
里親についての説明会

港区児童相談所 フォスタリングチームみなと

☎ 03-5962-6505
8:30～18:00 （土・日・祝・12/29～1/3を除く）

〒107-0062   東京都港区南青山5-7-11 

✅

親の虐待、病気、離婚、経済的理由等、さまざまな事情により家族と暮らす

ことのできない子どもが、港区を含め、都内に 約4,000人います。
里親制度は、こうした子どもを家庭に迎え入れ、正しい理解と温かい愛情を
もって養育する、子どものための制度です。

里親には、養育家庭、養子縁組里親などの種類があります。

「短期間の養育」「中高生の子どもの養育」など、さまざまなニーズ
に応える里親が必要です。

共働きの方も、子育て中の方も、里親になることができます。✅

✅

・港区から委託を受けた二葉乳児院のフォスタリングチームみなとが実施いたします。
・「MINATO新型コロナウィルス感染拡大防止ガイドライン」に定められた感染防止対策を講じた上で開催いたします。
・その他の日程でも対応可能ですのでご相談ください。

令和4年10月14日(金) 港区児童相談所

令和4年10月29日(土) 白金台いきいきプラザ

令和4年11月18日(金) 港区児童相談所

令和4年11月26日(土)
リーブラ（みなとパーク

芝浦２階）

令和4年12月10日(土) 麻布区民センター

令和4年12月19日(月) 港区児童相談所

令和5年1月13日(金) 港区児童相談所

令和5年1月28日(土)
リーブラ（みなとパーク

芝浦２階）

令和5年2月4日(土) 赤坂区民センター

令和5年2月27日(月) 港区児童相談所

令和5年3月4日(土) 高輪区民センター

令和5年3月17日(金) 港区児童相談所

令和 4年度下期 開催概要（各日２回開催）

対象

申込

港区在住の方 定員 各回３組

開催日の3開所日前17時までにお電話にてお申し込みください。

①10:30～12:00、②14:00～15:30時間

✅ 里親には、子どもの養育に必要な費用が支弁されます。また、研修や
サロンなど、さまざまな学びや相互交流の機会があります。



令和4年11月12日（土）
14:00～16:00 （受付・開場 13:30開始）

事前にお電話にて申込みのうえ、お越しください。

港区養育家庭（里親）
体験発表会のご案内

知ってほしい、里親のこと。10・11月は里親月間です。

虐待、親の病気や離婚、経済的理由等、
さまざまな事情により家族と一緒に暮らすこと
のできない子どもが、港区を含め、都内には
約４,０００人います。そのうち８割以上の子
どもが乳児院や児童養護施設などの施設で生活
しており、家庭で生活する子どもはわずかです。
里親制度とは、こうした子どもを、里親家庭

に迎え入れて養育していただく、子どもの福祉
を保障するための制度です。

港区児童相談所 2階会議室

● 里親制度の紹介

● 養育家庭（里親）体験談

● 質疑応答

※ 会終了後、ご希望の方を対象に、個別の

質問に対応します。

40名（申込み順）

内容

会場

定員

（港区南青山5－７－11）

※公共交通機関をご利用の上、お越しください。

● 手話通訳あり

● 保育あり（生後4か月から就学前まで、先着5人程度。申込み時にお申し出ください。）

● 今後の新型コロナウイルス感染状況等により変更・中止になる場合があります。

予めご了承ください。

その他

今回の養育家庭（里親）体験発表会では、
実子を育てながら里親として子どもを迎え入れ
た方、里親になり初めて子育てを経験された方
のお二人をお迎えし、養育家庭（里親）として
の喜びや苦労、お子さんとのエピソードなどを
話していただきます。
里親さんの実体験を聞くことのできる貴重な

機会です。多くの方の参加をお待ちしています。

令和４年１１月４日（金）１８時までに、下記の電話番号までお申し込みください。申込み

港区児童相談所 フォスタリングチームみなと

Tel.03-5962-6505
8:30～18:00（土・日・祝・12/29～1/3を除く）

〒107-0062 東京都港区南青山5-7-11

お申込み・お問合せ先



40歳~74歳の
港区国民健康保険に加入されている人ヘ
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-生活習慣病の予防・改善を目的とした健康診査です。

・4月1日現在、港区の国保に加入し、受診日まで引き続き国保に

加入している、 40歳"-74歳の人が対象です。

・対象者には6月下旬、受診券をご自宅ヘ郵送しています。

健診を受診するには被保険者証と受診券が必要です。

・健診後、生活習慣病のリスクの高い人には特定保健指導を行います。

健診期間 7月 1日(金)から

まで(休診日を除く)

健診場所 区内指定医療機関

※健診終了間際は医療機関の予約が取りにくくなります。早めの受診

をお勧めします。生活習慣病の多くは自覚症状がありません。

健診を受けて病気が発見されるととも少なくありません。
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-特定健康診査の結果に基づいて行われる保健指導です。

・メタボリツクシンドロームのリスクに応じて保健指導を行い、生活習慣改善を

支援していきます。

・特定保健指導の対象者には、健診受診3か月後、申込み案内と利用券をお送りし

ます。案内が送5れて来た人はメタボ改善にぜひ、この機会をご利用ください 11

【 <問い合わせ先> 】E
-特定健康診査・特定保健指導の内容や申し込み等について

みなと保健所 健康推進課健康づくり係
n6400-0083 

・特定健康診査 ・特定保健指導の制度について
港区役所国保年金課事業係

合 3578-2636・2637

※特定健康診査・ 特定保健指導は f高齢者の医療の確保に関する

法律Jで医療保険者が実施することが義務付けられています。

港区国民健康保険以外の保院に加入している人は、加入してい

る医療保険者 (保険証の発行機関)へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の流行状況により、事業を中止または延期する湯合があります。最新情報は、港区ホームページをご覧ください。



地震時に、エレベーターに閉じ込め

られた際に使用します。

中身（一例）

対象

港区内の共同住宅
※管理組合や管理会社など

注意事項

⚫ エレベーターが設置されていて、
エレベーター用防災チェアまたは
エレベータ用防災キャビネットが
未設置であること。

⚫ 収納品（非常用品）の入替など、管理
は申請者で行っていただきます。

※エレベーターが設置されていること
が分かる図面とかご内の写真を
提出していだきます。

申込先

⚫ 港区役所防災課
（港区芝公園1-5-25 5階）

⚫ 各地区総合支所 協働推進課

申請書は上記窓口で配布しています。

問合せ先 港区役所 防災課 03-3578-2516

詳しくは
ホームページ
を確認

申請は１回限り







オンライン社会参加プラットフォーム
「ＧＲＡＮＴ」における協働促進支援事業

地域活動の悩み事と
社会貢献がしたい在住・在勤者をつなぐ、

認定ＮＰＯ法人サービスグラントが提供する、オンラ

イン社会参加プラットフォームです。

町会・自治会等の地域活動団体のみなさまが、日々

の活動運営の中で感じる「こんなことできたらいい

な」と思うことを発信し、支援者を募集できる仕組

み、それが『ＧＲＡＮＴ』です。

『ＧＲＡＮＴ』とは？

なかなか見つからない地域活動の担い手を、いつで

もｗｅｂ上で募集することができます。

支援して欲しい内容は、登録団体が自由に決めること

ができます。

いくつでも同時に募集し、進行することができます。

利用料や手数料はかかりません。

『ＧＲＡＮＴ』で何ができるの？

無料で

利用できます

社会参加プラットフォーム『ＧＲＡＮＴ』の利用イメージ

プロジェクト
進行開始

マッチング

コーディネーター「みなとパートナーズ」
Ｗｅｂ上で登録団体と支援者のマッチングをサポート

登録団体
町会・自治会 ＮＰＯ ボランティア団体

イベントのチラシを
作って欲しい！

地域活動のお知らせを
オンラインで行いたい！

ちょっとしたお困り事や
手伝ってくれる人を探せます。

登録団体の
申込はこちらから！
https://grant.community/
minato3710

支援者
社会参加に興味のある区内在住・在勤者

自分のスキルを地域の
ために役立てたい！ 困りごとや悩みごとを

解決してあげたい！

得意なことを地域で役立てて
みたい方は、支援者として登録
できます。

支援者の
申込はこちらから！
https://grant.community/

港区コーディネーター



『ＧＲＡＮＴ』の登録方法や利用方法の説明会を行います。
地域活動団体の方、社会参加に興味のある区内在住在勤の方、是非ご参加く
ださい！

説明会のご案内

地域活動団体向け説明会

対象者

• 港区町会・自治会
• 社会福祉協議会のボランティア登録団体
• 区内に事務所のあるNPO等の非営利活動法人

オンライン説明会

開催日 ：令和４年１２月８日（木）

時間 ：午後２時から午後４時

場所 ：芝公園区民協働スペース（定員３０名程度）

住所 ：東京都港区芝公園２丁目７番３号

芝公園保育園３階

アクセス ：都営三田線「芝公園」駅

Ａ３出口から徒歩２分

申込締切 ：令和４年１１月３０日（水）まで

対面式説明会

申込方法（対面式・オンライン）
ＵＲＬ又は二次元コードからお申し
込みください。
https://www.shinsei.elg-
front.jp/tokyo2/uketsuke/for
m.do?id=1662445643717

区内在住・在勤者向け説明会

対象者

プロボノ（※）ワーカーとして
活動したい区内在住・在勤者
※プロボノとは、職業上身に付けた
スキルや専門知識を活かして行う
ボランティア活動を意味します

オンライン説明会

申込方法
ＵＲＬ又は二次元コードからお申し
込みください。
https://www.shinsei.elg-
front.jp/tokyo2/uketsuke/for
m.do?id=1662592621072

開催日 ：令和４年１２月１２日（月）

時間 ：午後２時から午後４時

説明方法 ：ＺＯＯＭ

申込締切 ：令和４年１２月５日（月）まで

その他 ：ＺＯＯＭの準備は、参加者ご自身でお願
いいたします。ＺＯＯＭによるオンライン説
明会に参加するための、ＩＤ・パスコードは、
開催日の３日～１週間前に申込時に登録
したメールアドレス宛にお送りします。

開催日 ：令和４年１２月１４日（水）

時間 ：午後７時３０分～午後９時

申込締切 ：令和４年１２月７日（水）まで

その他 ：ＺＯＯＭのご準備は、参加者ご自身でお願
いいたします。ＺＯＯＭによるオンライン説
明会に参加するための、ＩＤ・パスコードは、
開催日の３日～１週間前に申込時に登録
したメールアドレス宛にお送りします。

問合せ
産業・地域振興支援部 地域振興課
区民協働・町会自治会支援担当 ☎ 03-3578-2557



令和４年 10月 26日 

高輪地区 各町会・自治会長 様 

 

高 輪 地 区 総 合 支 所 

協働推進課長 中村 美生 

    

高輪情報局における町会・自治会の情報の提供（１２月分）について（依頼） 

 

平素から区の施策にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、高輪地区総合支所では、港区基本計画・高輪地区版計画書における地域事

業の一つとして、地域のにぎわいやコミュニティの活性化を図ることを目的とした

デジタルサイネージ（電子掲示板）による情報発信「高輪情報局」を実施していま

す。 

本事業では、町会・自治会のイベントなどの情報を１ケ月ごとにまとめて配信し

ています。１１月に予定しているイベント情報等がございましたら、下記のとおり

ご提供くださるようお願いします。 

 

記 

 

１ 提出書類及び提出方法 

  別紙「高輪情報局調査票」を FAX又は電子メールにて提出してください。 

  

２ 提出期限 １１月１１日（金） 

  提出期限を過ぎてしまった場合、１２月１日の配信に間に合わない場合もあり

ますが、随時、情報は発信していきますのでお知らせください。 

 

３ 募集情報 

（１）イベント情報  

（２）清掃活動や見守り活動等日常的な活動 

（３）町会・自治会で運用している SNSの紹介 

（４）会長や役員の紹介 

（５）町会の独自事業  例：ガーデニング、サロン等 

※どんなに些細な情報でも構いませんのでお気軽に 

ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

【コンテンツ作成例】 

裏面あり 

 



４ 取材希望調査 

  高輪情報局では、より地域団体の魅力を引き出すために、委託事業者による取

材を実施しています。取材後は、その魅力を十分に反映させたコンテンツを作成

し、デジタルサイネージで配信します。取材を希望される団体は、別紙「高輪情

報局調査票」を FAX又は電子メールにて提出してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提出及び問合せ先】  

高輪地区総合支所協働推進課地区政策担当  

担当：大野、土田、粕谷 

電話：03-5421-7123   

FAX：03-5421-7626  

Mail：minato81@city.minato.tokyo.jp 

 



高輪情報局調査票 

 

団体名：_______________________  

担当者名：______________________ 

連絡先：_______________________  

 

（１）１２月のイベント情報について 

イベント名 日時 場所 

（例）清掃活動 
（例）毎週土曜日 

   ９時～10時 
（例）○○会館集合 

   

   

 

（２）その他配信希望コンテンツについて 

  デジタルサイネージで配信を希望するコンテンツがございましたらお教えくだ

さい。動画の撮影も可能となり、撮影の幅が広がりました。 

テーマ 内容 

（例）町会の魅力特集 
（例）団体で運用している SNSの紹介 

   清掃活動や防災訓練の紹介等 

  

 

（３）町会・自治会への取材について 

  委託事業者による取材を希望しますか。 

※希望団体数が多数の場合は抽選とさせていただきます。 

希望する  希望しない  

 

提出期限 １１月１１日（金） 

        

       ご協力ありがとうございました。 

【提出先】 

 

高輪地区総合支所協働推進課地区政策担当 

F A X：03-5421-7626   
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