広報

お知らせ

利用できません。
☎０５５７（８１）８０００
※料金・利用方法等、詳しくは各

年 度 ト ラ イア ル 雇 用 募

区民事務所等で配布する利用案
内をご覧ください。
▽問合せ 区民課
☎（５２４６）１１２３

集

ＡＥＤの消耗品（電極パッドや

当者を決め、日々の作業に組み込
む等、日常的に確認しましょう。
②消耗品の管理

夏 の 省エネ・花 とみ ど り
のコンテスト「環境ＭＶＰ」
に挑戦しよう！

バッテリー）には使用期限があり、 夏の省エネや緑化の取り組み結
定期的な交換が必要です。表示ラ 果を応募した方の中から、内容が
エ コ
ベルで交換時期を把握する等、適 優秀な方を 月 日㈰の「環境フ
切に管理しましょう。
ェスタたいとう
」で表
※本体にも耐用年数があります。
機種ごとに異なりますので、取

「暮らしのしおり」を掲載
したタ ウンペー ジを配 布
しています
暮らしに役立つ行政サービスを
まとめた冊子「暮らしのしおり」
を掲載した「タウンページ 台東
区版」
（ＮＴＴタウンページ㈱制
作）を、９月中に区内の家庭・事
業所へ配布します。
▽問合せ 配布・回収はタウンペ
ージセンタ（土・日曜日・祝日
を除く午前９時～午後５時）
☎０１２０ ５０６３０９
その他は台東区広報課
☎（５２４６）１０２１

就 業 構 造 基 本 調 査を 実 施
します
総務省統計局が、 月１日現在
で実施します。

この調査は、日本の就業・不就
業の実態を明らかにするためのも
ので、国が行う調査の中でも特に
重要なものとされる「基幹統計調
査」です。
９月上旬から、調査員が調査地
域の世帯に伺いますので、ご協力
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彰します。
また、応募要件を満たした方全
員に参加賞を差し上げます。

①家庭省エネ部門（個人の部・団
体の部） 家庭で夏の省エネに取
り組み、７・８月の電気・ガス
使用量の実績と工夫した点を応
募してください。継続的に省エ
ネに取り組んでいる方や、昨年
と比べて使用量を多く削減した
方などを表彰します。
②花とみどりの部門
・みどりのカーテンコンテスト
家庭や区内事業所で育てたみど
りのカーテンの写真を応募して
ください。生育状況や景観等が
優れたものを表彰します。
・地先園芸コンテスト 玄関前や
道路に面したスペース等、限ら
れたスペースでプランターを活
用した手軽な地先園芸が対象で
す。全体が分かる写真を応募し
てください。
▽参加賞（予定）
①間伐材ノート
②液体肥料
▽対象 区内在住の方（②は区内
の事業者も対象）
▽申込方法 区役所６階③番環境
課、区民事務所・同分室、地区
センター、環境ふれあい館ひま
わり、生涯学習センターで配布
する応募用紙に記入し、左記問
合せ先へ郵送か持参（区ホーム

す。また、毎年「地域猫講習会」を開催し、

適正な地域猫活動や餌やりルールについて

しつけは、人と犬が同じ社会の中で共に暮

（3,100円）の初回免除※譲渡推進のため

に発見するために、犬には登録時に交付さ

らすために不可欠なものです。
災害時にも、

の登録手数料等の免除は、環境省の「人と

不幸な猫が増えないよう管理する ②手術

れる「鑑札」を、猫やその他の動物には名

他人に迷惑をかけないばかりでなく、素早

動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェク

後は、餌やりルールを守り、食べ残しを片

札やマイクロチップ（個体識別用電子標識

い避難行動ができ、大切な家族の命を救う

ト」に基づくモデル事業として、全国初の

付ける ③野良猫用トイレの設置や清掃活

器具）を付けましょう。災害時の発見にも

ことができます。

取り組みです。 対象 東京都動物愛護相

動で、地域のふん尿被害をできるだけ減少

役立ちます。

●犬の散歩・トイレマナー ①散歩の際は、

談センターから（譲渡団体を経由して犬を

させる ④再び猫が捨てられないよう、捨

●不妊去勢手術 繁殖を望まない場合は、

リードで犬を確実につなぎ、リードは飼い

譲り受けた場合を含む）保護犬の譲渡を受

て猫防止パトロールを行う ⑤屋内飼育が

もらい手のない不幸な命を生み出さないた

主が犬を制御できる長さに調整しましょう

けた方

できそうな猫は、飼い主を探す

めにも、不妊去勢手術をしましょう。手術

②ふんは必ず持ち帰り、自宅で処分し、尿

ンター発行の「管理番号証明書」を上記問

区では、地域猫活動に取り組む区民や町会

を受けると性格が穏やかになり、飼育しや

は水で流すなどの配慮をしましょう ③排

合せ先へ持参

に対し、不妊去勢手術費用を助成していま

すくなるなどの利点もあります。

せつは、他の人の迷惑にならない場所でさ

●台東区・環境省・東京都・動物愛護団体

せましょう（しつけ次第では、外で排せつ

共同主催―どうぶつ愛護フェスティバル
「ペットも守ろう！防災対策」 日時 ①屋

せず、自宅の一定の場所〈トイレ〉で排せ

屋内飼育は、感染症のリスクが低く、交通

普及啓発を行い、一日も早く不幸な猫が減

つできるようになります）

事故の心配もありません。屋内飼育を成功

るよう、活動を支える地域猫ボランティア

外イベント・9月23日㈷午前11時～午後

●保護犬の新しい飼い主を支援します～保

させるには、猫が上下運動できるよう家具

の育成に努めています。活動へのご理解と

4時 ②屋内イベント・9月24日㈰午後1

護犬の登録手数料などを免除します～

などに登ることができる工夫をする、専用

ご協力をお願いします。

猫の飼育は屋内で

扱説明書等をご確認ください。
介護業界の現場で働きながら、
介護の資格を無料で取得できます。 ▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１
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活動内容 ①野良猫に不妊去勢手術を行い、

●身元の表示を 迷子になった動物を容易

申請方法 東京都動物愛護相談セ

台 東区 循環 バス「 東西め
ぐ り ん 」お 彼 岸 ダ イ ヤ の
試験運行を行います

30

東京都動物愛護相談センターでは、保護し

のトイレ・つめ研ぎなどを用意する、不妊

上野動物園 ②東京国立博物館平成館大講

た犬を新しい飼い主へ譲渡しています。そ

去勢手術をすることなどが大切です。

だけでなく、動物が人に迷惑や危害を及ぼ

堂

内容 ①動物愛護セレモニー、スタン

こで、新しく犬を飼う方に保護犬を第一選

●「飼い主のいない猫」対策～地域猫活動

す原因にもなります。飼い主は、動物の習

プラリー、アニマルフォトスタジオ ほか

択肢として考えてもらえるよう、保護犬の

の支援～ 増えすぎた飼い主のいない猫

性や生理を理解し、愛情をもって終生飼養

②講演・パネルディスカッション「ペット

譲渡を受けた区民の方に次の支援を行いま

（野良猫）の問題を解決するため、
「地域猫

する責任があります。愛護動物（犬・猫な

の防災対策を考える」
（要申込・9月22日

す。①犬の登録手数料（3,000円）の免除

活動」を支援しています。野良猫に不妊去

ど）を遺棄（捨てること）した場合、100

㈮正午までに〈公社〉日本動物福祉協会

②狂犬病予防注射済票交付手数料（550

勢手術を施し、これ以上不幸な猫をつくら

万円以下の罰金、みだりに殺したり傷つけ

☎6455−7733へ）

円）の初回免除 ③「台東区犬のしつけ教

せず、
新たな猫の遺棄を防止し、
今いる猫は、

室」への参加費（2,000円）の免除 ④集

地域猫として寿命を全うするまで、ルール

合注射事業における狂犬病予防注射接種料

を守って愛護し管理していく活動です。

犬にはしつけを

お彼岸期間中の
「東西めぐりん」
のダイヤ乱れを解消するため、現

30

30

30

をお願いします。
▽問合せ 総務課調査統計係
☎（５２４６）１４６２

～動物は責任と愛情を持って最期まで飼いましょう！～

行ルートを谷中方面と浅草方面に
分け、試験運行を行います。

26

台東保健所生活衛生
問合せ 課愛護動物管理担当
☎（3847）9437

9月20～26日は動物愛護週間です

29

※詳しいルート・ダイヤは、区ホ ▽対象 介護の資格を持っていな
ームページまたはバス停留所の
い方で、介護職員として働くこ
掲示をご覧になるか左記へ
とを希望する方
▽日程 ９月 日㈷・ 日㈰
年２月 日㈬まで
▽雇用期間
▽問合せ 交通対策課
※時給１千 円、雇用期間終了後、
☎（５２４６）１３６１
合意の場合は継続雇用可
※詳しくは左記へ
秋の全国交通安全運動（９
月６日㈮
▽申込締切日
月 ～ 日）
▽申込み・問合せ 台東区社会福
正しい交通ルールと交通マナー
祉事業団総務課
の実践を習慣付けましょう。
☎（５６０３）２２２８
▽運動の重点
区 内ＡＥＤ設 置 施 設の情
①子供と高齢者の安全な通行の確
報 を 公 開 し てい ま す ～ ９
保と高齢運転者の交通事故防止
月９日は「救急の日」～
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止
区ホームページでは、
区内の
「Ａ
③全ての座席のシートベルトとチ ＥＤ設置施設一覧」
「ＡＥＤマッ
ャイルドシートの正しい着用の プ」を公開しています。
徹底
一覧に掲載していない事業所等
④飲酒運転の根絶
で、緊急時の一般区民の使用およ
⑤二輪車の交通事故防止
び設置場所の公表にご協力いただ
▽問合せ 交通対策課
ける場合は、区ホームページから
☎（５２４６）１２８８
「ＡＥＤマップ登録申込書」をダ
ウンロードし、ファックスか郵送
で申込みをしてください。

30
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ページから申込可）
▽申込締切日 ９月 日㈯（消印
有効）
▽問合せ 環境課普及啓発・みど
り担当
☎（５２４６）１２８１

時～4時30分 場所 ①上野公園噴水広場・

飼い方を知らないと、動物の健康を害する

下の罰金が科せられます。

24

指 定 保 養 施 設の 年 末 年 始
の利用について

12

10

環境
リサイクル

●動物の正しい飼い方 飼い主が正しい

た場合は2年以下の懲役または200万円以

100

30

10

23

30

また、緊急時に、いつでもＡＥ
・かんぽの宿 伊豆高原
Ｄが使用できるよう、日常点検や
月 日㈯～ 年１月２日㈫は 適切な管理・救命講習等の受講を
利用できません。
お願いします（救命講習は消防署
☎０５５７（５１）４４００
等で受講できます、詳しくはお近
・鬼怒川観光ホテル
くの消防署にお問合せください）
。
月 日㈫～ 年１月３日㈬は ●日常点検・管理のポイント
利用できません。
①インジケーターの確認
☎０２８８（７７）１１０１
ＡＥＤには、インジケーター
・ホテル・サンミ倶楽部
（ＡＥＤの状態を表示するランプ
月 日㈯～ 年１月３日㈬は や画面）が付いています。点検担
12
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第 1188 号
（3） 平成29（2017）年 9月5日

【家庭の省エネヒント】炊飯器で炊いた後、そのまま7時間以上保温するなら2回に分けて炊きましょう。長時間保温するよりも、その都度炊くほうが省エネにつなが
ります。また、まとめて炊いて冷凍保存するのもおすすめです。
（出典 東京都「家庭の省エネハンドブック」
）
〈台東区環境課☎5246－1281〉

