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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新型コロナウイルス

問い合わせ 総務課人権・男女平等参画係 ☎3578－2027　FAX3578－2976

憲法週間です

憲法週間記念講演のつどい

講演

　昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されました。
これを記念して5月3日を憲法記念日、5月1～7日を
憲法週間としています。

　日本国憲法は国の在り方や仕組み等を定めているもので、私たちの日々
の生活と密接につながっています。
　毎日の暮らしの中で、憲法について考えることはあまりないかもしれま
せん。しかし、憲法は、私たちが幸せに生きるために欠かせないものです。
この憲法週間を機会に、改めて憲法について考えてみませんか。

　令和3年度憲法週間記念講演のつどいは、新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大防止のため、オンラインで開催します。

どなたでも　※手話通訳・字幕あり

講師

講演テーマ

講師プロフィール

講演内容木村 草太氏
（東京都立大学教授）

　「新型コロナウイルス感染症の時代と人権」

　昭和55年横浜生まれ。平成15年、東京大学法学部卒業。同年、
同大学法学政治学研究科助手。東京都立大学准教授を経て、平成
28年から現職。専攻は憲法学。平等権と差別されない権利、信教
の自由と政教分離、国家の正統性調達システムと憲法の関係等を
研究。主な著書に「憲法の急所」（羽鳥書店）、「ほとんど憲法」（河出
書房新社）、「憲法学者の思考法」（青土社）等

　今回の新型コロナウイルス対応については、さまざまな人権問題が起きて
います。強力な行動抑制は、営業の自由や移動の自由に対する制約を生じさ
せます。また、プライバシー権や差別されない権利等も問題となります。こ
の講演では、それらの権利がなぜ重要なのかを確認し、その観点から、新型
コロナウイルスへの対応のための法律や政令の内容を検討していきます。
　感染症対策は、個人が健康に生きる権利を実現するためのものであり、そ
れ自体も、人権保障のために不可欠です。ただし、それを進めるには、他の
人権との調和も忘れてはなりません。人権の観点から感染症対策を丁寧に考
えます。

5月1日（土）
※港区ホームページで配信します。

ここでは、憲法の3つの柱である、
「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」

についてご紹介します

二次元コードをスマートフ
ォンで読み取ると、「憲法週
間記念講演のつどい」のペ
ージをご覧いただけます。

　人類は2度にわたる世界大戦の惨
禍を経験し、平和の尊さ、生命の尊
さを学びました。また、平和なしに
は基本的人権の保障はありえませ
ん。
　私たちは、子どもたちに、平和で
人権の尊重された社会を引き継いで
いかなければなりません。憲法に掲
げる理想をさらに追求し、世界の平
和に向けて努力していく必要があり
ます。

平和主義
　私たちが人間らしく生活していくために、全て
の人が当然に持っている侵すことのできない永
久の権利が基本的人権です。ただし、それは好
き勝手に振る舞っていいということではなく、自
分の権利を守るためには、他人の権利も守らな
ければならないことを忘れてはなりません。
　新型コロナウイルス感染症の流行が続いてい
る中、誰もが差別的取り扱い等を受けず、全て
の人の基本的人権の尊重を実現するために、お
互いの人権を認め合うことがより一層私たち一
人一人に求められています。

基本的人権の尊重

動画配信開始日

対象

　国の政治の在り方を最終的に決め
る力は国民にあり、国民こそが政治の
主人公であるというのが国民主権の
考え方です。国民の代表として選挙
で選ばれた国会議員が国の政治を行
うことは、主権が国民にあることの表
れです。
　私たちは、選挙を通じ、国政に対す
る意志を表すことができます。大切な
一人一人の一票が、より良い日本の
政治につながることになります。

国民主権

5月1日

～

7日は
　区で実施する新型コロナウイルスワクチン接種について
の問い合わせ窓口です。
　コールセンターでは、医学的なことについてはお答えで
きません。基礎疾患等がある人で、ワクチン接種に不安の
ある場合は、かかりつけの医療機関にご相談ください。
　ワクチン接種の予約については、接種券がお手元に届い
てから受け付けできます。
対応言語　日本語・英語・中国語・韓国語
受付時間　月～金曜　午前8時30分～午後5時30分
　　　　　(土・日曜、祝日除く)

港区新型コロナワクチン接種
コールセンター� ☎6626－2833
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　区では、高額の医療費がかかる特
定不妊治療（体外受精・顕微授精）の
医療保険が適用されない費用の一部
について、年度内30万円を限度に助
成しています。制度について詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。申請書等必要書類一式のダウン
ロードもできます。

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「港区特定不妊治療費助成」
のページをご覧いただけます。

男性不妊治療の費用も対象です
　男性不妊治療（精子を精巣等から
採取するための手術）も年度内15万
円を限度に助成しています。
申請要件
　治療の開始日から申請日（申請は、
治療終了後にできます）まで継続し
て、夫婦または夫婦のどちらか1人
が港区に住民登録をしていること
※�夫婦の所得等の額により条件があ
ります。

※�妻の年齢が43歳以上で開始した治
療分は、4月1日以降は助成の対象

外です。
申請期間、必要書類
　表1のとおり
申請方法
　郵送または直接、健康推進課地域

保健係へ（区が郵送料を負担します。
詳しくは、5面の記事をご覧くださ
い）。
※�各総合支所では受け付けできませ
ん。

〒108－8315　みなと保健所健康
推進課地域保健係
� ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

送付先・問い合わせ

　ご自身で資源やごみを出すことが
困難な人を対象に、みなとリサイク
ル清掃事務所の職員が、玄関先まで
収集に伺うサービスを無料で行って
います。
　これまで、65歳以上の高齢者また
は障害者のみで構成する世帯に対し
て行っていたこのサービスを、4月1
日から次のとおり対象拡大しました。

対象
　次のいずれかの人が含まれる世帯
のうち、自力でごみを集積所（粗大
ごみについては屋外）に出すことが
困難で、近隣住民等の協力が得られ
ない世帯
（1）65歳以上の高齢者
（2）�身体障害者手帳、愛の手帳また
は精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けている人
（3）難病医療費助成を受けている人
（4）�要介護認定を受けている人（65歳
未満）

（5）�母子健康手帳の交付を受けた妊
婦

（6）�産後1年を経過する月の前月末日
までの子どもを養育する人

　区では、建築物を所有する人等が
建築物の屋内に、一般利用可能な喫
煙所を設置する際にかかる費用（設
置費）と屋内喫煙所の維持管理費を
助成しています。4月1日からは新た
に、屋内と同等の設備を有する屋外
設置の喫煙所（コンテナ型・トレー
ラー型等）も対象となりました。助
成金を申請する場合は、必ず事前に
ご相談ください。
助成制度の概要
助成対象者
（1）�区内の建築物を所有または使用
する人

（2）�区内の所有または使用する敷地
内に喫煙所を設置する人

助成金額等
　表2・3のとおり
助成要件（一部）
◦�一般に開放し、原則、利用料が無
料であること

◦�屋内喫煙所の床面積が5平方メー

トル以上で、収容人員が3人以上
であること
◦�港区指定喫煙場所としての指定を
受けること
◦�おおむね1日8時間以上かつ週5日
以上開放すること
◦�最低5年間継続して運営すること�
※�上記は助成要件の一部です。詳し
くは、港区ホームページをご覧く
ださい。

　区では、パソコンやスマートフォ
ンを使って、インターネットで行政
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。
　子育て・福祉等の手続きに加え、
住民票の写し等の各種証明書、環
境・まちづくり分野、産業・文化・
観光分野で、電子申請が利用できる
ようになりました。
　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

きる申請手続き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」のページをご
覧いただけます。

情報政策課ICT推進担当
� ☎3578－2080

問い合わせ

対象とする資源・ごみ
　可燃ごみ、不燃ごみ、資源プラス
チック、資源（古紙・びん・かん・
ペットボトル）、粗大ごみ
費用
　無料。ただし、粗大ごみの運び出
し収集については、有料粗大ごみ処
理券の貼付が必要です（生活保護世
帯等は除く）。

みなとリサイクル清掃事務所清掃
事業係� ☎3450－8025

問い合わせ

港区特定不妊治療費助成制度
4月1日から 事実上の婚姻関係（事実婚）にあるご夫婦も対象としました

戸別訪問収集および粗大ごみの
運び出し収集の対象者を拡大しました

屋内喫煙所の設置費および
維持管理費を助成します

表1特定不妊治療費助成の申請期間、必要書類
助成対象

年度 治療終了日※1 申請期間※2 申請締切日 必要書類※3 必要書類②・④・⑤を申請締切日ま
でに添付できない場合

令和 
3年度

1月1日～
3月31日

4月1日～
6月30日（水）

6月30日
（水・消印有効）

①特定不妊治療費助成申請書

　「医療機関の証明発行が遅れてい
る」または「都に申請中のため」等、
申請書に添付できない理由を記し
た申出書を提出することで、期間内
に提出されたものとすることがで
きます。
　不足書類は、別途指定する日まで
に提出してください。

②特定不妊治療費受診等証明書
③領収書（写し）
④東京都（等）特定不妊治療費助成承認決定
通知書（写し）（該当者のみ）

4月1日～
令和4年

3月31日（木）

4月1日～
令和4年

3月31日（木）

令和4年3月31
日

（木・消印有効）

⑤精巣内精子生検採取法等受診等証明書
（該当者のみ）
⑥住民票（写し）（夫婦の一方が区外に住ん
でいる場合に必要です）
⑦戸籍謄本等法律上の婚姻関係、婚姻日等
を証明する書類（同年度に1度提出してい
る場合は省略できます）
⑧住民税課税証明書（港区に住民税の所得
申告をしている人は省略できます）

※1　令和2年12月31日までに終了した治療の申請受け付けは終了しました。
※2　特定不妊治療開始時点で妻の年齢が43歳未満であることが要件です。
※3　必要書類は申請者ごとに異なります。詳しくは、港区ホームページでご確認ください。

表2設置費の助成
助成割合 10分の10

設置する喫煙所の
面積と助成上限額

5平方メートル以上10平方メートル未満 400万円
10平方メートル以上15平方メートル未満 600万円
15平方メートル以上20平方メートル未満 800万円
20平方メートル以上 1000万円
コンテナ型・トレーラー型喫煙所（5平方メートル
以上） 1000万円

助成対象 喫煙所の設置に係る経費のうち、工事費、設備費、備品、機械装置費等
※4月1日から、コンテナ型・トレーラー型喫煙所の設置費助成項目を新設しました。

表3 維持管理費の助成
助成割合 10分の10

助成期間 10年間

助成上限額 1～5年目    年間144万円
6～10年目　年間72万円

助成対象
電気代、空気清浄機の保守、
火災保険料、清掃・ごみ処理
委託経費等

電子申請を利用して
暮らしを便利に

環境課環境政策係� ☎3578－2506
問い合わせ

「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

「広報みなと」の
自宅配送について
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国民健康保険料の計算方法
　国民健康保険料は世帯を単位とし
て、国民健康保険被保険者の人数
と、賦課のもととなる所得金額（※
1）をもとに計算します。
※1　�賦課のもととなる所得金額と

は、前年の総所得金額および
山林所得金額ならびに株式・長
期（短期）譲渡所得金額等の合
計から基礎控除額（43万円※2）
を差し引いた額をいいます（雑
損失の繰越控除は行いません）。

※�2　�合計所得金額が2400万円を超
える場合、基礎控除額は逓
減・消失します。

所得割料率、均等割額および最高限
度額
基礎分（医療分）
所得割料率　7.13パーセント
均等割額　　3万8800円
最高限度額　63万円
後期高齢者支援金分
所得割料率　2.41パーセント
均等割額　　1万3200円
最高限度額　19万円
介護納付金分

所得割料率　2.13パーセント
均等割額　　1万7000円
最高限度額　17万円
基礎分（医療分）、後期高齢者支援金
分および介護納付金分を合算して通
知します
　介護保険の第2号被保険者（40～64
歳の人）がいる世帯の国民健康保険
料は、基礎分（医療分）と後期高齢者
支援金分に加え、介護納付金分の保
険料を合算した額です。
介護納付金分の計算について
40歳を迎える場合
　40歳の誕生日の前日に、介護保険
の第2号被保険者の資格を得ます。
資格を得た月以降の国民健康保険料
に介護納付金分が加わりますので、
国民健康保険料を計算し直して、変
更通知をお送りします。
65歳を迎える場合
　65歳の誕生日の前日に、介護保険
の第2号被保険者から第1号被保険者
（65歳以上の人）の資格に変更になり
ます。国民健康保険料は、65歳にな
る前月までの介護納付金分を計算し
た上で、基礎分（医療分）、後期高齢

特定健康診査について
　特定健康診査は、メタボリックシ
ンドローム（内臓脂肪症候群）の予
防・早期発見のために、医療保険者
が行う健診です。令和3年度の特定
健康診査対象者は、令和3年4月1日
現在港区国民健康保険加入者で、健
診受診日まで引き続き加入している
40歳（令和4年3月31日現在）～75歳未
満（健診時）の人です。企業の健康保

険組合や共済組合等に加入している
人は、加入している各健康保険組合
等が健診を行います。詳しくは、各
健康保険証の発行元にお問い合わせ
ください。
　特定健康診査の結果、生活習慣を
改善する必要があると判定された人
には特定保健指導を実施します。
※�令和2年度の特定健康診査の結果、
該当する人には、糖尿病性腎症等

者支援金分と合わせて年度内の各支
払月期へ均等に割り付けています。
75歳を迎える人
　75歳の誕生日に後期高齢者医療制
度に加入し、国民健康保険の資格は
喪失します。国民健康保険料は、75
歳の誕生日が属する月の前月分まで
お支払いいただきます。同じ世帯に
74歳以下の人がいる場合、74歳以下
の人の国民健康保険料と合算して年
度内の各支払月期へ均等に割り付け
ています。国民健康保険と後期高齢
者医療制度の保険料が重複して賦課
されることはありません。
国民健康保険料の減額・軽減制度
国民健康保険料均等割額の減額
　前年の1～12月の1年間の所得が一
定の基準以下の世帯の場合、均等割
額を7割、5割または2割減額します。
　対象となる世帯は、所得金額によ
り判定しますので、世帯全員の住民
税の申告が必要となります。収入が
なかった人も申告をしてください。
後期高齢者医療制度への移行に伴う
国民健康保険料の軽減措置
旧被扶養者に対する軽減
　職場の健康保険、船員保険、共済
組合等の被保険者が後期高齢者医療
制度に移行すると、その被扶養者だ
った人は国民健康保険に加入するこ

とになります。このような人のう
ち、65歳以上の人を旧被扶養者とい
い、所得割額は当面の間免除、均等
割額は加入した月から2年間（24カ
月）半額になります。加入時に申請
してください。
非自発的失業者の軽減措置
　倒産・解雇等による離職（雇用保
険の特定受給資格者）や雇い止め等
による離職（雇用保険の特定理由離
職者）をした人は、国民健康保険料
が軽減される場合があります。雇用
保険受給資格者証を持参の上、届け
出てください。
国民健康保険料の減免
　災害その他の特別な事情により、
一時的に生活が著しく困難となり、
保険料が納められなくなった世帯に
対し、申請により国民健康保険料を
減免する制度があります。住民税の
申告をしている人が対象です。
　詳しくは、お問い合わせくださ
い。
令和3年度、国民健康保険料の通知
　6月に年間保険料を計算して、世
帯主にお知らせします。

国保年金課資格保険料係
� ☎3578－2643～5、2647～9

問い合わせ

の疾患を発見するため、微量アル
ブミン尿検査の受診券を別途お送
りします。
がん検診等について
　各種がん検診や、肝炎ウイルス検
診、お口の健診、区民健康診査（3

さんまる

0
健診）は、加入している健康保険に
関わらず受診できます。
健康診査・がん検診の受診期間
　6月～令和4年1月
※�乳がん検診（マンモグラフィ検査）
7月～令和4年2月
※�健診（検診）の受診期間は異なりま
すのでご注意ください。

対象・とき
　表のとおり
ところ
　指定医療機関等
健診・検診の受診券とご案内の郵送
時期
　お口の健診・口腔がん検診は5月
下旬、健康診査・がん検診等は6月
下旬に郵送します。

令和3年度
国民健康保険料に関するお知らせ

令和
3年度

健康診査・がん検診等
のお知らせ

表健康診査・がん検診等一覧
対象※1 とき

特定健康診査 40歳（令和4年3月31日現在）～健診時75歳未満の港区国民健康保険加入者
7月1日（木）～11月30日（火）基本健康診査 後期高齢者医療制度加入者、40歳以上の生活保護受給者、その他健診機会のない40歳以上の区民（申し

込みが必要です）
生活機能評価 65歳以上の区民（介護保険の要介護・要支援認定を受けている人を除く）
肝炎ウイルス検診 今まで1度も区の肝炎ウイルス検診を受診したことのない人 7月1日（木）～11月30日（火）

ただし一部医療機関は通年

微量アルブミン尿検査 令和2年度港区国民健康保険特定健康診査の結果、H
ヘモグロビンエーワンシー

bA1c6.5パーセント以上かつ尿蛋
たん

白（－）または（±）
だった人

7月1日（木）～11月30日（火）

大腸がん検診※2 40歳以上の区民

7月1日（木）～令和4年1月31日（月）

胃がん
検診

胃部エックス線検査※3 40歳以上の区民　
胃内視鏡検査 50歳以上の偶数年齢の区民（胃部エックス線検査と胃内視鏡検査のいずれかを選択できます）

肺がん検診 40歳以上の区民
喉頭がん検診 40歳以上の区民で喫煙指数600以上の人（喫煙指数＝喫煙本数（1日）×喫煙年数）または受動喫煙の機会

が多い等、医師が必要と認める人
前立腺がん検診 55～75歳の奇数年齢の男性区民
子宮頸

けい
がん検診 20歳以上の女性区民（30・33・36・39歳は希望によりHPV検査を併用）

乳がん
検診

視触診 30～39歳の女性区民
マンモグラフィ検査※4 40歳以上で令和2年度マンモグラフィ検査未受診の女性区民 7月1日（木）～令和4年2月28日（月）

3
さん
0
まる
健診  （区民健康診査） ※5

30～39歳の区民
30歳、平成30年度～令和2年度に30健診受診歴のある人、港区国民健康保険加入者、生活保護受給者、子
宮頸がん・乳がん（視触診）検診一斉発送対象者には個別に通知します。それ以外は申し込みが必要です。

7月1日（木）～令和4年3月31日（木）　　

骨密度測定検診 40・45・50・55・60・65・70歳の女性区民 7月1日（木）～11月30日（火）

お口の健診
20歳以上の区民および20歳未満の妊婦
令和2年度に「お口の健診」および「口腔がん検診」の受診歴のある人、20歳、25歳または30歳以上の偶数
年齢の人へは、5月下旬に受診券を個別に通知します。それ以外の人は申し込みが必要です。

前期健診
6月1日（火）～8月31日（火）
後期健診
11月1日（月）～令和4年1月31日（月）

口腔がん検診
40歳以上の区民
令和2年度に「お口の健診」および「口腔がん検診」の受診歴のある人、40歳以上の偶数年齢の人へは、5月
下旬に受診券を個別に通知します。それ以外の人は申し込みが必要です。

6月1日（火）～令和4年1月31日（月）

※1　令和4年3月31日（木）現在の年齢
※2・3　35歳以上の区民を対象とした「こころとからだの元氣プラザ」会場は廃止しました。
※4　区内指定医療機関または「こころとからだの元氣プラザ」
※5　区内指定医療機関（7～11月）または「こころとからだの元氣プラザ」（7月～令和4年3月）

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

問い合わせ

◆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。

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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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

　夜間・休日等に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
契約管財課庁舎管理係
☎3578－2870

新型コロナウイルス感染症を乗り越えていくために

発熱等の症状がある時や
新型コロナウイルス感染症に関する
外来受診等の相談先を紹介します

　発熱の症状があるときや新型コロ
ナウイルス感染症を疑う症状がある
人の相談先は次のとおりです。
発熱や咳、息苦しさ（呼吸困難）強い
だるさ（倦怠感）等の症状がある人
原則「かかりつけ医」に相談　「かか
りつけ医」または地域の身近な医療
機関に相談し、診療や検査を受診す
るか、「診療・検査医療機関」の紹介
を受けます。地域の身近な医療機関
については、東京都医療機関案内サ
ービス「ひまわり」等で検索すること
ができます。
東京都医療機関案内サービス「ひま

わり」のホームページ
https://www.himawari.metro.
tokyo.jp/
「かかりつけ医」がない等、相談する
医療機関に迷う場合　「東京都発熱
相談センター」に相談し、「診療・検
査医療機関」の紹介を受けます。
とき　24時間対応しています。
� ☎5320－4592
新型コロナウイルス感染症に関する
一般的な電話相談
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（新型コロナコ
ールセンター）
とき　月～日曜午前9時～午後10時
（祝日を含む）
対応内容　感染の予防に関すること
や、新型コロナウイルス感染症に関
する一般的な相談
�☎0570－550571（ナビダイヤル）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、祝日も対応しています。
� ☎0120－565653（フリーダイヤル）

港区新型コロナ 
こころのサポートダイヤル
 ☎5333－3808

　新型コロナウイルス感染症の流行
が続いている中、ストレスや不眠等
の心の不調について相談できる電話
相談窓口です。
対象　区内在住・在勤・在学者
とき　月～金曜（祝日を除く）午前9
時～午後5時

問い合わせ

保健予防課保健予防係
� ☎6400－0081　ＦＡＸ3455－4460
〇港区新型コロナ こころのサポ
ートダイヤルについて
健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

相談の流れ

※ PCR検査ができない医療機関の
場合は、PCR検査機関を案内

※ 診療や検査が可能な地域の身近な医療機関を案内

※ 診療や検査が
可能な地域の
身近な医療機
関を案内

※ 聞き取りの結果、医療機関の紹介やPCR検査が必要
だと判断された場合は、医療機関や検査機関を案内

PCR検査が可能な医療
機関またはみなと保健
所検査センター

東京都発熱相談センター
☎5320-4592※24時間対応 ①みなと保健所電話相談窓口

　 月～金曜
　午前8時30分～午後5時15分
　☎ 3455-4461　FAX 3455-4460

②東京都　新型コロナコールセンター
　月～日曜　午前9時～午後10時
　☎ 0570-550571（ナビダイヤル）
　FAX 5388-1396

新型コロナウイルス感染症の一般相談

症状がない・濃厚接触者等新型コロナ一般相談

電話またはファックスでの相談

かかりつけ医がいない等、相談する
医療機関に迷う場合や土・日曜、夜間等

発熱等の症状があるかかりつけ医　なし

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」等も活用し、医療機関に相談

発熱等の症状があるかかりつけ医　あり

電話相談

かかりつけ医・地域の身近な医療機関
（※発熱患者を診療しない場合は、

他の医療機関を紹介）

発熱患者を診療・検査

電話相談

新型コロナウイルスワクチン接種の
準備を進めています

　区では現在、区民の皆さんのワクチン接
種に向けて準備を進めています。
　一般区民の皆さんに先立って実施する高
齢者（昭和32年4月1日以前に生まれた人）へ
の接種に向けたワクチンは、早ければ4月
下旬に区へ約500人分到着します。また、
国が5月前半に配布する予定のワクチンに
ついては、区への十分な供給が見込まれな
い状況です。
対象
　量の少ないワクチンで無駄なく、より効
果的に接種を行うため、接種希望を正確に
把握でき、集団感染（クラスター）の防止が
大きな課題となっている高齢者施設への巡
回接種を先行して実施します。高齢者への
本格的な接種は、決まり次第、開始日や接
種可能な会場をお知らせします。

接種券発送時期
高齢者施設入所者　4月中旬以降、順次、
施設へ発送予定
施設入所以外の高齢者　5月6日（木）まで
に、住民登録がある住所へ発送予定
※掲載内容は、3月30日時点の情報です。
ワクチン接種に便乗した詐欺にご注意くだ
さい
　接種費用は無料です。ワクチン接種や予
約のために、区が金銭や個人情報を求める
ことはありません。不安な場合や困ったと
きは、警察署や国民生活センターに相談し
てください。

港区新型コロナワクチン接種コールセン
ター� ☎6626－2833

問い合わせ

担当課　保健予防課新型コロナウイルスワ
クチン接種担当

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、暮らしや
経済への影響は長期化しています。その影響が、区民や区
内で活動するさまざまな事業者に幅広く及んでいます。こ
のことから、区は、区民や事業者の経済的負担の軽減につ
なげるため、各種手続きの区窓口等での手数料を免除して
います。
対象　区民、中小企業者等（個人事業主含む）
手数料が無料になる手続き　住民票の写し、戸籍に関する
証明書、課税・納税証明書の交付手続き　等
※�この他にも無料となる手数料があります。港区ホームペ
ージでご確認ください。
実施期間　令和4年3月31日(木)申請分まで
その他　減免のための申請は不要です。
　コンビニ交付サービスを利用の場合は10円に減額します。

区窓口等での手続きに関する
手数料を無料にしています

二次元コードをスマートフ
ォンで読み取ると、港区ホー
ムページの「区窓口等での
手数料減免について」のペ
ージをご覧いただけます。

問い合わせ
企画課企画担当�
� ☎3578－2622
� ＦＡＸ3578－2034
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「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

「広報みなと」の
自宅配送について

　窓口の3密を避けることを目的として、郵送可能な手続きに要する郵
送料を区が負担しています。区民・事業者の皆さんが、区宛てに送る各
種手続きの郵送料は、料金受取人払を利用していただくと区の負担とな
ります。料金受取人払の様式を封筒に貼ることで、切手を貼らずとも書
類を郵送できますので、ぜひご利用ください。
主な対象手続き
◦�各種証明書（住民票、戸籍に関する証明、特別区民税・都民税課税（非
課税）証明書・納税証明書）の請求
◦�各種補助金交付申請・実績報告
◦�国民健康保険料、介護保険料等の減額・減免申請
◦�融資あっせんに関するもの
※�以上4項目以外にも対象となる場合がありますので、各種手続きの担当
窓口にお問い合わせください。
料金受取人払の様式
　港区ホームページに料金受取人払用の様式を掲載しています。港区立図
書館や、いきいきプラザの窓口でも配布しています。
実施期間
　令和4年3月31日（木）投函

かん

分まで
その他
　料金受取人払用の様式等は、港区ホームページをご覧ください。
※�住民票等の証明書を郵送で申請する際の返信用封筒には、切手の貼付
が必要です。

郵送申請する際の
郵送料を区が負担します

　新型コロナウイルス感染症の影響
による休業等に伴う収入の減少・失
業により、住居を失う恐れがある人
について、家賃相当額を家主に支給
します。
対象　次の条件を満たす人

（1）�離職等により生活に困窮し、住
居を喪失または喪失する恐れが
あること

（2）�離職・廃業から2年以内、または
やむを得ない休業等により、収
入を得る機会が減少し、離職等
と同程度の状況にあること

（3）�資産が一定額以内、かつ収入基
準額以内であること（表2参照）

支給額　支給上限額（表2参照）を限
度とした、収入に応じて調整された額
支給期間　原則3カ月（一定の条件に
より3カ月間の延長および再延長が
可能）
支給方法　区が家主・不動産業者・
保証会社等へ代理納付
申し込み　郵送または直接、〒106
－8515六本木5－16－45　港区生
活・就労支援センターへ（区が郵送

担当課　生活福祉調整課自立支援担
当

問い合わせ
港区生活・就労支援センター
� ☎5114－8826　ＦＡＸ3505－3501

料を負担します。詳しくは、右上の
記事をご覧ください）。

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

自立相談支援　経済面・生活面の悩
みを整理し、作成した支援プランに
沿って相談者と一緒に課題解決に取
り組みます。
就労支援　就労支援員が仕事探しを
お手伝いします。
ひとり親家庭支援　ひとり親家庭の
経済的・家庭的な問題を一緒に解決
していきます。
就労準備支援　すぐに就労すること
が難しい人に、社会参加や意欲喚起
を行い、就労できる状態になるよう
支援します。
家計改善支援　家計管理や債務・滞
納整理を助言・支援します。
学習相談支援　子どもの学習や進学
に関する相談支援を行います。
所在地　麻布地区総合支所2階

家賃の支払いにお困りの人へ
～「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～

開所時間　月～金曜（祝日、年末年始
を除く）午前8時30分～午後5時15分

※�港区生活・就労支援センターは、
港区が設置した、生活にお困りの
人の相談を受ける機関です。社会
福祉士等、専門的な資格を持った
職員が相談に応じます。職員が相
談者と一緒に問題点を整理し、必
要に応じて生活保護をはじめとし
た他制度につなぐ等、生活改善に
向けて支援します。

※�新型コロナウイルス感染症の影響に
より、支援内容に変更が生じる場合
があります。
※�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）。

　（社福）港区社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による
収入減等でお困りの人を対象に、表1のとおり特例貸付を実施しています。
表1 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
新型コロナウイルス感染症の影響に
よる休業等を理由に、当座の生活の
ための緊急かつ一時的な生活費が必
要な人

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、生活再建ま
での一定期間の生活費が必要な人

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）（※1）
据え置き期間 1年以内（※2） 1年以内（※2）

返済期間 2年以内 10年以内
貸付利子 無利子 無利子

連帯保証人 不要 不要
申し込み 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。

その他
内容やその他の要件について詳しくは、（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。

（※1） 総合支援資金（特例貸付）の延長貸付は、3月末までに初回貸し付けを受けていて、
自立相談支援機関（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。

（※2） 令和4年3月末日以前に返済が開始となる貸し付けは、据え置き期間が延長となり、
令和4年4月から返済が始まります。

担当課　生活福祉調整課自立支援担当

問い合わせ

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・就労支援センター� ☎5114－8826

特例貸付制度の申請受付期間が
6月末まで延長されました

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
金受取人払用の様式を掲載してい
るページをご覧いただけます。

企画課区役所改革担当
� ☎3578－2622

問い合わせ

表2 対象となる基準額と支給上限額

世帯
人数

収入基準額
（A＋B） 資産

基準額
支給

上限額
A B

1人
世帯 8万4000円

家
賃
額
※

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

※ 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。

　新型コロナウイルス感染症の感染
拡大による不安や恐れから、感染者
や周辺の人たちへ根拠のない偏見や
不当な差別等が全国で発生していま
す。
　新型コロナウイルス感染症への不
安があったとしても、差別的な行動
をとってしまうことは決して許され
ないことです。
全国における偏見や不当な差別の実
態
医療機関・介護施設、その従事者、

家族等に…
◦�感染者が発生した医療機関、医療
従事者等へ誹

ひ

謗
ぼう

中傷、暴言等
◦�医療従事者等の子どもへのいじ
め、保育所等の登園拒否
勤務先においては…
◦検査陽性を理由とする雇い止め
◦�家族が入院した医療機関に感染者
が入院していることによる出勤停
止の要請等
インターネット、SNSで…
◦�感染者、家族の勤務先・行動履歴

新型コロナウイルス感染症に関連した
偏見や差別をなくしましょう

等の暴露、誤情報の拡散、国籍等
による誹謗中傷等
報道においては…
◦感染者と濃厚接触者の関係図示
◦感染者の職業や行動履歴の詳細
相談はこちらへ
　お互いを思いやり、正確な情報に
基づいた冷静な判断、行動をお願い
します。東京法務局では、電話また
はインターネットによる相談を行っ
ていますので、お気軽にご利用くだ
さい。

電話による相談
　表3のとおり
インターネットによる相談
　https://www.jinken.go.jp/

二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、「法務省インター
ネット人権相談受付窓口」のペ
ージに接続できます。

問い合わせ
総務課人権・男女平等参画係
� ☎3578－2027

表3電話による相談
みんなの人権110番 ☎0570－003－110

月～金曜　午前8時30分～午後5時15分子どもの人権110番 ☎0120－007－110
女性の人権ホットライン ☎0570－070－810
外国人人権相談ダイヤル ☎0570－090－911 月～金曜　午前9時～午後5時



◆各総合支所管理課管理係◆　芝地区☎3578－3191　麻布地区☎5114－8811　赤坂地区☎5413－7014　高輪地区☎5421－7124　芝浦港南地区☎6400－0011
◆各総合支所まちづくり課土木担当◆　芝地区☎3578－2032　麻布地区☎5114－8803　赤坂地区☎5413－7015　高輪地区☎5422－7941　芝浦港南地区☎6400－0032
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図 キッズゾーン設定箇所（計23カ所）

　区内で発生したごみや生活排水の処
理、食品ロスの削減に関する計画です。
　詳しくは、港区ホームページでご覧い
ただけます。

　公共施設の現状を区民の
皆さんに分かりやすくお伝
えするため、港区公共施設
白書を作成しました。
　本書には、区役所各庁舎
や学校等の建物の他、道
路、橋りょう、公園等、区
が管理する全ての公共施設
に関する情報を掲載してい
ます。公共施設の保有量や
コスト、配置状況等に関す
る情報の他、公共施設一覧
等も分かりやすく説明して
います。
閲覧場所
　港区公共施設白書は、港区ホームページの他、企画
課用地・施設活用担当（区役所10階）、区政資料室（区
役所3階）、各総合支所管理課、各港区立図書館、各区
民センター等でご覧いただけます。

　保育園児が日常的に利用する道路のうち、歩
道と車道が分離されていない道路や見通しの悪
い道路、抜け道として利用され交通量が多い道
路等、特に配慮が必要な道路にキッズ・ゾーン
を設定し、自動車の運転手等に注意喚起するこ
とで、保育園等が行う散歩等の園外活動時の子
どもの安全確保を図ります。
設定箇所
　区内23カ所（図のとおり）
※ 詳しくは、港区ホームページをご覧くださ

い。

港区公共施設白書
をご覧ください

主な数値目標
（年間量・率）

実績値 目標値
（令和元年度） 中間年度（令和8年度） 最終年度（令和14年度）

総排出量
（一人1日当たりの量）

17万9221トン 16万4500トン 15万1800トン
（1880.6グラム） （1583グラム） （1313グラム）

資源化率 29.3パーセント 40パーセント 50パーセント
温室効果ガスの排出量 2万2372トンC

シーオーツー
O2 1万8300トンCO2 1万4900トンCO2

問い合わせ

〇キッズ・ゾーンについて
保育課運営支援係 ☎3578－2427
〇設定箇所の調整について
各総合支所管理課管理係 ☎欄外参照
〇道路標示や交通安全対策について
各総合支所まちづくり課土木担当 ☎欄外参照

子どもの安全を守るキッズ・ゾーン
を設定しました

港区公共施設白書表紙
イメージ

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
「一般廃棄物処理基本計画」のペー
ジをご覧いただけます。

みなとリサイクル清掃事務所計画係
 ☎3450－8025　ＦＡＸ3450－8063

問い合わせ

港区一般廃棄物処理基本計画（第3次）を策定しました

二次元コードをスマートフ
ォンで読み取ると、港区ホー
ムページのキッズゾーンの
ページをご覧いただけます。

標示例

問い合わせ 企画課公共施設マネジメント担当
 ☎3578－2414

この1カ所のみ令和
3年度標示施行予定

基本方針1　区民の参画
と協働による3Rを推進
します。

基本方針3　安全・安心な区民
生活を支え続ける適正で効率的
な廃棄物処理を実践します。

基本方針2　事業者の社会的責
任に基づく廃棄物の発生抑制と
資源循環を促進します。

計画期間　令和3～14年度
基本理念　環境に配慮した持続可能な社会をめざし
て、循環型社会・低炭素社会形成への統合的な取り
組みを、区民・事業者とともに推進します。

　区では、LINEを使って、「広報みなと
の掲載記事」、「新型コロナ情報（ワクチン
に関する情報等）」や「災害や不審者情報等
の緊急情報」を随時発信しています。
　港区LINE公式アカウントでは、各メニ
ューボタンから、関連する情報を記載して
いる港区ホームページ等を見ることができ
ます。
　このたび、4月1日から、メニューボタン
で、新たにチャットボットやご意見・ご提
案のページを開くことができるようになり
ました。チャットボットでのご質問や区へ
のご意見・ご提案をする際に、ぜひご活用
ください。
変更点
　図のとおり

港区LINE公式アカウントのメニューボタンが充実しました

二次元コードをスマートフォンで読
み取ると、LINEアプリが起動し、港区
LINE公式アカウントの「友だち追加」が
できるページをご覧いただけます。

区長室広報戦略担当　 ☎3578－2359
問い合わせ

ボタンを追加・変更
※変更箇所は赤枠

変更前 変更後

図 港区LINE公式アカウントの画面イメージ

　現在公開しているボタンと新た
に追加するボタンのリンク先（チ
ャットボットやご意見・ご提案）
は、いずれも港区が適切に管理し
ている港区ホームページ等であ
り、入力した情報をLINE（株）に提
供するものではありません。

重要なお知らせ

キッズ・ゾーン
設定箇所

凡
例
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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。

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

☎3578–2111（区役所代表） 7
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MINATO CITY

　子どもたちが本に触れ、本を読む楽
しさを知ってもらうことを目的とし、
港区立図書館では、人形劇や工作会、
映画会、おはなし会、本の福袋、展
示、クイズラリー等各館でさまざまな
イベントを開催します。
とき　4月17日（土）～5月16日（日）
ところ　各港区立図書館

申し込みが必要なイベント
　表のとおり
　詳しい内容やその他のイベント情報
については、港区立図書館ホームペー
ジをご覧ください。

グループお母さんの時間「育児
や家庭の大変な気持ちを語り
合い、分かち合う集いの場」
対区民で、育児中の母親※保育
あり（申込時にお申し出ください）
時 4月22日・5月13日（木）午後1時
30分～3時
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

はじめての離乳食教室
　離乳食の始め方について話をし
ます。
対区民で、令和2年12月生まれの
お子さんのいる保護者
時 5月26日（水）午前10時30分～11
時40分、午後1時30分～2時40分
所みなと保健所
人各15組（申込順）
持ち物　離乳食つくり方テキスト

（3～4カ月児健康診査案内と一緒
に郵送しています）
申電話で、5月25日（火）までに、
みなとコール（受付時間：午前9時
～午後5時）へ。 ☎5472－3710
問健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

バースデイ歯科健診
対 1・2・4・5・6歳になる就学前
の区内在住のお子さん（誕生月の
前後1～2カ月を目安にご利用くだ
さい）※3歳のお子さんは「3歳児健
診」（個別に通知します）をご利用
ください。
時 5月19日（水）午後1時10分～1時
30分、午後1時30分～1時50分、午
後1時50分～2時10分、午後2時10
分～2時30分
所みなと保健所
人各12組（申込順）
持ち物　母子健康手帳、バスタオ
ル
申 5月16日（日）までに、みなと保
健所けんしん等利用予約システム
https://minato-kenshin.city-
ca.jp
からお申し込みください。予約シ
ステムを使用できない場合は、電
話またはファックスでお問い合わ
せください。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

令和3年度親支援プログラム
「ノーバディーズ・パーフェク
ト（完璧な親なんていない）」
　子育ての悩みをグループで話し
合いながら、自分に合った子育て

の方法を学びます。
対 1歳～就学前のお子さんを育て
ている保護者
時 5月11日～7月13日（毎週火曜・
全10回）午前10時～正午
所芝浦アイランド児童高齢者交
流プラザ
人 12人（抽選）※保育あり（4カ月
～就学前、7人程度、申込時にお
申し出ください）
申電話または直接、4月18日（日）
までに、芝浦アイランド児童高齢
者交流プラザへ（受付時間：午前9
時30分～午後8時。4月18日（日）の
み午後6時まで）。 ☎5443－7338

ぜんそく児水泳教室
　医師等の健康管理の下、ぜんそ
くに負けない体力の向上および健
康の保持増進を図ります。
対区内在住・在学で、小学校入
学1年前～小学6年のぜんそくにか
かっている子ども
時 6月2日（水）～7月14日（水）（毎
週水曜・全7回）午後3時30分～5時
所港区スポーツセンター（みなと
パーク芝浦内）
人 30人（抽選）
申電話で、4月20日（火）までに、
保健予防課公害補償担当へ。
 ☎6400－0082

「港区子ども・子育て会議」委員
の募集
　保育園や幼稚園、子育て支援サ
ービス等の充実に向けた、区の施
策の推進に関する検討等を行う区
民委員を公募します。
対 18歳以下の子どもがいる区内
在住の保護者
内子どもに関する区の施策をと
りまとめた「港区子ども・子育て
支援事業計画」の進捗に関する審
議等（年5回程度開催予定）
任期　2年（7月～令和5年6月）
人 5人
報酬等　委員には、区の規定に基
づく報酬を支給します。
選小論文および面接
申郵送または直接、5月10日（月）
までに、申込書と小論文（800字以
内、テーマ「新しい生活様式のもと
での子育て支援の課題とその解決
策について」）を同封の上、〒105－
8511　港区役所子ども家庭課子ど
も・子育て支援係へ（区が郵送料
を負担します。詳しくは5面の記事
をご覧ください）。※申込書と小論
文の様式は、子ども家庭課（区役
所7階）で配布する他、港区ホームペ
ージからダウンロードもできます。
問子ども家庭課子ども・子育て
支援係 ☎3578－2846

表 申し込みが必要なイベント一覧　※申し込みは、電話または直接各館へ。

ところ とき イベント名 対象 定員
（申込順） 申し込み

みなと
5月9日（日）
午後3時～

3時45分
カバさんの紙芝居劇場

小学生までの
お子さんとそ
の保護者

40人
4月21日（水）から
みなと図書館へ。
☎3437－6621

三田
4月24日（土）
午後2時～

3時20分

港区立図書館合同イベント
永井郁子先生えほんらいぶと原
画展

小学生以上ど
なたでも 40人 三田図書館へ。

☎3452－4951

麻布
4月25日（日）
午後2時30分～

3時30分
としょかん★おたのしみ会
「マジック工作とパネルシアター」

4歳～小学生
のお子さんと
その保護者

10人
4月12日（月）から
麻布図書館へ。
☎3585－9225

赤坂
4月24日（土）
午後2時～

2時45分

スペシャルおはなし会
「ぬいぐるみのおとまり会＆お
はなし会」

小学生までの
お子さんとそ
の保護者

15人
4月12日（月）から
赤坂図書館へ。
☎3408－5090

高輪
4月25日（日）
午前11時～

正午
人形劇
「おむすびころりん」

4歳以上の1人
で観劇できる
お子さん

35人 高輪図書館へ。
☎5421－7617

高輪
5月16日（日）
午前10時30分～

11時15分
「聞かせ屋。けいたろう」のおはな
しらいぶ

4歳～小学1年
生のお子さん 20人

4月25日（日）から
高輪図書館へ。
☎5421－7617

高輪
分室

5月6日（木）
午後3時～

3時45分
アクロバットエコサイエンスショー
「元気に、たのしく、科学しよう！」

3歳～小学生
のお子さんと
その保護者

40人
4月24日（土）から
高輪図書館分室
へ。
☎3443－1666

港南
5月2日（日）
午後1時～

1時45分
応援！絵本生活

小学生までの
お子さんとそ
の保護者

6組
4月21日（水）から
港南図書館へ。
☎3458－1085

港南
5月15日（土）
午後2時～

2時30分
えいごのおはなしかい

小学生までの
お子さんとそ
の保護者

20人
5月1日（土）から
港南図書館へ。
☎3458－1085

みなと子ども
読書まつり

第9回
～地域の子どもは地域ぐるみで

育てましょう～についてお知らせします
　令和3年度の活動方針を策定しました。家庭･学校･地域等
が連携し、積極的に青少年健全育成に取り組みましょう。
基本目標

（1） 青少年が犯罪に巻き込まれない安全・安心な環境の確保
（2） 青少年同士、家族間、青少年と地域の人々が関わりを深

めることのできる機会の充実
（3） 青少年が生命の大切さを体感し、思いやりの心や社会を

生きていく力を育む体験や機会の充実
（4） 青少年が地域の一員としての自覚を持ち、防災力を向上

することができる機会の充実
活動方針

（1） 性犯罪を含む犯罪行為や暴力団等から青少年を守り、青
少年犯罪を防止するため、地域の安全の点検・改善や、
青少年自身の危機回避能力向上に取り組むとともに、関
係機関相互の連携を深めましょう。

（2） 地域の行事等に積極的に参加し、青少年同士、家族間、
地域の多様な人々が互いに知り合い、関わりを深めるこ
とのできる機会を日頃からつくりましょう。

（3） 自然体験や社会貢献、異年齢活動等、青少年が直接自然
や社会と関わり、生命の大切さを感じ、自己肯定感を育む
ことにつながる多様な体験活動の機会をつくりましょう。

（4） 突然の災害に対応するために、日頃から青少年自身が地
域の一員としての自覚を持ち、防災意識や知識、技術を
身につける機会をつくりましょう。

重点的な取り組み
地域の見守りの中で自分や人を大切にする心を育む取り組み
◦ 誰に対しても、思いやりを持って関わることのできる心を

育む。
◦ 自分の身を守り、人を傷付けない、健全な気持ちや判断力

を育む。
※ 詳しくは、リーフレットをご覧ください。リーフレットは、港

区ホームページでご覧いただけます。

令和3年度「港区青少年健全育成活動方針」

子ども家庭課子ども青少年育成係 ☎3578－2426
問い合わせ

問い合わせ 図書文化財課学校支援担当 ☎3437－6621

二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、港区立図書館ホ
ームページをご覧いただけます。

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット
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　ふれあい相談員は積極的に地域に出向き、
高齢者サービス等を利用していないひとり暮
らし高齢者や、高齢者のみの世帯等を訪問
し、高齢者の困り事の相談を受け、必要な支
援につなげています。ふれあい相談員は、福
祉の専門職として、高齢者相談センター、民
生委員・児童委員、町会・自治会、総合支所
等との連携の下、高齢者を訪問しています。
この他、地域の集まり、イベント等に参加し、
地域の皆さんから気軽に相談していただける
関係を築いています。
　現在は新型コロナウイルス感染症対策をと
った上で訪問活動を実施しています。また電
話での相談も受け付けています。
近隣の皆さんは高齢者のこんな異変に気付い

たら、ふれあい相談員にご相談ください
◯郵便物がたまっている
◦高齢者をここ数日見かけない
◦同じ洗濯物が干したまま
◦元気がない・痩せた気がする
◦ 同じことを何度も言う、話がかみ合わない
◦ 部屋が乱雑、衣服の汚れや臭いがある

各ふれあい相談室の連絡先（受付時間：月～金
曜午前9時～午後5時）

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

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。

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

対象
　60歳以上の区民で、1人で会場
まで通うことができ、期間中継続
して参加が見込める人
とき・定員
　表のとおり(抽選)
ところ
　介護予防総合センター（みなと
パーク芝浦2階）
費用
　無料

申し込み
　電話または直接、4月20日(火)
までに、介護予防総合センター
へ。

介護予防総合センター
 ☎3456－4157

問い合わせ

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

表各種教室一覧

内容 定員
（人） とき 開始日 終了日

ラクっちゃフラダンス 15 毎週土曜
午後3時30分～4時30分 5月1日 7月17日

認知症予防のための
栄養講座 10 毎週月曜

午前10時～11時 5月10日 6月28日

ラクっちゃエアロビクス 15 毎週月曜
午後3時30分～4時30分 5月10日 7月26日

ラクっちゃコア 15 毎週月曜
午後7時～8時 5月10日 7月26日

ハーマナイズ体想 15 毎週水曜
午後7時～8時 5月12日 7月28日

ラクっちゃヨガ 15 毎週木曜
午後7時～8時 5月13日 7月29日

特殊詐欺が多発しています
　区の職員を名乗り、「保険料や医
療費の一部が戻る」等と言って現金
自動預払機（ATM）に誘導し、そこ
で電話をかけさせATMの操作を指
示して、お金を振り込ませる詐欺の
電話が多発しています。また、新型
コロナウイルス感染症に便乗し、

「新型コロナウイルスの給付金があ
るから手続きをしてほしい」等とだま
す詐欺の電話も報告されています。
次の点に気を付けましょう
◦�区が還付金や給付金の受け取りに

関して、電話でATMに誘導し、
操作させることはありません。
◦�金銭や個人情報に関する電話や不

審だと感じる電話は一度切り、区
や警察に問い合わせましょう。

◦ 相手の言った電話番号をうのみに
せず、公的機関の電話番号につい
ては、電話帳等で確認しましょ
う。

◦�家族からの電話では、事前に合言
葉を決めておき、合言葉を確認し
てから、会話するようにしましょ
う。
自動通話録音機を貸与しています
　区では、高齢者のいる世帯等に、
電話に接続しておくと呼出音が鳴る
前に自動的に相手に警告音声を伝え、
その後の通話内容を録音する自動通
話録音機を無料で貸与しています。

問い合わせ

防災課生活安全推進担当
 ☎3578－2270

高齢者のより一層の安全・安心のために

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 5月11・12日（火・水）
所赤坂いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、4月20日（火）午後5時
までに、赤坂いきいきプラザへ。
　 ☎3583－1207

初心者麻雀教室
　頭と手先を使う麻雀は、脳を活
性化するといわれています。麻雀
を始めてみませんか。
対 65歳以上の区民で、麻雀初心
者の人
時 5月11日～10月5日（7月27日～8
月31日を除く毎週火曜・全16回）
午後1時30分～3時30分
所青山いきいきプラザ
人 8人（初めての人優先で抽選）
申郵送で、4月21日（水・必着）ま
でに、往復はがきの往信面に「初
心者麻雀教室希望」・郵便番号・
住所・氏名・年齢・生年月日・電
話番号・麻雀歴、返信面に郵便番
号・住所・氏名を明記の上、〒
107－0062南青山2－16－5　青山
いきいきプラザへ。

問青山いきいきプラザ
 ☎3403－2011

健康入浴推進事業
対おおむね60歳以上の区民
時・所

浴場名 電話番号 実施日時
アクアガーデン
三越湯
（白金5－12－16）

3441－
9576

4月21日(水)
午後2時20分
～3時20分

麻布黒美水温泉
竹の湯
（南麻布1－15－12）

3453－
1446

4月15日(木)
午後2時20分
～3時20分

南青山　清水湯
（南青山3－12－3）

3401－
4404

4月19日(月)
午前10時45分
～11時45分

ふれあいの湯
（芝2－2－18）

5442－
2639

4月16日(金)
午後1時50分
～2時50分

内健康な歯で、おいしく食事を
いただきましょう！（歯科衛生士
による講義）、演芸ライブ～小さ
く笑って、大きな春を迎えましょ
う！～（落語家による講演）
人各8人（申込順）
申電話または直接、実施日の前
日までに、希望する浴場へ。当
日、区民であることが分かるもの
をお持ちください。
問保健福祉課地域保健福祉係
　 ☎3578－2381

～ふれあい相談員が地域の高齢者を訪問します～

5月開始の介護予防総合センターの
一般介護予防事業・各種教室

区内の放射線量の 1日平均値

区内のＰＭ2.5 の1日平均値

3月29日（月）の区内２カ所のモニタリングポストの放射線量の１日平均値は次のとおりです。

3月28日（日）の各局の1日平均値（速報値）は次のとおりです。

※μＳｖ⁄ｈ＝1時間当たりのマイクロシーベルト
※地表から50cmの地点で測定。
※モニタリングポストによる放射線量の常時測定は、令和3年3月31日で終了しました。

区役所（植え込み） お台場学園
0.070μＳｖ⁄ｈ 0.042μＳｖ⁄ｈ

※㎍／㎥＝1立方メートル当たりのマイクログラム
※速報値ですので、後日訂正されることがあります。
※ＰＭ2.5の環境基準は、1年平均値が15㎍／㎥以下、かつ1日平均値が35㎍／㎥以下です。
その他の測定結果やリアルタイムの数値は、港区ホームページまたは東京都ホームページ
をご覧ください。

※1 移設作業のため停止しています。

問い合わせ 環境課環境指導・環境アセスメント担当　☎3578－2492

問い合わせ 環境課環境政策係　　　　 ☎3578－2487

14.9㎍/㎥
14.3㎍/㎥
15.1㎍/㎥

赤坂局

一の橋局
芝浦局

区　

局

13.0㎍/㎥
※1
13.7㎍/㎥

高輪局
第一京浜高輪局
台場局

都　

局

ふ
れ
あ
い
相
談
員

地区名 電話番号
芝 5501－0560
麻布 3451－7830
赤坂 5410－3400
高輪 5447－1340
芝浦港南 3450－5512

問い合わせ

高齢者支援課在宅支援係
 ☎3578－2400～6
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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。

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

男女平等参画センター
を利用してみませんか

　男女平等参画センター（リーブラ）は、誰もが
自分らしく豊かに生きる社会を実現するため
に、区民および団体の活動支援や、男女平等参
画に関する事業を推進する拠点施設です。
男女平等参画講座等の開催
　男女平等参画社会の理解を深めるための講
座・講演会・映画会等を開催しています。詳し
くは、男女平等参画センターホームページ
https://www.minatolibra.jp/
をご覧ください。
施設の利用
各部屋の利用予約
　男女平等参画センターで登録すると、各部屋
の利用予約ができます。
図書資料室
　男女平等参画等に関する図書や行政資料の閲
覧ができます。港区立図書館の利用登録を行う

港区華道茶道連盟
令和3年いけばな展・いけばな初心者
体験コーナーを開催します

いけばな展
とき　5月15日（土）午後1時～5時、5
月16日（日）午前10時～午後4時
ところ　青山善光寺会館1階（北青山
3－5－17）
費用　300円（入場料）

※区内在住・在勤・在学者は無料
申し込み　当日直接会場へ。
いけばな初心者体験コーナー
対象　区内在住・在勤・在学の生け
花初心者
とき　5月15日（土）（1）午後1時～2時

男女平等参画社会の
実現をめざして

　男女平等参画社会を実現するためには、第1に女
性が多様な分野に参画できる社会とする必要があり
ます。第4次港区男女平等参画行動計画（令和3～8年
度）では、目標1に「あらゆる場における男女平等参
画を推進する」を掲げ、政策・方針決定過程に女性
の参画を進めるとともに、結婚や出産等で仕事を辞
めざるを得ない女性の再就職や就業継続ができる環
境づくりを促していきます。
　男女平等参画センターでは、男女平等に関する講
座等を実施しています。内容は、女性の活躍推進、
働き方改革、各種ハラスメント、ワーク・ライフ・
バランス等、幅広いテーマを取り上げて実施してい
ます。
　講座の参加者の中には、団体の設立や助成金を使
った自主企画を行う等、家庭や職場、地域で活躍の
場を広げているケースも見られます。
　男女平等参画について、一緒に考えてみませんか。

※ 申請書は環境課および各総合支所
管理課で配布する他、港区ホーム
ページからダウンロードもできま
す。

「港区マンション省エネガイドブッ
ク」の配布
　マンション共用部分の省エネ対

策、設備の改修や運用改善のポイン
ト等をイラスト入りで分かりやすく
解説しています。
配布窓口
　環境課（区役所8階）および各総合
支所管理課で配布する他、港区ホー
ムページからダウンロードもできま
す。

環境課地球環境係 ☎3578－2496
問い合わせ

　分譲マンションの管理組合等を対
象に、省エネコンサルタントを派遣
し、共用部の省エネ診断を実施しま
す。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。管理組合総会等の居住者
の合意形成方法の相談等にも対応し

ます（最大4回まで無料）。
申請方法
　申請書と必要書類を、郵送または
直接、〒105－8511　港区役所環境
課地球環境係（区役所8階）へ（区が郵
送料を負担します。詳しくは、5面
の記事をご覧ください）。

分譲マンションへ省エネコンサルタントを派遣します
～マンション共用部の省エネで電気料を削減しましょう～

　区では、がん治療に取り組む区民
の療養生活の向上と就労の継続等、
社会生活を支援するため、ウィッグ
等の購入費用の一部を助成していま
す。
対象品　ウィッグ、胸部補整具
対象者　申請日時点で、区内在住
で、がんと診断され、現在治療を行

っている人
助成金額　3万円または購入費用の7
割のいずれか低い額
◦ 補助対象者1人につき1回限りです。

ウィッグのみではなく、胸部補整
具も購入した、ウィッグを複数購
入した等の場合は、1回にまとめて
申請してください。また、他の法

令等に基づく同種の助
成等を受けている人は
対象となりません。
◦ 購入費用の7割の額

に100円未満の端数
があるときは、その
端数を除いた額が助
成されます。

申請期限　対象品を購入した日（領
収書に記載の日）の翌日から1年以内
必要書類　健康推進課等で配布する
助成制度の案内冊子または港区ホー
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
「がん治療中の方へウィッグ等購
入費用助成制度」のページをご覧
いただけます。

申し込み　郵送で、港区がん患者ウ
ィッグ等購入費助成金交付申請書に
必要事項を明記の上、必要書類を添
付して、〒108－8315　みなと保健
所健康推進課健康づくり係へ（区が
郵送料を負担します。詳しくは、5
面の記事をご覧ください）

がんの療養に関する
相談窓口

　「がん在宅緩和ケア支援センター
ういケアみなと」では、がんの療養
生活の中での困り事やアピアランス
ケア等について、個別面談および電
話相談を行っています。相談を希望
する人は、お問い合わせください。
相談専用電話 ☎6450－3387

健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

問い合わせ

がん治療中の皆さんが利用する脱毛や乳房の手術跡をカバーするための
ウィッグ（かつら）や胸部補整具を購入する費用を助成します

ウィッグの一例 胸部補整下着の一例

（2）午後2時～3時（3）午後3時～4時
（4）午後4時～5時、5月16日（日）（5）
午前11時～正午（6）午後1時～2時（7）
午後2時～3時
ところ　青山善光寺会館1階（北青山
3－5－17）
定員　各2人程度（抽選）
費用　1000円（参加費）
※ 生けた花・器・剣山は持ち帰れま

す。
申し込み　郵送で、4月17日（土・必
着）までに、往復はがきの往信面に

希望の時間帯（（1）～（7）のいずれ
か）・郵便番号・住所・氏名・年
齢・電話番号、復信面に郵便番号・
住所・氏名を明記の上、〒106－
0044東麻布1－13－2－807　後藤方
港区華道茶道連盟へ。

港区華道茶道連盟 ☎3794－4666
地域振興課文化芸術振興係
 ☎3578－2538

問い合わせ

問い合わせ

総務課人権・男女平等参画係 ☎3578－2014

と、男女平等参画センターの図書資料や港区立
図書館資料の貸し出し・返却ができます。

リーブラ相談室「心のサポートルー
ム」（無料）� ☎3456－5771

　専門のカウンセラーが相談をお受けします
（原則年間5回。1回50分程度）。弁護士による法
律相談も行います（利用は1回のみ）。
開室日時
一般相談（電話相談・面接相談）
　月～土曜：午前10時～午後4時　
　火・金曜：午後6時～9時
※面接相談は予約制
法律相談（面接相談）
　原則第1木曜、他1回（計月2回開室）
※法律相談は予約制
男女平等参画センター
開館時間　午前9時～午後9時30分
休館日　12月29日～1月3日、臨時休館日

男女平等参画センター
 ☎3456－4149　ＦＡＸ3456－1254

問い合わせ

担当課　総務課人権・男女平等参画係

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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※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。

みなと

障害者関連情報
〇障害者のための講座「アロマ
テラピー講座」

（1）目覚めのアロマ（ルームスプレー
作り）（2）リラックスアロマ（アロマ
ストーン作り）（3）日焼け防止アロマ

（ハンドクリーム作り）を開催しま
す。
対 18歳以上で身体障害者手帳、愛
の手帳、精神障害者保健福祉手帳の
いずれかを所持、難病による障害支
援区分認定を受けた区民
時（1）5月10日（2）5月24日（3）6月14
日（（1）～（3）いずれも月曜、全3回）
午後1時45分～3時30分
人 10人（抽選）
費用　（1）300円（2）500円（3）400円

（材料費）

〇視覚障害者のパソコン教室
「音声ソフトを使用してパソコ
ン技能を身につけよう」
対 18歳以上で、身体障害者手帳（視
覚障害）1～6級を持っていて、音声ソ
フトでパソコン操作を学びたい区民
時 5・7・9・11月、令和4年1・3月
の水曜（月3回実施、全18回）午前10
時45分～午後0時15分
人 4人（抽選）
〇印の共通事項
所障害保健福祉センター
申電話またはファックスで、4月
26日（月）までに、障害保健福祉セ
ンターへ。申し込みの際、身体状
況の確認をすることがあります。
手話通訳・介護者が必要な人は、
ご相談ください。また、公共交通
機関の利用が困難な人は、巡回送
迎バスを利用できます。
 ☎5439－2511　ＦＡＸ5439－2514

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　ＦＡＸ3455－4460
または最寄りの総合支所区民課保健
福祉係へ。 ☎欄外参照

知的障害者グループホーム「ク
ラ イ ス ハ イ ム 高 輪 」入 居 説 明
会・入居者募集
　6月に区立精神障害者支援センタ
ー7・8階で事業開始予定の、知的障
害者グループホームの申し込みを開
始します。
入居説明会
対どなたでも
時 4月21日（水）午後3時～4時、4月
22日（木）午後6時～7時
所障害保健福祉センター
申電話で、4月19日（月）までに、障
害者福祉課障害者施設係へ。
　 ☎3578－2387　ＦＡＸ3578－2678
入居者募集
対 18歳以上～65歳未満の区内に居
住している知的障害者で、障害支援
区分2以上であること。詳しくは、
港区ホームページをご覧ください。
人男性5人、女性5人
申郵送または直接、4月23日（金）～
5月7日（金）に、障害者福祉課（区役
所2階）または各総合支所区民課保健
福祉係で配布する申込書に必要事項
を明記の上、〒105－8511　港区役
所障害者福祉課障害者施設係へ（区
が郵送料を負担します。詳しくは、
5面をご覧ください）。
問障害者福祉課障害者施設係
 ☎3578－2387　ＦＡＸ3578－2678

健　　康
◎アピアランス（外見）ケアセ
ミナー「男性がん患者の外見ケ
ア～脱毛への色々な対処法をご
紹介～」
対がん患者およびその家族
時 5月6日（木）午前11時～正午
人 4人（申込順）

◎ウェルネスセミナー「自宅で
できる簡単エクササイズ～有酸
素運動編～」
対どなたでも

時 5月19日（水）午前11時～正午
人 15人（申込順）

◎ういケアみなと がん制度大
学「ケーススタディ：休みの取
り方・傷病手当金」
対どなたでも
時 5月21日（金）午後7時～8時30分
人 15人（申込順）
◎印の共通事項
所がん在宅緩和ケア支援センター
申電話またはファックスで、がん
在宅緩和ケア支援センター（受付時
間：祝日を除く月～金曜午前10時～
午後9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

講座・催し物
芝会議地域コミュニティ部会～
ミニトマトとステビアの苗を配
布します～
　配布した苗を家庭で育成し、イン
スタグラムに投稿することで新しい
地域交流を行います。
対区内在住・在勤・在学者で、配
布した苗を育成し、インスタグラム
に投稿できる人
時 5月15日（土）午前10時～午後3時
所新橋区民協働スペース
人 40人（抽選）
申電話で、4月30日（金）までに、芝
地区総合支所協働推進課協働推進係
へ。港区ホームページからも申し込
めます。 ☎3578－3158

弁護士による福祉専門相談
　高齢者や障害者等の成年後見に関
する相談や、財産管理・相続・権利
侵害・福祉サービスの利用に関する
トラブル等についての法律的な相談
に弁護士が応じます。
時 4月28日（水）・5月13日（木）・26
日（水）・6月10日（木）・23日（水）・7
月8日（木）・28日（水）・8月12日

（木）・25日（水）・9月9日（木）・22日
（水）いずれも午後1時30分～4時30分

※1人50分程度（申込順）。相談は無
料です。1案件につき、1回のみ利用
できます。
※日程は変更する場合がありますの
で、お問い合わせください。
所麻布地区総合支所
申電話またはファックスで、（社
福）港区社会福祉協議会成年後見推
進係へ。
 ☎6230－0283　ＦＡＸ6230－0285
担保健福祉課地域包括ケア推進係

地域福祉活動・ボランティア活
動　パワーアップ塾「ここから
はじまる地域デビュー」
対区内在住・在勤・在学で、地域
の活動に関心がある人
時（1）オリエンテーション：5月15日

（土）午前10時～正午（2）地域福祉活
動をはじめるにあたって：5月22日

（土）午前10時～正午※（1）（2）を受講
後、5～10月に開催する地域福祉活
動やボランティア活動に関する講座
から、希望する講座を選択。
所（1）麻布区民協働スペース（2）港
区スポーツセンター※（1）（2）ともに
オンラインツール（Z

ズ ー ム

oom）を使用し
て受講できます。
人 30人（申込順）※会場での受講は
15人
申電話またはファックスで、住
所・氏名・電話番号、受講方法のう
ち、会場での受講・オンラインツー
ル（Zoom）での受講（オンライン希
望の場合電子メールアドレス必須）
を明記の上、5月10日（月）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。
 ☎6230－0284　ＦＡＸ6230－0285
担保健福祉課地域保健福祉係

あきる野環境学習「みなと区民
の森散策と生き物観察」
対小学生以上の区民※小学生は保
護者同伴必須※一部勾配が急な斜面
の山を移動します。
時 5月30日（日）午前8時30分～午後5
時30分頃※午前8時15分区役所集合、
往復バスで移動
所みなと区民の森（あきる野市）
人 20人（抽選）
費用　1人につき2500円

※受診するときは、あらかじめ電話で診療時間等をお問い合わせください。
4
月
11
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
北里研究所病院（内・外） 白金5－9－1 ☎3444－6171
門脇歯科医院（歯） 赤坂2－14－33　栄屋清水ビル2階 ☎3582－8056
★たまちホームクリニック（内） 三田3－1－4　Net.1三田ビル1階 ☎6435－2331

4
月
18
日（
日
）

きつかわクリニック（内） 芝5－31－16　YCC田町ビル4階 ☎3451－1731
東京都済生会中央病院（内・外） 三田1－4－17 ☎3451－8211
岡田歯科医院（歯） 芝4－4－5　三田KMビル1階 ☎3453－6931
オグマ歯科（歯） 南麻布4－1－29　広尾ガーデン3階 ☎3442－1441
★品川港南クリニック（内・外） 港南2－4－7　石橋ビル3階 ☎3472－0085
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  https://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～翌朝8時
土･日曜、祝日、年末年始

午前8時～翌朝8時

「＃8000」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎5285－8898（ダイヤル回線の固定電話等）

薬の相談　※日中、夜間とも区内在住者に限ります。
港区休日くすり何でもテレホン　対応時間：午前9時～午後2時　※薬局の電話がかかりにくい場合は、☎090－9378－7915
4月11日（日） 薬局桑山清心堂 芝2－12－1 ☎3452－8721

4月18日（日） れんが通り薬局 新橋6－14－7 ☎3433－4437

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 
港区ホームページ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：午後7時～10時
土  曜：午後5時～10時

※祝日・年末年始を除く
※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
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
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申電話またはファックスで、4月12
日（月）～28日（水）に、（株）阪急交通
社東京団体支店営業二課（受付時間：
午前9時30分～午後5時30分、土・日
曜、祝日を除く）へ。 （株）阪急交通
社特設ページ
https://www.hot-link.jp/index.
php/akirunokankyo
から申し込みできます。
　 ☎6745－1801　ＦＡＸ6745－7371
問環境課地球環境係 ☎3578－2497

郷土歴史館特別展 「江戸の武家屋
敷－政治・生活・文化の舞台－」
　現在の港区に当たる地域には大名
屋敷や旗本屋敷等、数多くの武家屋
敷が建てられました。本展では、古
文書や絵画、考古資料等から、武家
屋敷のさまざまな側面を紹介しま
す。
時 4月24日（土）～6月27日（日）※5月
20日（木）・6月17日（木）は休館
所郷土歴史館
観覧料　大人400円、高校生以下200
円（常設展とのセット券：大人600円、
高校生以下200円）※区内在住・在学
の小・中学生・高校生、区内在住の
65歳以上の人および障害者とその介
助者の観覧料は無料です。証明でき
るものをお持ちください。※5月5日

（水・祝）は、区民無料公開日です。
区内在住であることを証明できるも
のをお持ちください。
問郷土歴史館  ☎6450－2107

郷土歴史館講座「江戸の武家屋敷
－政治・生活・文化の舞台－」
　2人の講師を招き、郷土歴史館特
別展 「江戸の武家屋敷－政治・生
活・文化の舞台－」に関連する講座
を開催します。
対どなたでも
時（1）5月8日（土）（2）6月6日（日）
いずれも午後1時30分～3時
所郷土歴史館
内（1）武家屋敷と江戸の社会（2）開
かれた武家屋敷の神仏
人各25人（抽選） ※保育あり（4カ月
～就学前、各3人）
申郵送で、（1）4月22日（木・必着）
までに、（2）5月21日（金・必着）まで
に、往復はがき（1人1枚）の往信面に
参加希望日・住所・氏名・電話番
号・保育を希望する場合はその旨
を、返信面に申込者の郵便番号・住
所・氏名を明記の上、〒108－0071
白金台4－6—2　 郷土歴史館へ。※
申し込みは、はがき1通につき1講座
です。
問郷土歴史館 ☎6450－2107

お 知 ら せ
令和3年度新製品・新技術開発
支援事業補助金募集
　区内の中小企業が行う、実用化の
見込みがある新製品・新技術の研究
開発に対して、経費の一部を助成し
ます。
対区内で引き続き1年以上操業して
いる中小企業者等
申直接、4月19日（月）～5月21日

（金）に、申込用紙に必要事項を明記
の上、産業振興課産業振興係（区役
所3階）へ。※詳しくは、産業振興課
ホームページ
https://www.minato-ala.net/

をご覧ください。
問産業振興課産業振興係
 ☎3578－2551

新しい民生委員・児童委員が決
まりました
　4月1日付で、新しい民生委員・児
童委員が厚生労働大臣から委嘱され
ました。

地区 氏名
※敬称略 電話 担当区域

高輪 宇山　芳人 090－
2151－0251

三田5丁目
1～6・8・9

高輪 廣瀬　信一 3473－2612 高輪2丁目
1～3

高輪 小嶋　真理 090－
9831－3121

白金5丁目
5～15

問保健福祉課地域保健福祉係
 ☎3578－2381

東京都議会議員選挙（港区選挙
区）立候補予定者説明会の開催
　7月4日（日）執行の東京都議会議員
選挙（港区選挙区）に立候補を予定し
ている人を対象に、届け出手続き等
についての説明会を開きます。
対東京都議会議員選挙（港区選挙
区）に立候補を予定している人
時 5月14日（金）午後2時～4時
所区役所9階会議室
人 15組程度（立候補予定者1人つき2
人以内）（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問選挙管理委員会事務局
 ☎3578－2766

変更・休止情報等
ありすいきいきプラザ半日休館
　施設点検のため、半日休館します。
時 5月3日（月・祝）午前8時30分～正
午
問ありすいきいきプラザ
 ☎3444－3656

求人・区民委員募集
会計年度任用職員募集（介護認
定調査員）
対 4月1日現在、介護支援専門員（ケ
アマネジャー）の資格があり、パソ
コンの入力作業ができる人
任用期間　7月1日～令和4年3月31日

（更新制度あり）
勤務時間　午前9時～午後4時（土・
日曜、祝日を含む週4日）
勤務場所　区役所本庁舎、区内全域
業務内容　介護保険の被保険者の居
宅・施設を訪問し、認定調査を実施
後、調査票等を作成します。
報酬月額　21万5700円（基本給（10万
5700円）+能率給（調査1件2200円））
※報酬月額は調査件数の平均の50件
で換算※期末手当あり※通勤手当別
途支給
採用人数　2人
選 1次：書類選考、2次：5月26日（水）
に面接を実施予定
申郵送または直接、5月11日（火・
必着）午後5時までに、会計年度任用
職員採用選考申込書（港区ホームペ
ージからダウンロードできます）、
応募動機の作文（800～1000字）、介
護支援専門員証（写）、返信用封筒

（宛先を明記し返信用切手添付）を介
護保険課介護認定係（区役所2階）へ。
※応募書類は返却しません。

問介護保険課介護認定係
 ☎3578－2887

港区職員（学芸研究）
受験資格　令和3年8月1日現在、40
歳未満で、大学を卒業し、学芸員資
格を有する人または令和3年8月まで
に取得見込みの人
採用予定人数　1人
採用予定日　8月1日
選論文試験および面接
第1次試験日　5月22日（土）
申郵送で、5月10日（月・必着）まで
に、選考案内に添付している申込用
紙に必要事項を明記し、〒105－
8511　港区役所人事課人事係へ。選
考案内は、人事課人事係（区役所10
階）・各総合支所管理課（芝地区総合
支所管理課を除く）・台場分室、各
港区立図書館等で配布している他、
港区ホームページからダウンロード
もできます。※受験資格・採用選考
日程・勤務場所等について詳しく
は、選考案内をご覧ください。※電
子申請サービス
https://www.e-tokyo.lg.jp
からも申し込めます。
問人事課人事係 ☎3578－2107

指定管理者公募
芝地区の各いきいきプラザ
公募要項配布期間　5月25日（火）まで
対象施設　三田・神明・虎ノ門いき
いきプラザ
指定期間　令和4年4月1日～令和9年
3月31日
※公募要項は、港区ホームページか
らダウンロードできます。詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。
問芝地区総合支所管理課施設運営
担当 ☎3578－3135

麻布地区の各いきいきプラザ
公募要項配布期間　5月25日（火）まで
対象施設　南麻布・ありす・麻布・
西麻布・飯倉いきいきプラザ
指定期間　令和4年4月1日～令和9年
3月31日
※公募要項は、港区ホームページか
らダウンロードできます。詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。
問麻布地区総合支所管理課施設運
営担当 ☎5114－8805

赤坂地区の各いきいきプラザ
公募要項配布期間　5月25日（火）まで
対象施設　青山・青南・赤坂いきい
きプラザ
指定期間　令和4年4月1日～令和9年
3月31日
※公募要項は、港区ホームページか
らダウンロードできます。詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。
問赤坂地区総合支所管理課施設運
営担当 ☎5413－7273

高輪地区の各いきいきプラザ
公募要項配布期間　5月25日（火）まで
対象施設　豊岡・高輪・白金・白金
台いきいきプラザ
指定期間　令和4年4月1日～令和9年
3月31日
※公募要項は、港区ホームページか

らダウンロードできます。詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。
問高輪地区総合支所管理課施設運
営担当 ☎5421－7067

神明子ども中高生プラザ
公募要項配布期間　4月13日（火）～5
月26日（水）
指定期間　令和4年4月1日～令和9年
3月31日
※公募要項は、港区ホームページか
らダウンロードできます。詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。
問芝地区総合支所管理課施設運営
担当 ☎3578－3135

高輪子ども中高生プラザ
公募要項配布期間　4月13日（火）～5
月26日（水）
指定期間　令和4年4月1日～令和9年
3月31日
※公募要項は、港区ホームページか
らダウンロードできます。詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。
問高輪地区総合支所管理課施設運
営担当 ☎5421－7067

芝浦アイランド児童高齢者交流
プラザ
公募要項配布期間　5月21日（金）まで
指定期間　令和4年4月1日～令和9年
3月31日
※公募要項は、港区ホームページか
らダウンロードできます。詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。
問芝浦港南地区総合支所管理課施
設運営担当 ☎6400－0033

特別養護老人ホーム等の各施設
公募要項配布期間　4月15日（木）～5
月14日（金）
対象施設　（1）特別養護老人ホーム
白金の森（高齢者在宅サービスセン
ター、地域包括支援センター）（2）特
別養護老人ホーム港南の郷（高齢者
在宅サービスセンター、地域包括支
援センター、ケアハウス）（3）特別養
護老人ホームサン・サン赤坂（高齢
者在宅サービスセンター、赤坂子ど
も中高生プラザ、赤坂子ども中高生
プラザ青山館）（4）南麻布高齢者在宅
サービスセンター（地域包括支援セ
ンター）（5）台場高齢者在宅サービス
センター（6）北青山高齢者在宅サー
ビスセンター（地域包括支援センタ
ー）（7）芝高齢者在宅サービスセンタ
ー（地域包括支援センター）（8）虎ノ
門高齢者在宅サービスセンター
指定期間　令和4年4月1日～令和9年
3月31日
※公募要項は、港区ホームページか
らダウンロードできます。詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。
問高齢者支援課高齢者施設係
 ☎3578－2420

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。

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

区長エッセイ
メールマガジン  きらっと★

きらっと 検索

毎月１日配信

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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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。

　色覚に障害があり、色の識別が困
難な人（色覚障害者）への配慮とし
て、分かりやすい配色や表示方法に
する「カラーバリアフリー」が注目さ
れています。
カラーバリアフリーガイドラインの
活用
　障害のある人にとって分かりやす
い色使いは、誰にとっても分かりや
すいものとなります。
　カラーバリアフリーは、他のバリ
アフリー対策に比べ、ちょっとした
気配りでバリアの解消が可能です。
例えば、同じ色合いでも、色の組み
合わせを変えるだけで、誰にでも見

やすい表現になります。
　区は、このような特徴をまとめた
「港区カラーバリアフリーガイドラ
イン」を作成しています。ぜひガイ
ドラインを活用いただき、多くの人
に情報が正確に伝わるようにちょっ
とした工夫や配慮をお願いします。
　「港区カラーバリアフリーガイド
ライン」は、港区のホームページで
ご覧になれます。

障害者福祉課障害者福祉係
 ☎3578－2386　FAX3578－2678

問い合わせ

マイナンバーカードで便利に
　マイナンバーカードは、公的な本
人確認書類として使用できる他、
I
アイシー

Cチップに搭載された電子証明書
を使用し、e

イ ー タ ッ ク ス

-Tax（オンラインでの
確定申告）等の電子申請ができます。
また、コンビニエンスストアで住民
票の写し等の証明書を取得できま
す。
マイナンバーカードの申請方法
1　スマートフォン等による申請
　スマートフォン等で顔写真を撮影
します。申請用W

ウ ェ ブ

EBサイトにアク
セスします。画面の案内に従って必

要事項を入力の上、顔写真のデータ
を添付して送信します。
2　�まちなかの証明写真機による申
請

　画面の「個人番号カード申請」を選
択し、交付申請書の二次元コードを
バーコードリーダーにかざします。
画面の案内に従って必要事項を入力
の上、顔写真を撮影して送信しま
す。
3　郵送による申請
　個人番号カード交付申請書に署名
の上、顔写真を貼付して、送付用封
筒を使用して郵送します。

（1）走り方教室に参加しよう
対象　区内在住の小学生（児童1人に
つき保護者1人の同伴）
とき　5月8日（土）午前9時～10時30
分
定員　50人（抽選）
※ この他、新宿区と渋谷区の児童も

参加。当選者のみ郵送で通知しま
す。

（2）東京2020大会のテストイベン
トを観戦しよう
対象　区内在住者（中学生以下の場
合は保護者1人の同伴）
とき　5月9日（日）午後4時30分～9時

定員　50組（1組2人、同伴者を含む）
（抽選）
※当選者のみ郵送で通知します。
（1）（2）の共通事項
ところ　国立競技場（新宿区霞ヶ丘
町10－1）
費用　無料
申し込み　郵送またはファックス
で、4月22日（木）までに、次の項目
を参加申込書に明記の上、企画課オ
リンピック・パラリンピック推進担
当へ（区が郵送料を負担します。詳
しくは、5面の記事をご覧くださ
い）。港区ホームページからも申し

込めます。
（1） 児童氏名（学年）・保護者氏名・住所・

電話番号
（2）2人分の氏名・住所・電話番号
※車いすで観覧する人はその旨を付記
※ 参加申込書は、港区ホームページ
からダウンロードできます。

※ 開催時間を変更する可能性があり
ます。当選通知でご確認ください。

〒105－8511　企画課オリンピッ
ク・パラリンピック推進担当
 ☎3578－2570　FAX3578－2034

送付先・問い合わせ

マイナンバーカードの受け取りにつ
いて
　区から「個人番号カード交付通知
書」を郵送します。同封の案内等を
確認し、インターネットまたは電話
で受け取り日時を予約します。予約
した受け取り日時に、「個人番号カ
ード交付通知書」と本人確認書類等
を持参の上、交付場所（指定の総合
支所）でマイナンバーカードを受け
取ります。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「マイナンバーカード（個人番
号カード）の交付予約について」
のページをご覧いただけます。

　マイナンバーカードについて詳し
くは、「マイナンバー総合サイト」
https://www.kojinbango-card.
go.jp
をご覧ください。
　電話での問い合わせは、「マイナ
ンバー総合フリーダイヤル（受付時
間：午前9時30分～午後8時）」へ。
日本語窓口 ☎0120－95－0178
外国語窓口 ☎0120－0178－26・27

二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、地方公共団体情報
システム機構の「マイナンバー総
合サイト」をご覧いただけます。

障害の特性を
知ってください�

東京2020パラリンピック競技大会に向かって

クロスカントリースキー
　クロスカントリースキーは、森林や
雪原のコースをスキーで滑走しタイム
を競う競技で、対象となる障害は肢体
不自由と視覚障害です。

　第1回冬季パラリンピック競技大会
からの正式競技ですが、近年、ルール
や種目にさまざまな変更が加えられ、

「見せる面白さ」へのシフトチェンジが
図られています。例えば距離。従来「雪
原のマラソン」と呼ばれ長距離走のイメ
ージがありましたが、今は数十キロメ
ートルの「長距離」、５～10キロメートル
の「中距離」に加え、約1キロメートルの

「スプリント」という短距離種目があり
ます。中・長距離が1回のレースでタイ
ムを競うのに対し、スプリントは予選、
準決勝、決勝という勝ち抜き戦です。
これによって、より多くの観客が多く
のレースを観戦できるようになりまし
た。また走法も、二本のスキーを平行
に滑らせて進む「クラシカル走法」に加
えて、スケーティング技術等を自由に

使える「フリー走法」が設定されていま
す。こうして、「10kmフリー」「スプリ
ントクラシカル」のように、距離と走法
の組み合わせによる種目が飛躍的に多
彩になりました。（特）日本障害者スキ
ー連盟理事の渡

わた

辺
なべ

孝
こう

次
じ

さん（ノルディ
ック委員会委員長）は、こうした変化を

「クロスカントリースキーの面白さを皆
さんに知ってもらうための工夫」と話し
ます。
　さまざまな障害の選手でメンバーを
組む「リレー」も最近追加された種目で
す。「どういう選手がいて、どんな作戦
を組み立てるか。その工夫で勝敗が左
右される面白さがあります。日本にと
って、これもメダルを狙える種目です」
と渡辺さん。ベテランから若手まで選
手 層 の 厚 い日
本チームに注目
です。
　 パ ラスポ ー
ツのクロスカン
トリースキーと
バ イア スロン
は、パラリンピ
ックでは独立し
た 別 競 技 です
が、大きくはノ
ルディックスキ
ーと総称されます。次回は、バイアス
ロンをご紹介します。

日本障害者スキー連盟 検索

シ
ッ
ト
ス
キ
ー
で
滑
走
す
る
選
手

◆各総合支所区民課窓口サービス係（台場分室は除く）◆　芝地区☎3578－3139　麻布地区☎5114－8821
赤坂地区☎5413－7012　高輪地区☎5421－7612　芝浦港南地区☎6400－0021

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
表
面愛称：マイナちゃん

カラーバリアフリーを知っていますか

ストック1本で、バラン
スを取って進みます

【例】

見分けにくい組み合わせ

白と黄色 黒と白

青と黄色水色と
ピンク

見分けやすい組み合わせ

を交付しています

マイナンバーカード
（個人番号カード）

× 〇

この夏、　　　世界のトップアスリートが
　　　 集う国立競技場を走ろう！

　観戦しよう！

各総合支所区民課窓口サービス係（台場分室は除く） ☎欄外参照
問い合わせ
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