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　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。

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は、

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

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

24・25日
（土・日）

26～28日
（月～水）

29～31日
（木～土）

1～3日
（日・祝～火） 4日（水）

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

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
 受け取り  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28日（水）・1月4日（水）は、台場区民センター以外は午後7時～8時です（総合支所が水曜日
は午後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  住民票コード入りまたは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）の提示ができる人が対象

です。代理人では、予約・受け取りができません。

コンビニ交付サービスを利用する場合 電話予約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

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

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（水）まで、

年始は
1月4日（水）からです。

年末年始の証明書の受け取り方法のご案内 12月29日～1月3日は利用できません。

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）

みなとコール
 ☎5472－3710

問い合わせ
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2
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表1 年末年始の窓口案内
施設名 年末 年始 特記事項

港区立学校屋内プール 12月27日（火）まで 1月5日（木）から 高松中学校屋内プールは、給排水衛生設備等
改修工事のため、2月15日（水）まで休場中

みなと
子育て応援プラザ

Pokke

12月27日（火）正午まで
※ 一時預かりは、 
12月28日（水）まで

1月3日（火）から
※ 一時預かりは、 
1月4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4日（水）休み

子育てひろば
「あい・ぽーと」

12月28日（水）まで
※ 一時保育は、 
12月30日（金）まで

1月5日（木）から
※ 一時保育は、 
1月4日（水）から

12月29・30日（木・金）、1月4日（水）の一時保
育は休日料金

郷土歴史館 12月28日（水）まで 1月4日（水）から 12月28（水）まで展示室等一部休室
港区立図書館 12月28日（水）

午後5時まで
1月4日（水）
午前9時から

高輪図書館分室のみ、12月28日（水）午後8時ま
で、1月4日（水）午前9時30分から

産業振興センター 12月30日（金）まで 1月2日（月・振休）から ―
芝浦アイランド

児童高齢者交流プラザ

12月30日（金）まで 1月4日（水）から

12月29・30日（木・金）は午後6時15分まで

子ども家庭支援センター 12月29・30日（木・金）は子育てひろばと情報
提供コーナーのみ利用可

港区スポーツセンター ―
港区立運動場 ―

港区立氷川武道場 ―
区民斎場やすらぎ会館 12月31日（土）まで 1月3日（火）から ―

臨海斎場

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

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

ふれあいの湯 12月31日（土）まで 1月5日（木）から 1月2日（月・振休）は午前9時～午後1時営業
※ 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（木）～1月3日（火）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）。

Year end and new year,s 
holiday season information

「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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　高輪地域防災支援チームは、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。
　活動に興味のある人はお問い合わせください。

高輪
地域防災支援チーム
の活動について

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　�月～金曜　午前8時30分～午後5時15分�
※祝日、12月29日（木）～令和5年1月3日（火）を除く

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�

12月29日（木）・令和5年1月3日（火）、�
土・日曜、祝日　午前8時30分～午後5時30分�
※12月30日（金）～令和5年1月2日（月・振休）を除く

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

公衆浴場年始湯（朝湯）

高輪地区総合支所協働推進課協働推進係� ☎5421－7621問い合わせ

◆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☎3578－3143　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

天文講座「冬の星座のあれこ
れ」
対おおむね50歳以上の区民
時令和5年1月28日（土）午後5時30
分～6時30分
所三田いきいきプラザ
人 24人（抽選）
申電話または直接、令和5年1月
14日（土）までに、三田いきいきプ
ラザへ。� ☎3452－9421

芝の語り部と歩く　古川をた
どる旅
　芝の語り部の解説を聞きなが
ら、古川沿いを歩いて巡ります。
対おおむね50歳以上の区民
時令和5年1月29日（日）午前9時30
分～正午
所東京メトロ南北線麻布十番駅4
番出口地上集合、竹芝桟橋（海岸1
－16－1）周辺解散

人 15人（抽選）
申電話または直接、令和5年1月
15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5年1月10日、2月14日、3
月14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、令和5年1月8
日（日）までに、南麻布いきいきプ
ラザへ。� ☎5232－9671

マシントレーニング入門
　マシンの使い方や正しい姿勢の
習得をめざします。
対 65歳以上の区民
時令和5年2月3日～3月31日（3月
21日を除く毎週火・金曜、全16
回）午後1時30分～3時
所（1）ありすいきいきプラザ（2）

西麻布いきいきプラザ
人（1）6人（2）4人（いずれも抽選）
申電話または直接、令和5年1月
10日（火）までに、上記の参加希望
のいきいきプラザへ。
�（1）☎3444－3656（2）☎3486－9166

老後をあなたらしく生きるた
めに第3弾～これからのことを
考えるエンディングノート～
　自身のことを整理し、今後に備
えておくための「わたしのこれか
ら整理帳」についてお話しします。
対区民
時令和5年1月19日（木）午後2時～
3時30分
所麻布区民センター
人 15人（申込順）
申電話で、令和5年1月16日（月）
午後5時までに、麻布地区高齢者
相談センターへ。� ☎3453－8032

「専門職による介護予防シリー
ズ」聴覚からの介護予防～ヒア
リングフレイルの知識と対策～
対 60歳以上の区民

時令和5年1月23日（月）午後3時～
4時
所高輪いきいきプラザ
人 12人（抽選）
申電話または直接、令和5年1月4
日（水）～15日（日）までに、高輪い
きいきプラザへ。※当選者のみ、
1月16日（月）以降に電話で連絡し
ます。　� ☎3449－1643

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4年7月31日時点の一部負
担金の割合が2割の人で、令和3年
8月～令和4年7月までの外来診療
の自己負担額が年間限度額14万
4000円を超えた70歳以上の人
問国保年金課給付係
　� ☎3578－2640～2

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

新型コロナワクチン接種情報 年末年始の集団接種会場
年末は12月28日（水）まで、年始は令和5年1月4日（水）から。
※第2センターは12月24日（土）まで。

高輪地区まつり
feat.Takanawa�Gateway�Fest2022の様子

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）：500円、中人（6歳以上12歳未満）：
200円、小人（6歳未満）:100円

申し込み　当日直接各浴場へ。

対象　どなたでも　　とき　令和5年1月2日（月・振休）
ところ

保健福祉課地域福祉支援係� ☎3578－2378
問い合わせ

町会イベント
での様子
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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

会場
◦�港区新型コロナワクチン接種セ
ンター（旧港勤労福祉会館）

◦�港区新型コロナワクチン接種第
2センター（旧富山県赤坂会館）
開設日時（2会場共通）
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、

1月の集団接種スケジュールのご案内 新型コロナウイルス
感染症の相談窓口一覧

　年末年始にみなと保健所電話相談窓口
を臨時開設します。
とき
　12月29日（木）・令和5年1月3日（火）　
午前10時～午後4時
みなと保健所電話相談窓口
� ☎3455－4461
　その他の相談窓口は港区ホ
ームページをご覧ください。

港区新型コロナワクチン接種コールセンター
� ☎0120－252－237問い合わせ

午後2時～4時30分
ワクチンの種類（2会場共通）
　オミクロン株対応ファイザー
（BA.4-5）、ノババックス
港区新型コロナワクチン接種セン
ター　従来型ファイザー、従来型
モデルナ、小児用ファイザー

港区新型コロナワクチン接種第2
センター　オミクロン株対応モデ
ルナ（BA.4-5）
注意事項
◦�予約なしの場合、午前・午後と
もに接種終了の30分前までに入
場してください。

12月9日時点
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令和5年3月利用分抽選申し込み
対象　区民
申し込み　郵送で、専用はがきを令
和5年1月12日（木・必着）までに、
JTBみなと予約センターへ。また
は、区民保養施設予約システムで令
和5年1月18日（水）までにお申し込み
ください。抽選結果は令和5年1月末
にご自宅に郵送します。

空き室申し込み（申込順）
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へ。
利用者登録
　区民保養施設の利用申し込みに
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。
全国旅行支援について
　区民保養施設では「全国旅行支援」
は利用できません。
臨時休業のお知らせ
大平台みなと荘
　令和5年1月17～19日（火～木）
熱川プリンスホテル
　令和5年1月10・11日（火・水）
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（木）～令和
5年1月4日（水）を除く）。

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：12月29日（木）～令和5年1月4日
（水）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

担当課　地域振興課地域振興係

区民保養施設利用案内
大平台みなと荘・熱川プリンスホテル

「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

　電話リレーサービスは、聴覚や
発話に困難のある人（聞こえない
人）と、聞こえる人（聴覚障害者等
以外の人）との会話を、通訳オペ
レータが手話・文字と音声を通訳
して、電話で即時双方向につなぐ
サービスです。令和2年6月に法律
が制定され、翌年7月に提供が開
始されました。
特徴
◦24時間365日利用できます。
◦�警察、消防、救急、海上保安に
緊急通報をかけることができま
す。

　その他、病院の予約、行政機関

や銀行への問い合わせ、家族や友
人との会話等、利用者は幅広く活
用されています。
登録方法
　利用するには、事前に申請が必
要です。スマートフォンから専用
のアプリをダウンロードして申請
します。操作が難しいという人
は、対面で説明や登録をサポート
する説明会にご参加ください。
「港区のきこえない方向けの各種
サービス説明会」を開催します
　電話リレーサービスや、区にお
住まいの人が利用できる遠隔手話
通訳サービス等の説明や体験がで

きます。説明会には手話通訳者を
配置します。
とき　令和5年1月21日（土）午後2
時～4時
ところ　高輪区民センター
申し込み
　ファックスまたはメールで、住
所・氏名・ファックス番号または
メールアドレスを明記の上、お申
し込みください。なお、当日参加
も可能です。� ＦＡＸ6275－0913
メール:event@nftrs.or.jp
　日本財団電話リレーサービスの
ホームページでは、動画で利用シ
ーン等を紹介しています。

総務大臣指定　電話リレーサービ
ス提供機関　日本財団電話リレー
サービス� ☎6275－0912
（受付時間：午前9時30分～午後5時）
その他
　区が聞こえない人に提供してい
る代理電話サービスと、各総合支
所やその他の区施設で利用できる
遠隔手話通訳サービスについて
も、当日説明します。

問い合わせ

障害者福祉課障害者支援係
� ☎3578－2460

障害児・者を支援している人
への研修（全8回）　第7回「発
達障害のある子どもとの関わ
り方」
　「発達障害」とはいろいろな障害
の総称で、さまざまなお子さんた
ちがいます。障害や特性が重複し
ている場合もあります。そうした
お子さんに対して、どのような配
慮をしつつ関わったら良いかにつ
いて学びます。
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、または関心のある区
内在住・在勤・在学者
時令和5年1月27日（金）午後6時30
分～8時
所障害保健福祉センター
人 60人（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
介護または会場での一時保育（2人
まで）が必要な人は、令和5年1月
20日（金）正午までにご相談くださ
い。�☎5439－2511　ＦＡＸ5439－2514

障害者の単発パソコン講座
「オリジナルマップを作ろう」
　ワードに地図や画像、文字を挿
入してオリジナルのマップを作り
ます。
対 18歳以上で、パソコンでの日本
語入力ができ、次のいずれかに該
当する区民（1）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（2）難病によ
り障害支援区分認定を受けている
こと
時令和5年1月27日、2月3・10・

17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5年1月13日（金）までに、障害保
健福祉センターへ。申し込みの
際、身体状況の確認をすることが
あります。手話通訳・介護が必要
な人は、ご相談ください。また、
公共交通機関の利用が困難な人
は、巡回送迎バスを利用できま
す。�☎5439－2511　ＦＡＸ5439－2514

電話リレーサービスをご存じですか

　街中でこのようなマークを見かけた
ことはありませんか。
　聴覚障害について分かりやすく表示
したマークの一例です。
　マークは、イベント時のネームプレ
ートや災害時に支援者が身に着けるビ
ブス等に掲示することもできます。各
団体のホームページでマークを公開し
ていますので、使用方法・配布方法等
を確認の上、ご活用ください。

障害者福祉課障害者福祉係
� ☎3578－2383　ＦＡＸ3578－2678

問い合わせ

マーク 問い合わせ
耳マーク 聴覚に障害があることを示し、コミュニ

ケーション方法に配慮を求める場合に使
用されているマークです。また、自治
体・病院・銀行の窓口等に掲示されてい
る場合は、聴覚障害者へ配慮した対応が
できることを表しています。

（社）全日本難聴者・
中途失聴者団体連合会

☎3225－5600
ＦＡＸ3354－0046

手話マーク 聴覚障害者が、手話でのコミュニケーシ
ョンの配慮を求める場合に提示されるマ
ークです。
また、自治体・民間施設・交通機関の窓
口等で、手話での対応が可能であること
を示すマークとしても使用されています。（財）全日本ろうあ連盟

☎3268－8847
ＦＡＸ3267－3445筆談マーク 聴覚障害者、音声言語障害者、知的障害

者や外国人等が筆談でのコミュニケーシ
ョンの配慮を求めるときに提示されるマ
ークです。
また、窓口等で掲示している場合は「筆談
で対応します」等の意味になります。

マークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、口元を見せて
ゆっくり話す、筆談で対応する、呼ぶときはそばに来て合図する、手話や身ぶりで表す等配慮
をお願いします。

障害者差別解消コラム
～聴覚障害者に関する
マークを紹介します～

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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　令和3年度決算のあらまし

令
和

4年

12月
21日港区公報

号
外令和3年度

令和4年度 区の港 家 簿計 財政課財政担当 ☎3578－2104
〇表2について
契約管財課管財係 ☎3578－2151

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3年度決算のあらましと、令和4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3年度は、新型コロナウイルス感染症か
ら区民の命と健康を守ることを最優先に、予備
費を効果的に活用するとともに、10度にわたる
補正予算を編成し、直面する課題に機動的に取
り組みました。
　歳入決算額は、特別区民税が増加した他、札

の辻スクエアと芝浜小学校の整備に伴う基金繰
入金の増加等により、前年度比95億円、率にして
5.2パーセント増の1,939億円となりました。
　歳出決算額は、衛生費における新型コロナウ
イルスワクチン接種、民生費における子育て世
帯や住民税非課税世帯等への臨時給付金の支給
を実施した他、産業経済費において札の辻スク
エア、教育費において芝浜小学校の整備を行っ
たこと等により、前年度比100億円、率にして

5.8パーセント増の1,811億円となりました（グラ
フ1、表1）。
　経常収支比率は、特別区税等の増収等によ
り、前年度比2.7ポイント減の71.9パーセント
となりました。

令和3年度決算額 令和2年度決算額 増減額 備考

特別区税 866億6,420万円 828億5,064万円 38億1,356万円 特別区民税やたば
こ税等

地方消費税
交付金 133億5,847万円 124億6,151万円 8億9,696万円 地方消費税のうち、 

区へ交付されるもの
特別区
交付金 27億6,513万円 27億5,631万円 882万円 特別区財政調整交

付金
分担金及び

負担金 12億7,894万円 11億3,091万円 1億4,803万円 保育園の保育料等

使用料及び
手数料 86億3,513万円 88億8,340万円 △2億4,827万円 施設の使用料や住民

票の発行手数料等

国庫支出金 309億7,594万円 429億2,984万円 △119億5,390万円 国からの負担金・補
助金等

都支出金 122億4,042万円 117億1,045万円 5億2,997万円 東京都からの負担
金・補助金等

繰入金 198億6,344万円 77億1,870万円 121億4,473万円 基金等からの繰入金

その他 181億6,691万円 139億6,070万円 42億621万円 各種交付金、寄附金
等

歳入合計 1,939億4,857万円 1,844億247万円 95億4,610万円

令和3年度決算額 令和2年度決算額 増減額 備考
議会費 7億985万円 6億9,486万円 1,499万円 議会の運営のための経費
総務費 247億6,167万円 526億1,616万円 △278億5,449万円 区役所の運営や防災のた

めの経費
環境清掃費 65億7,603万円 61億106万円 4億7,497万円 環境保全や清掃事業のた

めの経費
民生費 600億6,866万円 556億4,842万円 44億2,023万円 高齢者や障害者、子ども

の福祉のための経費
衛生費 125億5,913万円 56億3,853万円 69億2,060万円 健康を守るための経費

産業経済費 131億8,800万円 59億6,845万円 72億1,955万円 産業振興のための経費
土木費 177億9,175万円 165億7,503万円 12億1,671万円 道路や公園、住宅の整備

等のための経費
教育費 298億508万円 192億225万円 106億283万円 学校教育や社会教育等の 

ための経費
公債費 1億5,683万円 1億8,851万円 △3,168万円 特別区債の返済のための

経費
諸支出金 154億6,811万円 84億8,197万円 69億8,614万円 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 1,810億8,510万円 1,711億1,524万円 99億6,986万円

表1  歳入歳出決算年度別比較

歳出決算額　1,810億8,510万円

歳入決算額　1,939億4,857万円

歳入

歳出

特別区税  867億円（44.7％）

民生費  601億円（33.2％）
総務費
248億円
(13.7%)

国･都支出金  432億円
(22.3%)

地方消費税交付金 134億円（6.9％）

使用料及び手数料　86億円（4.5％）

その他  421億円
（21.7％）

教育費  298億円
（16.5％）

土木費
178億円
（9.8％）

産業経済費 132億円（7.3％） 衛生費 126億円（6.9％）

公債費 2億円（0.1％）

その他
228億円
（12.6％）

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 179億  517万円

歳出決算額 173億4,461万円

支払基金交付金 42億円
（23.3％） 介護保険料 41億円（22.7％）

　保険給付費 148億円（85.1％）

国庫支出金 35億円
（19.4％）

繰入金 28億円
（15.5％）

その他 26億円
(14.9％)

その他 34億円（19.1％）

 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  56億3,725万円

歳出決算額  55億4,043万円

後期高齢者医療保険料 35億円（62.6％）

広域連合負担金 52億円（94.4％）

　その他 3億円（5.6％）

繰入金 19億円（33.7％）

　その他 2億円（3.8％）

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 240億8,287万円

歳出決算額 234億5,929万円

都支出金 139億円（57.6％）

保険給付費 135億円（57.7％） 国民健康保険事業費納付金 91億円（38.7％）

　その他 8億円（3.6％）

国民健康保険料 72億円（29.9％） その他 30億円
（12.5％） 収支6億2,357万円は

令和4年度予算への
繰越金として計上

歳入歳出差引（形式収支）128
億6,346万円から翌年度に繰
り越すべき財源である11億
5,376万円を差し引いた117億
970万円（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4年度予算へ
の繰越金として計上）。

収支9,681万円は
令和4年度予算への
繰越金として計上

収支5億6,057万円は
令和4年度予算への
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3年度の予備費は予算現額20億円のうち、13億6,119万円を各経費の財源として活用しました。
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MINATO CITY

　令和4年度上半期（4～9月）の予算執行状況等 （9月30日現在）　 

令和5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、区民ニーズや予算編成方針を踏まえて令和5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5年度当初予算「一般会計」の要求状況（歳出）
区分 令和5年度 

予算要求額
令和4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 0.1％
総務費 290億円 243億円 46億円 19.0％

環境清掃費 68億円 69億円 △1億円 △0.8％
民生費 625億円 579億円 47億円 8.1％
衛生費 69億円 72億円 △3億円 △4.5％

産業経済費 37億円 41億円 △4億円 △10.5％
土木費 196億円 198億円 △2億円 △1.1％
教育費 241億円 295億円 △54億円 △18.4％
公債費 1億円 1億円 0億円 0.0％

諸支出金 79億円 78億円 1億円 1.5％
予備費 10億円 10億円 0億円 0.0％
合計 1,623億円 1,593億円 30億円 1.9％

表4  令和5年度予算要求の主な事業
令和5年度 
予算要求

令和4年度 
当初予算 主な要求事業

新規事業 15事業 17事業
ヤングケアラー支援、管理不全マンションの適
正化支援、中小企業への人材確保支援、商店街
PR動画コンテスト　等

レベルアップ 
事業 57事業 33事業

AIを活用した肺がん検診、全区立小学校への教
科担任制の導入、医療費助成の高校生世代への
拡大、医療機関等検索システムの導入　等

臨時事業 125事業 142事業
関東大震災100年防災啓発事業、認可外保育施設
への改修費補助、デザインマンホール蓋の製作、
ラグビーワールドカップ2023の気運醸成　等

合計 197事業 192事業

種別 内訳 数量 金額

土地 区役所・学校・公園等の敷地 278カ所 815,498.13㎡ 6,958億2,045万円

建物 区役所・学校・公園等の建物 371棟 769,777.53㎡ 2,215億5,341万円

工作物 区役所・学校・公園等の工作物 － 41億1,176万円

物権 地上権 1カ所 1,964.70㎡ 1,020万円

有価証券 株式等 － 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 209万円

合計 9,224億458万円

  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　756億5，501万円（収入率42.6％） 収入済額　111億1，547万円
　　　　　（収入率46.7％）

収入済額　23億7，094万円
　　　　　（収入率38.5％）

収入済額　89億2，795万円
　　　　　（収入率49.8％）

支出済額　82億7，465万円
　　　　　（執行率34.7％）

支出済額　18億5，342万円
　　　　　（執行率30.1％）

支出済額　69億6，519万円
　　　　　（執行率38.9％）

支出済額　619億3，850万円（執行率34.9％）

特別区債の現在高（9月30日現在）

区民負担の概況

予算現額
1,776億6,584万円

特別区税 419億円

国・都支出金 70億円

使用料及び手数料 89億円
地方消費税交付金 76億円

その他 103億円

収入見込額
1,020億円

予算現額
1,776億6,584万円

民生費 261億円

支出予定額
1,157億円

総務費 81億円
教育費 135億円

土木費 32億円
その他 111億円

予算現額
238億2,304万円

都支出金 57億円

国民健康保険料
34億円

その他
20億円

収入見込額
127億円

予算現額
238億2,304万円

保険給付費 57億円

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
155億円

予算現額
61億6,543万円 繰入金 11億円

後期高齢者医療保険料
 11億円

その他 1億円

収入見込額
38億円

予算現額
61億6,543万円

広域連合負担金
17億円

その他 1億円
支出予定額
43億円

予算現額
179億2,897万円

支払基金交付金 20億円

介護保険料 19億円
国庫支出金 17億円

その他 33億円

収入見込額
90億円

予算現額
179億2,897万円

保険給付費
62億円

地域支援事業費
5億円

その他 2億円

支出予定額
110億円

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

61万733円
　前年同期に比べ、
6万9，000円増加

１世帯当たり

62万4，739円
　前年同期に比べ、
6万1，072円増加

区民１人当たり

35万6，663円
前年同期に比べ、
3万6，593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4年度分の特別区民税課税額
（9月30日現在） 93１億8,988万円

１,948億2,38１万円

１億１,564万円

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（26万1,283人）、世帯数（14万9,166世帯）は10月1日現在、納税義務
者数（15万2,587人）は9月30日現在

※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、149億9,954万円増加

前年同期に比べ、1億3,434万円減少

（12月7日現在）

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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「小・中学生の環境に関する自主研究」
受賞作品発表

港区子ども・おとな・地域
みなトーク事業 参加者を募集します！

◆各港区立図書館◆　みなと図書館☎3437－6621　三田図書館☎3452－4951　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
◆各子ども中高生プラザ等◆　白金台児童館☎3444－1899　麻布☎5447－0611　赤坂☎5561－7830　高輪☎3443－1555　港南☎3450－9576　
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ☎5443－7338

令和
4年度

令和4年度

対象
　中学3年生・高校3年生・または
これに準じる人を養育する一定所
得以下の世帯
支援内容
　学習塾代や受験料等を無利子で
貸し付けます。

※要件や審査があります。
申し込み
　郵送または直接、申込書に必要
事項を明記の上、必要書類を添付
して、令和5年1月20日（金）午後5
時（必着）までに、〒107－0062南
青山5－7－11　子ども家庭支援セ

ンター家庭相談担当へ。
　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「受験生チャレンジ
支援貸付事業」のページをご
覧いただけます。

子ども家庭支援センター家庭相
談担当 ☎5962－7214

問い合わせ

受験生チャレンジ支援貸付事業の
お知らせ

　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1～３のとおり）。
　令和4年度は646作品の応募があり、審査の結果、7作品が受賞しました。
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

最優秀賞 私は東京の海でおよぎたいか 芝小学校 5 萱原�めぐり

優秀賞
日本って本当にきれいなの？�

ゴミ捨てから考えた
日本とノルウェーの環境せいど

東町小学校 4 髙原�律仁

努力賞 地球を守ろう！未来を守ろう！�
Make�the�earth�green�again 赤羽小学校 5 武田�茉奈

中学生

最優秀賞 港区内の昆虫と環境の関係性 白金の丘学園�
白金の丘中学校 2 山本�倉蒔

優秀賞 家庭の生ごみから堆肥をつくる研究 御成門中学校 1 伊藤�沙樹

独創賞 水草、陸上にあがる�
―水害・干ばつと植物の関係を考える― 三田中学校 1 赤城�明花

独創賞 ペットのうんちとSDGs 高陵中学校 1 小泉�右

表2学校賞　
賞 学校名

学校賞 芝小学校、赤羽小学校
高松中学校、お台場学園港陽中学校

※�学校賞は、意欲的に自主研究に取り組んだ学校を選定しました。
表３「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23日（金）まで みなとパーク芝浦1階
アトリウム

令和5年1月30日（月）～2月9日（木） 区役所1階ロビー
令和5年2月13日（月）～24日（金） エコプラザ1階

　港区の子育て・子育ち環境向上
のため、子どもと大人、地域の人
たちが、共に集い交流する「港区
子ども・おとな・地域みなトーク
事業」を開催します。
対象
第1部　区内在住で、就学前のお
子さんとその保護者
第2部　区内在住・在学者、港区
で子育て支援をしている人
とき　令和5年1月28日（土）

第1部　午後1時～2時
第2部　午後2時30分～5時（途中
休憩あり）
ところ　子ども家庭総合支援セン
ター（ミナトイク）
※ 第2部はオンライン（Zoom）で
の参加も可能です。

内容（予定）
第1部　新年を親子で楽しむ
　新春お茶会で抹茶のたて方や飲
み方の作法を親子で体験します。

　また、新春のお祭りを楽しむプ
ログラム等もあります。
第2部　みんなで気軽に楽しく話
そう！みなトークタイム
　子育て、家族、学校生活等のさ
まざまな場面で「こうしたい！や
ってみたい！」と思うことを、少
人数グループで懇談します。
定員
第1部　親子10組20人程度
第2部　40人程度（お子さんと一

おもちゃの病院
1月

　1月に開催される図書館のイベ
ントについて、詳しくは港区立図
書館ホームページをご覧ください。

担当課　図書文化財課庶務係

各港区立図書館 ☎欄外参照
問い合わせ

二次元コードをスマートフ
ォンで読み取ると、港区立
図書館ホームページの「イ
ベント一覧〈1月〉」のペー
ジをご覧いただけます。

ミニガイド1月
図書館

※ 時間はいずれも午前10時～午後
3時（受付時間：午後2時30分まで）
※ 事前予約が必要です。電話で、
各実施会場へ。

各実施会場 ☎欄外参照
問い合わせ

担当課　子ども家庭課子ども青少
年育成係

日程 会場
1月7日（土）赤坂子ども中高生プラザ
1月13日（金）港南子ども中高生プラザ
1月19日（木）高輪子ども中高生プラザ
1月23日（月）白金台児童館

1月24日（火）麻布子ども中高生プラザ

1月28日（土）芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

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　「この恋は世界でいちばん
美しい雨」（著者：宇山 佳佑、出版
社：集英社）
POP作者　藤山 弥生さん（高松中
学校3年）
ビブリオバトル部門チャンプ本　
書名　「93番目のキミ」（著者：山田 
悠介、出版社：文芸社文庫）
バトラー　伊与政 希果さん（港陽
中学校2年）

みなと図書館 ☎3437－6621
問い合わせ

受
賞
し
た
皆
さ
ん

問い合わせ 環境課地球環境係 ☎3578－2497

緒に参加できます）
※ いずれも抽選（第1部は第2部に
も参加できる人を優先）

※ 第2部のみ一時保育あり（4カ月
～就学前、5人程度）

申し込み　電話か参加申し込みフ
ォーム、または子ども家庭支援セ
ンターへ直接、令和5年1月20日
（金）までに、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。

※ 内容等について詳しくは、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「港区子ども・おとな・地域
みなトーク事業」のページをご
覧いただけます。

子ども家庭支援センター地域連
携担当 ☎5962－7211

問い合わせ

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット
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　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）～（7）の全てに該当する人
（1）区民
（2） 60歳以上の人（令和5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。

（7） 公助良俗に反することなく、大
学の諸注意や規則に従える

入学式　令和5年4月8日（土）予定
受講期間　1年間
授業日　水曜または土曜（週1～2回2
時限（1時限90分）を約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）

「申込のしおり」配布場所
　12月23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、港区ホームペー
ジからダウンロードもできます。
募集期間　12月23日（金）～令和5年1
月31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
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 　マンモグラフィ検査を除くがん検

診の受診期間が間もなく終了しま
す。まだ港区指定医療機関等に予約
していない人は、早めに予約の上、
受診してください。
　なお、受診を希望する人で、受診
券を紛失した場合や9月28日以降に
転入した場合等は、インターネット
の電子申請で発行の手続きをする
か、電話で健康推進課健康づくり係
へ。がん検診について詳しくは、港
区ホームページまたは「広報みなと」
6月21日号をご覧ください。

受診期間
　令和5年1月31日（火）まで（マンモ
グラフィ検査のみ、2月28日（火）ま
で）
受診場所
　区内指定医療機関等（同封したご
案内に掲載しています）
費用
　無料

健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

問い合わせ

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（スポーツ・健
康）…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。

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

がん検診の受診はお済みですか

表事前説明会一覧

日時 場所 申し込み

1 令和5年1月13日（金）
午後2時～3時 芝区民協働スペース

当日直接会場へ。
2 令和5年1月14日（土）

午後2時～3時 高輪区民協働スペース

3 令和5年1月17日（火）
午後7時～8時 赤坂区民センター

4 令和5年1月18日（水）
午前10時～11時 芝浦区民協働スペース

母親学級（基本コース）
対区民で、出産予定日が令和5年
2～6月の妊婦
時令和5年2月10・17・24日（金）
午後1時30分～2時30分
所みなと保健所
人 20人（申込順）
持ち物　母子健康手帳・筆記用
具・バスタオル（抱っこ体験希望
者のみ）
申令和5年1月1日（日・祝）～20日
（金）に、みなと母子手帳アプリか
らお申し込みください。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　FAX3455－4460

おやこでクラシックおんがく
かい
対 0～3歳児とその保護者および
妊娠中の人
時令和5年1月14日（土）午前10時
～10時30分、午前11時30分～正午
（各回30分前開場）
所赤坂図書館

人各回20人（申込順）
申電話または直接、12月24日（土）
から赤坂図書館へ。☎3408－5090

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11・12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。※
対象の開催日程のうち、1回のみ
参加できます。
時令和5年1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 12月30日（金）～令和5年1月23
日（月）に、みなと保健所けんしん
等利用予約システムからお申し込
みください。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　FAX3455－4460

おはなし会
対未就学のお子さんとその保護者
時令和5年1月10日（火）午後2時40
分～3時
所台場区民センター
人 9人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問台場区民センター
　 ☎5500－2355

授
業
の
様
子

大学で出会い、学び、地域で活動するきっかけに
チャレンジコミュニティ大学第16期生を募集します

1月の乳幼児健診・育児相談
対 4カ月児育児相談：令和4年9月
生まれの人、1歳6カ月児健康診
査：令和3年6月生まれの人、3歳児
健康診査：令和元年12月生まれの
人
申該当者には通知しています。
届かない人は、お問い合わせくだ
さい。※転入した人、健診がお済
みでない人は、ご相談ください。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　FAX3455－4460

冬季も安定した電力の供給に向けて

For stable supply in the winter, 
please cooperate with
the Minato Electricity Saving Action!

へのご協力を！
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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
家族会
対区民で、こころの病気がある人
の家族
時令和5年1月4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。
12月28日（水）までに、お申し出くだ
さい） ☎6400－0084

こころの健康相談（精神保健福
祉相談）
対区内在住・在勤者
時令和5年1月12日（木）・16日（月）・
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
へ。※保育あり（4カ月～就学前。各
日1週間前までに、お申し出くださ
い）  ☎6400－0084

◎アピアランス（外見）ケア　
すみれサロン
対がん患者およびその家族
時令和5年1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
対がん患者およびその家族
時令和5年1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
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

働き盛りの人へ　3D姿勢測定
&運動アドバイス講座
　体のゆがみ等を測定し、アドバイ
スや運動指導をします。
対 20～64歳の区民
時令和5年1月21日（土）午前9時30分
～午後4時（1人60分程度、15分前か
ら受け付け開始）
所みなと保健所
人 50人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、5人。令和5年1月16日

（月）までにお申し出ください）

申電話で、12月21日～令和5年1月
20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
問健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

わかちあいの会みなと
　自死（自殺）で身近な人を亡くされ
た人の体験を聞き、遺された人々を
支えるために私たちに何ができるの
か一緒に考えます。
対自死（自殺）で身近な人を亡くし
た人や、残された人を支えたいと願
う人。区民に限らず参加可能です。
時令和5年1月25日（水）午後1時30分
～3時30分
所みなと保健所
人 20人（申込順）
申電話で、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5年1月18日（水）までにお申
し出ください。 ☎6400－0084

整体師が教える「タオル1枚で
できる！スマホ猫背撃退法」
対区内在住・在勤・在学者
時令和5年1月29日（日）午前10時～
11時30分（30分前から受け付け開始）
所健康増進センター
人 20人（申込順）
持ち物　飲み物※マスク着用

申メールで、令和5年1月27日（金）
までに、白金台ウェルネスプロジェ
クト事務局へ。
メール：info.wellness.shirokanedai 
@gmail.com
 ☎050－1333－4806
担健康推進課健康づくり係

健康度測定のご案内
　医師・健康運動指導士・管理栄養
士が体力チェックを行い個人に合っ
た健康づくりメニューを作成します。
対 18歳以上の人どなたでも※持病
等がある人はかかりつけ医に相談の
上お申し込みください。
時令和5年2月1・8・15日（水）（1）午
後5時50分（2）午後6時20分、令和5年
2月4・18・25日（土）（3）午後0時50分

（4）午後2時20分※所要時間は2時間
半程度
所健康増進センター
持ち物　運動できる服装・室内用運動
靴・タオル・健康診断結果（1年以内）
人（1）（3）（4）3人（2）2人（いずれも抽選）
費用　港区国民健康保険加入者：
2000円、区内在住・在勤者：4500円、
その他：8000円※区内在住の後期高
齢者医療制度加入者は無料です。
申電話または直接、令和5年1月16
日（月）までに健康増進センターへ。
※締め切り後、空きがある場合は申
込順で受け付けます。 ☎5413－2717

※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
25
日（
日
）

もとやまクリニック（内） 白金1－8－9 ☎3473－2866
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
風見歯科医院（歯） 芝5－26－30　専売ビル1階 ☎3769－5737
新橋烏森通り歯科（歯） 西新橋2－6－3　越後屋ビル1階 ☎3501－8241
★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（
木・年
末
）

馬場クリニック（内） 麻布十番2－13－2　クマイビル2階 ☎3454－7788
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
芝ガーデン歯科クリニック（歯）芝5－27－5　ヒラタビル1階 ☎3452－3760
貴美島デンタルオフィス（歯） 南麻布5－2－35　イシマルマンション501 ☎6277－4217
★中村クリニック（内） 六本木4－5－3 ☎3401－8003

12
月
30
日（
金・年
末
）

六本木ヒルズクリニック（内） 六本木6－10－1
六本木ヒルズ森タワー6階 ☎3796－0066

虎の門病院（内） 虎ノ門2－2－2 ☎3588－1111
国際医療福祉大学三田病院

（内・外） 三田1－4－3 ☎3451－8121

藤川歯科医院（歯） 浜松町1－27－14
サン・キツカワビル2階 ☎5777－6480

新青山ビルユー歯科（歯） 南青山1－1－1　新青山ビル西館3階 ☎3475－1841
★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
31
日（
土・年
末
）

大森真帆麻布十番クリニック（内）麻布十番1－5－9　高橋ビル2階 ☎6455－4317
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
北沢歯科クリニック（歯） 芝浦4－9－18　グランドパレス田町1階 ☎5442－2337
南青山添野歯科医院（歯） 南青山3－12－11　ボワゼ青山8階 ☎6450－5788
★川島クリニック（内） 西新橋1－23－10　南和ビル5階 ☎3519－6651

1
月
1
日（
日・年
始
）

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

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
中川歯科クリニック（歯） 芝浦4－12－44　芝浦TMビル3階 ☎3455－8218
赤坂見附歯科（歯） 赤坂3－21－21　サンワット渡邉ビル1階 ☎3586－6480
★劉内科整形外科（内） 南麻布2－2－13　麻布ハイプラザ205 ☎5476－5489

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25日（日） 南山堂薬局麻布十番店 麻布十番2－2－7
野口ビル1階 ☎6435－1572

12月29日（木・年末） クオール薬局古川橋店 南麻布2－10－19
ボヌール南麻布101 ☎3798－4789

12月30日（金・年末） 白金台南薬局 白金6－6－1 ☎5421－0880
12月31日（土・年末） ヤブザキ信栄堂薬局 白金1－28－18 ☎3441－4438
1月1日（日・年始） ヤブザキ信栄堂薬局 白金1－28－18 ☎3441－4438
1月2日（月・年始） 玉菊薬局 白金3－1－4 ☎3441－1972
1月3日（火・年始） 白金ヴェルデ薬局 白金1－26－3 ☎6450－2645

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

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

1
月
2
日（
月・年
始
）

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
国際医療福祉大学三田病院

（内・外） 三田1－4－3 ☎3451－8121

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
南青山アイリス歯科（歯） 南青山7－11－5　HOUSE7115　1階 ☎6427－4408
★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―4階 ☎6809－1725

1
月
3
日（
火・年
始
）

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
古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 ☎3453－5011
虎の門病院（内） 虎ノ門2－2－2 ☎3588－1111
曽根田歯科診療室（歯） 三田1－2－16　プラザ麻布ビル1階 ☎3451－7200

六本木ヒルズ西堀歯科（歯） 六本木6－10－1
六本木ヒルズウェストウォーク6階 ☎5772－8668

★きつかわクリニック（内） 芝5－31－16　YCC田町ビル4階 ☎3451－1731
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）

区
役
所
・
総
合
支
所
へ
の
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
特
記
が
な
い
場
合
は
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
。
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MINATO CITY

講座・催し物
港区・東洋英和女学院連携事業
連続講演会「現代中国というア
ポリア」
対区民
時（1）令和5年1月21日（土）（2）1月28
日（土）いずれも午後3時～4時30分
所東洋英和女学院大学大学院（六本
木5－14－40）
内（1）「中国情勢と日米中露関係」

（2）「香港 一国二制度とは何だった
のか」
人各25人（申込順）
申メールで、住所・氏名・年齢・職業・
講座参加日を明記の上、（1）令和5年1
月14日（土）、（2）1月21日（土）までに、
東洋英和女学院大学院へ。
メール：kokusaiken@toyoeiwa.ac.jp
問麻布地区総合支所協働推進課地
区政策担当 ☎5114－8812

インボイス制度に関する事業者
向け説明会
対区内事業者、商店街店舗
時令和5年2月2日（木）課税事業者向
け:午後1時30分～3時、免税事業者
向け：午後3時30分～5時
所札の辻スクエア11階ホール大
人各回80人程度
申産業振興センターホームページ
https://minato-sansin.com/
event_seminar/minato-sangyo-
invoice/
からお申し込みください。
問産業振興課経営支援係
 ☎6435－4620

ボランティア入門講座・相談会
対これからボランティア活動を始
めたい人や、始めたばかりの人
時（1）12月27日（火）午前9時30分～
11時30分（2）令和5年1月11日（水）午
後6時～8時（3）令和5年2月27日（月）
午後2時～4時（4）令和5年3月23日

（木）午前9時30分～11時30分
所（1）芝地区ボランティアコーナー

（2）芝浦区民協働スペース（3）芝浦港
南地区ボランティアコーナー（4）高
輪地区ボランティアコーナー
内（1）（3）（4）ボランティア相談会

（2）講義、先輩ボランティアの話
人（1）（3）（4）若干名（2）15人（いずれ
も申込順）
申電話またはファックスで、住
所・氏名・電話番号を明記の上、

（1）（3）（4）は各開催日の前日（土・日
曜、祝日、年末年始を除く）までに、

（2）は令和5年1月6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
担保健福祉課地域福祉支援係

令和4年度「港区みどりの街づ
くり賞」「港区景観街づくり賞」
パネル展
対どなたでも
時（1）令和5年1月7日（土）～12日

（木）午前8時～午後11時（2）1月17～
20日（火～金）午前9時～午後9時30分
※いずれも最終日は午後4時まで
所（1）みなとパーク芝浦1階中央ア
トリウム（2）赤坂区民センター3階
問〇みどりの街づくり賞について
環境課緑化推進担当 ☎3578－2330

〇景観街づくり賞について
都市計画課街づくり計画担当
 ☎3578－2244

オンライン講座「女性たちがめ
ざした男女雇用平等法～労働運
動と女性運動をつなぐ～」
　オンラインツール（Zoom）を使用
して行います。
対どなたでも
時令和5年1月21日（土）午後2時～4
時
人 30人（申込順）
申男女平等参画センターホームペ
ージ
https://www.minatolibra.jp/
からお申し込みください。詳しく
は、男女平等参画センターホームペ
ージをご覧ください。 ☎3456－4149

日本再発見講座「Sumie～水墨
画のお話と竹を描くワークショ
ップ～」
対中学生以上どなたでも
時令和5年1月21日（土）午後2時～4時
所麻布図書館
人 15人（申込順）
申電話または直接、麻布図書館へ。
※令和5年1月19日（木）は休館
 ☎3585－9225

日本刀入門
対どなたでも
時令和5年1月28日（土）午後2時～4時
所港南図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、港南図書館へ。
※令和5年1月19日（木）は休館
 ☎3458－1085

お 知 ら せ
都立芝浦南ふ頭公園で初日の出
を見ることができます
　初日の出の予定時刻に合わせて通
常より早く開園します。
対どなたでも
時令和5年1月1日（日・祝）午前6時
所都立芝浦南ふ頭公園
問芝浦港南地区総合支所協働推進
課地区政策担当 ☎6400－0013

医師・歯科医師・薬剤師・保健
師・助産師・看護師・准看護
師・歯科衛生士および歯科技工
士の届け出について
　令和4年12月31日現在の状況を、
令和5年1月16日（月）までに生活衛生
課医務・薬事係に届け出てくださ
い。届出用紙は生活衛生課にありま
す。港区ホームページからダウンロ
ードもできます。医師・歯科医師・
薬剤師で医療機関・薬局等に勤務し
ている人はオンラインでの届け出を
お願いします。
問生活衛生課医務・薬事係
 ☎6400－0044

「お台場レインボーバス」年末
年始の運行について
　土休日ダイヤで運行します。
時 12月29日（木）～令和5年1月3日（火）
問㈱kmモビリティサービス
 ☎6423－2805
地域交通課地域交通係 ☎3578－2349

「ちぃばす」年末年始の運行について
　全ての路線でダイヤを変更して運
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。
時 12月29日（木）～令和5年1月3日（火）
箱根駅伝開催に伴う交通規制時の運
行　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5年1月2日（月・振休）※1月3
日（火）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㈱フジエクスプレス ☎3455－2213
地域交通課地域交通係 ☎3578－2279

放置自転車のリサイクル販売の
お知らせ
時令和5年1月8日（日）午前10時～10時
30分受け付け、後に購入順位の抽選
所リサイクル自転車販売作業所（芝
5－28－4）
販売台数　15台程度※区民優先枠を
設けています。※抽選のため、購入
できない場合もあります。
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
リサイクル自転車販売作業所（受付
時間：火～金曜午前9時～午後5時）
　 ☎6435－1104

変更・休止情報等
神明いきいきプラザ臨時休館
時令和5年1月22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
時令和5年1月9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

求人・区民委員募集
港区職員（歯科衛生（Ⅱ類））
対令和5年4月1日現在、40歳未満
で、歯科衛生士の免許を有し、次の
いずれかに該当する人（1）平成16年
文部科学省厚生労働省令第5号によ
る改正後の歯科衛生士学校養成所指
定規則により指定を受けた修業年限
3年以上の歯科衛生士養成施設を卒
業した人（2）上記の改正前の規則に
より指定を受けていた修業年限2年
以上の歯科衛生士養成施設を卒業し
た人
採用予定日　令和5年4月1日以降
第1次試験日　令和5年2月5日（日）
採用予定人数　1人
選考　論文試験および面接
申郵送で、申込用紙等に必要事項
を明記し、令和5年1月13日（金・必
着）までに、〒105－8511　港区役所
人事課人事係へ。※受験資格・採用

選考日程・勤務場所等について詳し
くは、選考案内（申込用紙）をご覧く
ださい。選考案内（申込用紙）は、港
区ホームページからダウンロードで
きます。※電子申請サービス
https://www.e-tokyo.lg.jp
からも申し込めます。
問人事課人事係　 ☎3578－2107

ご意見募集（パブリックコメント）
港区自転車通行空間整備計画 

（素案）について
　自転車だけでなく歩行者、自動車
等、道路を利用する全ての人がより
一層安全・安心で快適に通行できる
環境を整備することを目的とし、

「港区自転車通行空間整備計画」（素
案）を取りまとめました。
閲覧方法　港区自転車通行空間整備
計画 （素案）は、12月28日（水）から
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　港区ホームペ
ージ・郵送・ファックスまたは直
接、令和5年1月26日（木・必着）まで
に、ご意見・住所・氏名を、〒105
－8511　港区役所土木課土木計画係
へ。 ☎3578－2217　ＦＡＸ3578－2369

港区総合交通計画（素案）につ
いて
　近年、交通環境が大きく変化して
いることから、新しい生活様式への
対応、持続可能な交通手段の確保等
のため、「港区総合交通戦略」を見直
し、新たな交通分野の総合計画とし
て、「港区総合交通計画」（素案）をま
とめました。
閲覧方法　港区総合交通計画（素案）
は、港区ホームページ「施策・計画
に対するご意見」の他、地域交通課

（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　港区ホームペー
ジ・郵送・ファックスまたは直接、
令和5年1月23日（月・必着）までに、
ご意見・住所・氏名を、〒105－8511
港区役所地域交通課地域交通係へ。
説明会
対どなたでも
時令和5年1月13日（金）・18日（水）
午後7時～8時※内容は共通です。
所区役所9階会議室
※手話通訳あり、保育あり（4カ月～
就学前、2人程度。電話で、各開催
日の一週間前までに地域交通課へ）
問地域交通課地域交通係
 ☎3578－2349　ＦＡＸ3578－2369

情報アンテナ
■東京都主催　ひきこもりでお悩みの人向
けへのオンライン講演会
対家族や身近にひきこもりの状態の人が
いてお悩みの人
配信期間　令和5年2月28日（火）まで
所東京都公式動画チャンネル「東京動画」
https://tokyodouga.jp/lueicgrcxgc.
html
からご覧ください。
問東京都福祉保健局生活福祉部地域福祉
課生活支援担当 ☎5320－4039

「広報みなと」12月11日号の4面に掲載した「自宅でもできる介護予防運動パッケージの紹介」の配布場所の記載に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
（誤）高齢者支援課（区役所3階）
（正）高齢者支援課（区役所2階）　　　問い合わせ　高齢者支援課介護予防推進係　☎3578－2992

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。

区立保育園
募集職種
（1）保育員および夜間保育員
（2） 特定保育員および特定夜間
保育員

対象　（1）保育士資格を有し、
都道府県知事が発行する「保育
士証」の交付を受けている人（見
込み可）（2）保育に関心があり熱
意を有する人（無資格でも可）
任用期間　令和5年4月1日～令
和6年3月31日（一定の条件を満
たした場合、最長5年間は同一
園で勤務可）
業務内容
（1） 保育園に勤務する保育士の
職務内容に準ずる職務

（2）保育補助

選考方法
　書類選考後、令和5年2月中旬
ごろに面接を実施します。面接
選考について詳しくは、書類選
考通過者にお知らせします。
申込方法
　郵送または直接、履歴書（写
真貼付、希望園を備考欄に明
記）、（1）希望者のみ、応募の動
機を書いた原稿用紙（400字程
度）を同封の上、令和5年1月27
日（金・必着）までに、〒105－
8511　港区役所保育課運営支援
係「保育園会計年度任用職員担
当」（区役所7階）へ。

保育課運営支援係
 ☎3578－2872

問い合わせ

区立児童館
対象　令和5年4月1日現在で（1）～（3）
のいずれかに該当する人
　（1）保育士、社会福祉士、教員の有
資格者（2）学童クラブ事業等に2年以上
従事かつ総勤務時間が2000時間程度の
経験がある人（3）大学で社会福祉学、
心理学、教育学、社会学、芸術学また
は体育学を専攻し、卒業した人
任用期間　令和5年4月1日～令和6年3
月31日（一定の条件を満たした場合、
更新可）
業務内容　児童館に勤務する職員に準
じる業務および窓口対応または障害児
指導
勤務時間　週5日29時間（1週間のうち、
7時間45分勤務を2日、4時間30分勤務
を3日）勤務※夏休み等の期間は、時間

増あり
報酬月額（予定）　（1）14万6100円～16
万4900円（2）（3）14万900円～15万8700
円※交通費別途支給、期末手当あり
選考方法　書類選考後、令和5年2月中
旬ごろに面接を実施します。面接選考
について詳しくは、書類選考通過者に
お知らせします。
申込方法　郵送または直接、履歴書
（写真貼付）、応募の動機を書いた原稿
用紙（400字程度）を同封の上、令和5年
1月27日（金・必着）までに、〒105－
8511　港区役所子ども家庭課子ども青
少年育成係「児童館会計年度任用職員
担当」（区役所7階）へ。

子ども家庭課子ども青少年育成係
 ☎3578－2434

問い合わせ

　港区ワールドフェスティバルは、
区内等の大使館等を巡り国際交流を
深め、世界を身近に感じられるイベ
ントです。
港区商店街デジタルスタンプラリー
　スマートフォンから簡単に参加で
きます。港区商店街デジタルスタン
プラリーにエントリーし、協力店舗
で買い物や飲食をすると、港区大使
館等周遊スタンプラリーの応募に必
要なデジタルスタンプがもらえます。
対象　どなたでも
とき　令和5年1月18日（水）～2月12
日（日）
ところ
　区内商店街に加盟する協力店舗
　詳しくは、専用ホームページをご
覧ください。
港区大使館等周遊スタンプラリー
　普段入ることができない大使館等
に入館してスタンプを集める、特別
なスタンプラリーです。港区商店街
デジタルスタンプラリーで取得した
デジタルスタンプ1つにつき、1カ所
の大使館等の訪問予約に申し込みが

できます（抽選）。
　イベント用のパスポートは、初め
て訪問する大使館等でお渡しします
（大使館等によって、入館できる日
時、訪問可能人数が異なります）。
対象　どなたでも
とき　令和5年3月1日（水）～30日（木）
ところ　区内約30カ所の大使館等
　詳しくは、専用ホームページをご
覧ください。
申し込み　令和5年2月12日（日）まで
に、港区商店街デジタルスタンプラ
リーの応募フォームからお申し込み
ください。当選者のみ、郵送または
メールで、2月21日（火）に通知をお
送りします。
大使館等こどもスタンプラリー
　お子さんを対象に、大使館等を訪
問し、各国の文化や歴史等の知識を
深め、スタンプを集めることができ
ます（大使館等によって、入館でき
る日時、訪問可能人数が異なります）。
対象　令和5年4月1日現在、5～15歳
のお子さん（13歳未満のお子さんは
保護者（1人のみ）の同伴必須）

令和5年度 会計年度任用職員（区分A）募集
保育園や児童館で働きませんか

※ その他募集内容について詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

2023

港区ワールドフェスティバル

とき　令和5年3月4日（土）～30日（木）
ところ　区内約20カ所の大使館等
　詳しくは、専用ホームページをご
覧ください。
申し込み　令和5年1月10日（火）～31
日（火）に、専用ホームページの応募

フォームからお申し込みください。
当選者のみ、メールで、2月10日
（金）に通知をお送りします。

二次元コードをスマートフォンで読
み取ると、「ワールドフェスティバ
ル」のページをご覧いただけます。

　子どもからお年寄りまで、人々の表
情や暮らしを捉えた写真をお楽しみく
ださい。
対象　どなたでも
とき　12月24日（土）～令和5年1月12日
（木）午前8時～午後10時30分（最終日は
午後2時まで）
ところ　みなとパーク芝浦1階公園側
アトリウム、喫茶前広場

「ギリシャ、あの顔その顔」
を開催します

「
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）

国際文化紹介展示

問い合わせ 地域振興課国際化推進係 ☎3578－2046

港区ワールドフェスティバル事務局コールセンター（令和5年1月5日（木）か
ら開設。祝日を除く月・火・木・土曜午前10時～午後4時） ☎6737－9397 
産業振興課シティプロモーション担当 ☎6435－4673

問い合わせ

全国へ延びた鉄路が国の礎に
　 日本で初の鉄道を開業するために、明治3（1870）年に鉄道資材を英国から
購入し、横浜港で陸揚げしました。その2年後の明治5（1872）年、現在のJR桜
木町駅にあたる場所に初代の横浜駅
が開業しました。駅舎は、骨組みを
石で覆った木骨石張りと呼ばれる造
りで防火性の高いもので、2階建て2
棟の駅舎は、新橋駅とほぼ同じデザ
インでした。この初代横浜駅は大正
4（1915）年、2代目横浜駅の開業に
伴い、桜木町駅に改称しました。　
　文明開化のシンボルとして当時の
人々を驚かせた鉄道はその後、目覚ましいスピードで全国に鉄路を延ばしまし
た。明治22（1889）年には新橋－神戸間に東海道線が全線開通し、約605キロメ
ートルを約20時間で走りました。江戸時代、東海道を日本橋から京都まで、徒歩
で13～15日ほどかかった行程が1日になったのです。鉄道の利便性は新しい国

造りに欠かせないものとなり、明治末期ま
でに、ほぼ全国の幹線網が完成されました。
　新橋、横浜の他にも鉄道開業について触
れられる場所があります。新橋－品川間の
海上に鉄路を通すために設けられた高輪築
堤。その建設に尽力した明治の元勲、大隈
重信の生誕の地、佐賀県です。
　佐賀市の佐賀県立博物館では

「高輪築堤－日本を拓
ひら

いた鉄の道」を常設展示しています。鉄道開業
に携わった大隈の偉業を解説し、平成31（2019）年に発見された高
輪築堤の一部を再現展示しています。他にも同市内の大隈重信記念
館等でも、高輪築堤の石が展示されています。
　150年前に港区新橋で開業した鉄道は、全国に鉄路を延ばし、そ
の後の日本の発展に大きく寄与したのです。

鉄道開業150年

港区と鉄道の夜明け（最終回）

横浜商館並ニ辨天橋図　横浜ステーション蒸気
入車之図並ニ海岸洋船燈明台を眺望す

（東京ガスネットワーク　ガスミュージアム所蔵）

佐賀県立博物館の高輪築堤再現展示
（写真提供：佐賀県）

港区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。


