広報

※本人以外の方が課税（非課税）
証明書の申請・受領をする場合
は委任状等が必要です。

※申告期限後に申告すると、証明
書発行に日数がかかる場合があ
ります。
研修が 万円
▽助成対象人数 各 人程度
※予算が無くなり次第終了

（テキスト代、実習に要した費
用等を含む）
※助成上限額は、介護職員初任者
研修が８万円、介護職員実務者

ご注意ください。

「経済センサスー基礎調査」
にご協力ください
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１０１

お知らせ

▽期間 ６月～令和２年３月
▽対象 全国の全ての事業所
▽申請方法 申請書（区ホームペ
ージからダウンロード可 に
)記
入し、研修の修了証明書の写し

▽調査方法 調査員が事業所の活
動状態を実地で確認し、新たに
把握した事業所などには、調査

平 成 年 度 住 民 税（ 特 別
区 民 税・ 都 民 税 ） の 納 税
通知書等を発送します
と研修受講費用の領収書を左記
問合せ先へ持参
▽問合せ 介護保険課事業者担当

軽自動車税の納期限は

・中央図書館谷中分室

児童育成手当をご存じですか

６月 日㈪～ 日㈬
５月 日㈮です
☎（３８２４）４０４１
・育成手当 父または母が、離婚 ▽手当月額 児童１人につき１万
軽自動車税は、４月１日現在、 ・根岸図書館
５千 円
・死亡・行方不明（１年以上）
・
軽自動車やバイクなどを所有して
７月８日㈪～ 日㈭
裁判所からＤＶ保護命令を受け ※育成手当、障害手当とも所得制
いる方に課税されます。
☎（３８７６）２１０１
限があります。
た・重度の障害などの状態にあ
５月７日に納税通知書を送付し
る、 歳到達後最初の年度末ま ▽必要な物 ①申請者および児童
「いますぐ実践！シニアガ
ます。お近くの金融機関、コンビ
の戸籍謄本 ②申請者名義の預
での児童を養育している方に支
イド」を発行します
ニエンスストア
（通知書裏面記載）
、
金口座の分かる物 ③印鑑（朱
給します。
区役所、区民事務所・同分室で、
シニアのための健康情報誌です。
肉で押せる物） ④身体障害者
▽手当月額 児童１人につき１万
５月 日㈮までに納めてください。 ▽配布開始日 ６月３日㈪
手帳か愛の手帳（障害のある方、
３千 円
障害のある方には、軽自動車税
歳未満で心身に障
診断書が必要な場合あり）
・障害手当
害のある児童を養育している方
⑤個人番号カード（写真のある

▽配布場所 区役所２階、地域包
括支援センター、区民事務所・
同分室ほか
▽問合せ 介護予防・地域支援課

※社会保険料相当額（8万円）を
加算済

の免除制度があります。納期限ま
でに申請してください。
（該当基
準等、詳しくは左記へ）

1人につき38万円ずつ
加算

（区役所２階④番）
☎（５２４６）１２４３

4人目
以降

☎（５２４６）１２９５

482万4千円未満

「こども 番」にご協力く
ださい

に支給します。
マイナンバーカード）か通知カ
▽障害の程度 身体障害者手帳１
ード（写真のない番号が記載さ
・２級程度、愛の手帳１～３度
れたカード）および本人確認で
程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮
きる顔写真付きの物（運転免許
症
証等）の２種類
※この他、住民票や民生委員の証
明書などが必要になる場合があ
ります。
※戸籍関係の証明書は発行後１か
月以内、その他の証明書は発行
後３か月以内の物
▽申込み・問合せ 子育て・若者
支援課（区役所６階⑦番）
☎（５２４６）１２３２

3人

▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１０１

台 東 デ ザイナーズビレッ
ジ施設公開
普段は自由に見ることができな
い施設で、見学・販売等を行いま
す。入居しているクリエイターが
どんな仕事をしているのか、直接
交流しながらご覧ください。
▽日時 ５月 日㈮～ 日㈰
午前 時～午後６時
※台東区南部一帯の街歩きイベン
ト「モノマチ」も同時開催
▽場所 台東デザイナーズビレッ
ジ
▽問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１１４３

区では、子供を犯罪から守るた
め、
「こども 番」への協力をお
願いしています。この事業は、登
下校時の通学路をはじめ、放課後
の一般道・公園等で子供たちが
「知
らない人からの声かけ」「痴漢」「つ

444万4千円未満

全国瞬時警報システム（Ｊ
アラート）全国一斉試験
放送を実施します
屋外に設置している防災行政無
線（屋外スピーカー）から全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）の
起動確認のため、試験放送を行い
ます。
▽日時 ５月 日㈬午前 時頃
▽放送内容 チャイム＋「これは、
Ｊアラートのテストです。
」
（３
回繰り返し）
「こちらは、ぼう
さいたいとうです。
」＋チャイ
ム
▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９２

５月 は 赤 十 字 会 員 増 強 運
動月間です

特 別 整 理の た め 図 書 館 が
休館します

2人

26

きまとい行為」などの被害に遭っ
た・遭いそうになるなど、身の危
険を感じた場合に、助けを求める
緊急避難場所を地域に設けるもの

406万4千円未満

票を配布します。
▽問合せ 総務課調査統計係
☎（５２４６）１４６２
▽住民税を給料から差し引かれて
いる方（特別徴収） 決定通知書
を５月 日㈬に発送
▽銀行等で直接または口座振替で
納めている方（普通徴収）および
年金から差し引かれている方 納
税通知書を６月７日㈮に発送予
定
※給与所得については、原則とし
て特別徴収で納税していただく
ことになります。納税者および
事業所の皆様のご理解とご協力
をお願いいたします。
▽問合せ 税務課課税係
☎（５２４６）１１０３～５

介 護 職員研 修 受 講 費用を
助成します
▽対象 次の全てに該当する方
①介護職員初任者研修または介
護職員実務者研修を修了後、１
年以内 ②研修の修了日から３
か月以内に介護サービス事業者
と雇用契約を結び、区内の介護

５月は赤十字会員と活動資金の
募集運動が実施されています。
寄せられた募金は、災害救護事

▽場所・期間・問合せ
・石浜図書館
５月 日㈪～ 日㈭

記入し、下記問合せ先へ持参するか簡易書留で郵送（電子申請可）
申込締切日 申込書は5月24日㈮（必着）
、電子申請は5月24日㈮午
後5時（受信有効）※詳しくは、区ホームページか申込書をご覧い
ただくか、右記へお問合せください。 申込書配布場所・問合せ 人
事課人事係（区役所4階⑤番）☎（5246）1061

1人

工 業 統 計 調 査 にご 協 力 く
ださい
令和元年６月１日現在を基準に
実施します。この調査は、国内の
製造業に属する事業所の実態を明
らかにするため、経済産業省が毎
年実施するものです。
調査対象の製造事業所には、５
月中旬以降に東京都知事から任命
された調査員が伺いますので、ご
協力をお願いします。
▽問合せ 総務課調査統計係
☎（５２４６）１４６２

平 成 年 度 住 民 税（ 特 別
区 民 税・ 都 民 税 ） の 課 税
（非課税）証明書の発行
を開始します
▽発行開始日
・住民税を給料から引かれている

サービス事業所に介護職員とし
て６か月以上継続して就労して
いるか、区内の介護サービス事

台東区育児休業代替任期付職員（事務）募集

368万4千円未満

20

業、講習普及事業、国際活動、赤
十字ボランティアの育成・支援、
看護師等の育成、献血等の血液事
業、社会福祉事業などさまざまな
人道的事業に使われています。
▽申込場所 区民事務所・同分室
・地区センターか左記問合せ先

20

0人

24

☎（３８７６）０８５４
です。ご家族で、ステッカーが貼
・中央図書館浅草橋分室
ってある場所を確認してください。
６月 日㈪～ 日㈬
また、
「こども 番」の協力者
※６月９日㈰は休館日
（緊急避難場所提供者）になって
☎（３８６３）００８２
いただけるご家庭や店舗、事業所
・中央図書館（池波正太郎記念文 の方は、左記問合せ先へご連絡く
庫を含む）
ださい。
６月 日㈪～ 日㈭
▽問合せ 学務課
☎（５２４６）５９１１
☎（５２４６）１４１２

18

平成30年中の所得

減額利用料金（1時間）高齢者（65歳以上）120円、障害者は無料
※初めて利用する方は、身体障害者手帳・登録申請が必要
利用方法 1階受付の券売機で利用券を購入※利用は個人のみ
親子の時間 毎週土曜日・夏休み期間の毎週木曜日（水深60センチ
メートル）
・日曜日・祝日（水深80センチメートル）の午前9時～
正午※浮き輪等の利用可 場所・問合せ 柳北スポーツプラザ
☎（3865）2614 問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

▲「こども110番」ステッカー

500

扶養人数

利用料（1時間）大人（15歳以上）250円、子供（14歳以下）100円

所得制限額（申請者本人）

柳北スポーツプラザ屋内プールをご利用ください

110

110

15

▽問合せ 区民課区民係（区役所
３階③番）
☎（５２４６）１１２２

申込方法 申込書に

選考方法 １次選考は作文、2次選考は個別面接

6月2日㈰

給与（月額）約176,500円（地域手当を含む） １次選考日

26

500

勤務地 区役所本庁舎、地区センター等

採用日 8月1日以降

れた方

対象 日本国籍を有し、平成13年8月1日までに生ま

職種 Ⅲ類・事務

業所に介護職員として既に就労
していて、研修修了後も６か月
以上継続して就労している ③
助成金の交付の申請に係る研修
受講費用について、他に助成を
受けていない
▽助成金額 研修を実施した養成
機関に支払った研修受講費用

30

方（特別徴収） ５月 日㈬
・銀行や郵便局などで直接または

口座振替で納めている方（普通徴
収） ６月７日㈮
※特別徴収の方でも、給与以外に
収入があり普通徴収で課税され
ている場合は、６月７日㈮から
の発行となります。
※課税されていない方でも、
「収
入がなかった」
「扶養家族だっ
た」等の申告をしないと、非課
税証明書を発行できませんので

12

11

11

110

時間 午前9時～午後9時

期間 6月1日㈯～9月30日㈪

24

20

15

31

15

31

27

31

31

10

15

10
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第 1228 号
（3） 令和元（2019）年 5月5日

【借上げ住宅（中堅所得者向）あき家入居登録者募集中】▷募集住宅 区内の特定優良賃貸住宅 ▷主な申込資格 同居親族がいる、所得が定められた基準内である等
▷募集案内・申込書配布場所 区役所5階⑩番住宅課（区ホームページからダウンロード可）※申込資格、住宅の概要等、詳しくは右記へ〈住宅課☎5246−1213〉

