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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新型コロナウイルス

誰 で も 接 種 火・金曜の夜は、誰でもすぐに　ワクチン打てます

年末年始の窓口案内
　区役所、各総合支所・台場分室、みなと
保健所等の窓口業務や区立施設の開館日に
ついて、

　上記の期間と異なる施設は、表1 のとおり
です。各種届け出や、証明等が必要なとき
は、早めに手続きをしてください。特に、
印鑑登録は日数がかかる場合があります。
　戸籍の届け出は、年末年始の期間中でも
区役所1階の宿直室で受け付けますが、書類
内容の確認ができませんので、事前に最寄
りの総合支所区民課窓口サービス係（芝地区
総合支所は戸籍係）で確認を受けてください。

表1 年末年始の開館日が通常とは異なる施設の窓口案内
施設名 年末 年始 特記事項

港区立図書館 12月28日(火)
午後5時まで 1月4日（火）から 高輪図書館分室のみ、年末は12月28日（火）午後8

時まで
郷土歴史館 12月28日(火）まで 1月4日（火）から 12月28日（火）まで展示室等一部休室

みなと子育て応援プラザ
Pokke

12月28日(火）まで
  ※ 子育てひろばは、12月27

日（月）まで

1月4日（火）から
※子育てひろばは、
　1月5日（水）から

ショートステイは、年末年始も利用可 
子育てひろばは、1月2日（日）のみ利用可

芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ 12月30日（木）まで 1月4日（火）から 12月29・30日(水・木)は午後6時15分まで

子ども家庭支援センター 12月30日（木）まで 1月4日（火）から
港区スポーツセンター 12月30日（木）まで 1月4日（火）から

港区立運動場 12月30日（木）まで 1月4日（火）から
氷川武道場 12月30日（木）まで 1月4日（火）から

区民斎場やすらぎ会館 12月31日（金）まで 1月3日（月）から
ふれあいの湯 12月31日（金）まで 1月5日（水）から 1月2日（日）午前9時～午後1時は営業

臨海斎場
葬儀施設は、12月31日（金）まで

（特記事項参照）
※通夜は12月30日（木）まで
火葬施設は、12月31日（金）まで

葬儀施設は、1月3日（月）午後
から（特記事項参照） 
※ 通夜は、1月3日（月）から
火葬施設は、1月4日（火）から

葬儀式場：年末は午後1時まで、年始は午後2時から
遺族等控室：年末は午後3時まで、年始は午後4時から
会葬者控室：年末は午後4時まで、年始は午後5時から

※ 各高齢者相談センターは、年末年始も開館しています。12月29日（水）～1月3日（月）の受付時間は、午前9時～午後5時です（在宅
介護や介護予防に関する電話での相談は、上記時間外も可能です）。

表2 年末年始のコンビニ交付サービスおよび電話予約サービスを利用できる日時

利用方法
12月 1月

20～24日（月～金） 25・26日（土・日） 27・28日（月・火） 29～31日
（水～金)

1～3日
(土・祝～月) 4日(火)

コンビニ交付サービス 午前6時30分～午後11時 午前6時30分～午後11時 午前6時30分～午後11時 × × 午前6時30分～午後11時
電話予約 
サービス

予約 午前8時30分～午後4時 × 午前8時30分～午後4時 × × 午前8時30分～午後4時
受け取り 午後5時15分～8時※ 午前9時～午後5時 午後5時15分～8時 × × 午後5時15分～8時

×…利用できません
※ 12月22日（水）は、台場区民センター以外は午後7時～8時です（水曜日は、各総合支所が午後7時まで窓口延長しているため）。

表3 受け取れる証明書 コンビニ交付サービス 電話予約サービス
住民票（世帯全員・世帯一部）　※1 〇 〇※3
印鑑登録証明書　 〇 〇※4
戸籍（全部・個人）事項証明書　※1・2 〇 ×
特別区民税都民税課税証明書（直近3年分） 〇 ×
特別区民税都民税納税証明書（直近3年分） 〇 ×
戸籍の附票　※1・2 〇 ×
〇…受け取れます　　　×…受け取れません
※1　現在のもの。
※2　 本籍地が港区の場合のみ。ただし、氏名に使われている文字によっては、コンビニ交付サービス

が利用できない場合があります。
※3　マイナンバー入りの住民票は受け取れません。
※4　 印鑑登録をした本人で、印鑑登録証（カード）の提示をできる人が対象です。代理人では、予約・

受け取りができません。

表4 電話予約サービスの予約先と受取場所
予約先 受取場所

芝地区総合支所 ☎3578－3144   　 区役所1階　宿直室
麻布地区総合支所 ☎3583－4151（代） 麻布区民センター
赤坂地区総合支所 ☎5413－7011（代） 赤坂区民センター
高輪地区総合支所 ☎5421－7611（代） 高輪区民センター

芝浦港南地区総合支所 ☎3456－4151（代） 男女平等参画センター 
（みなとパーク芝浦2階）

芝浦港南地区総合支所台場分室 
 ☎5500－2351   　 台場区民センター

年末は12月28日（火）まで、
年始は1月4日（火）からです。

年末年始の証明書の受け取り方法のご案内

利用できる日時　表2 のとおり
利用できる店舗　セブンイレブン、ローソ
ン、ファミリーマート、ミニストップ
※マルチコピー機(キオスク端末)がある店舗に限ります。
受け取れる証明書　表3 のとおり　
コンビニ交付サービスを利用するには
　マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードと暗証番号
登録が必要です。暗証番号登録については、最寄りの総合支
所区民課窓口サービス係へお問い合わせください（☎2面欄外
参照）。

コンビニ交付サービスを利用する場合
利用できる日時　表2 のとおり
受け取れる証明書　表3 のとおり
予約・受け取り方法　本人が電話で、祝日を除く月～金曜の午
後4時までに、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支
所は証明交付担当)または台場分室にお申し込みください。
　証明書の受け取り場所によって予約先が異なりますのでご注意ください。
　受け取りには、予約時に申し出た本人を確認できる書類（マイナンバーカード、運
転免許証、パスポート等）、印鑑登録証明書の場合は印鑑登録証（カード）が必要です。
※午後4時以降の予約は、翌日以降の受け取りになります。
予約先と受取場所　表4 のとおり

電話予約サービスを利用する場合

問い合わせ みなとコール ☎5472－3710

12月29日～1月3日は
利用できません。
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◆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☎3578－3141　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

対　　象　区民等
受付内容　�接種券の再発行、ワクチンパスポートの申請、区内の

集団接種会場での接種予約に関すること　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�
※12月29日（水）～令和4年1月2日（日）を除く

対応言語　日本語・英語・中国語・韓国語

港区新型コロナワクチン接種コールセンター
☎0120－252－237

対　　象　�新型コロナワクチンの接種に不安のある区民等
受付内容　�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　�月～金曜　午前8時30分～午後5時15分�

※祝日、12月29日（水）～令和4年1月3日（月）を除く
対応言語　日本語

みなとワクチン安心相談ダイヤル
☎0120－607－567

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 ☎3455－4461
対応時間　 祝日、12月30日（木）～令和4年1月2日（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

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
東京都発熱相談センター（※1）　対応時間　24時間（年中無休）� ☎5320－4592
東京都医療機関案内サービス「ひまわり」　対応時間　24時間（年中無休） ☎5272－0303
聴覚障害がある人の専用案内� FAX5285－8080

心の不調に関する相談
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、12月29日（水）～令和4年1月3日（月）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

※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�

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

　（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、表のとおり特例貸付を実施しています。

　総合支援資金（特例貸付）再貸付の申請受付は、12月末で終了となります。
　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。表 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 担当課　生活福祉調整課自立支援担当

特例貸付制度の申請受付期間が令和4年3月末まで延長されました

　新型コロナワクチンの接種証明書
（電子版）は、12月20日より受付開始
しています。
　接種証明書は「国内用」と「海外用
および国内用」の2種類で、偽造防止
のため、スマートフォンの画面上で
電子署名を含む二次元コードが作成
されます。

　マイナンバーカードやスマートフ
ォンを持っていない人は、紙の証明
書を発行します。なお、国内で使用
する場合には、お手元にある接種済
証、接種記録書も引き続き有効で
す。
接種証明書（電子版）の発行方法
　マイナンバーカードを読み取るこ

ウンロードできます）
（2） 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）
の写し　

（3） ワクチン接種の記録が分かる書
類（接種済証または接種記録書
等）の写し

（4） 返信用封筒（返送先住所、氏名が
記載されたもの。切手不要）

　  ※郵送申請の場合
（5） 旅券（パスポート）の写し
　  ※海外用および国内用のみ

問い合わせ

〇接種証明書の申請や区内の接種
会場に関すること
港区新型コロナワクチン接種コー
ルセンター ☎0120－252－237
〇接種証明書制度に関すること
厚生労働省新型コロナワクチンコ
ールセンター ☎0120－761－770

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

年末年始のワクチン接種会場の開設情報

新型コロナワクチンの接種証明書（電子版）が取得できるようになりました
～取得にはスマートフォンとマイナンバーカードが必要です～

とができるスマートフォンを使用し
て専用のアプリで申請・取得するこ
とができます。
接種証明書（紙）の申請方法
〇国内用
　郵送申請または電子申請
〇海外用および国内用
　郵送申請・電子申請・インターネ
ット上での事前予約による窓口申請
のいずれか
郵送先
　〒105－8511　港区役所「ワクチン
パスポート発行担当」
※ 郵送料は区が負担します。受取人
払封筒の様式をご活用ください。
電子申請・窓口申請
　詳しくは港区ホームページをご確
認ください。
申請書類
（1） 申請書（港区ホームページからダ

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

問い合わせ

新型コロナワクチン接種情報 　この情報は、12月10日時点のものです。
　掲載内容が状況によって変更となる場合には、最新情報を、港区ホーム
ページで掲載する他、今後発行する「広報みなと」でもお知らせします。

接種場所 実施期間 実施曜日 ワクチンの種類
港区スポーツセンター�
（みなとパーク芝浦内）

年末：12月25日（土）まで�
年始：1月5日（水）から 水・土 ファイザー社製

東京グランドホテル�
（芝2－5－2）

※�3回目接種については�
現在調整中です。

年末：12月24日（金）まで�
年始：1月7日（金）から 火・金 モデルナ社製

区内の病院やクリニック 各医療機関にご確認ください。 ファイザー社製
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　地域支援チームは、高輪地区で防
災ボランティアとして活動している
任意団体です。
　港区総合防災訓練（高輪会場）およ
び地域のイベント等で防災啓発ブー
スを出展することに加え、児童館等
で子ども向けに楽しみながら学べる

防災啓発を行っています。
　また、定期的に防災講座の受講や
防災に関わる施設見学等を行い、防
災知識を高める活動をしています。
　高輪地区に関わりがあり、活動に
興味がある人はお問い合わせくださ
い。

　区は、小・中学生が環境に配慮し
た行動の大切さを学ぶことを目的と
して、環境に関する自主的な研究作
品を募集し、優れた作品を表彰、展
示しています（表1～2のとおり）。

　令和3年度は653作品の応募があ
り、審査の結果、9作品が受賞しま
した。また、意欲的に自主研究に取
り組んだ学校を、学校賞に選定しま
した（表3のとおり）。

令和3年度「小・中学生の環境に関する自主研究」受賞作品発表

防災紙芝居の様子

小学生の部の表彰式の様子 中学生の部の表彰式の様子

防災紙食器づくりの練習の様子

環境課地球環境係
 ☎3578－2498

問い合わせ

表1受賞作品一覧（敬称略）
部門 賞 作品名 学校名 学年 氏名

小
学
生（
個
人
の
部
）

最優秀賞 台風のなぞ大調査！！�
～宮城県に初上陸したひみつ～ 御成門小学校 5 堀�衣知花

優秀賞 The�Under�Ground�World 御田小学校 6 三木�航介

優秀賞
「あげる」よりも「教える」で未来の水
を救う！！～2つの実験を通して考

える世界の水事情～
東洋英和女学院�

小学部 5 江原�美玲

努力賞 わたしのマチのポイ捨て調べ 港南小学校 5 寺内�慈
独創賞 昆虫食に関する調査と考察 港南小学校 6 加藤�虎太郎

中
学
生（
個
人
の
部
）

最優秀賞 オオミズアオの飼育と環境について 白金の丘学園�
白金の丘中学校 1 山本�倉蒔

優秀賞 土砂崩れはなぜ起こる？�
～森林伐採の影響を調べる～

白金の丘学園�
白金の丘中学校 1 徳山�紗英

佳作 環境にやさしいプラスチックを調べる�
～牛乳からプラスチックを作る～

白金の丘学園�
白金の丘中学校 1 中村�和愛

努力賞 エネルギー研究
静電気で動くモーター

白金の丘学園�
白金の丘中学校 1 名村�愛子

表3学校賞　
賞 学校名

学校賞
御成門小学校、芝小学校、港南小学校
港南中学校、白金の丘学園白金の丘中学校、お台場学園港陽中学校

表2「小・中学生の環境に関する自主研究」作品展示場所
展示期間 会場

12月24日（金）まで 区役所1階ロビー
令和4年1月20～26日（木～水） 第一ホテル東京（新橋1－2－6）1階ロビー

問い合わせ 高輪地区総合支所協働推進課協働推進係 ☎5421－7621

高輪地区の地域支援チームの活動

子どもだけが使える子どもだけの相談ネットです。

一人で悩んで
いませんか？

　区では、地域の子育て・子育ち
環境向上のため、子育て中の人と
子育てを応援する人が、共に集い
交流する「港区地域こぞって子育
て懇談会～ほっとする？ハッとす
る？みんなの育

いく

活
かつ

フェス」を会場
参加型およびオンライン参加型で
開催します。
※ ここで言う育活は、子育て・孫
育て・まち育て・自分育てを表

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子育て懇談
会について
（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

　港区国民健康保険および後期高齢
者医療制度に加入している被用者
（会社等に勤めている人）のうち、新
型コロナウイルス感染症に感染し
た、または発熱等の症状があり感染
が疑われ、療養のため勤務すること
ができない人に支給する傷病手当金

の適用期間を延長します。
※ 申請方法等について詳しくは、お
問い合わせください。
適用期間
　令和2年1月1日～令和4年3月31日
（木）で、療養のため勤務することが
できなかった、またはできない期間

新型コロナウイルスに感染または感染疑いの人に支給する
傷病手当金の適用期間を令和4年3月31日まで延長します

（国民健康保険・後期高齢者医療制度）

申請期間
　支給申請ができることとなった日
から2年間
申し込み
港区国民健康保険に加入している人
　郵送で、〒105－8511　港区役所
国保年金課給付係へ。
後期高齢者医療制度に加入している
人　郵送で、〒102－0072千代田区
飯田橋3－5－1　16階　東京都後期
高齢者医療広域連合へ。

令和３年度港区地域こぞって子育て懇談会
「ほっとする？ハッとする？みんなの育活フェス」

しています。
対象　区内で子育て中の人、親
子、子育ての環境づくりに関心の
ある人
※ 手話通訳、字幕が必要な人は、
参加申し込みフォームでお知ら
せください。
とき　令和4年1月29日（土）午前10
時～午後5時（正午～午後1時は休
憩）
ところ
会場参加型　神明いきいきプラ
ザ、区立芝公園
オンライン参加型　オンラインツ
ール（Zoom）を使って参加可能な
場所
定員
会場参加　30人
オンライン参加　100人
※いずれも申し込み順　
参加費　無料

内容　さまざまなプログラムから
選んで参加できます。
会場参加型　「アロマハンドクリ
ーム作り」、「パパと子のピクニッ
ク」
オンライン参加型　「漢方茶のす
すめ」、「子どもの強みを伸ばす講
座」、「心優しくなる子育て」、「赤
ちゃんとおでかけ交流会」、「大人
と子どものトークイベント」、「参
加者対話の場（井戸端会議）」、港
区の子ども・子育て応援関係団体
の活動紹介等
※途中入退室可
申し込み　令和4年1月19日（水）ま
でに、参加申し込みフォームから
お申し込みください。

二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、参加申し込みフ
ォームに接続できます。

注意事項　新型コロナウイルス感
染拡大の状況によっては、会場参
加型プログラムの一部を中止し、
その他はオンライン開催に変更す
ることがあります。
※ 内容およびタイムスケジュール
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「令和3年度港区地域こぞ
って子育て懇談会」のページに
接続できます。えいごのおはなしかい

対小学生以下のお子さんとその
保護者
時令和4年1月15日（土）午後2時～
2時30分
所港南図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、令和4年1月
10日（月・祝）以降に、港南図書館
へ。　 ☎3458－1085

〇国民健康保険について
国保年金課給付係
 ☎3578－2640～2
〇後期高齢者医療制度について
東京都後期高齢者医療広域連合お
問合せセンター
※ 月～金曜午前9時～午後5時（土 
・日曜、祝日、12月29日（水）～
令和4年1月3日（月）を除く）

 ☎0570－086－519

問い合わせ
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　令和2年度決算のあらまし

令
和

3年

12月
21日港区公報

号
外令和2年度

令和3年度 区の港 家 簿計 財政課財政担当� ☎3578－2098
〇表2について
契約管財課管財係� ☎3578－2131

問い合わせ

区では、毎年6月と12月の年2回、財政状況についてお知らせしています。
今回は、令和2年度決算のあらましと、令和3年度上半期（4～9月）の予算執行状況等についてお知らせします。
※�計数については、表示単位未満を四捨五入し、端数処理を行っていないため、合計等と一致しない場合があります。

一般会計
　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症（以
下、「感染症」といいます。）から区民の生命と健
康を守るとともに、区民生活と地域経済を支え
るため、一般会計において総額429億円に上る8
度の補正予算を編成し、いち早く感染症対策や
区独自の支援に取り組んできました。

　歳入決算額は、特別区民税が減少したもの
の、感染症対策に係る国庫支出金、都支出金等
の増加により、前年度比254億円、率にして
16.0パーセント増の1,844億円となりました。
　歳出決算額は、総務費における特別定額給付
金の給付、衛生費における感染症対策、産業経
済費における特別融資あっせんの実施等によ
り、前年度比211億円、率にして14.1パーセント
増の1,711億円となりました（グラフ1、表1）。

　経常収支比率は、児童発達支援センターやみ
なと科学館の開設に伴う経常経費の増や、特別
区税等の減収により、前年度比4.5ポイント増
の74.6パーセントとなりました。

令和2年度決算額 令和元年度決算額 増減額 備考

特別区税 828億5,064万円 861億7,310万円 △33億2,246万円 特別区民税やたば
こ税等

地方消費税
交付金 124億6,151万円 115億1,282万円 9億4,869万円 地方消費税のうち、

区へ交付されるもの

特別区交付金 27億5,631万円 44億290万円 △16億4,659万円 特別区財政調整交
付金

分担金及び
負担金 11億3,091万円 16億4,756万円 △5億1,664万円 保育園の保育料等

使用料及び
手数料 88億8,340万円 88億7,929万円 412万円 施設の使用料や住民

票の発行手数料等

国庫支出金 429億2,984万円 144億1,331万円 285億1,653万円 国からの負担金・補
助金等

都支出金 117億1,045万円 94億3,645万円 22億7,400万円 都からの負担金・補
助金等

繰入金 77億1,870万円 54億6,077万円 22億5,793万円 基金等からの繰入金

その他 139億6,070万円 170億4,722万円 △30億8,653万円 各種交付金、寄附金
等

歳入合計 1,844億247万円 1,589億7,341万円 254億2,906万円

令和2年度決算額 令和元年度決算額 増減額 備考
議会費 6億9,486万円 7億345万円 △859万円 議会の運営のための経費
総務費 526億1,616万円 319億115万円 207億1,501万円 区役所の運営や防災のた

めの経費
環境清掃費 61億106万円 58億2,413万円 2億7,693万円 環境保全や清掃事業のた

めの経費
民生費 556億4,842万円 564億3,953万円 △7億9,110万円 高齢者や障害者、子ども

たちの福祉のための経費
衛生費 56億3,853万円 53億8,265万円 2億5,588万円 健康を守るための経費

産業経済費 59億6,845万円 29億2,323万円 30億4,522万円 産業振興のための経費
土木費 165億7,503万円 152億8,999万円 12億8,504万円 道路や公園、住宅の整備

等のための経費
教育費 192億225万円 196億4,918万円 △4億4,693万円 学校教育や社会教育等の

ための経費
公債費 1億8,851万円 2億3,828万円 △4,978万円 特別区債の返済のための

経費
諸支出金 84億8,197万円 116億4,861万円 △31億6,664万円 財政調整基金の積み立て

等のための経費
予備費※ － － － 緊急の支出のための経費
歳出合計 1,711億1,524万円 1,500億20万円 211億1,504万円

表1 �歳入歳出決算年度別比較

歳出決算額　1,711億1,524万円

歳入決算額　1,844億247万円

歳入

歳出

特別区税　829億円（44.9％）

民生費　556億円（32.5％） 総務費　526億円（30.7％）

国・都支出金　546億円（29.6％）

地方消費税交付金　125億円（6.8％）

使用料及び手数料　89億円（4.8％）

その他　256億円
（13.9％）

教育費
192億円
（11.2％）

土木費
166億円
（9.7％）

産業経済費 60億円（3.5％） 衛生費 56億円（3.3％）

公債費 2億円（0.1％）

その他
153億円
（8.9％）

介護保険会計グラフ4 介護を要する人への介護サービス等の提供を行う保険事業の収支を表したものです。

歳入決算額 175億8,548万円

歳出決算額 164億9,044万円

支払基金交付金 41億円
（23.4％） 介護保険料 40億円（23.0％）

　保険給付費 145億円（88.2％）

国庫支出金 37億円（20.9％） 繰入金 30億円（17.3％）

　その他 19億円
(11.8％)

その他 27億円
（15.4％）

 後期高齢者医療会計グラフ3 主に75歳以上の高齢者を対象とした医療事業の収支を表したものです。

歳入決算額 56億9,758万円

歳出決算額 56億1,725万円

後期高齢者医療保険料 35億円（62.0％）

広域連合負担金 53億円（93.5％）

　その他 4億円（6.5％）

繰入金 20億円（34.8％）

　その他 2億円 （3.2％）

国民健康保険事業会計グラフ2 主に自営業の人を対象とした健康保険事業の収支を表したものです。

歳入決算額 237億9,200万円

歳出決算額 226億8,216万円

都支出金 129億円（54.1％）

保険給付費 126億円（55.4％） 国民健康保険事業費納付金 91億円（40.1％）

　その他 10億円（4.4％）

国民健康保険料 74億円（31.2％） その他 35億円
（14.6％）

「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

収支11億984万円は
令和3年度予算の繰
越金として計上

歳入歳出差引（形式収支）
132億8,723万円から翌年度に
繰り越すべき財源である20
億8,077万円を差し引いた112
億645万円（実質収支）の半分
を財政調整基金に繰り入れ
ました。（残りは令和3年度予
算の繰越金として計上）

収支8,034万円は
令和3年度予算の繰
越金として計上

収支10億9,504万円
は令和3年度予算の
繰越金として計上

※ 経常収支比率とは、財政の弾力性を示す総合的な指標で
す。この比率が高いほど新たな住民ニーズに対応できる
余地が少なく、財政は硬直化していることになり、一般的
に70～80パーセントが適正値といわれています。

歳入 歳出

グラフ1 �歳入歳出決算額

※令和2年度の予備費は予算現額7億円のうち、4億1,175万円を各経費の財源として活用しました。
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　令和3年度上半期（4～9月）の予算執行状況等 （9月30日現在）　 

令和4年度一般会計当初予算の
予算要求額がまとまりました

　7月下旬から10月上旬にかけ、区民ニーズや予算編成方針を踏まえて
令和4年度に実施する事業を各部門において検討し、実施に必要な経費
をまとめました（表3）。
　また、各部門の新規事業とレベルアップ(拡充する)事業の要求額や要
求の考え方等を、港区ホームページで順次公開します（表4）。
　今後、限られた財源の中で各事業をより効果的、効率的に実施するた
め、事業の必要性、緊急性、経費の正当性等を精査し、当初予算案をま
とめていきます。

表3 �令和4年度当初予算「一般会計」の要求状況(歳出)
区分 令和4年度 

予算要求額
令和3年度 
当初予算額 増減額 増減率

議会費 7億円 7億円 △ 0億円 △ 4.7％
総務費 283億円 216億円 67億円 30.8％

環境清掃費 73億円 68億円 5億円 7.6％
民生費 599億円 571億円 28億円 4.9％
衛生費 74億円 73億円 1億円 0.8％

産業経済費 43億円 140億円 △ 97億円 △ 69.2％
土木費 212億円 199億円 13億円 6.6％
教育費 313億円 262億円 51億円 19.3％
公債費 1億円 2億円 △ 0億円 △ 23.5％

諸支出金 76億円 75億円 1億円 0.9％
予備費 10億円 10億円 0億円 0.0％
合　計 1,692億円 1,624億円 67億円 4.2％

表4 �令和4年度予算要求の主な事業
令和4年度 
予算要求

令和3年度 
当初予算 主な要求事業

新規事業 20事業 9事業
中小企業へのDX促進支援、高齢者のデ
ジタルデバイド解消、区有施設の再生
可能エネルギー電力導入拡大 等

レベルアップ 
事業 39事業 25事業

町会・自治会へのデジタル支援、3歳児
健診の充実、介護ロボット導入支援、特
別支援コンシェルジュの配置 等

臨時事業 141事業 126事業
新型コロナワクチン接種、商店街イベ
ントへの新型コロナ対策支援、赤坂地
区小中一貫校の開設 等

合　計 200事業 160事業

種別 内訳 数量 金額
土地 区役所・学校・公園等の敷地 276カ所 820,301.66㎡ 7,037億3,825万円
建物 区役所・学校・公園等の建物 361棟 719,458.28㎡ 1,945億6,711万円

工作物 区役所・学校・公園等の工作物 － 43億4,721万円
物権 地上権 1カ所 1,964.70㎡ 1,020万円

有価証券 株券 － 3億4,774万円
出資による

権利 財団法人等への出資金 － 5億5,894万円

無体財産権 商標権 8件 226万円
合計 9,035億7,172万円

��表2 �公有財産の現況 （9月30日現在）

��一時借入金

基金の現在高（9月30日現在）

収入済額　842億785万円（収入率49.8％） 収入済額　112億7，170万円
　　　　　（収入率48.5％）

収入済額　22億842万円
　　　　　（収入率38.4％）

収入済額　91億2，861万円
　　　　　（収入率53.8％）

支出済額　84億3，790万円
　　　　　（執行率36.3％）

支出済額　17億2，992万円
　　　　　（執行率30.1％）

支出済額　70億1，953万円
　　　　　（執行率41.4％）

支出済額　567億8，807万円（執行率33.6％）

特別区債の現在高（9月30日現在）

区民負担の概況

土地・物権 固定資産税路線価をもとに評定した価格または購入価格
建物 建築費または購入価格 出資による権利 出資金額

工作物 建築費または製造費 無体財産権 取得に要した金額
有価証券 額面金額

予算現額
1,691億4,795万円

特別区税 369億円

国・都支出金 77億円
使用料及び手数料 74億円
地方消費税交付金 70億円

その他 251億円

収入見込額
 849億円

予算現額
1,691億4,795万円

民生費 256億円

支出予定額
1,124億円

総務費 78億円
教育費 76億円
土木費 31億円
その他 127億円

予算現額
232億5,226万円

都支出金 59億円

国民健康保険料
31億円

その他
23億円

収入見込額
120億円

予算現額
232億5,226万円

保険給付費 59億円

国民健康保険
事業費納付金

23億円
その他
3億円

支出予定額
148億円

予算現額
57億5,425万円

繰入金 11億円

後期高齢者
医療保険料
 10億円

その他 1億円

収入見込額
35億円

予算現額
57億5,425万円

広域連合負担金
16億円

その他 1億円支出予定額
40億円

予算現額
169億7,538万円

支払基金交付金 20億円

介護保険料 19億円

国庫支出金 15億円

その他 38億円

収入見込額
78億円

予算現額
169億7,538万円

保険給付費
63億円

地域支援事業費
5億円

その他 2億円

支出予定額
100億円

グラフ5 �一般会計 グラフ6 �国民健康保険事業会計

グラフ7 �後期高齢者医療会計

グラフ8 �介護保険会計

歳入 歳入

歳入

歳入

歳出

歳出

歳出

歳出

納税義務者
１人当たり

54万１,733円
　前年同期に比べ、
2万8,419円増加

１世帯当たり

56万3,667円
　前年同期に比べ、
2万6,253円増加

区民１人当たり

32万70円
前年同期に比べ、
1万5,427円増加

　一時的に資金が不足するときに、年度内に返済することを条件に金
融機関等から借りる資金のことをいいますが、実績はありません。

　令和3年度分の特別区民税課税額
　（9月30日現在） 825億１,572万円

１,798億2,427万円

2億4,998万円

　区民1人当たり、1世帯当たり、納税義務者1人当たりでは

※ 人口（25万7,805人）、世帯数（14万6,391世帯）は10月1日現在、納税義務
者（15万2,318人）は9月30日現在のものです。

※特別区民税の額には滞納繰越分を含みます。

前年同期に比べ、43億5,490万円減少

前年同期に比べ、1億6,576万円減少

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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大平台みなと荘・熱川プリンスホテルに加えて
期間限定で区内10の宿泊施設も利用できます

～区内に泊まって港区の魅力再発見～

　この大学は、今後高齢期を迎える
世代がこれまで培ってきた知識・経
験を生かし、コミュニティー活性化
の原動力となる地域活動のリーダー
を養成することを目的としています。
　受講生は、明治学院大学白金キャ
ンパスで1年間学び、受講期間中は
学内の図書館等の施設を利用できま
す。
　授業は、区政や地域活動に関わる
基礎的な講義をはじめ、福祉・健
康・教養等、多方面にわたります。
　これまでの修了生は、地域でコミ
ュニティー活性化のための活動に携
わっていただいています。
概要
申し込み資格　次の（1）～（6）の全て
に該当する人

（1） 区民
（2） 60歳以上の人（令和4年3月31日現

在）または民生委員・児童委員
（3） 原則として、1人で全課程を履修

できる（一部の履修はできませ
ん）

（4） 修了後、地域福祉に貢献する意

欲がある
（5）費用（教材費等）を負担できる
（6） 区が明治学院大学に個人情報を

提供することに承諾できる
※ チャレンジコミュニティ大学の業

務受託者である明治学院大学に、
申込時に預かった個人情報を提供
します。
入学式　令和4年4月9日（土）予定
受講期間　1年間
授業日　水曜または土曜（週1回2時
限（1時限90分）約40日）
受講定員　60人（選考）
選考方法　申込書を審査し選考しま
す。選考後、健康診断を行います。
費用　2万円（年間）
「申込みのしおり」配布場所　12月24
日（金）から各総合支所協働推進課お
よび各いきいきプラザ等で配布しま
す。なお、申込書のみ港区ホームペ
ージからもダウンロードできます。
募集期間　12月24日（金）～令和4年2
月1日（火）午後5時（必着）
申し込み方法　郵送または直接、申
込書と修了後の地域活動における抱

チャレンジコミュニティ大学
第15期生を募集します
～大学で出合い、学び、

地域で活動するきっかけに～

負（400字程度）を明記の上、〒108－
8581　高輪地区総合支所協働推進課
地区政策担当へ。
※ すでに受講した人は、再申し込み

できません。
授業内容
　明治学院大学の教授を中心とした
講師陣による授業を予定していま
す。
社会参加（福祉・行政）　地域社会の
現状や区の行政課題等を学びます。
健康増進（健康スポーツ）　実際に体
を動かす実習が中心です。
一般教養（経済・法律・芸術等）　身
近な法律から美術・音楽まで幅広く
学びます。
修了後の活動について
　修了後は、大学の修了生が自主的
に運営している「チャレンジコミュ
ニティ・クラブ（CCクラブ）」に登録
していただきます。
　芝、麻布・赤坂、高輪、芝浦港南
の地域単位での活動等があります。
詳しくは、CCクラブのホームペー

ジをご覧ください。
検索港区　CCクラブ

事前説明会の開催について
　チャレンジコミュニティ大学の概
要を説明するとともに、皆さんの質
問にもお答えします。コミュニティ
ーの活性化に興味がある人、応募を
迷っている人、どなたでもお気軽に
ご参加ください（表参照）。港区ホー
ムページでも説明動画を配信します。

第14期生の皆さん

高輪地区総合支所協働推進課地区
政策担当 ☎5421－7123

問い合わせ

区内宿泊施設
　区内宿泊施設に泊まって、商店街
や、観光・文化芸術施設等を訪れ、
区の魅力を再発見してください。
　詳しくは、港区ホームページでご
確認ください。
令和4年3月利用分抽選申し込み
対象　区民
申し込み　専用はがきを郵送で、令
和4年1月12日（水・必着）までに、

JTBみなと予約センターへ。専用は
がきは、各総合支所区民課、各区民
センター、地域振興課(区役所3階)
にあります。または、区民保養施設
予約システムで、令和4年1月18日

（火）までに、お申し込みください。
抽選結果は、令和4年1月末にご自宅
に郵送します。
空き室申し込み
対象　区民・区内在勤者

申し込み　利用希望日の1カ月前の
同日から、区民保養施設予約システ
ムまたはJTBみなと予約センターで
申し込み順に受け付けます。
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。
臨時休業等のお知らせ
大平台みなと荘
　令和4年1月18～20日（火～木）
熱川プリンスホテル
　令和4年1月11・12日（火・水）
※ 新型コロナウイルス感染症の感染

状況等により保養施設事業を休止
する場合、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。
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※12月29日(水)～
令和4年1月4日(火)を除く)

〇登録・利用・申し込み
JTBみなと予約センター

（受付時間：12月29日(水)～1月4日
(火)および祝日を除く月～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

問い合わせ

担当課　地域振興課地域振興係

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

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

表 事前説明会の日程
日時 場所 申し込み

1 令和4年1月12日（水）
午後3時～4時

芝浦区民協働スペース
（みなとパーク芝浦1階）

当日直接会場へ。
2 令和4年1月13日（木）

午後6時～7時 麻布区民協働スペース

3 令和4年1月15日（土）
午後2時～3時 高輪区民協働スペース

4 令和4年1月17日（月）
午後1時30分～2時30分 芝区民協働スペース

区民保養施設利用案内

NEW

男性のための身だしなみ講座
対おおむね50歳以上の男性区民
時令和4年1月27日、2月17日、3月
17日（木・全3回）午後2時～3時30分
所三田いきいきプラザ
人 10人（抽選）
費用　3000円（材料費）
申電話または直接、令和4年1月
20日（木）までに、三田いきいきプ
ラザへ。 ☎3452－9421

天文講座「港区の夜空を見上げて
みよう～1月の星の楽しみ方～」
対おおむね50歳以上の区民
時令和4年1月29日（土）午後5時～
6時
所三田いきいきプラザ

人 20人（抽選）
申電話または直接、令和4年1月
16日（日）までに、三田いきいきプ
ラザへ。 ☎3452－9421

簡単手芸を楽しむ「ちりめん
細工教室（古布手芸）」
対 50歳以上の区民
時令和4年1月11日、2月8日、3月
8日（火・全3回）午前10時～11時
所南麻布いきいきプラザ
人 8人（60歳以上の新規の人優先
で抽選）
費用　1000円（材料費）
申電話または直接、1 2月2 8日

（火）までに、南麻布いきいきプラ
ザへ。 ☎5232－9671

ハタヨガと男のヨガ教室
対 60歳以上の区民
時（1）ハタヨガ：令和4年1月17日
～3月28日（毎週月曜・全11回）、

令和4年1月18日～3月29日（毎週火
曜・全11回）、令和4年1月20日～3
月31日（毎週木曜・全11回）いずれ
も①午後3時15分～3時55分②午後
4時5分～4時45分（2）男のヨガ教
室：令和4年1月20日～3月31日（毎
週木曜・全11回）①午前9時15分～
9時55分②午前10時10分～10時50
分③午前11時5分～11時45分④正
午～午後0時40分
所高輪いきいきプラザ
人各4人（抽選）
申電話または直接、令和4年1月
10日（月・祝）までに、高輪いきい
きプラザへ。※当選者のみ、令和
4年1月12日（水）以降に電話で連絡
します。 ☎3449－1643

スローエアロビック講座「楽
しく動いて脳も活性化」
対 60歳以上の区民で、全2回受講
できる人

時令和4年1月22日・2月5日（土・
全2回）午後1時30分～2時30分
所白金台いきいきプラザ
人 30人（抽選）
申電話または直接、令和4年1月
11日（火）までに、白金台いきいき
プラザへ。※当選者のみ、令和4
年1月13日（木）以降に電話で連絡
します。 ☎3440－4627

「終活」について～人生のエン
ディングに向けて準備してお
きたいこと～
対 65歳以上の区民
時令和4年1月17日（月）午後2時～
3時30分
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）
人 15人程度（申込順）
申電話で、令和4年1月14日（金）
までに、芝浦港南地区高齢者相談
センターへ。 ☎3450－5905

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています
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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
障害児・者を支援している人へ
の研修（全8回）　第8回「意思決
定支援のあり方を考える」
　意思決定支援について、「意思」の
構造を理解しながら、意思決定の支
援のあり方を考えます。
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
時令和4年1月14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
や会場での一時保育が必要な人は、
令和4年1月7日（金）までにご相談く
ださい。
 ☎5439－2511　ＦＡＸ5439－2514

障害者のためのパソコン講座
「簡単なプログラミング」
　画面上でキャラクターを動かして
みよう。
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、または難病により

障害支援区分認定を受けている区民
時令和4年2月4日・18日・25日・3
月4日（金・全4回）午前10時45分～午
後0時15分
所障害保健福祉センター
人 10人（抽選）
申電話またはファックスで、令和4
年1月11日（火）までに、障害保健福
祉センターへ。
　申込時に、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。
　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

健　　康
◎アピアランス（外見）ケア個
別相談
対がん患者およびその家族
時令和4年1月6日・20日（木）いずれ
も午前10時～11時
人各1組（申込順）

◎がんの治療と仕事やお金の個
別相談
対がん患者およびその家族、企業
の人事労務担当者等
時令和4年1月25・26日（火・水）い
ずれも午後7時～8時

人各1組（申込順）

◎栄養セミナー「春の野菜を先
取り！～菜花のデトックスパワ
ーで胃腸を元気に整えよう～」
対どなたでも
時令和4年2月5日（土）午前11時～正
午
人 18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。※栄養セミナーのみ、令和4年
1月4日（火）午前10時から申し込み
開始。※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

家族会
対区民で、こころの病気がある人
の家族
時令和4年1月12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。
令和4年1月5日（水）までに、お申し
出ください） ☎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）
　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
時令和4年1月14日（金）・17日（月）・ 
19日（水）・31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

わかちあいの会みなと
　自死（自殺）で身近な人を亡くした
人が、ありのままの思いを話し合う
場です。
対自死（自殺）で身近な人を亡くし
た人

※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。

12
月
26
日（
日
）

武村医院(内) 北青山3－12－2 ☎3407－7826
サニーガーデンこどもクリニック
(小)

麻布十番2－16－4
プラスワンビル3階 ☎6722－6623

東京高輪病院(内) 高輪3－10－11 ☎3443－9191
医療法人社団谷風会 
狸穴診療所歯科（歯）

東麻布2－3－7
東麻布マミアナビル3階 ☎3586－3300

★白金坂の上診療所（内・小） 白金台4－7－8　ストーリア白金2階 ☎3447－3232

12
月
29
日（
水・年
末
）

もとやまクリニック(内) 白金1－8－9 ☎3473－2866
国際医療福祉大学三田病院(内・外) 三田1－4－3 ☎3451－8121
愛育病院(小) 芝浦1－16－10 ☎6453－7300

東京港診療所　西原歯科医院(歯) 海岸3－9－5
福利厚生センター2階 ☎3454－1551

東京スマイル歯科（歯） 麻布十番1－3－2
麻布十番アネックス1階 ☎5114－0040

★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
12
月
30
日（
木・年
末
）

芝浦アイランド内科クリニック(内) 芝浦4－20－4
芝浦アイランドブルームホームズ2階 ☎5730－0221

北里研究所病院(内・外) 白金5－9－1 ☎3444－6171
東京都済生会中央病院(内・外） 三田1－4－17 ☎3451－8211
貴寿デンタルオフィス（歯） 南青山1－15－16　山城ビル2階 ☎5413－4523
★麻布光輝クリニック(内・小) 西麻布3－3－2 ☎6240－2912

12
月
31
日（
金・年
末
）

白金三光クリニック(内) 白金1－25－31　レジデンス白金102 ☎6456－4350
赤坂見附前田病院（内・外） 元赤坂1－1－5 ☎3408－1136
虎の門病院（内） 虎ノ門2－2－2 ☎3588－1111
山田歯科クリニック(歯) 虎ノ門3－2－7　虎ノ門A2ビル2階 ☎3459－6770
ミノル歯科（歯） 西麻布3－7－15－地下1階 ☎5775－1183

★岸本クリニック(内) 六本木5－16－4
六本木エーワンビル4階 ☎3589－2112

1
月
1
日（
土・祝
）

南赤坂クリニック(内) 赤坂1－11－36
レジデンスバイカウンテス420 ☎5561－9258

古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 ☎3453－5011
愛育病院(小) 芝浦1－16－10 ☎6453－7300

六本木一丁目歯科クリニック（歯） 六本木1－7－28
落合麻布台ビル2階 ☎6277－7065

★おかだスマイルクリニック
(内・外)

浜松町2－3－1
日本生命浜松町クレアタワー4階 ☎6809－1725

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
12月26日（日） メディトピア新橋薬局 西新橋3－23－9 ☎3433－8755
12月29日（水・年末） 日生薬局　御成門2号店 西新橋3－23－13 ☎6452－8137
12月30日（木・年末） 芝口薬局 新橋1－4－3 ☎3571－6809
12月31日（金・年末） 宮崎薬局 新橋1－18－12 ☎3591－2854

1月1日（土・祝） たんぽぽ薬局　新橋店 新橋3－2－4
MKプレイス1階 ☎6268－8748

1月2日（日） 虎ノ門鈴薬局 西新橋1－19－13
斉木ビル1階 ☎5521－2067

1月3日（月・年始） 植松薬局 西新橋1－9－2 ☎3501－3979

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

1
月
2
日（
日
）

六本木北浜診療所(内・小） 六本木6－1－20
六本木電気ビル2階 ☎3402－0792

国際医療福祉大学三田病院(内・外) 三田1－4－3 ☎3451－8121
北里研究所病院(内・外) 白金5－9－1 ☎3444－6171
新橋デンタルクリニック（歯） 新橋3－11－9　烏森通りビル4階 ☎3436－6480
元麻布ファミリエデンタルクリニ
ック（歯）

元麻布3－1－30
フォルトゥナ元麻布101 ☎6434－0090

★劉内科整形外科(内) 南麻布2－2－13
麻布ハイプラザ205 ☎5476－5489

1
月
3
日（
月・年
始
）

新橋青木クリニック(内) 新橋3－23－4　青木ビル ☎3432－0381
東京都済生会中央病院(内・外) 三田1－4－17 ☎3451－8211
赤坂見附前田病院（内・外） 元赤坂1－1－5 ☎3408－1136
医療法人社団武井会 
KS麻布十番デンタルクリニック（歯）

麻布十番2－14－11
ルート麻布ビル1階 ☎5440－8838

★中村クリニック(内) 六本木4－5－3 ☎3401－8003
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）

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）
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問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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時令和4年1月26日（水）午後1時30分
～3時30分
所みなと保健所
申当日直接会場へ。※保育あり（4
カ月～就学前、2人。電話で、令和4
年1月19日（水）までに、健康推進課
地域保健係へ）
問健康推進課地域保健係
　 ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

講座・催し物
「プラスチックゴミ問題」を考
える～レジ袋有料化から見えて
くるもの～
対どなたでも
時令和4年1月26日（水）午後1時30分
～2時30分
所高輪いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、令和4年1月18
日（火）までに、高輪いきいきプラザ
へ。※当選者のみ、令和4年1月19日

（水）以降に電話で連絡します。
 ☎3449－1643

第2回一日消費者教室「成人」の
スタートラインが変わる！～成
年年齢引き下げで注意すべき消
費者トラブルを知ろう～
　動画配信による受講（録画した講
座を、後日（財）日本消費者協会のホ
ームページから視聴）もできます。
詳しくは、お問い合わせください。
対区内在住・在勤・在学者
時令和4年1月15日（土）午後1時30分
～3時
所消費者センター（みなとパーク芝
浦2階）
人会場受講30人、動画配信による
受講30人（いずれも申込順）
申電話で、消費者センター（受付時
間：祝日を除く月～土曜午前9時～午
後5時）へ。 ☎3456－4159

公衆浴場年始湯（朝湯）
対どなたでも
時令和4年1月2日（日）
所

浴場名 電話
番号

実施
時間

アクアガーデン
三越湯

（白金5－12－16）
3441－
9576

午前8時～
正午

麻布黒美水温泉
竹の湯

（南麻布1－15－12）
3453－
1446

午前8時～
午後1時

南青山　清水湯
（南青山3－12－3）

3401－
4404

午前8時～
午後1時

ふれあいの湯
（芝2－2－18）

5442－
2639

午前9時～
午後1時

費用　大人（12歳以上）：480円、中人
（6歳以上12歳未満）：180円、小人（6
歳未満）：80円
申当日直接各浴場へ。
問保健福祉課地域保健福祉係
　 ☎3578－2379

サポートみなと「親族向け後見
人講座」
対成年後見制度の利用を検討して
いる人
時令和4年1月25日（火）・2月1日

（火）午後6時30分～8時30分
所（1）芝浦区民協働スペース（みな
とパーク芝浦1階）（2）オンラインツ
ール（Zoom）を使って受講可能な自
宅等
人（1）20人（2）15人（いずれも申込順）
申電話・ファックスまたはメール
で、氏名・講座参加日および参加方
法・電話番号・メールアドレスを明
記の上、令和4年1月18日（火）まで
に、（社福）港区社会福祉協議会成年
後見推進係へ。
 ☎6230－0283　ＦＡＸ6230－0285
メール：
seinenkouken@minato-cosw.net
担保健福祉課地域包括ケア推進係

災害ボランティア養成講座
対区内在住・在勤・在学者で、（社
福）港区社会福祉協議会が災害ボラ
ンティアセンターを設置したとき
に、災害ボランティアとして協力す
る意思があり、原則2日間参加でき
る人
時①港区の災害への取り組みにつ
いて：令和4年1月27日（木）午後6時～
7時45分②防災対策について・避難
所運営ゲーム：令和4年1月29日（土）
午前10時～午後4時（昼休憩あり）
所（1）東麻布区民協働スペース（2）
オンラインツール（Zoom）を使って
受講可能な自宅等（1日目のみ）
人 25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（オ
ンラインツール（Zoom）での受講の
場合、電子メールアドレス）を明記
の上、令和4年1月21日（金）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

MINATOシティハーフマラソ
ンチャリティー募金活用　パラ
スポーツメイト養成講座「スポ
ーツでつながろう」
　障害がある人もない人も一緒にス
ポーツを楽しむことができる環境づ
くりを支えるメイト（仲間）を養成し
ます。
対区内在住・在勤・在学者で、パ
ラスポーツに関わりたいと思ってい
る人
時（1）令和4年1月29日（土）（2）令和4
年2月5日（土）（3）令和4年2月12日

（土）（4）令和4年2月19日（土）いずれ
も午前10時～午後0時30分※（1）・

（4）は講義・体験、（2）・（3）は体験
です。
所港区スポーツセンター（みなとパ
ーク芝浦内）
人 20人（申込順）
持ち物　室内用運動靴（動きやすい
服装でお越しください）
申電話またはファックスで、令和4
年1月21日（金）までに、氏名・電話
番号を明記の上、（社福）港区社会福
祉協議会経営企画担当へ。※手話通
訳が必要な人は、令和4年1月14日

（金）までにお申し出ください。
問（社福）港区社会福祉協議会経営
企画担当

 ☎6230－0280　ＦＡＸ6230－0285
担保健福祉課地域保健福祉係

MINATOシティハーフマラソ
ンチャリティー募金活用「ボッ
チャ交流大会」
対区内在住・在勤・在学者（チーム
で参加する場合は3人まで、うち1人
以上が区内在住・在勤・在学者）
時令和4年2月26日（土）午後1時～4
時30分
所港区スポーツセンター（みなとパ
ーク芝浦内）
人 60人（申込順）
持ち物　室内用運動靴（動きやすい
服装でお越しください）
申電話またはファックスで、令和4
年2月7日（月）までに、申込者全員の、
氏名・電話番号および区内在住・在
勤・在学を明記の上、（社福）港区社
会福祉協議会経営企画担当へ。※ラ
ンプ（投球補助具）の貸し出しや持ち
込み希望、手助けや配慮が必要なこ
と、介助者の有無は、申込時にお申
し出ください。※手話通訳あり。※
令和4年2月26日（土）午前10時～正午
に、初めての人や練習したい人が参
加できる体験会を行います。詳しく
は、お問い合わせください。
問（社福）港区社会福祉協議会経営
企画担当
 ☎6230－0280　ＦＡＸ6230－0285
担保健福祉課地域保健福祉係

認知症サポーター養成講座
　認知症の人とその家族を支える応
援者になるための講座です。
対区民
時令和4年1月27日（木）午前10時～
11時30分
所白金台区民協働スペース
人 20人（申込順）
申電話で、令和4年1月21日（金）ま
でに、高齢者支援課高齢者相談支援
係へ。 ☎3578－2409

こころの健康講演会「大人の発
達障害～生きづらさへの理解と
支援を学ぶ～」（支援者向け）
対区内在住・在勤・在学者で、発
達障害について学びたい家族および
支援者
時令和4年1月24日（月）午前10時～
11時30分
所みなと保健所
人 25人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、3人。）令和4年1月17日

（月）までに、申込時にお申し出くだ
さい。
申電話で、12月22日（水）～令和4年
1月23日（日）に、みなとコール（受付
時間：午前9時（初日は午後2時）～午
後5時）へ。 ☎5472－3710
問健康推進課地域保健係
　 ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

健 康 講 座「 薬 膳 の 知 恵 を 借 り
て、体調管理に役立てよう！」
対区内在住・在勤・在学者
時令和4年1月31日（月）午後1時30分
～3時
所みなと保健所
人 15人（申込順）※保育あり（4カ月

～就学前、10人）
申電話で、12月21日（火）～令和4年
1月30日（日）に、みなとコール（受付
時間：午前9時（初日は午後2時）～午
後5時）へ。 ☎5472－3710
問健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

あきる野環境学習「軍道紙の紙
すき体験」
対小学生以上の区民※小学生は保
護者同伴必須
時令和4年2月6日（日）午前8時30分
～午後5時30分頃※午前8時15分に区
役所に集合し、往復バスで移動しま
す。
所あきる野ふるさと工房（あきる野
市乙津671）
人 20人（抽選）
費用　1人につき2500円
申電話またはファックスで、令和4
年1月11日（火）までに、（株）阪急交
通社東京団体支店営業二課（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。
 ☎6745－1351　ＦＡＸ6745－7371
問環境課地球環境係 ☎3578－2497

オンラインエコライフ・フェア
MINATOを開催します
　さまざまな環境問題について考
え、省エネライフスタイルを実践し
ていただくためのイベントです。令
和3年度はオンラインで、さまざま
な団体の環境に関する活動の紹介や
エコクイズを実施します。
対どなたでも※エコクイズに正解
した人は、間伐材グッズがもらえま
す（抽選100人）。
時令和4年1月31日（月）午後6時まで
参加方法　特設ホームページ
https://www.ecolifefair-minato.
net/online
からご参加ください。
問（株）Jリポート ☎6277－7968
環境課地球環境係　 ☎3578－2498

港区防災学校防災講演会「いざ
という時どうする?～みんなの
食と栄養～」
　災害時の食と栄養について一緒に
考えます。
対区内在住・在勤・在学者
時令和4年1月15日（土）午後2時～4
時
所（1）区役所9階会議室（2）オンライ
ンツール（Zoom）を使って受講可能
な自宅等
人（1）20人（2）50人（いずれも申込
順）
申電話で、12月21日（火）～令和4年
1月10日（月・祝）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

大人の海洋講座「江戸前の海を
まるごと見てみよう」
対中学生以上どなたでも

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。
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◆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

時令和4年1月8日（土）午後2時～3時
30分
所赤坂図書館
人 15人（申込順）
申電話または直接、赤坂図書館へ。
　 ☎3408－5090

郷土歴史館古文書講座「近世文
書から読み解く港区の歴史」
対区内在住・在勤・在学で、4回全
てに参加できる人
時令和4年2月4日～25日（毎週金曜・ 
全4回）午後2時～3時30分
所郷土歴史館
人 25人（抽選）※保育あり（4カ月～
就学前、3人。申込時、往復はがき
に保育が必要なお子さんの氏名・年
齢を明記してください）
申往復はがき（1人1枚）の往信面に、
講座名・郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・在学の場合は
学校名、在勤の場合は事業所名と所
在地を、返信面に郵便番号・住所・
氏名を明記の上、令和4年1月18日

（火・必着）までに、〒108－0071白
金台4－6－2　郷土歴史館へ。
問郷土歴史館 ☎6450－2107

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」に記載されている総合支所
区民課窓口サービス係（台場分室を
除く）に、受け取り日時の予約を取
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
時令和4年1月15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

12月23～25
日（木～土）

東京タワー×JRA
ライトアップ

「Dream in the sky」

白・黒・赤・
青・黄・緑・
燈・ピンク

12月27（月） 季節カラー 緑
1月1～3日

（土・祝～月） 正月 黄・白

1月11日（火）・
17日（月） 季節カラー 黄

1月18日（火） 満月の日 黄

※点灯時間は、いずれも日没～午後
10時です（一部のライトアップを除
く）。※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

国民健康保険高額療養費（外来
年間合算）
　対象となる国民健康保険被保険者
の世帯主宛てに、高額療養費（外来
年間合算）支給申請書を、12月下旬
以降に郵送しますので、申請してく
ださい。
対令和3年7月31日時点の一部負担
金の割合が2割の人で、令和2年8月
～令和3年7月の外来診療の自己負担
額が年間限度額14万4千円を超えた
70歳以上の人
問国保年金課給付係
　 ☎3578－2640～2

「ちぃばす」年末年始の臨時ダ
イヤ運行
　全ての路線で土・日曜および祝日
ダイヤの間隔を変更して運行しま
す。田町ルートは30分間隔、青山ル
ート・高輪ルート・芝浦港南ルート
は40分間隔、赤坂ルート・芝ルート
および麻布東・西ルートは60分間隔
となります。
　なお、一部のルートで始発と終発
の時刻および終発の間隔も変更とな
りますので、ご注意ください。
時 12月29日（水）～令和4年1月3日（月）
箱根駅伝開催に伴う交通規制
　一部の便が運休となります。
対芝ルート（新橋駅発）、麻布東ル
ート（港区役所北発）、高輪ルート

（浅草線三田駅前発）の始発便および
田町ルート（芝浦車庫発）午前7時50
分発の便
時令和4年1月2日（日）※1月3日（月）
は、一部停留所を通過して運行しま
す。詳しくは、港区ホームページを
ご覧ください。
問（株）フジエクスプレス
 ☎3455－2213
地域交通課地域交通係 ☎3578－2279

「お台場レインボーバス」年末
年始の臨時ダイヤ運行
　土休日ダイヤで運行します。
時 12月29日（水）～令和4年1月3日（月）
問（株）kmモビリティサービス
 ☎6423－2805
地域交通課地域交通係 ☎3578－2349

人権啓発パネル展
　年齢、性別、性的指向および性自
認、出身地等に関する各種人権啓発
パネルを展示します。他にも、芝浦
と場、拉致問題、人権擁護委員説明
パネル等の展示や、犯罪被害者支援
啓発コーナーを設置します。
時令和4年1月7日（金）～20日（木）午
前8時～午後11時
所みなとパーク芝浦1階（区民ギャ
ラリー、アトリウム）、2階アトリウム
問総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2027

放置自転車のリサイクル販売
時令和4年1月9日（日）午前10時～10
時30分受け付け、後に購入順位の抽
選

所みなとリサイクル清掃事務所作
業連絡所（元麻布3－9－6）
販売台数　15台程度※区民優先枠を
設けています。
費用　価格等については、お問い合
わせください。
問（公社）港区シルバー人材センタ
ー ☎5232－9681
リサイクル自転車作業所（みなとリ
サイクル清掃事務所作業連絡所2階）

（受付時間：火～金曜午前9時～午後5
時） ☎3479－3116

中高生書評合戦2021　POPバ
トル・ビブリオバトル　チャン
プ本（優勝）が決定しました
　おすすめの本を絵で紹介する
POPバトル部門、バトラーがおすす
めの本を5分間で紹介するビブリオ
バトル部門のチャンプ本が決定しま
した。チャンプ本や紹介本は、各港区
立図書館で借りることができます。
POPバトル部門チャンプ本　書名

「カラフル」（著者：森絵都、出版社：
文春文庫）POP作者：鈴木理世さん

（高松中学校2年）
ビブリオバトル部門チャンプ本　書
名「哀愁の町に霧が降るのだ」（著者：
椎名誠、出版社：小学館文庫）バトラ
ー：北沢賢ノ介さん（広尾学園高等学
校2年）
問図書文化財課学校支援担当
　 ☎3437－6621

変更・休止情報等
神明いきいきプラザ臨時休館
時令和4年1月23日（日）
問神明いきいきプラザ☎3436－2500
芝地区総合支所管理課施設運営担当 
 ☎3578－3135

白金台いきいきプラザ臨時休館
時 1月10日（月・祝）
問白金台いきいきプラザ
　 ☎3440－4627
高輪地区総合支所管理課施設運営担
当 ☎5421－7067

三田図書館臨時休館
　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/j/
をご覧ください。※三田図書館は、
令和4年4月1日に、札の辻スクエア

（芝5－36－4）に移転します。
時令和4年1月4日（火）～3月31日（木）
問〇臨時休館について
三田図書館 ☎3452－4951
〇三田図書館の移転について
図書文化財課庶務係 ☎3437－6621

求人・区民委員募集
「港区難病対策地域協議会」の委員
対区内在住の難病をもつ当事者ま
たはその家族等
時令和4年3月（年1回開催）
所みなと保健所
内区における難病の患者への支援
体制に関する現状と課題についての
情報共有等、地域の実情に応じた体

制の整備について協議を行います。
謝礼　1万3000円
人 2人
選作文・論文による書類審査と面
接で決定します。
申郵送または直接、令和4年1月11
日（火・必着）までに、作文・論文

（テーマ「地域における難病の支援体
制整備について」（600字程度、様式
自由））に、応募者の住所・氏名・年
齢・電話番号を明記の上、〒108－
8315　みなと保健所健康推進課地域
保健係へ。 ☎6400－0084

みなとハートフレンド
　港区児童相談所が関わる子どもや
保護者等を支援する有償ボランティ
アを募集します。
活動場所　港区児童相談所、区内の
子どもの自宅、区内の公共施設等
活動内容　子どもの学習や遊びの相
手、保護者の子育ての相談等
対大学、短大、専門学校に在学中
の児童福祉に関心を持つ18歳以上の
人（学部等は問いません）※港区児童
相談所が実施する事前研修の受講お
よび審査、登録が必要です。
人 10人程度（申込順）
申郵送で、申請書に必要事項を明
記の上、令和4年1月21日（金・消印
有効）までに、〒107－0062南青山5
－7－11　港区児童相談所児童相談
課へ。※申請書は港区ホームページ
からダウンロードできます。
事前研修会
時令和4年2月6日（日）午前10時～午
後4時30分
所子ども家庭総合支援センター
問児童相談課児童心理係
　 ☎5962－6500

ご意見募集（パブリックコメント）
港にぎわい公園づくり推進計画 

（素案）についてご意見を募集
します
　区は、区民との協働を基本とし、
これまでにない魅力ある公園づくり
を進めるため、「港にぎわい公園づ
くり基本方針」を策定し、方針に掲
げた取り組みを実行してきました。
今回、都市公園法等の改正や新型コ
ロナウイルス感染症を背景とした公
園利用の変化等、公園を取り巻く社
会環境の変化や公園等に期待される
役割やニーズの変化を踏まえ、「港に
ぎわい公園づくり基本方針」を改め、
新たに「港にぎわい公園づくり推進
計画」として素案をまとめました。
閲覧方法　港にぎわい公園づくり推
進計画（素案）は、港区ホームページ

「施策・計画に対するご意見」の他、
土木課（区役所5階）、区政資料室（区
役所3階）、総合案内（区役所1階）、
各総合支所管理課、各港区立図書館

（高輪図書館分室を除く）でご覧いた
だけます。
ご意見の提出方法　郵送・ファック
スまたは直接、令和4年1月20日（木 
・必着）までに、ご意見・住所・氏
名を、〒105－8511　港区役所土木
課公園計画担当へ。 ☎3578－2236

※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

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。

　特別区職員採用試験・選考の受験
希望者向けに、各区・組合の特色や
技術職の仕事内容・魅力を紹介する
ライブ配信を行うことで、特別区へ
の就職意欲を高めてもらい、希望
区・組合を決定する際の参考として
もらうことを目的として実施します。
※ 技術職：土木造園（土木）、土木造

園（造園）、建築、機械、電気
対象
　令和4年度以降の特別区職員採用
試験・選考の受験希望者
※ 受験資格は特別区人事委員会ホー

ムページ等でご確認ください。
二次元コードをスマートフォンで
読み取ると、特別区人事委員会ホ
ームページをご覧いただけます。

配信日
各区・組合等
　令和4年1月11日（火）～20日（木）
※土・日曜を除く。
※ スケジュールについて詳しくは、

特別区人事委員会ホームページで
ご確認ください。
港区
　令和4年1月12日（水）午前11時30分

～午後0時30分
※手話通訳あり
配信内容（予定）
各区・組合紹介
　パンフレットやホームページだけ
ではつかめない23区・3組合の概要
や特色、魅力、求める人材等につい
て紹介します。
　質疑応答の時間を設けますので、
各区・組合の職員に直接質問をする
ことができます。
技術職職員による仕事紹介
　パネルディスカッション形式で、
各区・組合の現役技術職職員が印象
に残った仕事等について紹介しま
す。
視聴人数
　各回上限1000人（各回先着順）
※ 視聴方法について詳しくは、特別

区人事委員会ホームページでご確
認ください。

特別区人事委員会事務局任用課採
用係 ☎5210－9787
人事課人事係 ☎3578－2108

問い合わせ

23区合同説明会および
技術職採用フォーラム
　PRライブ配信を実施します

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

January

1
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

4
（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） 白金台児童館

ブックスタート 午後1時30分～2時30分
台場分室
※�問い合わせ先は�
三田図書館

5
（水）

新春子ども映画会
「カンフーパンダ2」
（原題：「KUNG�FU�PANDA2」）

午後2時～3時30分
（開場は開始15分前） 高輪図書館分室（20人）

7
（金）

DVDシアター
「柳家花緑の落語入門」

午後2時～4時
（開場は開始15分前） 麻布図書館（15人）

8
（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

ブックスタート 午前10時30分～11時30分
高輪図書館分室
※�問い合わせ先は�
高輪図書館

映画会
「悲しみは空の彼方に」
（原題：Imitation�of�Life）

午後2時～4時10分
（開場は開始30分前） 港南図書館（20人）

おはなし会 午後3時～3時20分 みなと図書館（10人）

9
（日）

ブックスタート 午前10時30分～11時30分 みなと図書館

ミニおはなし会 午後2時30分～3時 高輪図書館分室（10人）

10
（月・祝）ブックスタート 午後2時～3時 麻布図書館

11
（火）おはなし会 午後2時40分～3時 台場区民センター

12
（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）

14
（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

15
（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
青山館

冬の俳句講座
―中村和弘氏（現代俳句協会会長）が皆さんの
句を講評します―

午後2時～3時30分
（開場は開始30分前） 麻布図書館（20人）

映画会
「PEACE・NIPPON／ピース・ニッポン」

午後2時～3時55分
（開場は開始15分前） 赤坂図書館（15人）

16
（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）

18
（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） 台場児童館

ブックスタート 午後1時～2時 高輪図書館分室

19
（水）ブックスタート 午後2時～3時 赤坂図書館

20
（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

22
（土）

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）

25
（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

26
（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

27
（木）

映画会
「ソルト」
（原題：SALT）

午後2時～3時40分
（開場は開始15分前） 麻布図書館（15人）

28
（金）

夜のDVDシアター
「プロフェッショナル仕事の流儀
��噺家・春風亭一之輔の仕事」

午後6時～6時50分
（開場は開始15分前） 赤坂図書館（15人）

29
（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

31
（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） 子ども家庭支援センター

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。

赤坂子ども中高生プラザ青山館
港区スポーツセンター
台場児童館
高輪子ども中高生プラザ
麻布子ども中高生プラザ
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
子ども家庭支援センター

赤坂子ども中高生プラザ
高輪図書館
みなと図書館
港南図書館
台場区民センター
赤坂図書館
港南子ども中高生プラザ

☎5561－7830
☎5421－7617
☎3437－6621
☎3458－1085
☎5500－2355
☎3408－5090
☎3450－9576

☎5786－6567
☎3452－4151
☎5500－2363
☎3443－1555
☎5447－0611
☎5443－7338
☎5962－7201

白金台児童館
三田図書館
高輪図書館分室
麻布図書館

☎3444－1899
☎3452－4951
☎3443－1666
☎3585－9225

つな ぐ コーナー

と全国をと全国を港区港区

　山梨県のほぼ中央に位置する県庁所
在地、甲府市は北に八ヶ岳、南に富士
山、西に南アルプス連峰を望む、甲府
盆地にあります。

　甲府市は平成30年から「全国交流物
産展in新橋」に出展しています。また、
令和3年10月の「全国連携マルシェin芝
浦」で開催した「全国と港区をつなぐ大
抽選会」では、景品を提供していただく
等、連携を深めています。
　令和3年は、郷土の英雄として市民
から愛される戦国武将、武田信玄公の
生誕500年に当たります。11月には、信
玄公によって創建された甲

か
斐
い

善
ぜん

光
こう

寺
じ

で
大法要が営まれました。「令和元年にこ
うふ開府500年を迎え、この3年間は市
にとって大切な時期となりました」と甲
府市情報発信課の小

こ
池
いけ

さおりさん。現
在、甲府市では信玄公生誕500年を記

念して誰でも参加できる2つのイベント
「謎解きイベント　よみがえる信玄公」
と「信玄公ゆかりの地を繋

つな
ぐ！モバイル

スタンプラリー」を開催しています（令
和4年3月13日（日）まで）。
　甲府市は観光地が多く、四季折々の
渓谷美が楽しめる御

みたけしょうせんきょう
岳昇仙峡は全国的

に有名です。日本遺産や平成の名水百
選等に認定されている国の特別名勝で
す。ブドウ、イチゴ、ワイン、ほうとう
等名産品も豊富です。また12月には、
甲府らしさを生かした特産品として市
が認定する甲府ブランド“甲

こう
府
ふ

之
の

証
あかし

”に、
「甲府ロゼスパークリングワイン」と、市
特産のトウモロコシ“きみひめ”を使った

「きみひめアイス」が加わり、早くも話題
となっています。
　小池さんは

「自然、歴史、
文 化 が 全 て
楽しめる町で
す。いつ来て
も何度来ても
良さを味わえ
ます。港区民の皆さん、ぜひお越しく
ださい」とお話しくださいました。

自然あふれる武田信玄公ゆかりの地

第52回

山梨県甲
こ う

府
ふ

市

昇
仙
峡

甲府之証に加わった特産品
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