
学習 進学
関
相談支援 行
。
所在地 麻布地区総合支所2階
開所時間 月〜金曜
（祝日、
年末年始
除 ）
午前8時30分〜午後5時15分
※港区生活・就労支援
、
港区 設置
、生活
困
人 相談 受
機関
。社会
福祉士等、専門的 資格 持
職員 相談 応
。職員 相
談者 一緒 問題点 整理 、必
要 応
生活保護
他制度
等、生活改善
向
支援
。
※新型
感染症 影響
、支援内容 変更 生
場合
。
※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、まずは電話でご相談く
ださい（相談窓口等の混雑が予想
されますので、ご留意ください）
。

様子

1人世帯

自立相談支援 経済面・生活面 悩
整理 、作成
支援
沿
相談者 一緒 課題解決 取
組
。
就労支援 就労支援員 仕事探
手伝
。
ひとり親家庭支援
親家庭
経済的・家庭的 問題 一緒 解決
。
就労準備支援
就労
難
人 、社会参加 意欲喚起
行 、就労
状態
支援
。

受付窓口

表1 対象となる基準額と支給上限額
収入基準額（A＋B）
世帯人数
A
B

（区役所代表）
☎3578–2111

MINATO CITY

令和2年
（2020年）
10月21日
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新型コロナウイルス感染症を乗り越えていくために
事業者の皆さんへ

電子申請を利用して暮らしを便利に

年末調整等説明会は中止です

10月から新たに、利用できる
手続きを増やしました
区では、インターネットを使用し
て行政手続きができる仕組みとし
て、
「電子申請サービス」を実施して
います。インターネットに接続でき
る環境があれば、パソコンやスマー
トフォンを使って利用できます。
これまでの子ども・子育て分野、
介護保険分野の手続きに加え、10月

から新たに、高齢者分野、防災分野
等、利用できる手続きを増やしまし
た。
区では、行政手続きのオンライン
化を順次進めており、今後も利用で
きる申請手続を拡充していきます。
電子申請の利用方法および申請が
可能な手続きについて詳しくは、港
区ホームページをご覧ください。
二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、港区ホームページ
の電子申請サービスについての
ページをご覧いただけます。

問い合わせ

情報政策課情報政策担当
☎3578－2080

新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止の観点から、令和2年分の年末調整
等説明会は中止となりました。なお、年
末調整の説明については、国税庁ホーム
ページ
https://www.nta.go.jp/
でご案内しています。
また、扶養控除等申告書や法定調書、
給与支払報告書等の用紙が必要な人は対
象地域を管轄している税務署へ（ 表1 参
照）
、給与支払報告書のみの人は税務課課
税係
（区役所2階）
へお越しください。

問い合わせ

〇源泉所得税関係・法定調書
関係、用紙請求等について
芝税務署
☎3455－0551
（自動音声対応）
麻布税務署
☎3403－0591
（自動音声対応）
〇給与支払報告書について
税務課課税係
☎3578－2600～8・2593～8

表1 対象地域一覧
芝税務署管内

麻布税務署管内

芝・三田・海岸・東新橋・新橋・西新橋・
浜松町・芝大門・芝公園・虎ノ門・愛宕・
高輪・白金・白金台・港南・芝浦・台場

麻布狸穴町・麻布永坂町・南麻布・元麻布・
西麻布・六本木・麻布台・麻布十番・東麻布・
元赤坂・赤坂・南青山・北青山

港区の各部門がTwitter
（ツイッター）
で日々、最新情報を発信中
表2 各部門のユーザー名一覧
◇区全般に関する情報
アカウント名

東京都港区
（災害・緊急対策関連情報）

港区区長室
（広報・報道）

ユーザ名

@minato_city

@minatokoho

◦災害・緊急情報
主な投稿内容
◦防災情報
（関連情報）
◦安全に関する情報

◦区からのお知らせ
（広報みなと等）
◦区政情報全般（新着・注目情報）
◦プレスリリース

港区の全ての部門でツイッターの
公式アカウントを開設しました。新
型コロナウイルス感染症に関する情
報、各総合支所に関する情報、子育
てに関する情報、高齢・障害に関す
る情報、街づくりに関する情報、防
災に関する情報、観光に関する情
報、教育に関する情報等、区役所の
各部門が取り組んでいる情報を日々

発信しています。港区ホームページ
の港区公式SNS一覧から関心のある
部門のツイッターのページをご覧い
ただき、
フォローしてください。
各部
門のツイッターは 表2 のとおりです。
二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、港区ホームページ
の港区公式SNSについてのページ
をご覧いただけます。

◇総合支所に関する情報（地域情報）
アカウント名

港区芝地区総合支所

港区麻布地区総合支所

港区赤坂地区総合支所

港区高輪地区総合支所

港区芝浦港南地区総合支所

ユーザ名

@shiba_minato

@minato_azabu1

@minato_akasaka1

@minato_takanawa

@minato_shibakou

◦芝地区で開催する催し物
主な投稿内容
◦地域のできごと
（関連情報）
◦防災・環境美化

◦麻布地区で開催する催し物
◦地域のできごと
◦防災・環境美化

◦赤坂地区で開催する催し物
◦地域のできごと
◦防災・環境美化

◦高輪地区で開催する催し物
◦地域のできごと
◦防災・環境美化

◦芝 浦港南地区で開催する催し
物
◦地域のできごと
◦防災・環境美化

◇支援部に関する情報
アカウント名

港区産業・地域振興支援部

港区保健福祉支援部

港区みなと保健所

港区子ども家庭支援部

ユーザ名

@minato_s_chiiki

@minato_hfukushi

@minato_hokenjyo

@minato_kodomo

☎電話番号のかけ間違いにご注意ください。

◦事業者支援
主な投稿内容 ◦商店街振興
（関連情報） ◦国際化・文化芸術
◦観光

◦福 祉（地域、高齢者、障害者、生
◦新型コロナウイルス感染症
活）
◦保険（介護保険、国民健康保険）◦みなと保健所のお知らせ
◦国民年金

◦保育園・学童クラブ
◦子育て支援

アカウント名

港区街づくり支援部

港区環境リサイクル支援部

港区防災危機管理室

港区総務部

ユーザ名

@minato_machi1

@minato_kankyou

@minato_bousai

@minato_soumu

◦まちづくり全般（土木、建築、開
発、都市計画等）
主な投稿内容
（関連情報） ◦住宅
◦交通

◦環境美化
◦環境学習
◦緑化・生物
◦ごみ・リサイクル

アカウント名

港区教委教育推進部

港区教委学校教育部

ユーザ名

@minato_kyouiku

@minato_gakkou

◦生涯学習・スポーツ
主な投稿内容
◦図書館のお知らせ
（関連情報）
◦郷土資料館のお知らせ

◦区立幼稚園・区立小中学校
◦教育センターのお知らせ
◦みなと科学館のお知らせ

◦災害対策
◦防災訓練
◦危機管理対策

◦区議会
◦人権・男女平等
◦情報システム
◦職員等の採用
ツイッターの画面イメージ

問い合わせ

区長室広報戦略担当
☎3578－2359

区の手続きや施設・催し物のご案内は
年中無休 午前8時〜午後8時

☎5472−3710
FAX5777−8752
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凡例

ボランティア養成講座・講演会

対…対象 時…とき 所…ところ 内…内容

に参加しませんか

ワークセンター・アラジンへ。
ＦＡＸ5368－1956
メール：arajin2001@arajin-care.net

講演会のお知らせ

問い合わせ

高齢者支援課高齢者相談支援係
☎3578－2409

障害者・要介護者
かかりつけ歯科医を

ご存じですか

くう

こう

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

口腔ケアの内容
歯科健診・歯みがき・粘膜の食べ
かすの除去・粘膜のマッサージ・舌
の清掃と訓練・入れ歯の洗浄・食べ
る、かむ、飲み込みのリハビリ等
口腔ケアによる効果
虫歯・歯周病の予防・食事がおい
しくなる・会話等のコミュニケーシ
ョンの向上・口臭の予防・口腔乾燥
症・口内炎・カンジダ症の予防・誤
嚥性肺炎の予防
自分の歯を大切にしましょう
歯の数は、要介護状態に陥るかど
うかにも深く関係しています。歯の
数が19本以下の高齢者は、20本以上
歯がある場合と比べて、1.2倍要介
護状態になるリスクが高いという報
告もあります。かかりつけ歯科医を
もって健康な生活を送りましょう。
ご

えん

問い合わせ

健康推進課地域保健係
☎6400－0084 ＦＡＸ3455－4460

対 50歳以上の区民
時（1）はがき作成：11月7日～12月
26日（土・全8回）午前10時～11時
30分（2）インターネット検索活用：
11月7日～28日（土・全4回）午後1
時～2時30分
所 南麻布いきいきプラザ
人 各8人（60歳以上の新規の人優
先で抽選）
費用 （1）2000円（教材費）
（2）1000
円（教材費）
申 電話または直接、11月3日
（火・祝）までに、南麻布いきいき
プラザへ。
☎5232－9671

スマートフォン教室
使用機種はiPhoneです。
対 50歳以上の区民
時 11月14・21日（土・全2回）午後
1時30分～3時
所 飯倉いきいきプラザ
人 6人（60歳以上の新規の人優先
で抽選）

費用 500円
（テキスト代）
申 電話または直接、10月31日
（土）までに、飯倉いきいきプラ
ザへ。
☎3583－6366

チャレンジコミュニティ・ク
ラ ブ 共 催 英 会 話 入 門 編「 フ
ハ ッ ピ ー
イ ン グ リ ッ シ ュ
ッキーのH appy E nglish」
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 11月9日～令和3年3月29日
（毎週
月曜・全21回）
午後1時～2時30分
所 豊岡いきいきプラザ
人 20人
（抽選）
費用 毎月550円
（テキスト代）
申 電話または直接、11月2日（月）
までに、豊岡いきいきプラザへ
☎3453－1591

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 11月24・25日
（火・水）
所 芝浦アイランド児童高齢者交
流プラザ
人 60人
（申込順）
費用 1000円
（利用料）
申 電話で、10月30日
（金）
までに、
芝浦アイランド児童高齢者交流プ
ラザ（受付時間：午前9時30分～午
後5時）へ。
☎5443－7338

～備えて安心！人生100年時代の
介護・フレイル予防～

「認知症になっても安心して
暮らせる社会のヒント」

対象 どなたでも
とき 11月11日（水）午前10時～11
時30分
ところ 介護予防総合センター
（みなとパーク芝浦2階）
内容 認知症になっても、住み慣
れた地域で自分らしく暮らし続け
られる「共生」をテーマに、認知症
対策を詳しく解説します。
講師 和田 行男氏（（社）
「 注文を

まちがえる料理店」
理事長）
（申込順）
定員 40人
申し込み 電話または直接、介護
予防総合センターへ。
問い合わせ

介護予防総合センター
☎3456－4157
担当課
進係

高齢者支援課介護予防推

障害保健福祉
センター

「放課後等デイサービス事業
（重症心身障害児対象）」利用者募集
対象
小学1年～高校3年の重症心身障
害児（医療的ケアの必要な児童を
含む）
実施時間
月～金曜 放課後～午後6時
土曜、夏季・冬季・春季休業日
午前9時30分～午後4時
申し込み
利用についての相談を行います
ので、電話またはファックスで、
障害保健福祉センターへ。

※利用にあたっては、「通所受給
者証」
が必要です。
問い合わせ

〇お子さんの相談および施設利
用希望について
障害保健福祉センター
☎5439－2511 ＦＡＸ5439－2514
〇施設の運営について
障害者福祉課障害者施設係
☎3578－2388 ＦＡＸ3578－2678

紙面上でお知らせしているイベントや事業等を延期または中止する場合があります
（最新の情報は、港区ホームページをご覧ください）。
また、新型コロナウイルス感染症対策のため、施設入館時に個人情報
（氏名・緊急連絡先）を集めます。
区が集めた個人情報は、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合があります。

30

分～午後５時の受け付けとなります。

歯科も訪問診療をします
区では歯科医師会と協力し、障害
のある人や、加齢や病気によって歯
科受診が困難な人が、歯科にかかる
ことのできるよう体制を整えていま
す。必要に応じて、他の診療科と連
絡をとりながら歯科治療を受けた
り、車椅子で通院できる診療所や自
宅へ訪問しての健診や診療ができる
歯科医療機関を、区または歯科医師
会が紹介します。また、より高度な
治療が必要であれば適切な歯科医療
機関等も紹介します。
なお、みなと保健所をはじめとし
た区の窓口や歯科医師会では、訪問
歯科診療や障害者の歯科診療が可能
な医院の名簿を用意していますので
ご利用ください。
かかりつけ歯科医による口腔ケアの
サポート
口腔ケアとは、口腔清掃・歯垢の
除去・入れ歯の手入れ等、口腔の疾
病予防とＱＯＬ（生活の質）の向上を
図る目的で行うものです。

パソコン教室

一部 65 歳以下を対象とした内容も掲載しています

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

認知症という病気について学
び、地域でいつまでも暮らし続け
ることができるよう、皆さんで一
緒に考えます。
対象
区民
とき
11月28日（土）午前11時～午後0
時30分
ところ
新橋区民協働スペース
講演内容
「認知症の理解と対応～認知症
という病気について知ろう～」
講師
荒川 千晶氏（むすび葉クリニッ
ク渋谷）
定員
10人（申込順）
申し込み
ファックスまたはメールで、11
月12日（木）までに、氏名・住所・
連絡先・講座名を明記の上、（特）
介護者サポートネットワークセン
ター・アラジンへ。 ＦＡＸ5368-1956
メール：arajin2001@arajin-care.net

対 認知症に関心のある区民
時 11月14日（土）午前10時30分～
正午
所 新橋区民協働スペース
人 10人（申込順）
申 電話で、11月11日（水）までに、
高齢者支援課高齢者相談支援係
へ。
☎3578－2409

ラクっちゃ
区民公開講座

人…定員・募集人員 申…申し込み 問…問い合わせ 選…選考方法 担…担当課

「みんなとオレンジカフェ」で活
動するボランティアを養成するた
めの講座です。認知症について学
び、地域で活動を始める一歩にな
ります。
対象
認知症の人等を地域で支える活
動に関心があり、区内で活動を続
けられる人
とき
（全2回）
（1）
11月14日（土）午前10時30分～
午後4時
（2）
11月28日（土）午前10時～午後4
時
ところ
新橋区民協働スペース
内容
（1）
認知症サポーター養成講座、
講座オリエンテーション、港
区の認知症施策、認知症の人
を介護する家族への対応等
（2）
認知症の人の理解と対応、認
知症の理解と対応、認知症の
人や家族の話を聴く、みんな
とオレンジカフェでの活動等
定員
15人
（申込順）
申し込み
ファックスまたはメールで、11
月12日（木）までに、氏名・住所・
連絡先・講座名・認知症サポータ
ー養成講座受講履歴の有無を明記
の上、
（特）
介護者サポートネット

7

認知症サポーター養成講座

みんなとオレンジカフェ
ボランティア養成講座
に参加しませんか

（区役所代表）
☎3578–2111

子どもだけの
相談ネット

MINATO CITY

令和2年
（2020年）
10月21日
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毎年11月は「児童虐待防止推進
月間」
です。
次代を担う子どもたちが健やか
に育つために、絶対にあってはな
らない児童虐待ですが、幼い命が
奪われる痛ましい事件が後を絶ち
ません。
また、子育て自体の悩みに加
え、新型コロナウイルス感染症の
拡大に伴ったこれまでとは違う生
活に、不安やストレスを抱えてい
る子育て中の保護者を社会全体で
見守ることも大変重要です。
「オレンジリボン」は、児童虐待
防止運動のシンボルです。

母子メンタルへルス相談

ふたごの会
対 区内在住で、ふたご（多胎）を
妊娠中または育児している保護者
時 11月18日（水）午前10時～11時
30分
所 みなと保健所
人 15人（申込順）※保育あり（就学
前、10人。申込時にお申し出くだ
さい）
申 電話で、健康推進課地域保健

STOP 東京タワーオレンジリボン大作戦
児童虐待！
～11月14日（土）18時9分に東京タワーがオレンジリボンカラーに変わります～
平成16年に起き
た、栃木県小山市
で3歳と4歳の兄弟
が父親の友人から
再三にわたって暴
行を受けて命を奪
われるという痛ましい事件をきっ
かけに、平成17年、栃木県小山市
の「カンガルーOYAMA」という団
体が、二度とこのような事件が起
こらないようにという願いを込め
て、子ども虐待防止をめざしてオ
レンジリボン運動を始めました。
オレンジの色は里親家庭で育っ
た子どもたちが「子どもたちの明

るい未来を示す色」として選んだ
といわれています。
「STOP児童虐待！東京タワー
オレンジリボン大作戦」の活動と
して、区は、民間団体と連携し
て、全ての子どもたちに「明るい
未来が待っている」と応援メッセ
ージを送るとともに、オレンジリ
ボン運動を世に広く知っていただ
くことで、一人でも多くの子ども
たちを児童虐待から守るため、児
童相談所虐待対応ダイヤルの189
（いちはやく）番にちなんだ時間
に、東京タワーをオレンジリボン
カラーにライトアップします。

係へ。
☎6400－0084
問 健康推進課地域保健係
☎6400－0084 ＦＡＸ3455－4460

係へ。
☎6400－0084
問 健康推進課地域保健係
☎6400－0084 ＦＡＸ3455－4460

のんびりサロン
対 区民で、7～10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 11月9日（月）午前9時30分～11
時30分（受付時間：午前10時15分ま
で）
所 みなと保健所
人 30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 ＦＡＸ3455－4460

歯並び・かみ合わせ相談
対 3歳～小学6年生
時 11月25日
（水）
午後3時～4時40分
所 みなと保健所
人 12人（申込順）
申 電話で、健康推進課地域保健

「学校選択希望票」は届いてい
ますか
まだ届いていない人は、お問い
合わせください。
対 小学校入学：平成26年4月2日～
平成27年4月1日生まれのお子さん
がいる世帯※学校選択希望票と一
緒に「就学時健康診断通知書」
を送
付しています。健康診断は、通知
書に明記された会場（小学校）
で必
ず受診してください。
中学校入学：平成20年4月2日～平
成21年4月1日生まれの児童がいる
世帯
問 学務課学事係 ☎3578－2726～9

子ども家庭応援コラム

第7回

みなと母子手帳アプリ
「あっぴぃ」
で子育てひろば
のオンライン予約を

ス

ト

ア

グ

ー

グ

ル

プ レ イ

問い合わせ

分だけに大人が捉われると、大抵
の場合コミュニケーションがうま
くとれなくなり、大人が子どもに
本当に伝えたいメッセージが伝わ
らないばかりか、お互いに嫌な気
持ちだけが残ります。
そこで、海の中の氷山を思い浮
かべるように、見方を広げてみる
ことが対応のヒントになります。
「むかつくって言っているけど、
むしろ悲しい気持ちが大きいのか
な」
、
「うるさいって言っているけ
ど、もしかして落ち込んでいるの
かな。それに悔しい気持ちもある
のかもしれない」等、見方を広げ
ると子どもの抱えている問題や心
の中が少しずつ見えてきます。
子ども家庭支援センターでは、
相談に来られたご家族と共に、氷
山の見えない部分を探し、お子さ
んへの対応について一緒に考える
ことができます。お気軽にご相談
ください。
子ども家庭支援センター相談専用
ダイヤル
☎6400－0092
問い合わせ

子ども家庭課児童相談所設置準
備担当
☎3578－2177
子ども家庭支援センター相談支
援係
☎6400－0091

◆各子育てひろば◆ あっぴぃ台場☎5520－9061 あっぴぃ麻布☎5114－9900 あっぴぃ港南☎6712－0688 あっぴぃ港南四丁目☎5796－8862
あっぴぃ新橋☎5425－7525 あっぴぃ西麻布☎5467－7175 あっぴぃ芝浦☎5730－3252 あっぴぃ白金台☎6450－4249 あっぴぃ赤坂☎3475－3900
◆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

担…担当課

子ども家庭支援センター子ども
家庭サービス係 ☎6400－0090
各子育てひろば
☎欄外参照

各区立幼稚園や区立小・中学校
では、特色と魅力のある学校づく
りに取り組み、
「
『徳』
『知』
体』
を育
む学び」、「生き抜く力を育む学
び」等、子どもたち一人一人の個
性と能力を伸ばす教育を推進して
います。
区では毎年11月を「教育推進月
間」と位置付け、保護者をはじめ
区民の皆さんに、子どもたちの活
動の様子や成果を知っていただく
ためのPR強化期間としています。
問 教育長室教育総務係
☎3578－2712

選…選考方法

ア ッ プ

（2）
みなと母子手帳アプリのウェ
ブ版
https://minato.city-hc.jp/
から利用
※通信費、パケット代は利用者の
負担となります。
※初めて施設を利用する場合は、
各施設で事前に利用登録が必要
です。利用を希望する施設へ直
接電話してください。

11月は港区教育推進月間で
す～地域の子どもたちを応援
してください～

問…問い合わせ

☎電話番号のかけ間違いにご注意ください。

「あっぴぃ」
で実施する子育てひ
ろばと乳幼児一時預かりの空き状
況の確認と利用予約がオンライン
でできるようになりました。
予約可能施設
あっぴぃ台場、あっぴぃ麻布、
あっぴぃ港南、あっぴぃ港南四丁
目、あっぴぃ新橋、あっぴぃ西麻
布、あっぴぃ芝浦、あっぴぃ白金
台、あっぴぃ赤坂
利用方法
（1）
App StoreまたはGoogle Play
で「みなと母子手帳アプリ」と
検索をしてアプリをダウンロ
ード

子ども家庭支援センター地域連
携担当
☎6400－0090

申…申し込み

開始しました

第7回は、「子どもの行動に困っ
たとき」がテーマです。
子どもが嘘をつく、友達をたた
く、何を言っても「うるさい」
とし
か返事をしないとき等に、「どう
してこんなことをするの」
、
「子ど
もの気持ちが分からない」と、親
として対応に迷い、戸惑うことが
数多くあります。
今回は、最初の取りかかりとし
て少し役に立つかもしれない考え
方を紹介します。
まず、頭の中に海に浮かぶ氷山
を思い描いてください。氷山は海
に浮かんでいますが、海上から私
たちが見る姿は実際の氷山のほん
の一部であり、海の中にその姿の
大部分を隠しています。子どもの
対応に困ったときは、この氷山を
用いて考えてみましょう。
子どもの「うるさい」、「むかつ
く」等の実際に表出されている言
葉や行動が、氷山が見えている海
上部分です。氷山の見えている部

問い合わせ

内…内容 人…定員・募集人員

すべての子どもの
笑顔のために

とき 11月14日
（土）
午後6時9分
ところ 東京タワー（芝公園4－2
－8）
主催 ライオンズクラブ国際協会
330－A地区
共催 （特）
児童虐待防止全国ネッ
トワーク、港区
後援 東京都、
（社福）
東京都社会
福祉協議会、
（社）
子供みらい基金
特別協賛 （株）
TOKYO TOWER

凡例 対…対象 時…とき 所…ところ

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 11月6・20日（金）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
問 健康推進課地域保健係
☎6400－0084 ＦＡＸ3455－4460

https://minato.kodomosoudan.net/
https://www.city.minato.tokyo.jp

区の手続きや施設・催し物のご案内は
年中無休 午前8時〜午後8時

☎5472−3710
FAX5777−8752

（区役所代表）
☎3578–2111
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科学を身近に体験できる

みなと科学館に
お越しください

※新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、事前予約や
入館人数制限等を行い運営して
います。詳しくは、みなと科学
館ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

地下 鉄

ANA
インターコンチネンタル
ホテル東京

虎の門病院

虎ノ門ヒルズ
森タワー

伝統文化交流館に
みなと科学館

アークヒルズ

虎ノ門
タワーズ 菊池寛実記念
オフィス
智美術館 神谷町
郵便局

お越しください
愛宕神社

地下 町 駅

地下 鉄

虎の門病院
オークラ
プレステージ
タワー

みなと科学館

アークヒルズ

虎ノ門
タワーズ 菊池寛実記念
オフィス
智美術館 神谷町
郵便局

金刀比羅宮
虎ノ門ヒルズ
森タワー

虎
ヒル ノ門
ズ駅

ANA
インターコンチネンタル
ホテル東京

虎ノ門
駅

愛宕神社

域の交流の場となる施設です。建物は港区の指定有形文化財
神谷
に指定されています。館内には、昭和初期の芝浦地区をはじ
めとした写真等を、多数展示しています。
開館時間中、自由に見学いただけます。

所在地 芝浦1－11－15
開館時間 午前10時～午後9時
休館日 年末年始（12月29日～1月3日）
その他臨時休館日
二次元
読 取
交通アクセス
、伝統文化交流
館
◯JR田町駅東口徒歩8分、
覧
。
都営地下鉄三田駅徒歩9分
◦ちぃばす芝ルート・芝浦港南ルート
（品川駅港南口行）
「みなとパーク芝浦」
徒歩3分、
芝浦港南ルート（田町駅東口行）
「芝浦一丁目」
徒歩4分
←至泉岳寺

鉄
地下 町 駅

←至品川

神谷

料金 施設内入館無料。プラネタリウムのみ有料
一般投影
（一回分） 大人600円、小・中学生、高校生100円
年間利用券
大人2000円、小・中学生、高校生300円
※未就学児、区内在住の65歳以上の人、区内在住の障害者および
その介護者
（1人）は無料です。

地下鉄

三田駅

ＪＲ田町駅

みなとパーク
芝浦
田町駅東口

至大門→

ちぃばす
「みなとパーク芝浦」

芝浦公園

旧

←至泉岳寺

地下鉄

ＪＲ田町駅

至大門→

ちぃばす
「みなとパーク芝浦」

二次元

読しばうら
取
、
科学館 保育園
みなとパーク覧子育てひろば 。
あっぴぃ芝浦
芝浦
田町駅東口

問い合わせ

みなと科学館

☎6381－5041
り

教育人事企画課教育 海岸通

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

旧

東京モノレール

みなと
パーク
芝浦
芝浦公園

至浜松町→

愛育病院

伝統文化
交流館

ちぃばす
「芝浦一丁目」

番組

港区

時刻

海

岸

り
通

愛育病院

伝統文化
交流館

ちぃばす
「芝浦一丁目」

料金 施設内入館無料
※貸室として利用する場合や催しの内容によっては、別途料金が
かかります。
貸室のご案内 2階「交流の間」を貸室として利用することができ
ます。利用にあたっては事前に登録が必要です。
対象 区内在住・在勤・在学の団体または個人
費用 表 のとおり
喫茶のご案内 1階「憩いの間」では、コーヒー等の飲み物類を販
売しています。持ち帰りも可能です。
展示室のご案内 1階「展示 表 貸室使用料一覧
室」では、見番時代の建物 区分
時間
使用料
の様子や建物周辺の移り変 午前
午前10時〜正午
5700円
わりについて、写真等を用 午後 午後2時30分〜5時30分 8500円
いて紹介しています。
夜間
午後6時〜9時
8500円
費用 無料
問い合わせ

伝統文化交流館

☎3455－8451

担当課 芝浦港南地区総合支所
管理課管理係

紙面上でお知らせしているイベントや事業等を延期または中止する場合があります
（最新の情報は、港区ホームページをご覧ください）。
また、新型コロナウイルス感染症対策のため、施設入館時に個人情報
（氏名・緊急連絡先）を集めます。
区が集めた個人情報は、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合があります。

30

分～午後５時の受け付けとなります。

三田駅

東京モノレール

みなと
パーク
芝浦

しばうら
保育園
子育てひろば
あっぴぃ芝浦

至浜松町→

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

所在地 虎ノ門3－6－9
開館時間 午前9時～午後8時
休館日 毎月第2月曜日、年末年始（12月29日～1月3日）、
その他臨時休館日
交通アクセス 東 京メトロ虎ノ門ヒルズ駅A1・A2出口徒歩4分、
神谷町駅4b出口徒歩5分、虎ノ門駅A2出口徒歩10分

担当課
支援係

伝統文化交流館外観

金刀比羅宮

芝浦花柳界の面影を今に伝える
オークラ
プレステージ
タワー

伝統文化交流館は、伝統や文化を次世代へとつなぐ場、地
鉄

科学館外観

←至品川

虎ノ門
駅

虎
ヒル ノ門
ズ駅

大型の映像装置を使った体
験型の展示コーナーや、実験
や工作のワークショップをす
る実験室等があり、大人から
子どもまで楽しみながら科学
を学ぶことができます。
気象庁の気象科学館も建
物に併設されていますのでど
ちらにもお越しください。

MINATO CITY
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みなと
※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。

健

康

国民健康保険加入者と後期高齢
者医療制度加入者の無料健康相
談
対 国民健康保険加入者、後期高齢
者医療制度加入者
時 11月1日（日）～12月31日（木）※休
診日を除く。
所 無料健康相談のポスターを掲示
している内科医・歯科医・薬局
内 内科：血圧を主とした健康相談、
歯科：歯に関する衛生相談、薬局：医
薬品等に関する相談
申 医院・薬局の窓口にある「相談
券」に必要事項を明記の上、保険証
を添えて、直接、各医療機関等へ。
※相談とは別に治療を受ける場合
は、通常の診療費用がかかります。
問 国保年金課事業係
☎3578－2636・7
国保年金課高齢者医療係
☎3578－2654～9

くつろぎカフェ

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
時 11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、健康推進課地域保健係へ。
※保育あり（4カ月～就学前、2人。
11月4日（水）までに、お申し込みく
ださい）
問 健康推進課地域保健係
☎6400－0084 ＦＡＸ3455－4460

アルコール依存症は本人だけでな
く、その家族も巻き込まれる病気で
す。家族自身が依存症についての正
しい知識や対処法について学びま
す。
対 区内在住・在勤で、飲酒習慣に
問題のある人の家族や職場等の関係
者
時（1）11月17日（火）
（ 2）11月27日
（金）いずれも午後6時30分～8時
所 みなと保健所
人 各20人（申込順）※区民のみ保育
あり（4カ月～就学前、2人。各開催
日の2日前までに、お申し出くださ
い）
。
申 電話で、10月21日（水）～11月26
日（木）に、みなとコール（受付時間：
午前9時（初日は午後2時）～午後5時）
へ。
☎5472－3710
問 健康推進課地域保健係
☎6400－0084 ＦＡＸ3455－4460

講座・催し物

YouTubeを活用して講座を実施
します。
対 中小企業者等
時 12月25日（金）まで
申 12月18日（金）までに、産業振興
課ホームページ
https://www.minato-ala.net
からお申し込みください。
問 産業振興課産業振興係
☎3578－2553

オンライン商談基礎セミナー
ウ

ィ

ズ

w ithコロナ時代に求められるス
キル「オンライン商談」について基本
的な知識を幅広く学びます。Zoom
を活用してセミナーを実施します。

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

月 日︵日︶

分～午後５時の受け付けとなります。

※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。
清水クリニック(内）

東京高輪病院（内）
25 山田歯科クリニック(歯)

赤坂4－4－11

赤坂丹後町ビル1階

高輪3－10－11
虎ノ門3－2－7

漆崎歯科（歯）

赤坂5－4－13

★八木医院(内)
港区休日歯科応急診療所
（港区口腔保健センター）

生活の役に立つ催し物や、消費者
団体等の研究活動発表が行われる消
費者のためのイベントです。
対 消費者問題について活動してい
る団体・グループ
時 令和3年3月6日（土）
所 消費者センター（みなとパーク芝
浦2階）
申 電話で申込書を請求の上、郵送
またはファックスで、11月10日
（火・必着）までに、〒105－0023芝
浦1－16－1 消費者センターへ。
☎3456－4159 ＦＡＸ3453－0458

日本人と外国人が共に助け合い生
活をする「多文化共生社会」における
災害時の対応についての話です。※
オンラインツール（Zoom）または会
場での参加を選択できます。
対 どなたでも
時 11月28日（土）午後2時～4時
所（1）オンラインツール（Zoom）を
使って受講可能な場所（2）区役所9階
会議室
人 各50人（申込順）
申 電話で、10月22日（木）～11月15
日（日）に、みなとコール（受付時間：
午前9時（初日は午後3時）～午後5時）
へ。
☎5472－3710
問 地域振興課国際化推進係
☎3578－2308

月～金曜：午後7時～10時 中学生まで
芝浦1－16－10
小児
みなと
土 曜 ：午後5時～10時 （おおむね15歳（社福）恩賜財団母子愛育会 総合母
初期
子ども
※祝日・年末年始を除く 未満の小児）の 子保健センター 愛育病院1階
救急 救急診療室
※受付は午後9時30分まで 軽症患者対象
☎6453－7302
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港区消費生活展参加団体・グル
ープ募集

企 業 間 連 携 講 座「 バ ー チ ャ ル 空
間で新たなビジネス展開を～
ウ ィ ズ
withコロナ時代のコミュニケ
ーション手法～」

港区ホームページからもご覧いただけます

夜間・休日診療

対 中小企業経営者・担当者
時 11月12日（木）午後2時～4時、個
別相談（希望制）午後4時～4時30分
所 インターネットで受講可能な自
宅等
人 40人（申込順）
申 産業振興課ホームページ
https://www.minato-ala.net
からお申し込みください。
問 産業振興課経営相談担当
☎3578－2553

港区国際防災ボランティア研修
公 開 講 座「 防 災 講 演 会『 災 害 時
の外国人支援～多文化共生社会
の意識チェンジ～』」

▲

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

一人でゆっくり過ごす他、自分と
同じような経験をした人たちと語り
合うことや情報交換をすることがで
きます。
対 がん患者およびその家族
時 11月10・24日（火）午後1時30分～
3時30分
所 がん在宅緩和ケア支援センター
申 当日直接会場へ。
問 がん在宅緩和ケア支援センター
☎6450－3421 ＦＡＸ6450－3583
担 健康推進課地域保健係

アルコール家族講座（1）
「 アルコ
ール依存症とは？～基礎知識を
学ぶ～」
（2）
「家族の対応の仕方」

6441－0358

第 2 回 一 日 消 費 者 教 室「 お 墓 事
情と消費者トラブル回避術」
急速に変化している葬儀やお墓事
情。実家の「墓じまい」等、お墓の継
承に戸惑っている人も多いと思いま
す。この教室ではその最新事情を知
り、いざというときに消費者トラブ
ルに巻き込まれないよう実務的な対
応知識を学びます。
対 区内在住・在勤・在学者
時 11月7日（土）午後1時30分～3時
所 消費者センター（みなとパーク芝

虎ノ門A2ビル2階

3459－6770

MINATOシティプロモーショ
ンクルー認定事業 第2回スロ
ー ジ ョ ギ ン グ i n 港 区（ 港 区 観
光大使によるガイド付き）
対 5キロメートル程度歩ける人
時 11月26日（木）午後2時～4時（受け
付け開始は午後1時30分）
集合場所 明治神宮外苑いちょう並
木噴水前
コース 明治神宮外苑いちょう並木
～善福寺～麻布十番の約5キロメー
トル
人 20人
（申込順）
費用 1500円（スポーツ保険料を含
む）
申 代々木公園スロージョギングク
ラブホームページ
https://yoyogiparksjc.jimdofree.
com/
からお申し込みください。
問 代々木公園スロージョギングク
ラブ事務局（受付時間：月～金曜（祝
日を除く）
午前10時～午後4時）
☎090－4422－6509
産業振興課シティプロモーション担
当
☎3578－2554

学習ボランティア養成講座
子どもたちを取り巻く現状、子ど
もに対する接し方、効果的な学習支
援方法等の講義・実習を通して、学
習ボランティアとして携わることを
希望する人が必要な知識を習得でき
る講座です。講座終了後は、区が行
う学習支援事業等にボランティアと
して参加することができます。
対 区内在住・在勤者、学習支援に
関心のある大学生
時 11月7日（土）、12月12日（土）、令
和3年1月16日（土）※その他現場実習
が1日あります。
所 六本木区民協働スペース
人 15人
（申込順）
申 電 話 で 、 1 0 月 2 1 日（ 水 ）～ 2 8 日
（水）
に、みなとコール
（受付時間：午
前9時（初日は午後3時）～午後5時）
へ。
☎5472－3710
担 生活福祉調整課自立支援担当

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）
東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」
（毎日24時間）

電話 小児救急
相談 電話相談

3443－9191

「＃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）
☎5272－0303
ホームページ https://www.himawari.metro.tokyo.jp/

月～金曜
（祝日、年末年始を除く）
「＃8000」
（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
午後6時～翌朝8時
土･日曜、祝日、
年末年始
午前8時～翌朝8時

☎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。

6459－1590

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

東麻布1－18－9－101

3583－0581

10月25日（日）

三田1－4－10

3455－4927
（休日のみ）

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

ホワイト赤坂4階

浦2階）
人 15人
（申込順）
申 電話で、11月6日（金）までに、消
費者センター（受付時間：月～土曜
（祝日を除く）
午前9時～午後5時）
へ。
☎3456－4159

みなと保健所2階

植松薬局

西新橋1－9－2

夜間対応当番薬局（毎日） 対応時間：午後8時～午前0時

3501－3979
☎090－3690－3102

紙面上でお知らせしているイベントや事業等を延期または中止する場合があります（最新の情報は、港区ホームページをご覧ください）。
また、新型コロナウイルス感染症対策のため、施設入館時に個人情報
（氏名・緊急連絡先）を集めます。
区が集めた個人情報は、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合があります。

区の手続きや施設・催し物のご案内は
年中無休 午前8時〜午後8時

☎5472−3710
FAX5777−8752

MINATO CITY

（区役所代表）
☎3578–2111
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みなと
※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。

防災士養成講座

よび高輪地区総合支所4階会議室
人 10人程度（抽選）※手話通訳（申込
時にお申し出ください）・保育あり
（4カ月～就学前、2人程度、申込順。
申込時にお申し出ください）
申 郵送またはファックスで、住
所・氏名（ふりがな）・学年・電話番
号・「若者からみたまちの魅力や未
来像について」を明記の上、10月30
日（金・必着）までに、〒108－8581
高輪地区総合支所管理課管理係
へ。 ☎5421－7124 ＦＡＸ5421－7626

日本で生活する外国人が、日常で
感じたことを日本語でスピーチしま
す。見学者とスピーカーとの意見交
換もできます。
対 区内在住・在勤・在学者
時 12月13日（日）午後1時30分～4時
所 リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）
人 80人（申込順）
申 電話で、港ユネスコ協会（祝日を
「コロナに負けるな！プレミア
除く火～金曜午前10時～午後5時）
ム 付 き 区 内 共 通 商 品 券（ ス マ イ
へ。
☎3434－2300
ル 商 品 券 ）」
（ 未 交 換 分 ）を 販 売
問 生涯学習スポーツ振興課生涯学
します
習係
☎3578－2743
港区商店街連合会は、10月31日
（土）まで、当選者を対象として商品
券を販売していますが、購入されな
令 和 2 年 度 芝 地 区「 区 長 と 区 政
かった商品券が出る見込みであるた
を語る会」
め、11月4日（水）に販売いたします。
詳しくは、広報みなと11月1日号お
対 区内在住・在勤・在学者
時 12月5日（土）午後2時30分～4時
よび商品券特設ホームページ
https://www.minatoku-premi
所 神明いきいきプラザ
人 10人程度（抽選）※手話通訳（申込
um.com
時にお申し出ください）・保育あり
でお知らせします。
（4カ月～就学前、2人程度、申込順。
時 11月4日（水）
申込時にお申し出ください）
所 区内郵便局（8カ所）および港区商
申 郵送またはファックスで、11月6
店街連合会事務局
問 プレミアム付き区内共通商品券
日（金・必着）までに、応募用紙に住
（スマイル商品券）専用コールセンタ
所・氏名（ふりがな）・電話番号・
ー（受付時間：月～金曜（祝日を除く）
「多様性に配慮した、人に優しい浜
午前8時30分～午後5時）
松町・竹芝地区の未来ビジョン」を
明記の上、〒105－8511 芝地区総
☎4218－2217
合支所管理課管理係へ。港区ホーム
東京タワーライトアップ情報
ページの応募フォームからも申し込
めます。※応募用紙は、芝地区総合
時（ 1 ）1 0 月 週 末 ラ イ ト ア ッ プ（ 茜
支所管理課管理係で配布する他、港
色・白色）
：10月23・24日（金・土）、
区ホームページからダウンロードも
30日（金）午後7時～10時（2）ハロウィ
できます。
ン（茜色・秋草色）
：10月31日（土）日
☎3578－3191 ＦＡＸ3578－3235
没～午後10時（3）11月週末ライトア
ップ（紅葉色）
：11月6・7日（金・土）
、
令 和 2 年 度 高 輪 地 区「 区 長 と 区
13・14日（金・土）、20・21日（金・
政を語る会」
土）午後7時～午後10時※この日時以
外は通常のランドマークライト（オ
対 高輪地区に在住・在学の中学生・
レンジ色）の点灯です。※ライトア
高校生・大学生
ップは予告なく変更する場合があり
時 11月17日（火）午後6時～7時30分
ます。※詳しくは東京タワーホーム
所 オンラインツール（Microsoft
ページ
Teams）を使って参加可能な場所お

お 知 ら せ

https://www.tokyotower.co.jp
をご覧ください。
所 東京タワー
（芝公園4－2－8）
問 東京タワー
☎3433－5111
産業振興課シティプロモーション担
当
☎3578－2554

がん在宅緩和ケア支援センター
を休日も開館します
郷土歴史館2周年アニバーサリー
イベントに伴い、「ういケアみなと
実りの秋2020」を開催しますので
期間中の休日も開館します。
時 11月1日（日）、11月3日（火・祝）
午前9時30分～午後6時※通常の開館
時間と異なります。
所 がん在宅緩和ケア支援センター
問 がん在宅緩和ケア支援センター
☎6450－3421 ＦＡＸ6450－3583
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。
担 健康推進課地域保健係

港区環境影響調査実施要綱に基
づ く 事 後 調 査 報 告 書（ 工 事 中 そ
の2）の閲覧
事業名 （仮称）
竹芝ウォーターフロ
ント開発事業
時 11月20日（金）まで※閉庁時を除
く。
所 環境課（区役所8階）、各総合支所
管理課管理係、みなと図書館
問 環境課環境指導・環境アセスメ
ント担当
☎3578－2490

変更・休止情報等

生涯学習施設の臨時休館
施設保守点検等のため臨時休館し
ます。
時 生涯学習センター：11月16日
（月）
、
12月21日
（月）
、令和3年1月18日
（月）
、
令和3年3月15日
（月）
、青山生涯学習
館：12月14日（月）、令和3年3月8日
（月）
問 生涯学習スポーツ振興課生涯学
習係
☎3578－2743

（全部・一部、現在のもの）、特別区
民税・都民税課税証明書（直近3年
分）、特別区民税・都民税納税証明
書（直近3年分）
オンラインで契約の手続きができま
第7回メリットいっぱいマイナンバーカード
す
身分証明書として使えます
確定申告をはじめ、インターネッ
マイナンバーカードを取得する
金融機関の口座開設、ライブ会場
トバンキングや民間企業のオンライ
と、次のメリットがあります。
の入場やスポーツジムの会員登録等
ン契約での利用が広がっています。
現在マイナンバーカードでできるこ
で公的な身分証明書として使えます。 本人確認にマイナンバーカードを利
と
各種証明書をコンビニエンスストア
用することで、口座開設までの期間
マイナンバーの証明が1枚でできま
で取得できます
を短縮できるようになる他、なりす
す
全国の主要なコンビニエンススト
ましや情報の改ざん防止にもなりま
マイナンバーの提示を求められた
アで、住民票の写し等の証明書を取
す。
場合に、マイナンバーの提示と本人
得できます。時間は毎日午前6時30
今ならマイナポイントがもらえます
であることの確認を1枚でできます。
マイナンバーカードを取得して、
マイナンバーカードがなければ、マ
分～午後11時です（年末年始とシス
マイナポイントの予約(マイキーID
イナンバーの記載された住民票の写
テムメンテナンス時を除く）。区で
し等のマイナンバー確認のための書
は、次の証明書を取得できます。住
の設定)と申し込み(利用するキャッ
類と、運転免許証やパスポート等の
民票の写し（現在のもの）、印鑑登録
シュレス決済サービスの選択)をす
本人確認のための身分証明書の2種
証明書、戸籍（全部・個人）事項証明
ることにより、令和3年3月31日（水）
書（現在のもの）、戸籍の附票の写し
までのお買い物またはチャージでマ
類の書類が必要です。

イナポイントがもらえます。
現在、各総合支所でマイナンバー
カードの郵便申請サポートとマイナ
ポイントの予約（マイキーIDの設
定）支援を行っています。支援窓口
の設置場所等について、詳しくは、
「広報みなと」7月11日号または港区
ホームページをご覧ください。
今後マイナンバーカードでできるよ
うになること
健康保険証として利用できるよう
に な り ま す（ 令 和 3 年 3 月 か ら（ 予
定）
）
。詳しくは、
「マイナポータル」
https://myna.go.jp/
をご覧ください。

◆各総合支所区民課窓口サービス係◆
芝浦港南地区 ☎6400－0021

☎5421－7612

つくって
みよう！

マイナンバーカード

芝地区

☎3578－3139

麻布地区

☎5114－8821

赤坂地区

☎5413－7012

高輪地区

問い合わせ

芝地区総合支所区民課個人番号カ
ード交付推進担当 ☎3578－3151
各総合支所区民課窓口サービス係
(台場分室除く)
☎欄外参照

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

防災士の資格を取得し、家族や地
域を守っていきませんか。
事前の学習会は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため、オンラ
インツール（Zoom）を活用し、実施
します。オンライン環境がない人を
対象に区役所内に会場を設けます。
対 事前学習会を含む全3日の参加が
可能で、区内の防災活動に参加でき
る次のいずれかに該当または所属す
る人（1）区内在住者（2）次の区内の団
体等に所属する区内在勤・在学者①
防災住民組織または地域防災協議会
②消防団③駅周辺滞留者対策推進協
議会④事業所を構成員とする会議体
のうち、区が主催等をするもの（「地
域と事業所」
防災連携プロジェクト、
赤坂・青山会議、芝浦・海岸地域防
災連絡会）⑤区との災害時協力協定
を締結している事業者（協議中を含
む）
（3）港区国際防災ボランティア登
録者および申込者（4）
（社福）港区社
会福祉協議会の災害ボランティア登
録者
人 80人（申込順）※事前学習課題が
あります。※保育あり（4カ月～就学
前、4人。申込時にお申し出くださ
い。）
事前学習会
時 12月8日
（火）
午後7時～9時
所（1）インターネットを使って受講
可能な場所
（2）
区役所9階会議室
人（2）
は30人
養成講座
時 12月12日（土）午前9時～午後6時
30分、12月13日（日）午前9時～午後5
時30分
所 区内民間施設
申 電話で、10月22日（木）～11月2日
（月）
に、みなとコール（受付時間：午
前9時（初日は午後2時）～午後5時）
へ。※申込時に、事前学習会の受講
方法をお伝えください。
☎5472－3710
問 防災課地域防災支援係
☎3578－2518

日本語スピーチコンテスト見学
者募集

MINATO CITY

令和2年
（2020年）
10月21日
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ラ

茨城県つくば市

コーナー

第39回

霞

ンタサイクルも随所に設置されていま
す。筑波山の麓を通過する
「つくば霞ヶ
浦りんりんロード」
は国のナショナルサ
イクルルートにも選ばれ、サイクリス
トの人気コースです。
四季折々の農作物が豊富で、特にブ
ルーベリーが有名です。
「新型コロナウ
イルス感染症の影響で今は見合わせて
いますが、新橋の生涯学習センターの
マルシェでつくばの農産物は大人気で
さか い けん すけ
す」
とつくば市広報戦略課の酒井謙介
（港区出身）
さん。
「地平線が見える広い
空と筑波山、緑豊かで生活利便性も高
く、人口が増え続けている街です。グ
市内には、筑波宇宙センター、つく
ルメも充実しており、パンやコーヒー、
ばエキスポセンター、地質標本館等、
ラーメン等もハイレベルなお店がたく
最先端の科学技術に触れられる施設が
さんあります。市のインスタグラム・
たくさんあります。その多くが見学可
「つくばファンクラブ」
等をチ
能で、子どもから大人まで楽しめます。 Faceｂook
とお話しくだ
また、市では
「自転車のまちつくば」 ェックしてみてください」
さいました。
を掲げ、手ぶらで訪れても楽しめるレ

ナ

ト

イ

ン

ペ

イ

のお知らせ

ラ イ ン

ペ イ

LINE Pay決済の手順

利用者が、スマートフォン
等でLINE Payを起動し、対象
施設等に設置された二次元
コードを読み取ります。

※

「LINE」
「LINE Pay」

必要
対象店舗

ガス点検業者・ガス検針員・消防職員
を装った

強 盗に注意してください
。
（2）区 警察 相談
。
普段から心掛けること
（1）玄関
常時施錠
（2）急 訪問
、玄関
、
対応
。
以上
徹底 、皆
切 生命・身体・財産 守
。

ミ

対 象 区内観光施設等
L INE P ay決済 利用
際
、利用額 50
（上限額5000円分）
還元 「VISIT MINATO応
援
」 開始
。
実施期間
予算上限（総事業費3億円）
達
。
利用対象者
ラ

November

イ

「VISIT MINATO
応援キャンペーン」

筑波山
浦

茨城県南部に位置するつくば市は、
つくばエクスプレスで秋葉原駅から最速
45分、学術・研究機関が集まる
「筑波研
究学園都市」
として知られ、市北部には
日本百名山、日本百景、日本ジオパー
クに選ばれている筑波山
（標高877メート
ル）
があり、数多くの観光客が訪れます。
つくば市は港区との関わりが長く、
区のイベント
「みなと区民まつり
（令和2
年中止）
」
、
「全国交流物産展in新橋」
に
参加している他、食材を通じて自治体
間交流を進める
「全国連携マルシェ」
に
も参加しています。

11

ペ

ヴ ィ ジ ッ ト

筑波山を望む日本最大級の学術都市

最近都内 、業者 消防職員 装
住宅 訪問 「
設備 点検
」等 言
玄関 開
住宅 侵入 、金品 奪 強盗事件
多数発生
。
金品
奪
、被害者 暴行 加
、緊縛
「金 出 」
等 脅迫
事件 報告
。今後、区内
発生
可能性
、十分注意
。
強盗事件を防ぐためのポイント
玄関を開ける前に行うこと
（1）
契約
会社等 電話
、本当 点検
確認

ン

LINE Pay決済の利用で
50パーセントのポイント還元！

港区 と全国を

つな ぐ

イ

https://www.city.minato.tokyo.jp

。
開

。
参加

区

内観光施設等
※対象施設等 順次追加予定
。
※詳
対象施設等 一覧
、VISIT MINATO応援
特設
（（社）港区観光協会
内）
https://visit-minato-city
.tokyo
覧
。
ポイント還元率
50
1人当たりの還元上限
5000
（5000円分）

大

利用者がスマートフォン等に金額を
入力し、
施設スタッフに提示します。

問い合わせ

VISIT MINATO応援
事務局
☎6823−6253
産業振興課観光政策担当
☎3578−2527

問い合わせ

防災課生活安全推進担当
☎3578−2270

決済完了です。

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
☎3583－6355

港区スポーツセンター

☎3452－4151

赤坂子ども中高生プラザ

☎5561－7830

飯倉学童クラブ

白金台児童館

☎3444－1899

港南子ども中高生プラザ

☎3450－9576

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。

とき

内容

時間

ところ

1 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

2 おもちゃの病院

午前10時～午後3時
白金台児童館
（受付終了：午後2時30分）

（日）

（月）

とき

19 おもちゃの病院

午前10時～午後3時
高輪子ども中高生プラザ
（受付終了：午後2時30分）

24 おもちゃの病院

午前10時～午後3時
飯倉学童クラブ
（受付終了：午後2時30分）

28 おもちゃの病院

午前10時～午後3時
芝浦アイランド児童
（受付終了：午後2時30分） 高齢者交流プラザ

（木）

午前10時～午後3時
赤坂子ども中高生プラザ
（受付終了：午後2時30分）

13 おもちゃの病院
（金）

午前10時～午後3時
港南子ども中高生プラザ
（受付終了：午後2時30分）

（火）

午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター

（土）

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。

ところ

午前10時～午後3時
麻布子ども中高生プラザ
（受付終了：午後2時30分）

7 おもちゃの病院

15 港区スポーツセンター区民無料公開日

時間

17 おもちゃの病院

（火）

（土）

（日）

内容

