広報

歳以上の方の心身障害
者医療証（○
障医療証）の新
規 申 請は８月 日 ㈭まで
です

設に入所中の方、心身障害者福
祉手当・児童育成手当〈障害手

土曜日午前８時～午後７時）

※粗大ごみ受付センターホームペ
ージから申込可
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１０１８
台東清掃事務所
☎（３８７６）５７７１

合もあります。詳しくは左記へ
お問合せください。

業の廃止などで還付ができる場

区立小中学校に在学中の児童に
は、学校を通じて配布しています。

紹介しています。

を行い、皆さんの土地と道路との
境界を確認します。
▽期間 ７月～ 年３月
▽対象区域 西浅草２～３丁目、
雷門１～２丁目および浅草１丁
目の一部
▽問合せ 道路管理課
☎（５２４６）１３０６

区では、国土調査法に基づき、
地籍調査を行っています。
公図・土地境界図等を基に測量

地籍調査にご協力くださ
い

▽募集住宅 家族向（ポイント方
式）
・単身者向等
※申込みできる世帯が限定されて
います。詳しくは左記へお問合
せください。
▽申込書配布期間 ８月１日㈫～
９日㈬
▽申込書配布場所 区役所１階戸
籍住民サービス課・同５階⑩番
住宅課、区民事務所・同分室、
地区センター
※東京都住宅供給公社ホームペー
ジからダウンロード可
▽申込み・問合せ 東京都住宅供
給公社都営住宅募集センター
☎（３４９８）８８９４
▽問合せ テレホンサービス
☎（６４１８）５５７１
台東区住宅課
☎（５２４６）１３６７

都営住宅入居者募集（東
京都公募）

☎（５２４６）５９１１

生向け）
▽配布場所 区立図書館
▽問合せ 中央図書館児童担当

読書の参考にご活用ください。
▽交換時間 午前８時 分～午後
▽リスト名
５時
▽交換場所・問合せ 台東清掃事 ・この本よんだ？（小学生向け）
務所（日曜日・年末年始を除く） ・ティーンズセレクション（中学
☎（３８７６）５７７１

清掃リサイクル課（区役所６階
⑥番）☎（５２４６）１０１８

災害に備え、防災用品の
あっせんを行っています

▽あっせん用品 家具転倒防止器
具・消火器・非常食・防災頭巾

などの避難用品、簡易トイレ等
▽費用 定価の２割引（送料含む）
▽申込方法 はがきかファックス
で直接あっせん先（東京都葛飾
福祉工場）へ申込み
▽配送・支払方法 自宅へ配送・
代金は品物の受取時に支払い
※詳しくは、
区役所 階①番危機・
災害対策課、区民事務所・同分
室、地区センターで配布するパ
ンフレットか区ホームページを
ご覧ください。
▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９４

台東区シルバー人材セン
ターから～仕事の依頼を
受付けています～

「地域で働きたい」
「地域に貢献
したい ｣という多くの会員がい
ます。建物等の管理、清掃、植木

の刈込み、毛筆筆耕、ふすまや障
子の張り替えなどのほか、家庭で
の日常清掃の家事援助サービスや

窓掃除などの大掃除も受付けてい
ます。
▽問合せ 台東区シルバー人材セ
ンター☎（３８６４）３３３８

小中学生向けのおすすめ
の本のブックリストを配
布しています

図書館が選んだおすすめの本を

【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

原爆に被爆された方に見
舞金を支給します
▽対象 被爆者健康手帳をお持ち
で、８月１日現在区内在住の方
▽支給額 １万円（預貯金口座に
振込み）
▽申請方法 印鑑・被爆者健康手

月１日㈰から事業系有
料ごみ処理券の料金が変
わります

使い切れないごみ処理券は、差
額負担の上、新しいごみ処理券
と交換します。
※交換は 月２日㈪から受付
▽古い事業系ごみ処理券は残って
いませんか 現在使用できるごみ
処理券は「平成 年 月改定」
と記載があるものです。それ以
前の券 （改定年月の記載のな
い台東区発行のもの）は、清掃
リサイクル課・台東清掃事務所
で差額交換できます。また、事
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年度と 年度の住民税課税（非
課税）証明書
▽申込み・問合せ 障害福祉課給
付担当（区役所２階⑩番）
☎（５２４６）１２０１

当〉を受給中の方は除く）
※対象疾病については区ホームペ
ージをご覧ください。
▽支給額 １万５千 円
・特別障害者手当（国制度）
帳・本人名義の預貯金通帳を左
記問合せ先へ持参
※昨年受給した方は申請不要です。

49円

歳以上で精神か身体に
▽対象
重度の障害があり、日常生活で
常時特別の介護を必要とする状
態（両上肢・両下肢・体幹・内
部機能および日常生活能力に著

70リットル券 2,415円 2,660円
（1セット5枚）（黄緑色） （緑色）

心身障害者福祉手当等受
給中の方へ
―所得額による受給の見
直しをします―
８月分から、 年中所得（ 年
度課税標準額）により、受給対象
しい障害がある）にある方（施
設に入所中の方、病院等に３か
月以上入院している方は除く）

▽粗大ごみの申込み
・粗大ごみ受付センター
☎（５２９６）７０００（月～

10

※代理の方が申請する場合は、右
記のほか、代理人の身分証明書
・印鑑が必要です。
※郵送申請はお問合せください。
▽申請期間 ８月１日㈫～ 日㈭
▽問合せ 福祉課福祉振興係（区
役所３階⑤番）
☎（５２４６）１１７２

粗大ごみ処理手数料が
月１日㈰受付分から変更
になります

32円

▽対象 現在 医療証をお持ちで
ない方で次の全てに該当する方
①８月 日現在 歳以上
② 歳未満で身体障害者手帳１・
２級（内部機能障害は３級まで）

者を見直します。以前に所得超過
のため資格喪失となり、今回該当
する方は、８月中に申請してくだ
▽支給額 ２万６千 円
・障害児福祉手当（国制度）
歳未満で精神か身体に
▽対象
障害があり、日常生活で常時の
介護を必要とする状態
（両上肢・
両下肢・体幹・内部機能および
日常生活能力に著しい障害があ
る）にある方（施設に入所中の
方、障害を支給理由とする公的
年金を受けている方は除く）
▽支給額 １万４千 円
◆以降、右記記事の共通項目◆
▽所得限度額

3,420円
（水色）
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か愛の手帳１ ２度になった
③ 年９月１日以降、生活保護を
受けなくなったか、施設を退所

さい（国制度は申請不要）
。
・心身障害者福祉手当（区制度）
▽対象 申請時 歳以上 歳未満
で、身体障害者手帳１～３級、
愛の手帳１～４度、脳性マヒ、
進行性筋萎縮症のいずれかに該
当する方（施設に入所中の方、
難病患者福祉手当を受給中の方
は除く）
▽支給額 １万５千 円か７千
円
・難病患者福祉手当（区制度）
▽対象 申請時 歳未満で、東京
都の難病医療費助成を受けてい
る方、小児慢性特定疾病医療費
助成を受けている方で、手当の
対象疾病にり患している方（施

45リットル券 3,100円
（1セット10枚）（青色）

10

ごみ処理券の料金

10

し台東区に戻った、または都外
から台東区に転入した
④国民健康保険や社会保険に加入
しているか、 年度の住民税が
非課税で後期高齢者医療制度に
加入している
▽所得限度額

▽必要な物 身体障害者手帳か愛
の手帳・健康保険証・印鑑
※ 年１月１日に台東区外に在住
の方は、所得額の記載のある
●ダイヤモンド婚
鈴木守・喜巳子（鳥越２）

10

現行料金 改定後料金 差額料金
（色）
（色） ※1枚あたり
券種
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９月 日㈯までに申込みを完了 ▽新しいごみ処理券の販売開始日
月１日㈰
した分は現行料金が適用されます。
※現在販売している粗大ごみ処理 ※販売場所等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか下記へ
券の額面金額等は変更なし
※現在のごみ処理券は、９月 日
▽粗大ごみ処理手数料
㈯までに使い切る範囲で購入し
てください。使い切れないごみ
処理券は 月 日㈫まで使用で
きます。
▽期限までに使い切れないごみ処
理券の取り扱い 現在販売してい
るごみ処理券は、 月１日㈬以
降使用することはできません。

14円

11

10

金婚・ダイヤモンド婚

矢嶋博・明子（清川２）
後藤實・英子（浅草５）
齋藤直雄・トク（橋場１）

20リットル券 1,380円 1,520円
（1セット10枚）
（ピンク色）（薄桃色）

31

398万4千円

おめでとう
ございます

7円

25

1人

29

750

金婚は結婚 周年（ダイヤモン
ド婚は 周年）を迎えたご夫婦で、
４月までに申請した方を掲載して

21万3千円加算

760円
10リットル券 690円
（1セット10枚）
（オレンジ色） （黄色）

10

10

28

います（申請順・敬称略）
。
掲載を希望する方は、左記へお
問合せください。
▽申込み ・ 問合せ 高齢福祉課
（区役所２階⑤番 )
☎（５２４６）１２２１

38万円加算

2人目以降 1人
38万円加算
につき
※世帯状況等に応じて各種
控除が受けられる場合あり

●金婚
中川榮治・幸子（柳橋１）
木村精一・幸子（雷門１）
山中雅夫・英子（鳥越１）
木下久義・邦子（松が谷２）
鈴木眞也・愛江（松が谷４）
通縁剛・八代枝（根岸５）

628万7千円
653万6千円

▽問合せ 障害福祉課給付担当
（区役所２階⑩番）
☎（５２４６）１２０１
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360万4千円
398万4千円

360万4千円

500

810

扶養義務者所得

580

本人所得

30

主な品目
布団、椅子（ソファーを除く）、座椅子、衣装箱、掃除機、照
300円 400円
明器具、扇風機、ビデオデッキ、スーツケース、電子レンジ等
敷物(1畳を超えるもの）、
自転車（16インチ以上）、
ソファー
700円 800円
（1人用）、ベビーベッド（ベッドマットは別料金）等
ベッドマット、シングルベッド（ベッドマットは
1,000円 1,200円
別料金）
、ソファー（2人用）等
1,400円 1,600円 セミダブルベッド（ベッドマットは別料金）
ソファー(3人以上用) 、
ダブルベッド（ベッドマッ
1,800円 2,000円
トは別料金）等
2,100円 2,400円 マッサージチェア、オルガン
両そで机、箱物家具特大（たんす・戸棚など、幅と高さの合計
2,500円 2,800円
が360センチメートル以上のもの）※大きさにより料金が異なる

現行料金 改定後料金

65

31

65

・

０人

29

所得限度額

20

20

360万4千円 心身障害者福祉手当・
398万4千円 20歳以上の方の難病
患者福祉手当は本人
38万円加算 のみの所得で判断

0人
心身障害者福
1人
祉手当、難病
2人目以降
患者福祉手当
1人につき
手当名
扶養人数
（国制度）
0人
特別障害者手
1人
当、障害児福
2人目以降
祉手当
1人につき

500

31

扶養人数

28

20

65

65

65

28

29

29

50

本人所得および扶養義務者所得
扶養人数
手当名
（区制度）
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