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◆�「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。

☎03－5472－3710　FAX03－5777－8752　　年中無休　午前8時~午後8時　8 a.m. to 8 p.m., seven days a week
区の手続きや施設・催し物のご案内は へ City information service: Minato Call

携帯電話・
スマートフォン・
パソコンから
https://minato.kodomosoudan.netにアクセスしてください。

二次元コードをスマートフォンで読み取ると、「みなと
子ども相談ねっと」のページをご覧いただけます。

　みなと子ども相談ねっとでは、携帯電話・ス
マートフォン・パソコンを使って、子ども自身が

悩みや心配事等を相談できます。子どもの気持ちを受け止め、寄り添い、
問題の解決を支援することを目的としています。
　利用する場合は、anone@minato.kodomosoudan.netから送られ
るメールを受信する必要がありますので、受信の設定をお願いします。

保護者の皆さんへ

子ども（18歳未満の人）の相談はこちら 24時間、いつでも相談できます

ワクチンを接種した後も、マスクの着用や手洗い、密集を避ける等、引き続き感染防止
対策の徹底をお願いします

各総合支所・分室連絡先：芝地区☎3578-3111（代）  麻布地区☎3583-4151（代）  赤坂地区☎5413-7011（代）  高輪地区☎5421-7611（代）  芝浦港南地区☎3456-4151（代）  台場分室☎5500-2365
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☎3578-2111
　　　（区役所代表）
FAX3578-2034
　　　（区長室広報係）
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子ども家庭支援センター相談
支援係 ☎5962－7213問い合わせ　上記以外の相談窓口もあります。

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「子ども家庭支援セ
ンター（みなとキッズサポートセンター）」
のページをご覧いただけます。

子育ての相談を
24時間
いつでも

受け付けています

◦匿名でも相談できます。
◦秘密は守ります。お気軽にご相談ください。
◦�寄せられた相談への回答は、2・3日中に子ども家庭
支援センターの専門相談を担当する保健師および心
理士が行います。

◦�すぐに相談の回答を希望するときは、電話または直
接相談できます。詳しくは、「電話で相談・会って相
談」をご覧ください。

　子どもや子育ての相談、夫婦・親子関係・ひとり親のこと
や、配偶者等からの暴力等についての相談に応じます。

電話で相談・会って相談相談をする皆さんへ

転居してきたばかりで、周
りに知り合いがいません。
初めての子育てで分からな
いことがたくさんあるの
に、誰にも相談できません。

対象 区内在住の18歳未満の児童の保護者と妊婦

受付相談内容 子育てに関する
悩み全般

受付時間 24時間いつでも

新型コロナウイルス感
染症の感染拡大で外出
するのが怖く、朝から
晩まで家で子どもと二
人きりで、正直息が詰
まりそうです。 

子どもの夜泣きが
止まりません。離
乳食も食べてくれ
ず、悲しいです。

中学校に上がった息子が、夏休み
が終わったら、週に2・3日しか
学校に行かなくなり、部屋に閉じ
こもっていることが多くなりまし
た。どのように息子に関
わったら良いのでしょうか。

例えばこんな相談ができます

港区子ども家庭
相談ダイヤル
受付時間：�日曜・祝日、年末年始(12月29日～1月3日)を除く

月～金曜　午前8時30分～午後6時�
土曜　午前8時30分～午後5時

☎5962－7215

Consultation for Childrearing is
Available for 24 hours through Internet.

インター
ネットで

相談方法 パソコン・スマートフォンから検索または、次の
二次元コードからアクセスしてください。

港区おとなの子育て相談ねっと 検索

二次元コードをスマートフォンで読み取
ると、「港区おとなの子育て相談ねっと」の
ページをご覧いただけます。

Even after receiving vaccine, please wear mask, wash your hands, 
and avoid close-contact setting to prevent the infection.

新型コロナウイルス
COVID-19

「広報みなと」は、港区ホーム
 ページでもご覧いただけます

Articles are available 
at the Minato City Web.

港区公式
SNS

LINE

Facebook

Twitter

YouTube
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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

◎5月の3回目接種スケジュールのご案内

◎5月の小児接種（5～11歳）
1回目接種スケジュールのご案内

◎12～17歳の人の3回目接種を実施しています

受付内容　�新型コロナワクチンの副反応や健康に対する不安、
効果に対する疑問　等� �
※看護師が対応

受付時間　�祝日を除く月～金曜　午前8時30分～午後5時15分

みなとワクチン安心相談ダイヤル
☎0120－607－567　　対応言語　日本語

受付内容　�区内の集団接種会場での接種予約に関すること、
　　　　　接種券の再発行、ワクチンパスポートの申請　等
受付時間　�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

港区新型コロナワクチン接種コールセンター
☎0120－252－237� 対応言語　日本語・英語・中国語・韓国語

　港区スポーツセンターにおける集
団接種は4月30日（土）で終了し、5月
6日（金）からは、旧港勤労福祉会館
に移転して引き続き集団接種を行い
ます。
　1回目接種を4月までに受け、2回
目接種が5月以降に接種可能となる
場合、2回目接種は旧港勤労福祉会
館で接種できます。
実施日時
　5月6日（金）から
毎週水・木曜
　午前9時30分～午後1時、午後3時
～6時30分
毎週金曜
　午前9時30分～午後2時、午後4時

～8時30分
毎週土曜
　午前9時30分～正午、午後2時～4
時30分
実施場所
　旧港勤労福祉会館（芝5－18－2）
ワクチンの種類
　モデルナ社製、ファイザー社製
集団接種会場の移転情報
4月30日（土）まで
　港区スポーツセンター（芝浦1－16
－1みなとパーク芝浦内）
5月6日（金）以降
　旧港勤労福祉会館（芝5－18－2）

　1回目接種日から3週間後の同時
刻・同会場で、2回目接種を行って
いただきます。
愛育病院1階（芝浦1－16－10）
実施日時
　5月6日（金）午後5時15分～7時15
分、5月7日（土）午後1時～3時

東京慈恵会医科大学附属病院A棟１
階（西新橋3－19－18）
実施日時
　5月7日（土）�午前9時30分～午後1
時、午後3時～6時30分
ワクチンの種類
　ファイザー社製（小児用）

　これまで18歳以上を対象としてい
た新型コロナワクチンの3回目接種
について、12～17歳の人を対象に加
えて実施しています。
港区スポーツセンター（みなとパー
ク芝浦内）
実施日時
　4月30日（土）まで
毎週水曜
　午前9時30分～午後1時、午後3時
～6時30分
毎週金曜
　午前9時30分～午後2時、午後4時
～8時30分
毎週土曜
　午前9時30分～正午、午後2時～4

時30分
旧港勤労福祉会館（芝5－18－2）
実施日時
　5月6日（金）から
毎週水・木曜
　午前9時30分～午後1時、午後3時
～6時30分
毎週金曜
　午前9時30分～午後2時、午後4時
～8時30分
毎週土曜
　午前9時30分～正午、午後2時～4
時30分
ワクチンの種類
　ファイザー社製

接種に必要なもの
◦接種券
◦予診票
◦�本人確認書類（マイナンバーカー
ド・運転免許証・健康保険証等）
◦母子健康手帳※小児接種のみ

問い合わせ

港区新型コロナワクチン接種コールセンター� ☎0120－252－237

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

◎共通事項
予約方法
　港区新型コロナウイルスワクチ
ン接種予約受付システムおよび港
区新型コロナワクチン接種コール
センターで予約を受け付けていま
す。

新型コロナワクチン接種情報
　この情報は、4月8日時点のものです。
　新型コロナワクチン接種情報は、国の動向等により変更となる場合があります。
最新情報は、毎日更新している港区ホームページをご覧ください。

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のご案内

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

※1�多言語対応　日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語・ミャンマー語・タイ語・フランス語・ポルトガル語・スペイン語�

自宅療養サポートセンター（うちさぽ東京）※1�☎0120－670－440
対応時間　�24時間（年中無休）

自宅療養中の医療・健康相談、配食手配等の相談

港区新型コロナこころのサポートダイヤル� ☎5333－3808
対象　区内在住・在勤・在学者
対応時間　�祝日を除く月～金曜午前9時～午後5時

心の不調に関する相談

東京都発熱相談センター※1
� ☎5320－4592　☎6258－5780
対応時間　24時間（年中無休）�

東京都発熱相談センター医療機関案内専用
ダイヤル�
対応時間　24時間（年中無休）�☎6630－3710

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
� ☎5272－0303
対応時間　24時間（年中無休）
聴覚障害がある人の専用案内�ＦＡＸ5285－8080

発熱や咳、息苦しさ（呼吸困難）、
強いだるさ等の症状がある人

みなと保健所電話相談窓口�☎3455－4461
対応時間
　祝日を除く月～金曜午前8時30分～午
後5時15分
対象　区内在住・在勤・在学者
聴覚障害がある人の相談� ＦＡＸ3455－4460

東京都新型コロナ・オミクロン株コール
センター※1� ☎0570－550571
対応時間
　午前9時～午後10時（年中無休）
聴覚障害がある人の相談� ＦＡＸ5388－1396

新型コロナウイルス感染症に
関する一般的な電話相談
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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

　高齢者の肺炎球菌による肺炎へ
の罹

り

患
かん

や重症化の予防のため、予
防接種を実施します。
　高齢者肺炎球菌の定期予防接種
の対象者は65歳と定められていま
すが、65歳以上の人全員が接種を
受けられるよう、令和元年度から5
年間の経過措置が取られています。
　令和4年度対象者には、予防接
種予診票を令和4年4月上旬に郵送
しました。対象となる人で、予診
票がお手元に届いていない場合は、
速やかにお問い合わせください。
　なお、自費公費問わず、過去に
一度でも肺炎球菌予防接種（23価）
を受けたことがある人は、予防接
種予診票が届いたとしても補助を
受けることはできませんので、ご
注意ください。
対象　過去に肺炎球菌予防接種
（23価）を受けたことがない区民で、

表1の⑴または⑵に該当する人
接種期限
　令和5年3月31日（金）まで
接種費用（予防接種予診票を持参
した場合の自己負担額）　1500円
※�令和4年度対象者のうち、次の
いずれかに該当する人は、自己
負担額が免除になります。該当
する人で、予診票に「免除」の表
示がない場合は、接種前にお問
い合わせください。

（1）�生活保護法による保護を受け
ている人

（2）�中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進ならびに永住帰国した
中国残留邦人等および特定配
偶者の自立の支援に関する法
律による支援給付を受けてい
る人

接種回数　1回
接種場所　港区高齢者肺炎球菌予

膝痛予防改善教室
　筋力アップによる膝痛の予防・
改善を図ります。
対 60歳以上の区民
時 5月10日～7月26日（毎週火曜・
全12回）午前10時～11時30分
所南麻布いきいきプラザ
人 14人（抽選）
申直接、4月30日（土）までに、南
麻布いきいきプラザへ。
� ☎5232－9671

水墨画教室
　初心者の人でも丁寧な指導で楽
しく参加いただけます。

対 60歳以上の区民
時 5月18日～令和5年3月15日（毎
月第1・3水曜）午後1時30分～3時
所ありすいきいきプラザ
人 15人（抽選）
費用　2000円（月額）
申電話または直接、ありすいき
いきプラザへ。申し込みは随時受
け付けています。� ☎3444－3656

笑って体力づくり
対 60歳以上の区民
時 5月9日～令和5年3月27日（第
2・4月曜、全22回）午後5時～6時
30分※祝日や講師の都合により、
第1・3月曜に変更する月もありま

す。
所高輪いきいきプラザ
人 15人（抽選）
申電話または直接、5月2日（月）
までに、高輪いきいきプラザへ。
※当選者のみ、5月4日（水・祝）以
降に電話で連絡します。
� ☎3449－1643

い く つ に な っ て も 魅 力 的
「若々しいウォーキング」
対 60歳以上の区民
時 5月20日（金）午前10時30分～11
時30分
所白金いきいきプラザ
人 20人（抽選）

申電話または直接、5月10日（火）
までに、白金いきいきプラザへ。
※当選者のみ、5月11日（水）以降
に電話で連絡します。
� ☎3441－3680

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 5月24・25日（火・水）
所高輪いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、4月30日（土）午後5時
までに、高輪いきいきプラザへ。
　� ☎3449－1643

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

　住民税非課税世帯に対する臨時特
別給付金の申請期限が近づいていま
す。期限までに申請がない場合は、支
給できません。支給を希望する人は、
必ず期限までに申請してください。
申請期限
　5月31日（火・消印有効）まで
対象
　基準日（令和3年12月10日）時点で
世帯全員の令和3年度分の住民税均
等割が非課税である世帯
手続き
　対象世帯には、確認書を送付して
います。必要事項を記載し、同封の
返信用封筒で返信してください。

支給金額
　1世帯当たり10万円
支給時期
　区で確認書を受理および審査をし
てからおおむね2週間程度で支給し
ます。
※�審査の状況によっては、3週間以
上かかる場合もあります。
これから申請する皆さんへ
（1）�対象となる人で、お手元に確認
書が届いていない、または紛失
した場合は、右記コールセンタ
ーにお問い合わせください。

（2）�確認書の「確認事項欄」のチェッ
ク項目を必ずご確認の上、提出

してください。
（3）�令和3年1月2日～同年12月10日に
港区に転入届を提出した世帯は、
6月30日（木・消印有効）が申請期
限ですが、早めに申請してくだ
さい。

相談窓口を開設しています
　申請に関する相談を受け付け、確
認書の記入方法等についてご案内し
ます。
とき　祝日を除く月～金曜午前9時
～午後5時
ところ　区役所5階会議室
家計急変世帯として申請する皆さんへ
　家計急変世帯として申請する場合

の申請期限は、9月30日（金・消印有
効）です。申請方法等について詳し
くは、港区ホームページをご覧いた
だくか、下記コールセンターにお問
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、港区ホームページの
「港区住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金」のページをご
覧いただけます。

問い合わせ

港区住民税非課税世帯等臨時特別
給付金コールセンター
� ☎0120－352－652

「港区住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」の申請期限は5月31日（火）までです

表1 �対象
⑴ ⑵

65歳：昭和32年4月2日～昭和33年4月1日生まれの人
60歳以上65歳未満の人で、
次のいずれかの障害の等級
が1級の身体障害者手帳を
所持している人
◦心臓機能障害
◦じん臓機能障害
◦呼吸器機能障害
◦�ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能障害

70歳：昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生まれの人
75歳：昭和22年4月2日～昭和23年4月1日生まれの人
80歳：昭和17年4月2日～昭和18年4月1日生まれの人
85歳：昭和12年4月2日～昭和13年4月1日生まれの人
90歳：昭和7年4月2日～昭和8年4月1日生まれの人
95歳：昭和2年4月2日～昭和3年4月1日生まれの人
100歳：大正11年4月2日～大正12年4月1日生まれの人

防接種指定医療機関
区外の医療機関で定期予防接種を
希望する場合
　23区内の指定医療機関であれ
ば、区が発行した予診票を使用で
きます。また、入院等により23区
外で定期予防接種を受ける人には
予防接種費用を助成します。助成

を受けるには、接種前の手続きが
必要です。詳しくは、港区ホーム
ページをご覧いただくか、お問い
合わせください。

問い合わせ

保健予防課保健予防係
� ☎6400－0081

　スマートフォンをお持ちでない
高齢者にスマートフォンを6カ月
間無償で貸与し、利用を支援する
「スマートフォン普及体験事業」を
実施します。
　令和4年度は、2期に分けて募集
します。第1期の事業内容説明会の
参加者を次のとおり募集します。
対象　区内在住の65歳以上でスマ
ートフォンを所有していない人

とき・ところ・申込期間
　表2のとおり
定員　各回30人（申込順）
申し込み　電話で、各回の申込期
間に、みなとコール（受付時間：午
前9時～午後5時）へ。�☎5472－3710

表2 �スマートフォン普及体験事業説明会の開催予定
とき ところ 申込期間

1 5月16日（月）午後2時～4時 神明いきいきプラザ

4月22日（金）午後3時
から各回の講習会開催
日の前日午後3時まで

2 5月18日（水）午前10時～正午 南麻布いきいきプラザ
3 5月20日（金）午後2時～4時 青山いきいきプラザ
4 5月25日（水）午後2時～4時 台場区民センター
5 5月27日（金）午後2時～4時 介護予防総合センター
6 5月30日（月）午前10時～正午 白金いきいきプラザ

問い合わせ

高齢者支援課高齢者福祉係
� ☎3578－2392

高齢者にスマートフォンを貸与
事業説明会を開催します

令和4年度高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ

スマートフォ
ンを使ってみ
たい人へ

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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成人の風しん対策事業
　先天性風しん症候群の発生を防ぐ
ため、区民で主に妊娠を希望する女
性等に対して、風しん抗体検査およ
び予防接種費用を助成します。

港区麻しん風しん混合（MR）ワクチ
ン任意接種助成事業等
　子どもを麻しんの感染から守るた
め、麻しん風しん混合ワクチンの定
期予防接種を受ける機会を逃した区
民に対して、任意接種費用の助成を

行います。また、19歳以上で0歳児
と同居する保護者等に対し麻しんの
抗体検査を行い、検査の結果、抗体
価の低い人に対し麻しん風しん混合
ワクチン等の接種費用の一部助成を
実施します。
風しん追加的対策に伴う抗体検査・
定期予防接種（第5期）
　昭和37年4月2日～昭和54年4月1日
に生まれた男性は、乳幼児の頃等に

公的な機会で風しんの予防接種を受
けることができなかったことから、
風しん抗体検査および風しんの第5
期定期予防接種を実施しています。
各予防接種について
　表のとおり

保健予防課保健予防係
 ☎6400－0081

問い合わせ

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

　定期予防接種であるHPVワク
チン（子宮頸がん予防ワクチン）の
接種は、国からの勧告に基づき、
平成25年6月から積極的な接種勧
奨を差し控え、予診票の個別送付
を見合わせていました。
　令和3年11月に、国から「ワクチ
ンの安全性について特段の懸念が
認められないことが確認され、接
種による有効性が副反応のリスク
を明らかに上回ると認められた。」
という旨の通達があり、積極的な
勧奨の再開が決定されました。
　区では、3月末までに、区に住
民登録のある対象者および保護者
に向けて、HPVワクチン接種予診
票やお知らせ等を郵送しました。
　公費負担でのHPVワクチン接
種を希望する際は、区から郵送し
た予診票を医療機関に持参してく
ださい。

定期予防接種について
対象　次の（1）または（2）に該当
し、区内に住民登録のある人

（1） 小学6年生（12歳相当）～高校1
年生（16歳相当）の女子

（2） 平成16年4月2日～平成18年4月
1日の間に生まれた女子（区の
独自措置）

実施期間
　小学6年生となる年度の初日～
高校1年生となる年度の末日
　ただし、上記の対象（2）に該当
する人は、令和5年3月31日まで

（区の独自措置）
実施場所　23区内の指定医療機関
であれば、区が発行した予診票を
使用できます。また、里帰り等
で、23区外で定期予防接種を受け
る人には、予防接種費用を助成し
ます。助成を受けるには、接種前

の手続きが必要です。詳しくは、
港区ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。
今後のHPVワクチン接種予診票の
送付について　対象者への予診票
の送付時期は、小学6年生の4月で
す。なお、予診票を紛失した人や
送付時期を過ぎてから転入した人
は、予診票を請求してください。

二次元コードをスマートフォンで
読み取ると、予防接種予診票等の
交付申請ができるページにつなが
ります。

接種機会を逃した人へのHPVワク
チンのキャッチアップ接種につい
て　積極的な勧奨の差し控えによ
りHPVワクチン定期予防接種を
受ける機会を逃した人へキャッチ
アップ接種を実施します。対象者
には5月末に予診票を郵送する予
定ですので、公費負担でのHPV

ワクチン接種を希望する際は、区
から郵送した予診票等をご確認く
ださい。
対象
　区内に住民登録があり、独自措
置対象者を除く平成9年4月2日～
平成18年4月1日に生まれた女性
実施期間
　令和7年3月31日（月）まで
その他　HPVワクチン接種に関
する最新のお知らせや事業の変更
点等については、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「HPVワク
チン（子宮頸がん予防ワクチン）につ
いて」のページをご覧いただけます。

保健予防課保健予防係
 ☎6400－0081

問い合わせ

Helloママサロン
　助産師によるミニ講話・交流会
を行います。
対区民で、令和4年3・4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 5月30日（月）午前9時30分～11
時30分
所みなと保健所
人 30組（申込順）
持ち物　母子健康手帳・バスタオ
ル
申 4月30日（土）～5月23日（月）に、

みなと保健所けんしん等利用予約
システムでお申し込みください。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

おやこコンサート
対小学生までのお子さんとその

保護者
時 5月8日（日）午後2時～3時
所麻布図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、4月22日（金）
から、麻布図書館へ。
 ☎3585－9225

表 該当事業一覧

事業名
令和4年度港区成人の風しん対策事業 令和4年度港区麻しん風しん混合（MR）ワクチン任意接種助成事業等 風しん追加的対策に

伴う抗体検査・定期
予防接種（第5期）風しん抗体検査 風しん予防接種 麻しん風しん混合（MR）ワ

クチン任意接種助成事業
0歳児の保護者等を対象にした麻しん対策事業
麻しん抗体検査 麻しん予防接種

対象

受診日現在、19歳以上の区民で、次のい
ずれかに該当する人
（1）妊娠を希望する女性
（2）妊娠を希望する女性の同居者
（3） 風しん抗体価の低い妊婦の同居者
※次の人を除く。
① 過去に風しん抗体検査を受けたことが
ある人

② 明らかに風しんの予防接種歴がある人
③ 風しんの罹

り

患
か ん

歴がある人（検査で確定
診断を受けた風しんの既往歴がある人）

風しん抗体価が低い19歳
以上の区民で、風しんまた
は麻しん風しん混合（MR）
ワクチン未接種の人のう
ち、次のいずれかに該当す
る人（※1）
（1）妊娠を希望する女性
（2） 妊娠を希望する女性の

同居者
（3） 風しん抗体価の低い妊

婦の同居者
※左記②③の人を除く。

2歳以上18歳以下の区民で、
定期予防接種（1・2期）の接
種機会を逸した人
※ 定期予防接種の対象者を
除く。

受診日現在、19歳以上の
区民で、0歳児と同居する
保護者等（同居人を含む）
※次の人を除く。
① 過去に麻しん抗体検査
を受けたことがある人
② 明らかに麻しんの予防
接種歴がある人
③ 麻しんの罹患歴がある
人（検査で確定診断を
受けた麻しんの既往歴
がある人）

接種日現在、19歳以上の区民
で、0歳児と同居する保護者
等（同居人を含む）で、麻しん
の抗体価が低い人（※2）
※左記②③の人を除く。

昭和37年4月2日～昭
和54年4月1日生まれ
の男性

実施期間 令和5年3月31日（金）まで 令和7年3月31日（月）
まで

実施場所 港区風しん対策事業実施医療機関 港区麻しん風しん混合（MR）ワクチン任意接種助成事業等実施医療機関 国指定の実施機関

助成額 検査および接種費用全額 接種費用全額
※2回まで（年度内1回まで） 検査費用全額

① 麻しん風しん混合（MR）ワ
クチンを接種した場合は、
6000円（上限）
② 麻しん単独ワクチンを接種
した場合は、3000円（上限）

検査および
接種費用全額

申し込み
等の詳細 ※3 ※3 ※3

注意点
◦妊婦は、風しん単独ワクチン、麻しん風しん混合（MR）ワクチン、麻しん単独ワクチンの予防接種を受けることができません。
◦接種を受けた人は、接種後約2カ月は妊娠を避けてください。
◦港区の実施医療機関以外で受診した場合は対象になりません。

実施機関へ事前に
ご連絡の上、区から
郵送されたクーポン
券・本人確認書類等
を持参してください。

※1　予防接種の助成対象となる検査方法および抗体価は次のいずれかです。HI法32倍未満、EIA法8.0未満
※2　予防接種の助成対象となる検査方法および抗体価は、EIA法で16.0未満、PA法で256倍未満です。
※3　詳しくは、港区ホームページでご確認ください。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各事業の詳細をご覧いただけます。

HPVワクチン（子宮頸
けい

がん予防ワクチン）の
積極的な勧奨の再開および接種機会を逃した人

へのキャッチアップ接種のお知らせ

麻しん・風しんの抗体検査と
予防接種のお知らせ

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット
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骨髄移植等の医療行為を受けた人に対して
予防接種再接種費用を助成します

　区では、4月1日から、骨髄移植等の医療行為により定
期予防接種として接種を受けたワクチンの予防効果が期
待できず、再接種が必要と医師に判断された人に対し
て、再度予防接種を受ける際の接種費用の全額または一
部を助成しています。
　助成を受けるためには、事前の相談と申請が必要で
す。事前の相談と申請を行わずに再接種を受けた場合
は、費用助成の対象外となりますのでご注意ください。
助成要件
　次の項目を全て満たしていること

（1） 区内に住民登録があり、骨髄移植等の医療行為によ
り接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できず、
再接種が必要と医師に判断されていること

（2） 国内の医療機関で、20歳の誕生日前日までに再接種
を受ける予定であること

（3） 接種済みの定期予防接種の接種回数および接種間隔
等が、予防接種実施規則の規定によるものであるこ
と

助成対象となる予防接種
　表のとおり
※ 再接種日が令和4年4月1日以降のものが対象です。
助成金額
　次の（1）と（2）のうち、低い方の金額

（1）実際にかかった接種費用
（2）区が定める上限金額
※ 予防接種によって上限金額が異なります。詳しくは、

お問い合わせください。

保健予防課保健予防係 ☎6400－0081
問い合わせ

　学びたい環境学習を自らアレンジ
して、都合の良い日にあきる野環境
学習ツアー（日帰り）を実施できま
す。
※ 内容によっては、ご希望に沿えな

い場合があります。
対象　
　3歳以上の区民で7～20人のグルー
プ（小学生以下は保護者同伴）
とき　
　次の日程で希望する日

　6月1日（水）～8月31日（水）午前8時
30分～午後5時30分頃
※ 申込時に第3希望日までお伺いし

ます。
※ 一部、実施できない日がありま

す。詳しくは、港区ホームページ
をご覧ください。

※ 午前8時15分に区役所に集合し、
往復バスで移動します。
ところ　
　みなと区民の森、その周辺の里山

や渓流等（あきる野市）
定員　
　3グループ（抽選）
費用　
　1人につき3600円
※ 内容によって、別途材料費等を実

費でご負担いただく場合がありま
す。
申し込み　
　電話またはファックスで、5月9日

（月）までに、（株）阪急交通社東京団

　各港区立図書館では、映画会や講座等のさまざまな行
事を開催しています。
各種映画会（各港区立図書館）
　各国の名作映画、ドキュメンタリー、オペラやミュー
ジカル等音楽性の高い作品を上映するミュージックシア
ターや、平日の夜間に気軽に楽しめるナイトシネマ等を
不定期に開催しています。
みなとシネクラブ（みなと図書館）
　映画評論家等を招き、映画についての解説のついた上
映を行っています。
ロック講座（みなと図書館）
　洋楽ロック専門雑誌の編集者等を招き、注目される海
外アーティストやジャンルについて、映像を交えて紹介
しています。
その他（各港区立図書館）
　文学や美術等を対象としたセミナー、趣味・実用のた
めのバラエティーに富んだ各種講座を開催しています。
詳しくは、港区立図書館ホームページ
https://www.lib.city.minato.tokyo.jp/
をご覧いただくか、各港区立図書館へお問い合わせくだ
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、環境・
まちづくり分野、生活衛生分野で、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、3月現在、約440の電子申請
が利用できます。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。

情報政策課デジタル推進担当
 ☎3578－2855

問い合わせ

体支店営業二課（営業時間：祝日を除
く月～金曜午前9時30分～午後5時30
分）へ。（株）阪急交通社特設ページ
https://www.hot-link.jp/index.
php/akirunokankyo
からも申し込めます。
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「あきる野環境学習」のページ
をご覧いただけます。

（株）阪急交通社東京団体支店営業
二課
 ☎6745－1351　ＦＡＸ6745－7371
環境課地球環境係 ☎3578－2496

問い合わせ

オリジナルツアー型
あきる野環境学習参加者募集（夏期）

◆各港区立図書館◆　三田図書館☎3452－4951　みなと図書館☎3437－6621　麻布図書館☎3585－9225　赤坂図書館☎3408－5090　高輪図書館☎5421－7617
高輪図書館分室☎3443－1666　港南図書館☎3458－1085

表助成対象となる予防接種
ヒブワクチン※
小児用肺炎球菌ワクチン※
BCG※
DPT-IPV（四種混合）1期※
DPT（三種混合）1期
不活化ポリオ
DT（二種混合）2期
水痘
子宮頸がん予防ワクチン
ＭＲ（麻しん風しん混合）1期
麻しん1期
風しん1期
ＭＲ（麻しん風しん混合）2期
麻しん2期
風しん2期
B型肝炎
日本脳炎1期
日本脳炎2期
日本脳炎（特例対象）
※年齢制限があります。
◦ヒブワクチン：10歳未満
◦小児用肺炎球菌ワクチン：6歳未満
◦BCG：4歳未満
◦DPT-IPV（四種混合）：15歳未満
◦上記以外の予防接種：20歳未満

電子申請を利用して
暮らしを便利に港区立図書館での

文化事業のお知らせ

各港区立図書館 ☎欄外参照
問い合わせ

声の広報・点字広報を発行しています
　「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
で利用できます。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
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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
障害者団体の学習活動費用を助
成します
　区内の障害者団体の会員等を対象
とした学習会や講演会を行う際の講
師謝礼を助成します。
対港区心身障害児・者団体連合会
に加入する団体または区内で障害者
とともに活動している団体
※対象団体等について詳しくは、お
問い合わせください。
申学習会等を計画する場合は、所
定の実施計画書に会則・会員名簿を
添えて、郵送または直接、6月30日

（木・必着）までに、〒105－8511　
港区役所障害者福祉課障害者福祉係

（区役所2階）へ。実施計画書は、障
害者福祉課（区役所2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。
　 ☎3578－2383　ＦＡＸ3578－2678

健　　康
こころの健康相談（精神保健福
祉相談）
　こころの病気（アルコール依存症
を含む）や認知症について、精神科
医師が相談に応じます。
対区内在住・在勤者
時 5月9日（月）・12日（木）・20日

（金）・30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
※保育あり（4カ月～就学前。各開催
日の1週間前までに、申込時にお申
し出ください）
問健康推進課地域保健係
　 ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

◎アピアランス（外見）ケア　
すみれサロン
時 5月12・26日（木）いずれも午前10

時～11時
申当日直接会場へ。

◎がんの治療と仕事やお金の個
別相談
時 5月24・25日（火・水）いずれも午
後7時～8時
人各1組（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へ。
◎印の共通事項
対がん患者およびその家族
所がん在宅緩和ケア支援センター
※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。
問がん在宅緩和ケア支援センター
　 ☎6450－3421　ＦＡＸ6450－3583

講座・催し物
コロナにも貧困にも「まけない
レシピ」～節約はエンターテイ
メントだ～
対どなたでも
時 5月5日（木・祝）午後2時～3時30
分
所三田図書館
人 50人（申込順）
申電話または直接、4月22日（金）か
ら、三田図書館へ。 ☎3452－4951

日本再発見講座「粋でおしゃれ
な手ぬぐい～受け継がれる伝統
の技～」
対中学生以上どなたでも
時 5月21日（土）午後2時～3時30分
所麻布図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、4月22日（金）か
ら、麻布図書館へ。 ☎3585－9225

お 知 ら せ
マイナンバーカード交付窓口の
休日臨時開庁
　「交付通知書」が届いたら、同封さ

れている案内文を確認の上、「交付
通知書」に記載されている各総合支
所区民課窓口サービス係（台場分室
を除く）に、受取日時の予約を取り、
必要書類を持ってお越しください。
※マイナンバーカードの受け取りに
は事前予約が必要です。※マイナン
バーカード交付以外の業務は取り扱
っていません。
対マイナンバーカードの交付を申
請し、交付通知書が届いた人
時 5月21日（土）午前9時～午後5時
所各総合支所区民課窓口サービス
係（台場分室を除く）
問各総合支所区民課窓口サービス
係（台場分室を除く） ☎欄外参照

東京タワーライトアップ情報

日時 ライトアップ
内容 色

4月22日（金）創業者生誕記
念日

オレンジと
白

4月25日（月）季節カラー 黄緑

4月29日（金・
祝）～5月5日

（木・祝）
ゴールデンウ
イーク

カラフル
（赤・黄色・オ
レンジ・黄緑 
・水色・紫・ピ
ンク）

5月9日（月） 季節カラー 水色
5月16日（月）満月の日 水色
※点灯時間は、いずれも日没～午後
10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 ☎6435－4673

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

芝浦
港南 中嶋　三千代

090－
4064－
8877

港南4丁目6
番（1～4号）

問保健福祉課地域福祉支援係
 ☎3578－2381

求人・区民委員募集
いちょう学級の看護師・ボラン
ティア
　知的障害者がさまざまな活動を通
して仲間づくりを行う中で、社会参
加や自立する力を高めるための事業
の支援者を募集します。
募集職種　（1）看護師（2）ボランティ
ア
対（1）看護師資格を有する人（2）18
歳以上の人
時 5月14日～令和5年3月11日（土・
日曜、全13回）※登録制。自身の都
合に合わせて参加できます。
所区役所、生涯学習センター、み
なとパーク芝浦他
人若干名
報酬　（1）半日：1万4000円、1日：1万
7000円
費用　活動場所までの交通費、外出
時の食事代等
申電話で、4月21日（木）正午から、
東京YMCA山手コミュニティーセ
ンター（受付時間：火～土曜正午～午
後6時30分）へ。 ☎3202－0321
問障害者福祉課障害者福祉係
 ☎3578－2386

会計年度任用職員（文化財保護
調査員）
対考古学を専門分野とし、次のい
ずれかに該当する人（1）学芸員資格
を有する人（2）大学院修士課程修了
または在学中である人（3）（1）・（2）
と同等またはそれ以上の経験を有す
る人
任用期間　7月1日～令和5年3月31日

（更新あり）
勤務場所　郷土歴史館
勤務時間　午前8時30分～午後5時15
分（土・日曜、祝日を含む週4日）※

※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
24
日（
日
）

赤坂おだやかクリニック
（内・小）

赤坂5－3－1
赤坂Bizタワーアネックス2階 ☎6234－0511

東京高輪病院（内） 高輪3－10－11 ☎3443－9191

石井歯科診療所（歯） 西新橋3－23－13　石井ビル2階 ☎3431－7830

井本歯科医院（歯） 西麻布4－3－2　田丸ビル4階 ☎3498－2336

★ウスイ内科クリニック（内） 西麻布3－2－21－5階 ☎3401－0271

4
月
29
日（
金・祝
）

新橋青木クリニック（内） 新橋3－23－4　青木ビル ☎3432－0381

国際医療福祉大学三田病院
（内・外） 三田1－4－3 ☎3451－8121

安藤歯科医院（歯） 虎ノ門5－1－5
メトロシティ神谷町地下1階 ☎3431－3327

医療法人社団優愛歯会　 
六本木駅前歯科（歯） 六本木6－7－10　簗場ビル5階 ☎5414－8041

★岡部医院（内） 西麻布2－24－12 ☎3407－0076

休日お口の電話相談室
（（公社）東京都港区芝歯科医師会） 対応時間：午前9時～午後4時30分 ☎080－9587－2557

（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24日（日） 南山堂薬局麻布十番店 麻布十番2－2－7 ☎6435－1572
4月29日（金・祝） クオール薬局古川橋店 南麻布2－10－19 ☎3798－4789

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
◆各総合支所区民課窓口サービス係（台場分室を除く）◆　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
◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3123　麻布地区☎5114－8802　赤坂地区☎5413－7272　高輪地区☎5421－7621　芝浦港南地区☎6400－0031

区
役
所
・
総
合
支
所
へ
の
申
し
込
み
・
問
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合
わ
せ
に
つ
い
て
、
特
記
が
な
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合
は
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前
８
時
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分
～
午
後
５
時
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受
け
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け
と
な
り
ま
す
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MINATO CITY

みなと

土曜のみ、勤務時間が午前11時30分
～午後8時15分となる場合あり
報酬月額　16万5330円～18万360円
※通勤費別途支給※期末手当あり
採用人数　1人
申郵送で、（1）申込書（所定書式に
記入したもの）（2）履歴書（市販書式
に記入したもの）（3）埋蔵文化財調査
歴（4）自治体・博物館等での実務実
績（5）報告書等執筆歴（6）研究実績

（7）著書・論文等（8）課題式小論文
（1000字以内・テーマ「考古学調査お
よび埋蔵文化財保護に求められるこ
と」）を同封の上、5月13日（金・必

着）までに、〒108－0071白金台4－6
－2ゆかしの杜6階　港区教育委員会
事務局図書文化財課文化財係へ。※
応募書類は返却しません。※詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。
問図書文化財課文化財係
 ☎6450－2869

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

認定を希望する企業を募集します
港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業

　区では、ワーク・ライフ・バラン
スの推進に積極的に取り組んでいる
企業を｢ワーク・ライフ・バランス
推進企業｣として認定します。ぜひ
ご応募ください。
対象
　区内に事業所を置き、中小企業基
本法第2条第1項各号に該当する、常
時使用する従業員数が300人以下の
中小企業
内容
　次のいずれか1つの分野で認定基
準を満たしていれば、その分野の推
進企業として認定します。

（1） 仕事と子育ての両立支援に積極
的に取り組んでいる。

（2） 仕事と区内における地域活動の
両立支援に積極的に取り組んで
いる。

（3） 仕事と介護の両立支援に積極的
に取り組んでいる。

（4） 長時間労働の削減、セクハラ・

パワハラの防止等、男女がとも
に働きやすい職場環境づくりに
積極的に取り組んでいる。

審査方法
　申請書等を基に事前調査（企業訪
問・ヒアリング）を行い、審査会を
経て認定企業を決定します。
申し込み
　郵送または直接、申請書類に必要
事項を明記の上、6月30日（木・必
着）までに、〒108－0014芝5－36－4
港区役所産業振興課（札の辻スクエ
ア8階）へ。
※ 申請要領・書類は、札の辻スクエ

ア、各総合支所管理課、男女平等
参画センター（みなとパーク芝浦2
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。

産業振興課産業振興係
 ☎6435－4601

問い合わせ

　港区に縁
ゆかり

があり、港区に愛着を持
ち、港区の魅力を積極的に発信して
いただけるお一人を新たに港区観光
大使に認定しました。
　港区観光大使には、名刺を活用し
た観光PRやFacebook等での情報発
信を通し、区の観光をはじめとした
さまざまな情報や地元の人しか知ら
ない情報等を、より多くの人に知っ
てもらえるよう区の魅力を発信して
いただきます。

令和4年度に新たに認定された港区
観光大使
　前田 淳氏（新橋SLビール企画立
案者）

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「港区観光大使」のページを
ご覧いただけます。

産業振興課シティプロモーション
担当 ☎6435－4673

問い合わせ

表 令和4年度道路・公園等の工事予定
地区名 工事名 工事内容 工　事　場　所 施工予定時期 問い合わせ

芝

道路の整備 街路灯建て替え 虎ノ門一丁目15番先～16番先 5～8月
芝地区総合支所 

まちづくり課土木担当 
☎3578－2032

橋りょうの維持 新浜橋耐震補強 海岸一丁目5番先～芝浦一丁目1番先 7月～令和5年3月
道路の維持 遮熱性舗装 新橋三丁目3番先～5番先 7～令和5年1月
児童遊園の整備 マンホールトイレ設置 芝二丁目12番3号（芝新堀町児童遊園） 7～10月
道路の維持 自転車ナビライン、ナビマーク設置 東新橋一丁目10番先～東新橋二丁目5番先 6～9月

麻布

道路の整備 歩道舗装、車道舗装 麻布十番一丁目5番先～麻布十番二丁目1番先 5～9月

麻布地区総合支所 
まちづくり課土木担当 

☎5114－8803

道路の整備 電線共同溝整備 六本木七丁目23番先～西麻布一丁目14番先 4月～令和5年3月
道路の整備 電線共同溝整備 六本木二丁目1番先～六本木四丁目1番先 6月～令和5年3月
公衆便所の維持 公衆便所改修 東麻布三丁目9番12号 9月～令和5年3月
道路の維持 道路擁壁補修 南麻布一丁目24番先～26番先 10月～令和5年1月
道路の維持 車道舗装 六本木四丁目3番先～8番先 7～9月

赤坂

道路の維持 車道舗装 赤坂六丁目10番先～19番先 8～11月
赤坂地区総合支所 

まちづくり課土木担当 
☎5413－7015

公園の維持 藤棚交換 赤坂九丁目7番9号（檜町公園） 8～12月
道路の整備 電線共同溝整備 赤坂六丁目15番先～赤坂九丁目1番先 5～11月
道路の整備 街路灯建て替え 元赤坂一丁目7番先～元赤坂二丁目1番先 10月～令和5年3月
道路の整備 排水性舗装 赤坂四丁目1番先～18番先 6～12月

高輪

私道の整備 排水施設改修、車道舗装 白金台四丁目18番先～19番先 5～8月
高輪地区総合支所 

まちづくり課土木担当 
☎5422－7941

私道の整備 排水施設改修、車道舗装 高輪一丁目21番先～22番先 5～8月
私道の整備 排水施設改修、車道舗装 白金四丁目10番先 5～8月
道路の維持 車道舗装 白金二丁目1番先～5番先 7～10月
公園の維持 水景施設用ポンプ取り替え 高輪三丁目18番18号（高輪公園） 10月～令和5年1月

芝浦港南

道路の維持 車道舗装 港南五丁目2番先 6～10月

芝浦港南地区総合支所 
まちづくり課土木担当 

☎6400－0032

道路の維持 車道舗装 港南四丁目3番先～5番先 10月～令和5年2月
道路の整備（歩道の整備） 電線共同溝整備 芝浦三丁目16番先～17番先 9月～令和5年2月
橋りょうの維持 浦島橋補修 芝浦二丁目2番先～海岸三丁目1番先 9月～令和5年3月
橋りょうの整備 香取橋架替（仮設歩道橋設置） 芝浦一丁目16番先～芝浦二丁目17番先 6月～令和5年2月
公園の維持 マンホールトイレ設置 海岸三丁目14番34号（埠頭公園） 6～8月

　区では、誰もが安全安心で快適に
道路や公園等を利用できるよう、整
備・補修・修繕等を定期的に行って
います。令和4年度の工事予定につ

いてお知らせします。

土木課事業推進係 ☎3578－2313
問い合わせ

　区には、飼い主のいない猫による
ふん等でお困りの人や、餌を与えて
いる人から相談が寄せられていま
す。まちの猫問題解決のため、区で
は地域猫活動を進めています。
地域の皆さんのご理解をお願いしま
す
　地域猫活動は、まちの猫問題を地
域の環境問題として考え、地域住民
の合意の下で猫を適正に管理してい
く活動です。まちの環境問題として
その地域の住民が取り組むことが重
要です。
地域猫活動のポイント
◦去勢・不妊手術を行います。
◦餌は適切に与えます。
◦ 食べ残しとふんを片付けます。
飼い主のいない猫の去勢・不妊手術
費用の補助をします
対象
　区内で生息する飼い主のいない猫
補助額
　オス猫：上限1万7000円

　メス猫：上限2万5000円
※ 手術は区外の動物病院でも可能で

す。
申し込み
　直接、お近くの総合支所協働推進
課協働推進係へ。地域における管理
の実態を調査の上、補助を決定しま
す。必ず手術前に申請してください。
猫を飼っている人へ
◦猫は室内で飼いましょう。
◦ 繁殖を望まない場合は去勢・不妊

手術をしましょう。
◦ マイクロチップや連絡先等を書い

た名札をつけましょう。
◦ 一度家族として迎え入れた猫は、

一生涯飼育してください。

生活衛生課生活衛生相談係
 ☎6400－0043
〇飼い主のいない猫についての相談
各総合支所協働推進課協働推進係
 ☎6面欄外参照

問い合わせ

港区観光大使が決まりました

人と猫がお互い幸せに暮らすために

令和4年度
道路・公園等の工事予定のお知らせ

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。

　新型コロナウイルス感染症の感染
拡大状況等を踏まえ、利用を休止す
る場合があります。休止の場合、予
約済みの人へは、宿泊施設または
JTBみなと予約センターから電話で
連絡します。
開設期間（夏季区民保養施設）
　7月22日（金）～8月30日（火）
対象
区民　抽選および空き室申し込み
区内在勤者　抽選後の空き室申し込

み
利用者登録
　利用申し込みには利用者登録が必
要です。専用はがきまたは区民保養
施設予約システムで登録できます。
通年・夏季借上区民保養施設一覧
　表1のとおり
抽選申し込み（区民）
　表2のとおり（各月の抽選申し込
みは、同一世帯・同一グループにつ
き1施設。複数申し込み無効）

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

表1  通年・夏季借上区民保養施設一覧

期間 場所 施設名 電話番号 料金（1泊2食付き・消費税込み） ※1 部屋タイプ※7 部屋数 利用人数大人（中学生以上） 子供（4歳以上小学生）

通年
箱根 区立大平台みなと荘 0460－86－1122 7000円～1万4500円 4500円～6000円 和室12畳または 

和洋室（8畳＋2ベッド） 25室 2人以上

熱川 熱川プリンスホテル 0557－23－1234 7700円～8800円 
9350円（夏季期間）

6050円～6600円 
7150円（夏季期間） 和室10畳 3～6室 2～5人

夏季

7月22日（金）

～  
8月30日（火）

那須 ロイヤルホテル那須 0287－76－1122 8250円 6050円 洋室ツイン 2室 2～4人
川治湯元 湯けむりの里　柏屋 0288－78－0002 1万1550円 9350円 和室10畳 2室 2～5人

鬼怒川温泉 鬼怒川グランドホテル 夢の季 0288－77－1313 1万2100円 9900円 和室12.5畳 2室 2～5人
石和 

春日居温泉 ホテル春日居　※2 0553－20－2000 8800円 小学生     5500円 
4歳～就学前　3300円 和室10畳＋次の間5畳 2室 2～5人

舞浜 ホテルオークラ東京ベイ　※3・5 047－355－3333 8150円 8150円 洋室ツイン 2室 2～4人
港区台場 ヒルトン東京お台場　※4・5 5500－5500 7590円 7590円 洋室ツイン 2室 2～3人
安房小湊 満ちてくる心の宿　吉夢 04－7095－2111 1万450円 8250円 和室12.5畳 2室 2～5人

伊東 伊東ホテルジュラク　※6 0557－37－3161 8250円 6050円 和洋室（10畳＋2ベッド） 2室 2～5人

表2  申し込み受付期間等

利用月
抽選申し込み（区民のみ） 空き室申し込み 

（区民・区内在勤者）

区民保養施設 
予約システム 専用はがき 抽選結果

区民保養施設予約シ
ステム、JTBみなと予
約センター

7月利用分 5月1日（日）～18日（水）5月1日（日）～12日（木・必着）5月末郵送 利用希望日の1カ月
前の同日から8月利用分 6月1日（水）～18日（土）6月1日（水）～12日（日・必着）6月末郵送

※  7月31日（日）～8月1日（月）の2泊をご希望の場合は、「7月31日から2泊」として、5月にお申し込みください。

空き室申し込み
　表2のとおり（申込順）
専用はがきとパンフレットの配布
　各総合支所区民課窓口サービス
係、各区民センター、地域振興課

（区役所3階）で配布しています。
注意事項
◦�申し込み代表者（本人）が利用しな

い場合は申し込みできません。
◦ 65歳以上の区民等の減額利用は、

通年区民保養施設（大平台みなと
荘および熱川プリンスホテル）の
みです。

二次元コードをスマートフォンで
読み取ると、区民保養施設予約シ
ステムに接続できます。(受付時間：
午前5時～午前0時)

問い合わせ

〇登録・利用・申し込みについて
JTBみなと予約センター

（受付時間：祝日を除く月～金曜午
前10時～午後6時30分）
 ☎5434－7644
〇区民保養施設事業について
みなとコール ☎5472－3710

担当課　地域振興課地域振興係

通年・夏季区民保養施設のご案内

May

5
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。

ときとき 内容 内容時間 時間ところ ところ

1
（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
みなと子ども読書まつり「おたのしみ読書福袋」 ― 三田図書館
DVDシアター
「生命進化の謎/巨大昆虫はなぜ絶滅したのか」

午後2時～2時50分 
（開場は開始15分前） 麻布図書館（15人）

3
（火・祝）

みなと子ども読書まつり
工作会「紙皿DEウクレレ♪」

午後2時～3時 
（開場は開始15分前） 三田図書館（20人）

4
（水・祝）GW映画会「コロッケ 爆笑ものまね楽語会」 午後2時～3時15分 

（開場は開始15分前） 赤坂図書館（20人）

5
（木・祝）「おしりたんてい  ププッ かいとう たい たんてい」 午後2時～3時20分 

（開場は開始30分前） 港南図書館（20人）

6
（金）みなと子ども読書まつり「図書館おえかきタイム」 午後3時30分～4時30分 

（開場は開始15分前） 高輪図書館分室（10人）

7
（土）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時 
（受付終了：午後2時30分） 赤坂子ども中高生プラザ

ミュージックシアター「東京中低域 Live in London」 午後2時～3時 
（開場は開始15分前） 高輪図書館（20人）

8
（日）

ブックスタート 午前10時30分～11時30分 みなと図書館
みなと子ども読書まつり
子ども映画会16ミリ上映
「花咲じいさん」「きんたろう」

午後2時～2時30分 
（開場は開始30分前） みなと図書館（20人）

みなと子ども読書まつり「とくべつおはなし会」 午後2時～3時 
（開場は開始30分前） 港南図書館（20人）

おはなし会 午後2時30分～3時 高輪図書館分室（10人）
9

（月）ブックスタート 午後2時～3時 麻布図書館

11
（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）

子ども映画会「大科学実験3」 午後3時～4時30分 
（開場は開始15分前） 高輪図書館分室（20人）

12
（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「ブルー・ジャーニー」 正午～午後1時20分 
（開場は開始15分前） 三田図書館（20人）

13
（金）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時 
（受付終了：午後2時30分） 港南子ども中高生プラザ

大人の折紙講座 午後2時～2時30分 
（開場は開始30分前） 高輪図書館（6人）

14
（土）

英語のおはなし会「英語であそぼう！」 午前10時30分～11時15分 
（開場は開始30分前） 赤坂図書館（15人）

ブックスタート 午前10時30分～11時30分 高輪図書館
ぴよぴよおはなし会 午前11時～11時20分 みなと図書館（10人）
おはなし会 午前11時～11時30分 三田図書館（20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
「愛の悪魔 フランシス・ベイコンの歪んだ肖像」

午後2時～3時30分 
（開場は開始30分前） 港南図書館（20人）

15
（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）

17
（火）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時 
（受付終了：午後2時30分） 麻布子ども中高生プラザ

ブックスタート 午後1時～2時 高輪図書館分室

映画会「天狗飛脚」 午後1時～2時20分 
（開場は開始10分前） みなと図書館（45人）

18
（水）

あかちゃんタイム 午前10時～11時30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

プレママ・プレパパおはなし会 午後2時～3時 
（開場は開始30分前） 麻布図書館（10人）

みなと子ども読書まつり「室長パパのおりがみ会」 午後3時30分～4時30分 
（開場は開始15分前） 高輪図書館分室（10人）

19
（木）おもちゃの病院 午前10時～午後3時 

（受付終了：午後2時30分） 高輪子ども中高生プラザ

20
（金）

映画会「ハリーとヘンダスン一家」 
（原題：HARRY and the HENDERSONS）

午後2時～3時55分 
（開場は開始15分前） 高輪図書館（20人）

21
（土）

ぴよぴよおはなし会 午前11時～11時20分 みなと図書館（10人）

映画会「イゾラド vol.1 森の果て 未知の人々」 午後2時～4時 
（開場は開始15分前） 赤坂図書館（20人）

おはなし会 午後3時～3時30分 みなと図書館（10人）

22
（日）

おはなし会 午後2時～2時30分 高輪図書館（10人）

映画会「100回泣くこと」 午後2時～4時 
（開場は開始15分前） 三田図書館（40人）

23
（月）おもちゃの病院 午前10時～午後3時 

（受付終了：午後2時30分） 白金台児童館

25
（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

26
（木）

おはなし会 午前10時30分～11時 三田図書館（20人）
ブックスタート 午前11時～正午 三田図書館

28
（土）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時 
（受付終了：午後2時30分）

芝浦アイランド児童
高齢者交流プラザ

みなとシネクラブ「黄色いリボン」
（原題：She Wore a Yellow Ribbon）

午後1時～3時30分 
（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）

29
（日）

おやこシアター
「フィリックス・ザ・キャット 勇敢な王様」

午後2時～3時 
（開場は開始15分前） 麻布図書館（15人）

31
（火）おもちゃの病院 午前10時～午後3時 

（受付終了：午後2時30分） 飯倉学童クラブ

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。

港南子ども中高生プラザ
麻布子ども中高生プラザ
高輪子ども中高生プラザ
白金台児童館
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
飯倉学童クラブ

赤坂図書館
港南図書館
高輪図書館分室
赤坂子ども中高生プラザ
高輪図書館
みなと図書館

☎3408－5090
☎3458－1085
☎3443－1666
☎5561－7830
☎5421－7617
☎3437－6621

☎3450－9576
☎5447－0611
☎3443－1555
☎3444－1899
☎5443－7338
☎3583－6355 

港区スポーツセンター
三田図書館
麻布図書館

☎3452－4151
☎3452－4951
☎3585－9225

※1　 入湯税が各施設150円程度かかります（ホテルオークラ東京ベイ、ヒルトン東京お台場を除く）。
※2　ホテル春日居は、7月29・30日（金・土）の宿泊はできません。
※3　 ホテルオークラ東京ベイは、1泊朝食付きの料金です。利用人数が2人以上の申し込みに限り、

小学生までのお子さんは、添い寝の場合、朝食料金（1633円）で利用できます（ベッド1台につ
き子ども1人）。添い寝の人数は、利用人数に含まれません。大浴場はありません。

※4　 ヒルトン東京お台場は、1泊朝食付きの料金です。利用人数が2人以上の申し込みに限り、5歳
以下のお子さんは、添い寝の場合、宿泊料金・朝食料金とも無料で利用できます。添い寝はお
子さん2人までです。添い寝の人数は、利用人数に含まれません。大浴場はありません。東京都
の宿泊税（1室の利用人数により1人当たり100～200円）がかかります。

※5　 添い寝のお子さんの利用は、JTBみなと予約センターに別途お申し込みください。
※6　 伊東ホテルジュラクは、幼児施設使用料（3歳・添い寝・食事無し）3850円（1～2歳・添い寝・食事

無し）2200円がかかります。7月27～29日（水～金）、8月25・26日（木・金）の宿泊はできません。
※7　 部屋タイプや位置の指定はできません。
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