
3578-2111
（区役所代表）

FAX 3578-2034
（区長室広報係）

https://www.city.minato.tokyo.jp
赤 坂 地 区 5413-7011㈹
高 輪 地 区 5421-7611㈹
芝浦港南地区 3456-4151㈹
台 場 分 室 5500-2365

発行／港区　毎月１・11・21日　発行部数88,000部　編集／企画経営部区長室　〒105-8511　港区芝公園1-5-25

各総合支所・分室連絡先

芝 地 区 3578-3111㈹
麻布地区 3583-4151㈹MINATO CITY

令和3年
(2021年) 5.21

No.2159

◆ 「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。

区の手続きや施設・催し物のご案内は へ　☎5472－3710　FAX5777－8752　年中無休　午前8時～午後8時

不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛をお願いします新型コロナウイルス

高齢者への新型コロナウイルス
のワクチン接種が始まりました　　

　区では、高齢者（昭和32年4月1日以前に生まれた人）への新型
コロナウイルスのワクチン接種を、区内の高齢者施設入所者は5
月4日から、施設入所者以外は5月17日から開始しています。
　また、ワクチンは、港区の高齢者人口約4万5000人に対して、
5月中旬までに約6万接種分を確保しており、その後も十分な量
が供給される見通しです。7月中に希望する全ての高齢者に2回
接種できる見込みですので、ご安心ください。

　ワクチン接種に関する最新の情報を配信しています。

ワクチン接種に
関する情報は、
10面をご覧ください

新型コロナウイルスのワクチン接種に関する情報は、次の方法で確認することができます。

接種
無料

接種前の問診の様子

区設掲示板

港区LINE公式アカウント

　区で実施する新型コロナウイルスのワクチン接種についての問い合わせ窓口です。
　接種券をお持ちの人は、接種の予約をすることもできます。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がある場合は、かかり
つけの医療機関にご相談ください。

各二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、詳しい情報をご覧
いただけます。

　区設掲示板に「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する
お知らせ」等を随時掲出しています。

　ワクチン接種に関する情報を毎日更新しています。

　次のアカウントでワクチン接種に関する情報を発信しています。
港区（新型コロナウイルスワクチン接種情報）アカウント名
＠minato_vaccineユーザー名

対応言語
受付時間

日本語・英語・中国語・韓国語
【月～金曜】午前8時30分～午後8時　【土・日曜、祝日】午前8時30分～午後5時30分

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
港区新型コロナワクチン接種コールセンター ☎6626－2833

問い合わせ区設掲示板

港区公式ツイッター

港区ホームページ

港区新型コロナワクチン接種コールセンター ☎6626－2833

港区公式ツイッター
「港区（新型コロナウイルス
ワクチン接種情報）」

港区ホームページ
「ワクチン接種特設ページ」

港区LINE公式アカウント
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　人権擁護委員は、基本的人権を擁
護し見守る人権の番人として、人権
相談や啓発活動を行っています。
　昭和24年6月1日に人権擁護委員法
が施行されたことから、6月1日を人
権擁護委員の日と定めています。
　区では、法務大臣が委嘱した10人
の人権擁護委員が面接による「人権
身の上相談」を毎月第2・4木曜に行
っていますが、現在、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大を防止する
観点から中止しています。
　東京法務局人権擁護部では、電話
またはインターネットによる相談を行
っています。人権侵害を受けて困っ
ている人、人権問題について相談し

たい人は、お気軽にご利用ください。
みんなの人権110番
月～金曜午前8時30分～午後5時15分 
 ☎0570－003－110
子どもの人権110番
月～金曜午前8時30分～午後5時15分 
 ☎0120－007－110 
女性の人権ホットライン　
月～金曜午前8時30分～午後5時15分 
 ☎0570－070－810
インターネット人権相談窓口　
http://www.jinken.go.jp

問い合わせ

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2027

　日常生活を営む上で支援を必要
とする人（利用会員）と支援できる
人（協力会員）をむすび、地域で住
民相互の助け合いを推進する会員
制の事業です。
会員区分・年会費
　利用会員、協力会員、賛助会員
の3種類があり、それぞれ年会費
が必要です。
※事前に会員登録が必要です。
利用会員（年会費2000円）
　高齢や障害、病気・けが等何ら
かの理由で日常生活を営む上で支
援を必要とする人（原則区内在住）
協力会員（年会費初年度2000円、
更新時1000円）
　在宅福祉サービスの提供に協力
できる18歳以上の人（高校生不可、
区内在住・在勤問わず）
賛助会員（年会費1口2000円、何
口でも可）
　この事業の主旨に賛同し、経済
的に支援してくださる人、または
団体
活動内容・料金　表のとおり
活動時間　月～金曜午前9時～午
後5時

※ 祝日、年末年始を除く。
※ 1回の活動時間は、原則2時間以

内
※ 依頼内容により、対応が難しい

場合や、応じられる協力会員が
見つからない場合があります。

※ 入会前の「おためし利用」につい
ても相談に応じます。
表 �活動内容・料金

主な活動内容
料金

（1時間
当たり）

◦普段の掃除・整理整頓・洗濯
◦通院や散歩の付き添い
◦話し相手
◦食事の準備

800円

◦�トイレや風呂等の水回りの
掃除

◦�普段できない掃除や衣替え
1200円

※�交通費等の実費は、利用会員負担

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

担当課　保健福祉課地域保健福祉
係

　地震や台風等自然災害発生時の助け
合いには、災害が起こる前に地域の中
に知り合いがいるという「つながり」が
あると心強いです。
　（社福）港区社会福祉協議会は、地域
の支え合いの仕組みづくりをお手伝い
しています。
サロン活動
　身近な地域で閉じこもりがちな人を
対象に、サロン活動を通じてつながり
づくりを進め、社会的孤立を防止する
活動です。
　特定の趣味活動やサークル活動では
なく、誰もが気軽に定期的に集まれる
場をつくり、気に掛け合える関係づく
りを進めます。
声かけ見まもり活動
　町会・自治会、集合住宅管理組合等
やサロン活動を実施する地域のグルー
プの人たちで、地域や活動にあった方
法を工夫して、「日常的にさりげなく」
声を掛け、緩やかに見守る活動です。
みんなの会議（小地域福祉活動協議会）
　町会・自治会、集合住宅管理組合等
に福祉部や福祉委員会等の組織を位置
付けます。地域のことを皆さんで話し
合い、少し気になる福祉課題を解決す
るために学習会や交流イベント等を通
じて地域の福祉力向上をめざす活動で

す。
（社福）港区社会福祉協議会の支援内容
◦必要な情報の提供や立ち上げ支援
◦入門講座の開催
◦活動に関する相談支援
◦行政や専門機関への橋渡し
◦活動費用の助成（要登録）
◦傷害保険の加入（要登録）
◦活動者への研修会等の開催
　活動に関することや支援内容等につ
いて詳しくは、お問い合わせください。
困りごとがあるけれど、どこに相談し
たらいいか分からない場合は…
　介護・育児・ひきこもり等、複数の
課題を抱えてどこに相談したらいいか
分からずに困っている場合や、身近に
相談できる人がいないため一人で悩み
を抱えている場合は、コミュニティソ
ーシャルワーカー（CSW）にご相談く
ださい。
　一緒に解決方法を考えながら、地域
住民や関係機関等と連携して解決に向
けた支援や新しい仕組みづくりを行い
ます。

問い合わせ

（社福）港区社会福祉協議会地域福祉
係 ☎6230－0281　ＦＡＸ6230－0285

担当課　保健福祉課地域保健福祉係

　エイズはHIV感染により免疫力が
低下し発病する病気です。都は、令
和元年に都内の保健所や医療機関で
新たに、HIV感染者が334人、エイ
ズ患者と確認された人が72人であっ
たと発表しています。
検査で確認することが大切
　エイズは治療薬の進歩により、早
期に適切な治療を始めれば、発病を
抑えることが可能な病気になりまし
た。
HIV・性感染症検査
　感染の可能性のあった機会から60
日以上経過したら、検査を受けまし
ょう。検査項目は、HIV・梅毒・ク
ラミジア・淋菌です（要電話予約・

申込順）。
みなと保健所での検査
　原則毎月第1・3木曜に実施してい
ます。
区内診療所での検査（AIチェック）
　区内在住・在勤・在学者を対象
に、区内22カ所の診療所で受け付け
ています。
※ 検査は全て匿名・無料です。証明

書は発行できません。
※ 各検査について詳しくは、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

　区では介護が必要になったとき、安定的に介護サー
ビスが受けられるように、介護人材を育成するための
支援を行っています。
介護人材育成支援事業
　区内の介護サービスに従事する人を育成するため、
資格の取得に要した費用を助成しています。詳しく
は、お問い合わせください。
介護のしごと面接・相談会
　区内の介護サービス事業所が出展する面接・相談会
を開催し、働きたい人と介護サービス事業者を結び付
けます。

　消費者センターでは、消費生活に役立つ知
識、情報や技術を提供する各種の講座を開催
しています。
各種講座
消費者教養講座
　消費生活に関わるトラブルを未然に防止す
るため、必要な知識・情報や対策を分かりや
すく提供する講座です。各講座のテーマに沿
って、消費者教育の知識が豊富であり、消費
生活相談員等の有資格者および同等の経験が
ある専門家が講師を務めます。
一日消費者教室
　衣・食・住から消費者問題、そして時事的
な問題について各界から講師を招いて知識・
情報・技術を提供する講座を実施していま
す。
動画配信システムによる講座のビデオ配信を
予定しています

　講座の一部について、開催日時に都合が合
わない等、当日受講が困難な受講希望者に対
し、動画配信システムによる講座のビデオ配
信を予定しています。
消費生活相談
　電話で、商品購入やサービス利用時のトラ
ブル等、消費生活に関するさまざまな相談を
受け付け、消費生活相談員が無料でアドバイ
スをしています。また、専門の相談機関等の
紹介もしています。
対象　区内在住・在勤・在学者
相談時間　祝日、年末年始を除く月～土曜午
前9時30分～午後4時
費用　無料
消費生活相談専用電話 ☎3456－6827

問い合わせ

消費者センター ☎3456－4159

身近な地域で知り合いをつくりませんか

6月1日～30日は
東京都HIV検査・相談月間です

◆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

HIV検査を
受けて
みませんか

消費者センターをご利用ください 介護の仕事に
従事する人を
支援しています

6月1日は人権擁護委員の日です

おむすびサービスをご利用ください
（住民参加型の有償在宅福祉サービス）

問い合わせ

介護保険課介護事業者支援係 ☎3578－2882
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　区内には、「細街路」と呼ばれる道路幅が4メートルに満たな
い狭い道路が数多くあります。このような細街路では、地震
や火災等の災害時に、避難路の確保や緊急車両の通行が困難
になり、平時は日照・通風等の住環境にも影響を及ぼします。
　区では、安全・安心で、より快適な住環境の形成のた
め、細街路の拡幅整備事業に取り組んでいます。
事業の概要　細街路に接して建築を行う場合、建築主は、
区と協議をした道路中心線から2メートル後退し、建築の
計画を行う必要があります。
　区は、道路幅員を4メートルにすることを目的として、細街路
拡幅整備事業を行っています。本事業は、道路として拡幅する
敷地に関して、事前に区と整備方法や管理方法等を協議すると
ともに、拡幅整備工事等に必要な経費の助成を行うものです。
助成の概要　道路として拡幅する部分の工事は、原則、区
が行います。ただし、申請者が自ら行う場合、区が工事費
を助成します。
　なお、工事や助成には対象除外要件がありますので、事前に
区へご確認ください。細街路拡幅整備事業について詳しくは、
お問い合わせいただくか、港区ホームページをご覧ください。

問い合わせ

〇細街路の中心線判定等について
土木課道路判定担当 ☎3578－2319
〇細街路拡幅整備協議について
土木課事業推進係 ☎3578－2313

　近年、局地的に短時間で多量の雨が降る集
中豪雨が増えています。冠水等の被害を防ぐ
ためには、日頃からの備えが必要です。
港区浸水ハザードマップをご活用ください
　「港区浸水ハザードマップ」には、日頃の備
えや浸水時の避難場所、関係機関の連絡先等
の情報が掲載されています。　
※ 土木課（区役所5階）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
ジでもご覧いただけます。
大雨が降ってきたら
気象情報にご注意ください
　東京都下水道局のホームページでは、リア
ルタイムで都内の降雨状況が分かる「東京アメ
ッシュ」を提供しています。
浸水を防ぐ準備をしましょう
　区では、いつでも自由に使用できるように浸
水防止用の土のうを配置しています。土のうの
配置場所については、港区ホームページをご覧
ください。
　なお、都道や国道での水害や下水道につい
ては、各問い合わせ先へご連絡ください。
避難情報を発令します
　区は、災害が発生する恐れがある場合や、
災害が発生した場合に、避難情報を発令しま

　（社福）港区社会福祉協議会では、身近
な地域でのボランティア活動を進めるた
め、「活動の場」「交流の場」「情報の場」と
して利用できる「地区ボランティアコーナ
ー」を4地区に設置しています（表2参照）。
　高輪地区ボランティアコーナーは、6
月1日（火）に精神障害者支援センター「あ
いはーと・みなと」2階に移転します。
　各地区ボランティアコーナーを利用で
きるのは、ボランティアや市民活動を行
う団体等で、事前に登録が必要です。

　また、ボランティア保険の加入手続き
等を行うこともできます。職員在室時間

（祝日、年末年始を除く）にお越しくださ
い。

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

担当課　保健福祉課地域保健福祉係

がんと告げられた時の心の変化
　日本人の2人に1人が、人生のど
こかでがんになる可能性がありま
す。身近にがんの人がいないと

「自分には関係ない」と思うことも
当然です。かつては「不治の病」と
思われていたがんも、治療の進歩
により「共存していく慢性の病気」
に変わり、がんの治療を受けなが
ら仕事や通常の社会生活をしてい
る人は多くいます。がんと告げら
れると衝撃を受け「なんで、私が」

「何が悪かったのか」とがんを認め
たくない気持ちが強くなり（1）シ
ョック・混乱（2）不安・落ち込み

（3）時間が経つにつれ少しずつ和
らいでいく過程が誰にでも起こり
ます。
　辛い気持ちを一人で抱え込まな
いことが大切で、家族や友人等に
話すと気持ちが少し楽になるでしょ
う。心が落ち着くまでには時間が必
要です。何も手につかない、不眠
や食欲不振が続くときは、思い切
って心の専門家に相談しましょう。

基本的な情報を事前に知っておく
ことが大切
　がん在宅緩和ケア支援センター
では、冊子・書籍・マンガ・絵本
等でがんに関する情報（がん検
診・がんの成り立ち・標準治療・
病気との向き合い方等）を閲覧で
きます。治療に伴うケアとしてウ
ィッグや栄養補助食品サンプルに
触れることもできます。この先、
自分や身近な人が、がんになるか
もしれません。事前に知ること
で、もしものときの心の準備にも
なります。
※ 施設の詳しい情報は、がん在宅

緩和ケア支援センターホームペ
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、がん在宅緩
和ケア支援センターホームペ
ージをご覧いただけます。

問い合わせ

がん在宅緩和ケア支援センター
 ☎6450－3421　ＦＡＸ6450－3583

高輪地区ボランティアコーナー移転のご案内 表2 地区ボランティアコーナー一覧
名称 住所 職員在室時間

麻布地区
ボランティアコーナー
※�7月まで、新型コロナウイル
ス感染症ワクチン接種会場と
なるため一時使用休止予定

西麻布いきいきプラザ等複合
施設5階
（西麻布2－13－3）　

毎週金曜
午前9時30分～
11時30分

赤坂・青山地区
ボランティアコーナー

青山いきいきプラザ1階
（南青山2－16－5）　

毎週月曜
午後2時～4時

高輪地区
ボランティアコーナー

郷土歴史館等複合施設「ゆか
しの杜」6階（白金台4－6－2）
※�6月1日（火）から精神障害者
支援センター「あいはーと・
みなと」2階（高輪1－4－8）

毎週金曜
午前9時30分～
11時30分

芝浦港南地区�
ボランティアコーナー

みなとパーク芝浦1階
（芝浦1－16－1）　

毎週月・水・金曜
午後1時～4時

す。区が発令する避難情報には、「警戒レベル
3高齢者等避難」「警戒レベル4避難指示」「警戒
レベル5緊急安全確保」があります。避難情報に
ついては、港区ホームページをご覧ください。

ういケアみなと がん情報室Vol.1
がんを自分のこととして考えてみませんか

狭い道路をみんなで広げて
安全・安心なまちづくり

細街路拡幅整備の工事費用を助成しています 問い合わせ

〇区道・土のう配置場所について
土木課事業推進係 ☎3578－2313
各総合支所まちづくり課土木担当
 ☎2面欄外参照

（休日・夜間）区役所代表 ☎3578－2111
〇避難情報について
防災課防災係 ☎3578－2541
〇港区浸水ハザードマップについて
土木課土木計画係 ☎3578－2217
〇水が引いた後の消毒の依頼について
生活衛生課生活衛生相談係 ☎6400－0043
〇都道について　
東京都第一建設事務所港工区 ☎3452－1464

（休日・夜間）都道管理連絡室 ☎3343－4061
〇下水道について
東京下水道局中部下水道事務所
港出張所（台場地区を除く） ☎3798－5243
東京都下水道局東部第一下水道事務所
江東出張所（台場地区） ☎3645－9273
〇国道（1号・15号）について
東京国道事務所品川出張所（休日・夜間と
も） ☎3799－6315
〇国道（246号）について
東京国道事務所代々木出張所（休日・夜間
とも） ☎3374－9451

台風時の大雨や
集中豪雨に
備えましょう

　家庭から未利用食品を回収し、フー
ドバンク等へ提供するフードドライブ
の常設窓口を増設しました。寄付され
た食品は、フードバンクや区内の子ど
も食堂等に提供しています。

未利用食品を寄付できる人
　区内在住・在勤・在学者
回収できる食品
◦包装や外装が破損していないもの
◦生鮮食品以外のもの
◦未開封のもの
◦びん詰めでないもの
◦ 賞味期限の記載があり、おおむね2

カ月程度の賞味期限が残っているも
の（米や塩等は除く）

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

問い合わせ

表1回収場所（11カ所）
場所 回収曜日 回収時間

各総合支所協働推進課・台場分室
月～金曜※2 午前8時30分～午後5時

みなとリサイクル清掃事務所2階

がん在宅緩和ケア支援センター※1 月～土曜※2 月～金曜：午前10時～午後8時30分
土曜：午前10時～午後4時30分

商工会館1階※1 月～土曜※3 月～金曜：午前8時45分～午後8時
土曜：午前8時45分～午後4時

エコプラザ1階※1 月～日曜※4 午前9時30分～午後8時

白金台いきいきプラザ1階受け付け※1 月～日曜※5 月～土曜：午前9時～午後9時30分
日曜：午前9時～午後5時

※1　令和3年4月から新設
※2　祝日、年末年始は休み
※3　祝日、年末年始、臨時休館日は休み
※4　第4月曜、年末年始は休み（第4月曜が祝日の場合、翌日は休み）
※5　年末年始、臨時休館日は休み

フードドライブの
拠点回収場所を
増設しました

紙面上でお知らせしている施設を休館する、または開館時間の変更をする場合があります。
施設を利用する際は、港区ホームページでご確認いただくか、各施設にお問い合わせください。
各施設の電話番号は、みなとコール（受付時間：午前8時～午後8時）でご案内していますので、ご利用ください。 ☎5472－3710

施設を利用される
皆さんへ

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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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

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　祝日を除く月～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　祝日を除く月～金曜午前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

　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

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

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（表参照）

支給額　支給上限額（表参照）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

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～

活・就労支援センターへ（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

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）。

表 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。

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
　祝日を除く 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
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　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。
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。

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。

企画課企画担当� ☎3578－2622
問い合わせ

郵送申請する際の
郵送料を区が負担します

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

　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の
交付手続き、飲食店営業許可申
請、診療所開設許可申請　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。

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

　区は、東京2020大会開催期間中に、区
立芝公園で地域の盛り上げを目的とした
イベントを実施します。
　会場には飲食ブースの他、ステージを
設置します。会場を訪れる人に、区の魅
力を存分に発信いただくための出演者を
募集します。
出演要件
1　�会場内に設置されるステージ上で、
歌、踊り等を披露いただきます。

2　�出演時間は、おおむね15分程度とし
ます。

3　�会場使用料は無償ですが、運搬費、
謝礼等の出演に係る費用は、全て出
演者の負担とします。

4　�イベントの開催期間、ステージ仕様
等については表3のとおりです（一部
仕様が変更となる場合があります）。

募集期間　6月22日（火）まで

注意事項　
1　�イベントは、東京2020大会公認の事
業となる予定であり、団体、企業名
等の露出に制限があります。詳しく
は、お問い合わせください。

2　�応募者多数の場合や応募の内容によ
っては、事務局で出演を調整する場
合があります。

3　�提案関係書類は返却しません。
4　�ご提案者の個人情報は、本募集に係
る事務にのみ使用します。

募集要項　企画課オリンピック・パラリ
ンピック推進担当（区役所4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。
申し込み　募集要項の内容をご確認いた
だき、必要事項を明記の上（様式は自由
です。）、郵送、ファックス、直接、また
は港区ホームページからご応募ください
（区が郵送料を負担します。詳しくは、
左上の記事をご覧ください）。

表3開催期間、ステージ規格等
項目 内容

会場 区立芝公園

開催期間 （1）7月23日（金・祝）～8月8日（日）
（2）8月24日（火）～9月5日（日）

出演時間

（1） 月～金曜 
午後4時～10時の15分間程度

（2） 土・日曜、祝日 
午前11時～午後10時の15分間程度

※ 出演者に未成年が含まれる場合には、出演時間を限定する
ことがあります。

ステージ規格
約48.6平方メートル

（横幅9メートル×奥行5.4メートル程度）
※8月24日（火）～9月5日（日）の期間は、縮小する予定です。

モニター 300インチモニター1台

会場収容人数 最大2000人

会場仕様 屋外
※客席の設置は無し

※ 会場の音響・照明設備について、既存設置はありますが、原則、競技中継の放
映を主とした設備です。

　区では、新型コロナウイルス感染症対策としての接触機会の低減
と区民の利便性向上のため、各総合支所区民課窓口でキャッシュレ
ス決済を導入しています。6月から順次キャッシュレス決済可能な
施設・窓口を拡大し、さらなる利便性向上につなげます。

電子マネー、二次元コード、クレジットカードで決済可能になる
施設・窓口　表1のとおり

二次元コードで決済可能になる窓口　表2のとおり

東京2020大会開催期間中における
ステージイベント出演者を募集します

〒105－8511　港区役所企画課オリ
ンピック・パラリンピック推進担当
� ☎3578－2571　ＦＡＸ3578－2034

送付先・問い合わせ

6月から

施設使用料等の支払いにも
キャッシュレス決済を
利用できます

表2 二次元コードで決済可能になる窓口一覧
No 窓口 主な決済内容
1 区政資料室（区役所3階） 有償刊行物販売代金
2 健康推進課（みなと保健所4階） 細菌検査（検便）料
3 防災課（区役所5階） 港区防災ラジオ自己負担金
4 生涯学習スポーツ振興課（区役所7階） 学校施設使用料

表1�電子マネー、二次元コード、クレジットカードで決済可能になる施設・
　　窓口一覧

No 施設・窓口 主な決済内容
1 各区民センター

使用料（貸室等）

2 各いきいきプラザ
3 男女平等参画センター
4 健康増進センター
5 生涯学習センター
6 青山生涯学習館
7 郷土歴史館 観覧料
8 建築課（区役所6階） 記載事項証明書、住宅用家屋証明手数料

9 土木管理課（区役所5階） 土地境界、道路区域、道路幅員証明書手数料、道
路台帳の写しの交付手数料

10 開発指導課（区役所6階） 開発行為許可申請手数料、開発登録簿等の写し
の交付手数料

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。

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

問い合わせ 企画課企画担当� ☎3578－2622

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752



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

　就学相談の流れ、特別支援学校
や特別支援学級の特色、通常の学
級における支援（特別支援教室、
学習支援員、通級指導学級等）に
ついてお話しします。

　区立幼稚園では、遊びを中心と
した集団生活を通して、人格形成
の基礎となる幼児期の教育を進め
ています。
　自ら学び考える「主体性」や他人
を思いやる心、感動する心等の

「豊かな人間性」、たくましく生き
るための「健康や体力」等を育みま
す。
集団生活を通しての育ち
　教師や同年代の幼児と一緒に生
活する中で、基本的生活習慣の自
立を図り、自分の力で行動するこ
との重要性や社会生活におけるル

ール等を学びます。
遊びは学び
　幼児が自ら興味・関心を持っ
て、夢中になって遊ぶことを大切
にし、小学校以降の生活や学習の
基盤を育てています。
子育てを応援します
　区立幼稚園では、子育て相談や
未就園児の会、園庭開放等を行
い、家庭で子育てしている区民を
応援しています。
　この他、お祭り等のイベントを
行います。詳しくは、各園にお問
い合わせください（表参照）。

　地域で子ども・子育て支援に関
わる人・機関・団体・企業等が顔
を合わせ、互いの取り組みを知
り、関係を築き、協働の可能性を
広げることを目的として、「港区
地域こぞってネットワーク会議」
をオンラインで開催します。
対象　港区の子ども・子育てに関
心のある人・機関・団体・企業等
とき　6月25日（金）午後6時30分～
8時30分
ところ　オンラインツール（Zoom）

を使って参加可能な場所
定員　100人（申込順）
参加費　無料
申し込み　6月18日（金）までに、

（社）みなとこぞってネットワーク
の参加フォームからお申し込みく
ださい。
※ 申し込み受け付け後、メール

で、（社）みなとこぞってネット
ワークからご連絡します。

※ 会議では活動紹介の時間があり
ます。ポスターやちらし等、各

自、紹介できるものを事前にご
用意ください。

二次元コードをスマートフォ
ンで読み取ると、「港区地域こ
ぞってネットワーク会議」参加
フォームに接続できます。

港区地域こぞって子育て懇談会
　区では、地域の子育て・子育ち
環境向上のため、子育て中の人た
ちと、子育てを応援する人たち
が、共に集う場として、毎年1月
に「港区地域こぞって子育て懇談
会」を開催しています。 
実行委員募集
　令和3年度「港区地域こぞって子
育て懇談会」実行委員を募集して
います。子育て中の人、学生、子

ども・子育ての支援に関わる団
体・個人・企業の人等、懇談会開
催の運営に関心のある人は、お気
軽にお問い合わせください。

二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、「港区地域こぞっ
て子育て懇談会」実行委員会参加
フォームに接続できます。

子ども家庭支援センター地域連
携担当 ☎5962－7211
〇港区地域こぞってネットワー
ク会議について

（社）みなとこぞってネットワー
クメール：info@kozotte.or.jp

問い合わせ

教育人事企画課特別支援教育担
当 ☎5422－1543

問い合わせ

表区立幼稚園の催し一覧
幼稚園名 実施日 内容 住所 電話番号

芝浦 6月23日（水） わくわくデー 芝浦4－8－18 3452－0574
高輪 6月9日（水） 高輪子どもまつり 高輪2－12－31 3447－3356

白金台 9月14日（火） わくわくまつり 白金台3－7－1 3443－5666
三光 6月11日（金） 三光まつり 白金3－13－8 3444－4233
港南 6月4日（金） 港南子どもまつり 港南4－3－27 3471－7347
麻布 7月14日（水） あざぶっ子まつり 麻布台1－5－15 3583－1858
南山 11月10日（水） 南山まつり 元麻布3－8－15 3408－4785
本村 6月16日（水） 本村なつまつり 南麻布3－9－33 3446－3677

中之町 6月3日（木） 中之町まつり 赤坂9－7－8 3405－7619
青南 6月17日（木） 青南まつり 南青山4－18－17 3402－0758

※ 赤羽幼稚園、にじのはし幼稚園の実施日は、調整中です。詳しくは、各幼稚園のホ
ームページでご確認いただくか、お問い合わせください。

 赤 羽 幼 稚 園　http://akabane-kg.minato-tky.ed.jp　   ☎3452－0246
　にじのはし幼稚園　http://nijinohashi-kg.minato-tky.ed.jp　☎5500－2577

し出ください）。対象　就学に向けて、不安や心配
事があるお子さんの保護者（令和4
年度就学予定以外の人も可）
とき　6月17日（木）午前10時～11
時30分

ところ　教育センター4階
定員　100人（会場先着順）
申し込み　当日直接会場へ。
※ 保育あり（4カ月～就学前、5人。

電話で、6月7日（月）までにお申

問い合わせ 学務課学事係 ☎3578－2779
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就学相談に関する説明会を開催します

港区地域こぞってネットワーク
会議をオンラインで開催します

体験を通して学ぶ区立幼稚園
幼稚園ってどんなところ？

「障害児・者を支援している
人への研修（全8回）」第2回
「音楽でつながろう～障害
児・者への音楽療法～」
対仕事や家族・ボランティア等
で障害児・者の支援や介護に携わ
っている人、または関心がある区
内在住・在勤・在学者

時 6月25日（金）午後6時30分～8時
所障害保健福祉センター
人 50人程度（申込順）
申電話またはファックスで、障
害保健福祉センターへ。自宅での
介護あるいは会場での一時保育が
必要な人は、6月18日（金）までに
ご相談ください。
 ☎5439－2511　ＦＡＸ5439－2514

障害保健福祉センター
相談事業の利用案内

　障害保健福祉センターでは障害
のある人や、その家族が安心して
生活できるよう、各種相談を受け
付けています。
相談支援（「一般相談」）
　生活に関する相談、医療・保
健・健康管理・介護・人間関係・
就労、余暇活動や社会参加等に関
する相談や各種福祉サービスの利
用についての相談等を受け付け、
一緒に問題解決に向けて支援しま
す。
専門相談
　理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、栄養士等の専門スタッフ
が次のような相談を受けます。
※訪問相談も受け付けます。

（1） つえ、装具、車いす等の製作

に関わる相談
（2） 補装具の選定や生活用具の工

夫、リハビリ相談
（3） 生活環境を整えるために必要

な住宅改修・福祉用具の利用
の相談や紹介

（4） 家族や支援者への介護方法や
支援方法の相談

（5） 食生活に関する栄養管理や介
護食や治療食等の栄養相談

対象　区民で、身体障害者手帳、
愛の手帳、精神障害者保健福祉手
帳のいずれかをお持ちの人（原則
65歳未満）およびその家族、障害者
総合支援法に指定された難病等に
り患している人およびその家族
専門医相談（予約制）
　障害のある人がより健康に生活

支援サービスを利用する人が、必
要なサービスを上手に活用できる
よう、相談支援専門員が支援計画
を作成し、本人や家族の意向を聞
きながら地域で希望する生活を送
れるように支援します。

問い合わせ

障害保健福祉センター
 ☎5439－8053・2511
 ＦＡＸ5439－2514

するため、本人やその家族に対
し、整形外科、内科、精神神経
科、眼科、耳鼻咽喉科の専門医が
相談を受けます。日時について詳
しくは、お気軽にお問い合わせく
ださい。
計画相談支援
　障害福祉サービスや障害児通所
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◆各いきいきプラザ◆　三田☎3452－9421　神明☎3436－2500　虎ノ門☎3539－2941　南麻布☎5232－9671　ありす☎3444－3656　麻布☎3408－7888　
西麻布☎3486－9166　飯倉☎3583－6366　赤坂☎3583－1207　青山☎3403-2011　青南☎3423－4920　豊岡☎3453－1591　高輪☎3449－1643　白金☎3441－3680 
白金台☎3440－4627　港南☎3450－9915
◆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

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3年1月生まれの
お子さんのいる保護者
時 6月23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、6月22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

歯並び・かみ合わせ相談
　「矯正治療はいつから始めるの
がいいの」というような相談が増
えています。お子さんの「歯並
び・かみ合わせ」について、区内
の矯正歯科専門医が相談を受けま
す。※精密な検査や治療をするも
のではありません。
対 3歳～小学6年生
時 6月30日（水）午後3時～4時40分
所みなと保健所

人 12人（申込順）※予約した日に
来られなくなった場合は、必ずキ
ャンセルのご連絡をお願いしま
す。
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

児童精神科医による相談（こ
ころの健康相談）
　お子さんのこころの問題や行動
面で悩んでいる保護者に対して児
童精神科医が相談に応じます。
対区内在住・在勤者の18歳以下

　世帯内で同一の医療保険（国民
健康保険や後期高齢者医療制度
等）の加入者が対象です。年間（令
和元年8月1日～令和2年7月31日）
の医療保険の自己負担額と介護保
険の利用者負担額の合計が限度額
を超えた場合、申請により、その
超えた差額がそれぞれの制度から
支給されます。
　基準日（令和2年7月31日）現在
で、港区国民健康保険または後期
高齢者医療制度に加入し、かつ介

護保険に加入している人で、対象
期間に医療保険、介護保険とも異
動がなく、払い戻しの対象となる
人がいる世帯等には、3月中旬に
申請書を郵送しています。未提出
の人は申請してください。
　詳しくは、お問い合わせくださ
い。
　なお、高額介護合算療養費は、
事由発生日から2年を経過すると、
時効となり申請できませんので、
ご注意ください。

　高額介護合算療養費の自己負担
限度額については、港区ホームペ
ージの他、それぞれの制度を担当
している部署の窓口で配布してい
るパンフレットをご覧ください。

　親知らずを除く28本の歯のう
ち、20本以上の自分の歯があれ
ば、ほとんどの食物を噛

か

み砕くこ
とができ、おいしく食事をするこ
とができます。また、噛む力が保
たれていると、肥満や認知症の予

防にもつながることが分かってい
ます。自分の歯で、楽しみながら
食事をし、生涯にわたりはつらつ
とした人生を送りましょう。
「8020達成者」募集のお知らせ
　区では、80歳以上で20本以上自

　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「ミニ健30」を実施して
います。
　「ミニ健30」とは、自宅でもでき
る介護予防運動を30分で実施する
事業です。
※ 安全のため事業の始めと終わり

に血圧を測定します。
対象
　申込時に60歳以上の区民で、1

人で会場まで通うことができる人
※ 通院中の場合、主治医の了承が

必要です。
実施期間
　7～9月（週1回・全10回）
とき・定員
　参加を希望する会場にお問い合
わせください。
※ 応募は１人１コースです。応募

多数の場合は抽選になります。
なお、本事業に参加した場合、

実施期間中に、その他の介護予
防事業に参加することはできま
せん。
ところ
　各いきいきプラザ、介護予防総
合センター（みなとパーク芝浦2
階）、台場高齢者在宅サービスセ
ンター、芝浦アイランド児童高齢
者交流プラザ、麻布区民協働スペ
ース
申し込み
　電話または直接、6月14日（月）
までに、参加を希望する会場へご
相談ください。申請等の手続きを
行います。

各いきいきプラザ ☎欄外参照
介護予防総合センター
 ☎3456－4157
台場高齢者在宅サービスセンタ
ー ☎5531－0520
芝浦アイランド児童高齢者交流
プラザ ☎5443－7338
ありすいきいきプラザ（麻布区
民協働スペースを希望する人）
 ☎3444－3656

問い合わせ

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

分の歯がある人を、診査の上、日
ごろの歯と口の健康づくりの成果
をたたえ表彰します。
対象　昭和16年3月31日以前に生
まれた区民で、自分の歯（治療し
ている歯も含む）が20本以上あり、
表彰が初めての人。また、「お口
の健診」を次の期間内に受けるこ
とができる人
8020表彰向け「お口の健診」実施
期間　6月1日（火）～8月31日（火）

※ 「お口の健診」の受診には、実施
歯科医療機関への予約が必要で
す。

表彰の流れ　電話またはファック
スで、健康推進課地域保健係へ。

「お口の健診」の受診券の発行や、
表彰までの流れをご案内します。

健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

申し込み・問い合わせ

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 6月22・23日（火・水）
所神明いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、5月30日（日）午後5時
までに、神明いきいきプラザへ。
 ☎3436－2500

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

〇後期高齢者医療制度について
国保年金課高齢者医療係
 ☎3578－2654～9
〇国民健康保険について
国保年金課給付係
 ☎3578－2640～2
〇介護保険について
介護保険課介護給付係
 ☎3578－2877～80

問い合わせ

のお子さんとその保護者
時 6月7日（月）※時間はお問い合
わせください。
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

　みなと科学館は、令和2年6月1
日に旧鞆

と も

絵小学校の跡地にオープ
ンした、科学を楽しみながら体験

できる施設です。
対象　60歳以上の区民
とき　6月10日（木）午後3時～5時

費用　65歳以上の人は、無料。60
～64歳の人は、プラネタリウムの
観覧料（600円）がかかります。
申し込み　電話で、6月3日（木）ま
でに、神明いきいきプラザへ。

神明いきいきプラザ
 ☎3436－2500

問い合わせ

担当課　高齢者支援課高齢者福祉
係

常
設
展
示
コ
ー
ナ
ー

※ 説明をした後、自由見学となり
ますが、午後4時～4時40分はプ
ラネタリウムの観覧時間です。
ところ　みなと科学館
定員　20人（抽選）
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高額介護合算療養費の
申請はお済みですか

7月開始の介護予防事業
「ミニ健30」参加者募集

80歳になっても20本以上の歯を保ちましょう

8
はちまるにいまる

020は健康長寿

いきいきミュージアム巡りの
お知らせ

みなと科学館見学

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット
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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

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 6月1日（火）～30日（水）※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、各医院等へ。
※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

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 6月9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。6
月2日（水）までに、お申し込みくだ
さい） ☎6400－0084
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

こころの健康相談（精神保健福
祉相談）
対区内在住・在勤者
時 6月11日（金）・16日（水）・28日

（月）、7月5日（月）・9日（金）・21日
（水）・26日（月）※時間はお問い合わ
せください。
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

◎がんを患った人や家族のため
のくつろぎカフェ
対がん患者およびその家族
時 6月5日（土）・8日（火）・22日（火）
午後1時30分～3時30分
申当日直接会場へ。

◎がんと生活のセミナー「いざ
という時のために知っておきた
い医療・生活の制度のはなし」
対どなたでも
時 6月26日（土）午前11時～正午
人 15人（申込順）
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。 ☎6450－3421　ＦＡＸ6450－3583
◎印の共通事項
所がん在宅緩和ケア支援センター
問詳しくは、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。

講座・催し物
日本語学習支援者実践講座「対
面・オンラインでの多様な活動
を通して、楽しく、魅力的な居
場所をつくろう」
対区内で日本語教室等の活動に携
わっている人
時 6月26日（土）午後2時～4時
所オンラインツール（Zoom）を使
用して受講可能な場所。※オンライ
ンツール（Zoom）を使用できない人
は、港区国際交流スペースで受講で
きます。
人 30人（申込順）
申メールで、6月15日（火）までに、
氏名、ふりがな、電話番号、オンラ
イン・会場受講の区分を明記の上、

（財）港区国際交流協会へ。

メール：nihongospt@minato-intl-
assn.gr.jp
問地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2565

地域つながりづくり講座「はじめ
たいあなたに伝える10のコト」
対地域の福祉活動に関心があり、
活動を始めたい人や始めたばかりの
人
時 7月3日（土）午後1時30分～3時30
分
所（1）麻布区民協働スペース（2）オ
ンラインツール（Zoom）を使って受
講可能な場所
人（1）（2）いずれも20人（申込順）
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（1）会場での受講（2）オンラインツ
ール（Zoom）での受講（オンライン
希望の場合は電子メールアドレス必
須）のいずれかを明記の上、6月30日

（水）までに、（社福）港区社会福祉協
議会地域福祉係へ。
 ☎6230－0281　ＦＡＸ6230－0285
担保健福祉課地域保健福祉係

都会で犬とおしゃれに暮らそう
「子犬のしつけセミナー」
対区内在住・在勤・在学者※犬を
連れての参加はできません。
時 6月26日（土）午前10時～11時
所みなと保健所5階会議室
人 20人（申込順）
申電話で、5月21日（金）～6月25日

（金）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
問生活衛生課生活衛生相談係
 ☎6400－0043

防災基礎講座「風水害から身を
守るために」
対区内在住・在勤・在学者で、防
災を学びたい人
時 6月19日（土）午後2時～4時
所（1）オンラインツール（Zoom）を
使用して受講可能な場所（2）区役所9
階会議室
人（1）100人（2）15人（いずれも申込
順）

申電話で、5月21日（金）～6月5日
（土）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
担防災課地域防災支援係

港区におけるS
エスディージーズ

DGs（貧困・エ
ネルギー）を学ぶワークショッ
プ「はじマルシェ」
対区内在住・在勤・在学者で、次
の（1）（2）のいずれかに該当する人

（1）学びの場の企画・運営をやって
みたい人（2）SDGsに関心がある人
時 6月15日（火）午後7時～8時30分
所（1）オンラインツール（Zoom）を
使用して受講可能な場所（2）生涯学
習センター
人 30人（申込順）
申 6月9日（水）までに、Kissポート
財団ホームページ
https://www.kissport.or.jp
からお申し込みください。
問生涯学習スポーツ振興課生涯学
習係 ☎3578－2742　ＦＡＸ3578－2759

試合の見どころ・ウラ話あれこ
れ「ラグビーを100倍楽しむ」
対中学生以上どなたでも
時 6月19日（土）午後2時～3時30分

（午後1時30分開場）
所高輪図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
※6月17日（木）は休館 ☎5421－7617

「高輪築堤」現地見学会
対小学生以上の区民（小学生は保護
者同伴）
時 6月27日（日）（1）午前10時～11時

（2）午前11時15分～午後0時15分（3）
午後0時30分～1時30分（4）午後1時45
分～2時45分（5）午後3時～4時
所高輪二丁目※集合場所は当選通
知に記載します。
人各20人（抽選）
申郵送で、はがきに郵便番号・住
所・氏名・電話番号・（1）～（5）の希
望時間帯を明記の上、6月4日（金・
必着）までに、〒108－0071白金台4
－6－2 　郷土歴史館へ（応募は1人1
枚まで。応募者の他1人の同伴可。

※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。
5
月
23
日（
日
）

菅沼三田診療所（内） 芝5－19－5　JP田町1階 ☎3452－1748
東京高輪病院（内） 高輪3－10－11 ☎3443－9191
牧山清志オーラルクリニック（歯） 六本木7－5－9

FLEG六本木Primoビル4階 ☎6447－4118
★西麻布クリニック（内） 西麻布3－20－6　杉友ビル1階 ☎3403－6696

5
月
30
日（
日
）

南青山内科クリニック（内） 南青山7－8－8
南青山ロイアルハイツ101 ☎6805－1836

赤坂見附前田病院（内・外） 元赤坂1－1－5 ☎3408－1136
鷹岡歯科医院（歯） 高輪2－15－24　ASP高輪ビル2階 ☎3280－6082
子どもと女性の歯科クリニック（歯） 元麻布1－4－27

東光元麻布ハイム101 ☎6435－2281

★品川ストリングスクリニック 港南2－16－1
品川イーストワンタワー307 ☎3471－3014

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

5月23日（日） 植松薬局 西新橋1－9－2 ☎3501－3979

5月30日（日） 日野薬局　虎ノ門店 虎ノ門1－1－16 ☎3580－6400

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
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同伴者の住所・氏名・電話番号も明
記してください）。※当選者のみ当
選通知を郵送します。
問郷土歴史館 ☎6450－2869

お 知 ら せ
東京タワーライトアップ情報
時

日程 ライトアップ内容 色
5月24・31日

（月） 5月季節ライトアップ 空色

5月26日（水）満月の日 空色
6月7・14・21
日（月） 6月季節ライトアップ 紫色

※ 点灯時間は、いずれも日没～午後8時で
す。

※ 上記日時以外は、通常のランドマーク
ライト（オレンジ色）です。

※ ライトアップは予告なく変更する場合
があります。

※詳しくは、東京タワーホームページ
　 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

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
　表2のとおり
　詳しくは、国保年金課（区役所3
階）または各総合支所に置いてあ
るチラシおよび抽選申込書（緑色）
をご覧ください。
抽選申し込み
　郵送で、6月21日（月・必着）ま
でに、抽選申込書（緑色）に必要事
項を明記の上、国保年金課事業係
へ。
　抽選後、当選者には利用承認書
と施設案内を郵送します。
空き室申し込み
　7月7日（水）～8月27日（金）
対象
　区内在住・在勤者
空き室申し込み電話番号
　JTBみなと予約センター

（月～金曜（祝日を除く）午前10時
～午後6時30分） ☎5434－7644

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者のための
夏季保養施設の申し込みを受け付けます

表2夏季保養施設一覧
夏季保養施設の概要

施設 神奈川県　湯河原温泉
おんやど惠（めぐみ）

静岡県　伊豆長岡温泉
ホテル天坊（てんぼう）

部屋数 和室（定員5人）×2室 和室（定員5人）×2室
夕食 食事処 食事処

交通

【電車・バス】
JR東海道線、東京駅から湯河原駅下車：約1時間40分
不動滝・奥湯河原行き（2番のりば）「理想郷」バス停下車1分
※湯河原駅から送迎なし

【車】
東名高速道路厚木I.Cから小田原厚木道路経由、西湘バイパス石
橋I.C経由：約70分

【電車】
特急踊り子号修善寺行き、東京駅から伊豆長岡駅下車：約2時間
新幹線（こだま号）東京駅から三島駅経由、伊豆長岡駅（伊豆箱根
鉄道）下車：約1時間20分
※伊豆長岡駅から送迎あり（要予約）

【車】
新東名高速道路沼津長泉I.Cまたは東名高速道路沼津I.Cから伊豆
縦貫通経由：約35分

開設期間 7月20日（火）～8月28日（土）
抽選申し込み
ができる人

港区の国民健康保険または、後期高齢者医療制度の加入者が代表で、部屋を2～5人で利用する人
　（乳幼児による人数超過はご相談ください）

利用料金（1
泊2食付き・
消費税込み）

大人（12歳以上）	 1人　7150円
小人（4～11歳）	 1人　5060円
幼児（3歳）	 1人　1100円（寝具・食事なし）
乳児（0～2歳）	 無料（寝具・食事なし）
※ 予約取り消しは、利用当日の3日前（土・日曜、祝日を除く）からキャンセル料がかかります。
　（3日前～前日：20パーセント、当日：50パーセント）
※ 入湯税が別途必要です。

申し込み
注意事項

抽選申込書（緑色）より、2泊希望を受け付けます。
※ 1泊の当選を基本とし、当選日の翌日に空室がある場合に限り、2泊当選とします。
※抽選申込書は1世帯1枚しか出せません。
※GoToトラベル事業の対象にはなりません。
※客室は禁煙です。

〒105－8511　港区役所国保年金
課事業係 　☎3578－2636・7
国保年金課高齢者医療係
 ☎3578－2654～9

送付先・問い合わせ

　区の全国連携の取り組みの一環と
して、区民の利便性の向上や地域の
にぎわいを創出するとともに、全国
各地域と区民の皆さんの交流を深め
ることを目的に、「全国各地域との
連携の力」を活用したマルシェ（生鮮
野菜や各地の特産品等の販売）を6月
から開催します（表1参照）。

とき　午前11時～午後4時
ところ　プラタナス公園
内容　全国各地域の生鮮野菜や特産
品等を販売します。詳しくは、全国
連携マルシェホームページをご覧く
ださい。
申し込み　当日直接会場へ。

表1開催日一覧
第1回 6月12日（土）
第2回 6月13日（日）
第3回 7月10日（土）
第4回 7月11日（日）
第5回 10月30日（土）
第6回 10月31日（日）
第7回 11月13日（土）
第8回 11月14日（日）
第9回 12月11日（土）
第10回 12月12日（日）
第11回 令和4年2月26日（土）
第12回 令和4年2月27日（日）

企画課全国連携推進担当
 ☎3578－2509

問い合わせ

全国連携マルシェの様子

「全国連携マルシェin芝浦」
を開催します

二次元コードをスマートフォンで
読み取ると、「全国連携マルシェ」の
ページをご覧いただけます。

教科書展示会
　現在使用している区立小・中学校
の教科書の見本を展示します。
対どなたでも
時 6月11日（金）～7月14日（水）（1）教
育センター：土・日曜を除く午前9時
～午後5時（2）みなと図書館：午前9時
～午後8時（日曜は午後5時まで）※6
月17日（木）は休館。
所教育センター、みなと図書館
申当日直接会場へ。
問教育センター ☎5422－1541

変更・休止情報等
三田図書館臨時休館
　令和4年1月4日（火）～3月31日（木）
は、移転作業のため臨時休館しま
す。休館中の対応については、港区
立図書館ホームページ
https://www.lib.city.minato.
tokyo.jp
をご覧ください。※三田図書館は、
令和4年4月1日に、芝5－36－4（札ノ
辻スクエア）に移転します。
問〇臨時休館について

三田図書館 ☎3452－4951
〇移転について
図書文化財課庶務係 ☎3437－6621

高輪図書館臨時休館
　11月28日（日）～令和4年2月28日

（月）は、大規模改修工事のため臨時
休館します。休館中の対応について
は、港区立図書館ホームページ
https://www.lib.city.minato.
tokyo.jp
をご覧ください。
問高輪図書館 ☎5421－7617

　「広報みなと」に掲載されている情
報を、声の広報(デイジーCD)と点
字広報として、月に3回発行してい
ます。
対象　区内在住で、身体障害者手帳
1～4級程度の視覚障害者

申し込み　電話・ファックスまたは
直接、区長室広報係(区役所4階)へ。
　また、「広報みなと」に掲載されて
いる情報は全て港区ホームページに
掲載しており、港区ホームページの
音声読み上げ機能等に対応していま

声の広報・点字広報を発行しています
す。アプリ等のインストールは不要
で、パソコン・スマートフォンで使
用できます。港区ホームページ上部
の「文字の大きさ・色合い変更」「音
声読み上げ」「ふりがな表示」ボタン
から利用できます。

問い合わせ

区長室広報係
 ☎3578－2038　ＦＡＸ3578－2034

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。

ときとき 内容 内容時間 時間ところ ところ

June

6
ところ欄にある（  ）は、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。

港南図書館
赤坂図書館

高輪図書館
港区スポーツセンター
麻布図書館

☎5421－7617
☎3452－4151
☎3585－9225

☎3458－1085
☎3408－5090

みなと図書館
三田図書館
高輪図書館分室

☎3437－6621
☎3452－4951
☎3443－1666

1
(火)

DVDシアター
「美しき図表の世界 ニュートンのプリズム/
ナイチンゲールの統計学」
(原題：BEAUTY OF DIAGRAMS Newton & Nightingale)

午後1時～2時10分
（開場は開始10分前） みなと図書館（45人）

ブックスタート 午後1時30分～2時30分
台場分室
※ 問い合わせは､ 三田

図書館へ｡

2
(水)

子ども映画会
「パンダのタオタオ絵本館 うぬぼれ白らくだ」

午後3時～4時40分
（開場は開始15分前） 高輪図書館分室（20人）

5
(土) 映画会「六月燈の三姉妹」 午後2時～3時45分

（開場は開始15分前） 高輪図書館（20人）

6
(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

ブックスタート 午前10時30分～11時30分 みなと図書館

生物多様性映画会
「ノグチゲラの里から地球の未来へ」

午後2時～2時50分
（開場は開始15分前） 麻布図書館（15人）

9
(水)

おはなし会 午後2時30分～3時 港南図書館（12人）

おはなし会 午後3時～3時30分 赤坂図書館（10人）

10
(木)

親子で遊ぼうおはなし会 午前10時30分～11時 高輪図書館（10人）

DVDシアター
「絶景ジオパーク 地殻変動から見る日本列島

 第3巻」
正午～午後0時50分

（開場は開始15分前） 三田図書館（30人）

11
(金) 大人の折紙講座 午後2時～2時30分

（開場は開始30分前） 高輪図書館（6人）

12
(土)

ブックスタート 午前10時30分～11時30分 高輪図書館

おはなし会 午前11時～11時30分 三田図書館（10人）

きしゃポッポおはなし会 午後2時～2時30分 高輪図書館（10人）

映画会「最高の人生のつくり方」
(原題：And So It Goes)

午後2時～3時40分
（開場は開始30分前） 港南図書館（20人）

ロック講座 午後2時～4時
（開場は開始10分前） みなと図書館（45人）

おはなし会 午後3時～3時20分 みなと図書館（10人）

13
(日) ミニおはなし会 午後2時30分～3時 高輪図書館分室（10人）

14
(月) ブックスタート 午後2時～3時 麻布図書館

15
(火) ブックスタート 午後1時～2時 高輪図書館分室

16
(水)

ぴよぴよおはなし会 午前10時～10時20分 みなと図書館（10人）

ブックスタート 午後2時～3時 赤坂図書館

18
(金)

映画会
「不思議の国のアリス」

(原題：Alice in Wonderland)
午後2時～3時

（開場は開始15分前） 高輪図書館（20人）

19
(土)

映画会「荒武者キートン」
(原題：OUR HOSPITALITY)

午後2時～3時10分
（開場は開始15分前） 赤坂図書館（15人）

20
(日)

港区スポーツセンター区民無料公開日 午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター

おはなし会 午後2時30分～3時 麻布図書館（10人）

23
(水)

おやこおはなし会 午前10時30分～11時 港南図書館（12人）

ブックスタート 午後3時～4時 港南図書館

24
(木)

おはなし会 午前10時30分～11時 三田図書館（10人）

ブックスタート 午前11時～正午 三田図書館

25
(金)

夜のDVDシアター
「THE BIG WAVE SURFERS/世界最大の波を求めて」

午後6時～6時50分
（開場は開始15分前） 赤坂図書館（15人）

26
(土)

みなとシネクラブ
「ジャージー・ボーイズ」

(原題：JERSEY BOYS)
午後1時～4時

（開場は開始10分前） みなと図書館（45人）

おはなし会 午後2時～2時30分 赤坂図書館（10人）

きしゃポッポおはなし会 午後2時30分～3時 麻布図書館（10人）

27
(日)

おはなし会 午後2時～2時30分 高輪図書館（10人）

子ども映画会　おやこシアター
「グリム童話　七羽のからす」と「七夕おりがみ会」

午後2時～3時
（開場は開始15分前） 麻布図書館（15人）

映画会「私を野球につれてって」
（原題：TAKE ME OUT TO THE BALL GAME）

午後2時～3時35分
（開場は開始15分前） 三田図書館（30人）

紙面上でお知らせしている施設を休館する、または開館時間の変更をする場合があります。
施設を利用する際は、港区ホームページでご確認いただくか、各施設にお問い合わせください。
各施設の電話番号は、みなとコール（受付時間：午前8時～午後8時）でご案内していますので、 
ご利用ください。 ☎5472－3710

施設を利用される
皆さんへ

高齢者に対する新型コロナウイルスワクチン接種情報
　ワクチン接種は、高齢者（昭和32年4月
1日以前に生まれた人）から優先して行っ
ています。
　4月30日時点で区に住民登録がある高
齢者には、5月6日に接種券を発送しまし
た。
接種の流れ
接種当日までの流れ
　図1のとおり
会場内での接種の流れ
　図2のとおり
7月31日（土）までの集団接種実施予定（5月
10日現在）
会場・実施予定　表のとおり
接種時間　午前9時30分～午後1時、午後
3時～6時30分
※ 生涯学習センターの日曜の接種時間

は、午前9時30分～午後1時30分

新型コロナワクチン接種
タクシー利用券の送付

　要支援・要介護認定を受けている人（高
齢者施設入所者等を除く）に、タクシー利
用券を郵送しました。ワクチン集団接種
会場までの移動の際にご利用ください。

〇新型コロナウイルスワクチン接種に
ついて
港区新型コロナワクチン接種コールセ
ンター ☎6626－2833
〇タクシー利用券について
介護保険課介護給付係
 ☎3578－2876～80

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

表会場・実施予定
会場 実施予定

生涯学習センター 毎週水・日曜
西麻布いきいきプラザ 毎週水・木・土曜
赤坂区民センター 毎週土・日曜
高輪区民センター 毎週火～木・日曜
みなとパーク芝浦 毎週月・木・土・日曜

東京慈恵会医科大学附属病院A棟（西新橋3－19－18） 毎週木～土曜
※6月3～5日（木～土）を除く。

国際医療福祉大学東京赤坂キャンパスW棟（赤坂4－1－26） 毎週月・火・金曜
※実施予定については、7月の東京都議会議員選挙等により、変更する場合があります。

図1接種当日までの流れ

（1）接種に必要な書類が届く
　住民票所在地に「接種券」や「予
診票」等、接種に必要な書類が届
きます（5月6日に発送済み）。 

（2）予約をする
　ご自身で接種会場を選び、イン
ターネットまたは電話で予約し
ます（1回目接種分のみ予約可
能）。
※ 接種会場は、お住まいの地区ごと

の指定はありません。詳しくは、接
種券等に同封する「ご案内」をご覧
ください。

（3）ワクチン接種
　予約当日、「接種券」・「記入済み
予診票」・「本人確認書類」を持っ
て、肩を出しやすい服装で会場
にお越しください。

図2会場内での接種の流れ

（1）来場
　検温と手指消毒をします。

（2）受け付け
　「接種券」・「記入済み予診票」・

「本人確認書類」を提示します。

（3）予診・問診
　予診票の記載内容を基に、接種
の可否を医師が判断します。
※ 基礎疾患のある人・接種に不安がある

人は、事前にかかりつけ医にご相談く
ださい。

（4）接種
　接種後に「予防接種済証」を交
付し、2回目の接種の予約をしま
す。

（5）経過観察（15～30分）
※ アナフィラキシー（重いアレルギ

ー反応）等の経過観察をします。
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