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　令和4年（2022年）4月に芝浜小学校が開校しました。
創立80周年を迎えた芝浦小学校の児童増加に伴う新設
開校です。港区では26年ぶりになります。

　私たちの暮らしている芝浦港南地区は、高輪ゲートウェイ駅、品川
駅周辺開発やリニア開業もひかえ、勢いのある、これからの発展が
楽しみな地域です。一方、『コカ・コーラ発祥の地』のような発祥の
地も多く、歴史ある地域でもあります。
　べいあっぷ編集部は新しいメンバー4人を加え、新体制となりまし
た。べいあっぷをとおして、過去(歴史)・現在・未来の地域の魅力
を伝え、地域を盛りあげることを目指して頑張ります。
 石川 信幸

編集部では全員がボラン
ティアで参加する区民編集委員と芝浦
港南地区総合支所のスタッフが協働して、
企画・編集しています。より良い誌面を
作るため、地域の皆さまのご意見・ご要望
をお待ちしております（送り先は下記へ）。

芝浦港南地区の人、暮らしを伝える、とっておきの作品をお送りください。
読者の皆さんで「べいあっぷ」を盛り上げてください。力作お待ちしています！

次回の締切は

8月26日（金）
必着です。

暮らしの疑問、 まとめて
「みなとコール」 で
お答えします。
午前8時～午後8時
FAX：03-5777-8752

本誌は環境に配慮して「のりとじ」にしています。

03-5472-3710
ゴヨウ（は）ナーニ　ミナト（コールです）

本誌のバックナンバーは
港区ホームページで閲覧
することができます。

石川 信幸　大橋  直　岡田 美紀子
金子  源　小林 紀雄　佐藤 かおる　佐藤 淳子
須古 邦子　藤田 尚子　堀部 茉優　横山  仁
MESLER JONATHAN

港区芝浦港南地区総合支所 べいあっぷ編集部
〒105-8516 港区芝浦1-16-1
 TEL：03-6400-0031　FAX：03-5445-4590
E-Mail：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp
※この情報誌にお寄せいただいた住所・氏名・電話番号等
の個人情報は、作品の返送および事務連絡に利用します。
また、取扱いについては港区個人情報保護条例に基づき、
適正に管理します。 発行番号 2022034-2435

〒105-8516　※郵便番号だけで届きます
港区芝浦港南地区総合支所 べいあっぷ編集部
TEL：03-6400-0031　
FAX：03-5445-4590
E-Mail：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

作品の
送付先応募方法

写真のほかに写真のほかに
俳句や川柳、俳句や川柳、
イラストでもイラストでも
応募できます！応募できます！

ニコさんの作品
「♪♪梅の小枝にメージロが
―♩  芝浦中央公園にて」

有馬仁志さんの作品
「暮れの春、

港南をゆくドクターイエロー」

ルイさんの作品
「ムーンロード」

台場にじ子さんの作品
「貴重なタイミング」

ゆきちゃんさんの作品
「渚(なぎさ)橋の夜景」

スピカさんの作品
「レインボーブリッジで

二者会談」

廣田幸子さんの作品
「雪の日の幸運」

泥谷隆史さんの作品
「港区立芝浜小学校・開校!!」

君島良一さんの作品
「S39同じ歳のモノレールと僕
祝満開2度目の東京オリンピック」

國分秀徳さんの作品
「グッドタイミング（朝陽）」
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※応募いただいた作品については港区の事業で無償で使用させてい
ただくことがあります。

応募方法は、作品にタイトルを添えて、住所・氏名・電話番号・
作品の返却希望の有無・ペンネーム（希望者）を明記の上、
べいあっぷ編集部までお送りください。写真はデータでもプ
リントでもOK。携帯写真でも大歓迎です。

べいあっぷ編集部
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芝浦港南地区には魅力的なスポットがたくさんあります。
いつも見ている風景も、ちょっとした瞬間に印象が違って見えたりして、意外な発見をすることも。
皆さんもお気に入りの場所があるのではないでしょうか？　
今回は、今年新たに加わった編集委員が厳選したおすすめのスポットを
写真と一緒にご紹介します！

都立芝浦南ふ頭公園

　私のおすすめスポットは、都立芝浦南ふ頭公園で
す。レインボーブリッジ（正式名称「東京港連絡橋」
平成5年（1993年）8月26日開通）を真下から見上
げられる場所です。普段目にすることのないレイン
ボーブリッジの「裏側」を見ることができ、スケー
ルの大きさに圧倒され、言葉もなく、繊細さと雄大
さも感じられ、吸い込まれるように眺めてしまいま
す。斜め下から見るレインボーブリッジの眺めも最
高。遠目に見えるお台場の光景や、ぼんやり空と海
を眺めるもよし！　気持ちがリセットされます。
　夜景が素敵なのは言うまでもありませんが、特に
夕暮れ時がオススメな穴場スポットです。レインボ
ーブリッジ遊歩道と合わせて出かけてみてはいかが
でしょう？� （編集委員T・I）

お気に入りのアングル。青空
に映えていたらもっと素敵な
ショットになります

レインボーブリッジの真下か
らの1枚。繊細で雄大で引き
込まれるものがあります

光がきらめくレインボーブリッジも必見です

メタセコイアの
木々が並ぶ芝浦運
河通りです。周辺
には、みなとパー
ク芝浦という複合
施設もあります

運河沿いのベンチ
で、お茶と読書も
お勧めです

芝浦運河通りと新芝運河沿緑地
　私のおすすめスポットは、芝浦運河通り
と新芝運河沿緑地です。
　「芝浦運河通り」は、メタセコイアの並
木道です。春から夏は、青々と空に向かっ
て伸び、秋には鮮やかな黄色に染まります。
メタセコイアの間には、桜、モクレン、ハナ
ミズキ、サルスベリ、オリーブなどの木が
あり、それぞれの開花で変化を楽しめます。
　並行してある「新芝運河沿緑地」にもバ
ラ、ツツジ、クチナシなどが美しく咲きま
す。短い通りの中に、季節と自然を感じら
れる、私のおすすめスポットです。
� （編集委員K・S）

芝浦中央公園
　私のおすすめスポットは、芝浦中央公園です。品
川駅近く、東京タワーを臨める都心にありますが、
広い青空と緑が魅力の、年齢問わず楽しめる公園で
す。ターザンロープの遊具がある芝生広場や、四季
折々の草花や生き物を観察できる湿生花園は、いつ
も子どもたちの笑顔と歓声であふれています。新幹
線が見えるスポットもおすすめ。
　大人の方々はぜひ、見事に咲き誇るバラ園へ。約
100種の花と香りが堪能できます。見頃は5月中旬
と10月中旬。ウォーキングがてら足を運んでみてく
ださい。� （編集委員N・F）

竹芝小型船発着所の
小型船ターミナル待合広場

　私のおすすめスポットは、芝浦港南地区の日の出
ふ頭から少し足を延ばした先にある竹芝小型船発着
所の小型船ターミナル待合広場です。竹芝小型船発
着所の手前にはライトアップした連絡橋があります
が、この橋を歩くと観光スポットに来た感じがして
歩くだけで楽しめます。橋から見える夜景がとても
綺麗なので、この橋をゴールにして夜に散歩に来よ
うと思っています。
　臨港広場からの夜景も抜群に綺麗で、海とレイン
ボーブリッジやフジテレビのイルミネーション、ビ
ルの夜景が楽しめます。臨港広場は浜松町駅や大門
駅から徒歩でも行けますよ。海風を感じながらのん
びりできるので、昼間に来てももちろん楽しめます。
コロナの影響で人が少ない分、休日を楽しめるので
はないでしょうか。� （編集委員M・H）

青々とした芝生が
広がっています

バラの香りに
癒されます

広場から見える夜景 連絡橋
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水陸両用バスの仕様
定員：38名　全長：11.9m　幅員：2.49m　
重量：13.86t　航海速力：6.0ノット　製造：日本製

基本情報
受付：港区台場1-7-1�アクアシティお台場1階
☎03-3455-2211

運行時間や
料金はこちら

お台場を満喫できる水陸両用バス

近くで見るととても大き
い！　車内は黄色をベース
にしてカワイイです ユニークなバスがお台場の街

を走っているのは、ちょっと
不思議な感じです

　芝浦港南地区のまちの魅力は？　と聞
かれたら皆さんは何を思い浮かべますか？
　運河、水辺、自由の女神像やレインボ
ーブリッジなどの観光スポット、景観、
グルメ、人。たくさんありますが、乗り
物が充実していることもその1つではな
いでしょうか。モノレール、ゆりかもめ、
新幹線、コミュニティバス「ちぃばす」、
水上バス、水上タクシー、レストラン船、
屋形船など実にたくさんあります。
　今回はそんな楽しい乗り物の中でもイ
チオシ、水陸両用バス「TOKYO�NO�
KABA」をご紹介します。ご協力いただ
いたのは、株式会社フジエクスプレス。
「TOKYO�NO�KABA�」は、平成29年（20
17年）11月から運行されているそうです。
　バスでもあり船でもある、「TOKYO�
NO�KABA」の運転席兼操舵席は、車の
ハンドルと船の舵の両方を備えていて、
運転するのはドライバーであり船長。呼
称は「キャプテン」。もちろんバスの運
転免許と船舶免許を持っているそうで
す。すごいですね。
　「TOKYO�NO�KABA」の名前の由来
は、水中と陸上の両方で生活する動物の

王者であり、古代エジプトの守り神でも
ある「カバ」からきているそうです。
　ちなみに、お台場を走る「TOKYO�NO�
KABA」は3号。1号と2号、そして4号は
山梨県の山中湖で「YAMANAKAKO�NO�
KABA」として走っています。
　38人乗りのバスの全長は約12ｍと大
きく、後方から見るとプロペラ型のスク
リューが付いていますので、ぜひ確認し
てみてくださいね。
　45分のコースは陸と海の両方からお
台場を満喫できるルートで、楽しいガイ
ドさんと一緒に、みんなでカバさんポー
ズをして「カバー!!」と叫べば、見慣れ
た街の風景もいつもと違って見えるでし
ょう。カバさんポーズがどんなポーズか
は、乗車してみてのお楽しみ！

いざ車内へ。スタッフもとても優しく、アテンド
してくれます

バスに乗って海へとダイ
ブする感じで衝撃は想像
以上。みんなビックリ！

見慣れた芝浦港南地区の
街をバスに乗って海から
眺めるのは貴重な体験

いざ体験！　旅行気分で非日常を満喫!!
　5月の曇り空のある日。アクアシティ
お台場の1階で受付を済ませて、べいあ
っぷ編集部員一同、わくわくしながら、
いざ乗車。
　青いカバのイラストの描かれた車高の
高い大きなバスに乗り込むと、内装の可
愛さに早くもテンションが上がります。
陸上ではシートベルト着用のアナウンス
がありました。お子様はライフジャケッ
ト着用、大人は座席下のライフジャケッ
トの案内があり、安全対策もバッチリで
す。
　窓はビニールカーテンとなっており、
この日は全開放。気持ちよい潮風を受け
て、お台場の街のガイドを聞きながら道
路をゆっくり進むと、見慣れた我が街も
知らない景色を見ているような旅行気
分。
　15分ほど陸上を走ると、目の前に海が
広がり、いよいよハイライトの海へのダ
イブが近づいてきました！
　車のエンジンから船のエンジンに切り

替え準備は完了。ガイドの「３・２・１、
カバー!!」の掛け声で海へダイブ！　水
しぶきをあげて海に飛び込む瞬間は大迫
力！　カババスでしか感じられない醍醐
味ですね。
　真下から見上げるレインボーブリッジ
は大迫力。揺れもなく楽しいクルーズ体
験ができます。ガイドさんが写真を撮っ
てくれるサービスもあるので、遠出をし
なくても楽しい記念になりますよ。あっ
という間の45分、芝浦港南地区の街の
魅力の再発見ができたとても楽しい時間
でした。
　最後に、船内でガイドさんから出され
たクイズをご紹介します。
　船として航海中、バスのタイヤはどう
なっているでしょうか？
·飛行機のように収納されている
·そのままくっついている
·取り外している
　正解は……。皆さん、実際に乗って確
かめてください！

海から上がったら、塩水を落とすために下まわり
を洗います

編集委員全員、とても貴重な体験ができました

http://www.kaba-bus.com/tokyo/
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地 域 に 根 ざ し た ホ ッ と エ リ ア  ［ 商 店 街 ］

品川駅自由通路を新幹線改札口方面に進み港南口（東口）に出ると、
高層ビルに囲まれた場所に、かつての品川の姿をとどめる商店街があります。

港南地区が開発され始めた平成11年（1999年）に発足し、現在飲食店など約25店が加盟している品川駅港南商店会。
今回は発足当初から会長を務めている秋山正利（まさとし）さんに、古（いにしえ）の風情を残しながら

新たな魅力を志向する街についてお話いただくとともに、隠れ家的なお店を紹介いただきました。

［ 連 載・第 4 回 ］ 品 川 駅 港 南 商 店 会  

 加 盟 店 紹介   M O N D E  B A R  ［ モンドバー］

「♡♡（ハート）の塔」と名付けられたモニュメン
トは平成16年（2004年）に実施された品川駅再
開発の一環として、「人と人、人と街との共生の心」
をテーマに東京芸術大学の鋳金（ちゅうきん）研
究室が制作したものです。駅前広場と商店街の間
に高さ約8.5m、上部がハート形のモニュメント
が2本立っています

趣味のミニカーを前
に、いつもにこやか
な秋山会長。地域全
体のことを考えて、
港南地区のさらなる
発展を願っていると
のことでした

モンドバー 
港区港南2-18-1�
アトレ品川4階
☎03-6717-0923
https://mondebar.com

駅ビルの中とは思えない
落ち着いた雰囲気です

カウンターに座って様々なお酒を
ゆっくりと楽しむことができます

～品 川 駅 港 南 商 店 会 会 長 から～

　こんにちは、品川駅港南商店会会長の秋山
です。
　私は小さい頃からこの場所で育ちました
が、当時は食肉市場と新聞社くらいしかなく、
駅前商店街は働く人々の憩いの場所でした。
そこが平成12年（2000年）前後に旧国鉄の
操車場跡地の再開発で品川インターシティ、
品川グランドコモンズなどの高層ビルが建ち
並び、また東海道新幹線の品川駅ができたこ

とにより、多くの人々が行き交うビジネスエ
リアとして大きく変貌したのです。
　そんな時期に私が初代会長となり飲食店を
中心とした商店会が組織化されたのですが、
道路の一方通行や駅前広場など会員の意見を
取りまとめ、街の整備に関与できたことは大
きな成果だったと思っています。
　現在、コロナ禍によって50店舗ほどあった
加盟店は半数ほどになってしまいましたが、タ

ワーマンションが周辺に建ち並び、居住者が
増えてきたことから、会社員だけでなく家族連
れの方たちも行き交う商店街となってきたと実
感しています。最近ではドラッグストアなども
会員に加盟し、生活に密着した商品に「スマイ
ル商品券」が利用できるようになりました。
　これからは訪れたみなさんに、裏路地にも
立ち寄っていただけるよう整備していきたい
と思いますので、ご期待ください。

　運河沿いにある港南緑水公園はまさに都会のオ
アシス♪
　公園の西側には東京モノレールが走り、東側は
京浜運河が流れています。
　公園には色鮮やかな花が咲いた花壇をはじめ、
小さな魚やザリガニなどの生き物と触れ合える自
然観察池、子ども達も夢中になるローラー滑り台
や砂場、ブランコに鉄棒、網状のトンネルがつい
ている複合遊具などがあります。

　子ども向け遊具が充実しているのはもちろんの
こと、大人用の健康器具も充実しています。足つ
ぼが押せる健康快道や背伸ばしベンチ、平均台な
どがあり、気持ちのいい潮風を感じながら少し運
動してみるのもいいかもしれません。
　筆者もいくつか利用してみましたが、健康快道
は痛気持ち良く、背伸ばしベンチは腰から背中の
ツボが見事にはまりました。　品川駅直結の「アトレ品川」の4階に、ビルの

中とは思えない居心地のいいバーがあります。そ
こはあの「モンドバー銀座」の魂を引き継ぐ「モ
ンドバー品川」。入口から見えるバーカウンター
の前には300種類以上の世界のお酒がずらりと並
び、カクテルは熟練のバーテンダーが心を込めて
作ります。そんなカウンターでひとりで静かにお
酒をたしなむもよし、友だちとゆっくり語らうの
もいいでしょう。新幹線や飛行機での旅立ち前の
ひとときを過ごす場所としても最適です。
　バーに馴染みのない方にはランチタイムもおす

すめです。カウンターの奥にあるオリエント急行
の食堂車をイメージした『モンドエクスプレス』
のベンチシートで名物料理の絶品和牛のステーキ
や、ハンバーグ、旬のシーフードなどの自慢の料
理が、ランチにはバケットやライスのセットでい
ただけます。もちろんテーブルワイン、ビールな
どランチドリンクもありますので、昼飲みもOK
です。
　品川駅という場所柄、「地元の案内場」でもあ
ります。商店会に加盟していますので、気軽に足
を運んでみてください。

バーテンダーでも
ある、柴原店長

オリエント急行をモチーフにした
テーブル席

芝 浦 港 南 地 区 の 公 園 シ リ ー ズ
［ 第 4 回 ］港 南 緑 水公 園

連 載遊具や遊び場、施設など、個性あふれる

「芝浦港南地区の公園シリーズ」第4回目は、港南緑水公園です。
港南緑水公園は、品川駅から徒歩約15分の場所にあります。

公園内にはふかふかした芝生が広がる他、休憩デッキ、ベンチ、噴水、自然観察池、
砂場、遊具、健康器具、ドッグランなどがあり楽しい時間が過ごせます。

公 園 内には防災 設 備がいっぱい！

広い芝生

　公園内には災害時に役立つ施設が充実しています。
　テントを張って雨風を防ぎ着替えや救護に使える日除け棚やソーラー灯、座板を外すと炊き出し用かまどとして使えるベンチ、テントを張って
トイレとして使えるたくさんのマンホールがあります。
　遊びに行った際はぜひ探してみてください。

テントを張れば災害時に大活躍の日除け棚 停電しても光るソーラー灯 災害時にテントを張るとトイレになるマンホール

痛いけどクセになる!?
健康快道

何回遊んでも飽きない
滑り台

天気のいい日は背伸ばし
ベンチでストレッチ

京浜運河が一望できる
開放的なデッキ
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日本におけるコカ・コーラ発祥の地
　「スカッとさわやかコカ・コーラ」、「Yes�Coke� Yes」、
「Always�Coca-Cola」、時代とともにキャッチコピーは変わっ
ても、コカ・コーラはいつでも変わらぬ味で身近にありました。
　そんなコカ・コーラが初めて日本に入ってきたのが大正3年
（1914年）頃で、当時は輸入品として入ってきており、高村光太
郎や芥川龍之介の文章にも登場しています。
　そして昭和31年（1956年）、この地に日本初のボトラー（清
涼飲料水の濃縮原液を輸入し、薄めてボトルに入れて消費者
へと出荷する会社）として、東京飲料株式会社が設立されまし
た。
　のちに東京コカ・コーラボトリング株式会社に社名変更され、
昭和49年（1974年）に旧本社社屋が竣工した際に設置された
この石碑が、今でも保存されています。
　現在では、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社と社名を
改め、製造販売を続けています。

日本におけるコカ・コーラ発祥の地の石碑と
説明文
Stone�monument�and�description�of�
the�birthplace�of�Coca-Cola�in�Japan.

東京飲料株式会社の創業者髙梨仁三郎の銅
像。オアーゼ芝浦MJビル内にあります
Bronze� statue�of�Tokyo� Inryou� Inc.�
founder�Nisaburo�Takanashi.
located� in� the�Oase� Shibaura�MJ�
Building.

　Although Coca-Cola's catchphrases have 
changed with the times--"Sparkling and refreshing 
Coca-Cola", "Yes Coke Yes", "Always Coca-Cola"--
the familiarity remains with its unchanged taste.
　Coca-Cola was fi rst introduced to Japan in 1914 
(the 3rd year of Taisho era) as an imported product 
and appeared in the writings of Kotaro Takamura 
and Ryunosuke Akutagawa. 
　In 1956 (the 31st year of Showa era), Tokyo 
Inryou Inc. was established in Japan as the first 
bottler (a company that imports concentrated soft 
drinks, dilutes them, bottles and ships them to 
consumers) in this area. 
　The company name was subsequently changed 

to Tokyo Coca-Cola Bottling Inc. and, in 1974 (the 49th year of 
Showa era), a stone monument was erected when the construction 
of the former head offi  ce was completed where it remains to this day. 
　At present, the company has changed its name to Coca-Cola 
Bottlers Japan Inc. and continues to manufacture and sell its 
products.

Birthplace� of� Coca-Cola� in� Japan�
Today�(Oase�Shibaura�MJ�Building).

日本におけるコカ・コーラ発祥の地の現在の
様子（オアーゼ芝浦MJビル）

お台場学園
セーリングヨット部
を取材しました！ お台場学園の大島校長先生

昨年行われた東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の会場
として使用されたお台場海浜公園の側に、港区立小中一貫教育校である、
お台場学園港陽小学校・中学校があります。ここでは、東京都内の中学
校で唯一のセーリングヨット部が平成30年（2018年）から活動していま
す。そんなユニークな特色のある、お台場学園のセーリングヨット部に
ついて、大島校長先生と指導リーダーの西村さんにお話を聴きました。

セーリングヨット部ができた
きっかけを教えてください

　セーリングヨット部が始まったきっか
けは、台場地区の地域住民の方から、子
どもたちがヨットを通して水辺に親しむ
活動ができないかという声があったから
です。そこで、お台場海浜公園で親子対
象のセーリングヨットの教室を行ってい
た、指導者の西村さんと関わり、現在に
至っています。

セーリングヨット部の
活動内容を教えてください

　セーリングヨット部は、現在、小・中
学生合わせて23名で活動しています。活
動日は毎週水曜日の放課後です。
　顧問の北原さん、指導リーダーの西村
さんをはじめ、指導員の方は、合計７名
で、皆さん実績のある方ばかりです。
　子どもたちは、初心者ばかりで、指導
員の皆さんに教わりながら、ヨットを組
み立てるところ（艤装：ぎそう）から始
め、操縦方法を学び、片付け（解装：か
いそう）までを全て学びます。

砂浜でヨット上での動き
の確認をします

　安全対策も徹底しています。水難学会
にも関わる東京海洋大学の先生をお呼び
し、海に落ちた際に身を守る方法を学ぶ
講座も実施しています。
　また、保有する備品も充実しています。
子ども用の救命胴衣や、救命ボートはも
ちろん、お台場学園ではヨットを5隻保
有しており、2隻が新品で区が購入した
もの、ほか3隻は寄付でいただいたもの
です。安全第一で、楽しく学んでいます。

セーリングヨット部の指導に
ついて詳しく教えてください

　本日の活動は、小学5年生4名・6年生
4名の合計8名を対象に、セーリングヨッ
トの動作確認を行います。
　セーリングヨットは、天候に左右され世界的なプロセーラーの西村さん

るため、海に出られない場合も想定し、
毎回事前に3つの活動を考えています。
　ヨットを通して自然を学ぶということ
を、部員の皆さんにも感じて欲しいです。

取材を終えて

　お台場学園のセーリングヨット部の活
動を見学して、子どもたちが楽しく自然
を学んでいる様子が伝わりました。
　セーリングヨット部では、今年3年ぶ
りに開催予定の海水浴イベントである
「お台場プラージュ」のオープニングセ
レモニーで、お台場の海を帆走する計画
があります。
　この機会に、子どもたちの活動を見に
行ってみてはいかがでしょうか？

活動を終え学園に戻
ったら、皆でヨット
をきれいに洗います

いざ実践。風向きを考え
ながらヨットの向きを変
えていきます

練習後は、学んだこと
を発表し、皆で共有す
る時間がありました。
「クラゲを触った」な
ど、小学生らしいコメ
ントもありました
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8月 11月
乳 幼 児 か ら 楽 し め る イ ベ ン ト乳 幼 児 か ら 楽 し め る イ ベ ン ト ！！

都税のお知らせ

①商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ減額措置
②小規模非

・
住
・
宅
・
用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置

③小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置
④税額が前年度の1.1倍を超える住宅用地等に対する固定資産税の減額措置
⑤耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固定資産税・都市計画
税の減免措置
上記については、令和4年度も継続します。
（④については令和5年度まで、⑤については令和5年度末まで延長）
詳細は、ホームページまたは下記問合せ先へ。

▶問合せ　港区にある物件について　港都税事務所　
　　　　　TEL：03-5549-3800（代表）

令和4年度の固定資産税・都市計画税の
軽減措置についてお知らせします（23区内）

減免の対象と額は以下のとおり
減免の対象：一定の要件を満たす新築の東京ゼロエミ住宅
減免税額：最大で住宅に係る不動産取得税の10割
減免を受けるには申請が必要です。また、この他にも耐震
化促進税制等、住宅を新築したときに軽減を受けられる場
合があります。
詳細は、東京都主税局ホームページを
ご覧いただくか下記問合せ先へ。

▶問合せ　
港区にある物件について　港都税事務所
TEL：03-5549-3800（代表）

太陽光発電システムを設置した東京ゼロエミ住宅に
対する不動産取得税を減免します（23区内）

環境局HP

主税局HP

減免の期間と額は、以下のとおり
•建替え：新築後新たに課税される年度から3年度分について全額減免（居住部分に限る）。
ただし、減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なる。
•改修：改修工事完了日の翌年度分から一定期間、居住部分で1戸あたり120㎡の床面積
相当分まで耐震減額適用後の税額を全額減免。
減免を受けるには申請が必要です。
詳細は、ホームページまたは下記問合せ先へ。

▶問合せ　港区にある物件について　港都税事務所
　　　　　TEL：03-5549-3800（代表）

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅（一定の要件を満たすもの）
に対する固定資産税・都市計画税を減免します（23区内）

主税局HP

芝浦幼稚園 ℡：03-3452-0574

日時：①9/14(水)・②9/28(水)・③10/12(水)・
④11/5(土)・⑤11/16(水)
①②③⑤9:30～11:00、④10:05～10:15頃
場所：①②③⑤芝浦幼稚園、④芝浦小学校校庭

詳しくは芝浦幼稚園のホームページをご確認ください。

日時：9/28(水)　10:30～11:00　場所：芝浦幼稚園

来年度入園に向けて手続き等をお知らせします。

りんごちゃんくらぶ（地域の乳幼児親子対象）

幼稚園説明会

港南幼稚園 ℡：03-3471-7347

日時：9/7(水)・9/14(水)・9/21(水)・9/28(水)・
10/5(水)・10/12(水)・11/2(水)・11/9(水)・
11/16(水)・11/30(水)　10:30～12:00
場所：港南幼稚園

かもめっこデーの他に、毎日未就園児親子対象の園庭開放を
行っています。詳しくは、港南幼稚園のホームページをご確
認ください。

かもめっこデー（未就園児の会）

日時：9/21(水)　10:30～11:00　場所：港南幼稚園

幼稚園説明会

日時：10/12(水)　10:30～12:00　
場所：港南幼稚園
未就園児の親子対象に運動会ごっこを行います。

かもめっこわくわくデー

年 配 の 方 に オ ス ス メ年 配 の 方 に オ ス ス メ ！！

芝浦港南地区高齢者相談センター ℡：03-3450-5905

日時：8/12(金)・10/14(金)　14:00～15:00
場所：港南区民協働スペース(さんぽーと港南)

かいごカフェ＆港南deオレンジカフェ

日時：9/9(金)・11/11(金)　14:00～15:00
場所：港南区民協働スペース(さんぽーと港南)

かいごカフェ

日時：9/27(火)・11/22(火)　10:00～11:00　場所：台場1丁目アパート集会室

台場地域出張相談会＆台場deオレンジカフェ

にじのはし幼稚園 ℡：03-5500-2577

日時：9/20(火)・9/27(火)・10/11(火)・11/8(火)・11/22(火)
10:30～11:50　場所：にじのはし幼稚園

にじっこキッズの他に、平日ににじっこ図書館で絵本貸出を行っています。
詳しくは、にじのはし幼稚園ホームページをご確認ください。

にじっこキッズ（未就園児の会）

日時：10/22(土)　9:00～11:30(変更になることがあります)
場所：お台場学園校庭(雨天時：同アリーナ)

にじっこ運動会に遊びに来てください。未就園児のかけっこのプログラム
があります。詳しくは、にじのはし幼稚園ホームページをご確認ください。

にじっこ運動会

日時：10/5(水)　15:00～15:20　場所：にじのはし幼稚園

幼稚園説明会

台場区民センター ℡：03-5500-2355

日時：8/26(金)・8/27(土)
前夜祭＝8/26(金)　17:00～20:00
本祭り＝8/27(土)　14:00～20:00
場所：お台場レインボー公園

新型コロナ感染症対策として食品販売店、模擬店
出店はありません。

お台場夏祭り
※主催：お台場夏祭り実行委員会

日時：10/30(日)
11:00～15:00(予定)
場所：台場コミュニティーぷらざ
3階(屋外)

台場恒例、秋のフリーマーケット
を開催します。　※悪天候等中止

お台場ふれあいフリーマーケット
※主催：お台場ふれあいフリーマーケット実行委員会

●申請できる世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている
世帯員全員のそれぞれの年間収入見込額又は年間所得見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方。
●申請方法
対象の方は、申請書類等を郵便でご送付いただきます。
申請書類等は港区ホームページでダウンロードが可能なほか、
各総合支所区民課（麻布地区総合支所は2階の港区生活・就労支援センター）等でも配布しています。
◇申請期限：令和4年9月30日（金）（消印有効）
●相談窓口を開設しています
お持ちいただいた申請書類等の内容確認や記入方法の補助、対象者に該当するか等の相談を受け付けます。
場所：港区役所5階514会議室
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝日は除く）
▶問合せ
港区住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
TEL：0120-352-652
対応時間：午前8時30分～午後5時（土、日、祝日は除く）

申請できる世帯や、
申請方法等の詳細は
こちらをご覧ください。

家計急変世帯に10万円を支給しています　～港区住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業～
港区からのお知らせ

●対応内容　「マイナンバーカード申請のサポート」
　　　　　　「写真撮影」（無料）
　　　　　　「マイナポイント予約・申込等のサポート」
　　　　　　「保険証利用・公金受取口座登録のサポート」
●設置場所　各総合支所内（台場分室は除く）
●設置期間　令和5年3月31日（金）まで
●対応時間　平日�午前9時から午後5時まで　
　　　　　　※水曜は午後7時まで
●持ち物等　本人確認書類（詳しくはお問合せください）
　　　　　　マイナンバーカード（お持ちの方のみ）
▶問合せ 芝浦港南地区総合支所 区民課窓口サービス係
　　　　　TEL：03-6400-0021

マイナンバーカード
総合サイト

マイナンバーカードの申請やマイナポイント・
保険証利用等登録のお手伝いをしています

期間限定の海水浴イベント「お台場プラージュ」を、3年ぶりに再開します。
セーヌ川沿いでバカンス気分を楽しめるイベント「パリ・プラージュ」の雰
囲気をお台場で再現するほか、地引網や子ども向けアトラクションを体験で
きます。また、パリ市のPRや港区の東京2020大会での取組を紹介するブー
ス等も設置します。東京2020大会のトライアスロン等の競技会場になった
都心のビーチで、夏を満喫してみませんか。
※詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

●開催期間　令和4年7月30日（土）から8月7日（日）まで
●開催時間　午前11時から午後5時まで（最終日のみ、午後4時終了）
　　　　　　※当日の天候により中止する場合があります。
　　　　　　※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
　　　　　　　遊泳時間、実施内容が変更になる場合があります。
●開催場所　都立お台場海浜公園（台場1-4）
●注意事項　小学4年生以下の遊泳は、保護者の同伴が必要です。
▶問合せ 芝浦港南地区総合支所 協働推進課 
　　　　　台場担当 TEL：03-5500-2365
　　　　　※当日の開催状況は、みなとコール
　　　　　（午前9時～午後5時）へ　
　　　　　TEL：03-5472-3710

～都心で海水浴～　3年ぶりのお台場プラージュ！
今夏も９日間開催!!

ご自宅やオフィスのパソコンから、証明の申
請・手数料納付が可能です。ぜひご利用くだ
さい。
申請可能な証明の種類、詳細な手続Q&Aに
ついては、主税局ホームページをご確認くだ
さい。

都税に関する各種証明の申請には
電子申請をご活用ください

主税局HP

【芝浦港南地区総合支所は
待合ロビーに設置】

※新型コロナウイルス感染症の影響により、日時や内容が変更になることがありますので、必ず各施設の最新情報を確認してください。

令和4年（2022年）


