広報

350,000

26,000,000

340,000

25,768,573

25,800,000

330,000

25,600,000

320,000

25,400,000

310,000
300,000

27年度

単位：㎥

28年度

29年度

25,200,000

単位：kWh

ごみ排出量
1,153,280

1,160,000

1,157,421

1,140,000

14,340,000

14,220,000

364,863

14,160,000
14,100,000

13,980,000

350,000

28年度

29年度

340,000

単位：kg

14,116,620

14,040,000

344,317

345,000

27年度

14,307,278

14,280,000

355,000

1,045,636

1,020,000

実績値

375,582

360,000

1,080,000

単位：㎥

375,000

365,000

1,100,000

1,000,000

温室効果ガス排出量
14,400,000

370,000

1,120,000

1,040,000

29年度

380,000

1,180,000

1,060,000

28年度

27年度

28年度

29年度

13,909,889

13,920,000
13,860,000
13,800,000

単位：kg

27年度

28年度

29年度

▽問合せ 環境課庶務担当
☎（５２４６）１２８４

ガス使用量

27年度

しの確認は、預貯金通帳の記帳に

26,200,000

360,000

台東環境マネジメントシステム （Ｔ Ｅ- ＭＳ）
の平成 年度実績報告をします

26,428,154

26,400,000

制度に登録している
▽対象資器材 スタンドパイプ、

363,910

365,635

よりお願いします。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１４

370,300

370,000

午前９時～午後４時
▽場所・問合せ 消費生活センタ
ー（区役所９階⑦番）
☎（５２４６）１１３３

380,000

区の環境マネジメントシステ
ム（Ｔ‐
ＥＭＳ）では、ＩＳＯ

26,674,023

26,600,000

１４００１の運用実績を生かし、
区の職員が一丸となった環境へ
の取り組みを推進しています。

390,000

全ての区の事業で、環境配慮を
実施し、区の温室効果ガス排出
量の削減や省エネルギー化を進
め、環境保全・低炭素社会の実

電気使用量
26,800,000

現を目指しています。

にご活用ください ～

あなたの文化イベントを今すぐ登録！

～「たいとう文化マルシェ」をイベントの

「たいとう文化マルシェ」は、区内の文化情報を紹介するウェブ

サイトです。

▽登録できる文化イベント 区内で一般の方が参加できる催し（展

覧会、ワークショップ、講座、コンサート、地域のお祭り等）

▽登録手順 「たいとう文化マルシェ」内の「イベント登録」ボタ

ンから下記①～④の手順でご登録ください。①専

用アカウント作成 ②団体情報登録 ③ロゴマー

ク使用申請（任意） ④文化イベント情報登録申請

▽問合せ 文化振興課☎（５２４６）１１４６

水道使用量
400,000

受動喫煙防止対策に関す
るパンフレット・標識（シ
ール型）等の配布（飲食
店向け）

東京都受動喫煙防止条例の一部
施行により、飲食店では９月１日
より施設の出入口に喫煙場所の有
無に関する標識の表示が必要とな
ります。左記問合せ先で、標識の
表示に関するパンフレット・標識
（シール型）等を配布しています。
※東京都受動喫煙防止対策相談窓
口（☎０５７０ ０
-６９ ６
-９０）
で、標識表示等に関する電話相
談ができます。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

「声の広報」を
貸出ししています

毎月２回、５日と 日に発行
している区の広報「たいとう」

（本紙）の内容を録音した、
「声
の広報」
（カセッ
ト テ ー プ 版・ デ

イ ジ ー 版 ）を 作
製 し、 郵 送 で 貸
出ししています。

▽対象 区内在住の視覚障害の
ある方
※区ホームページでも、音声デ
ータで聴くことができます。

▽申込み・問合せ 広報課（区
役所３階⑧番）
☎（５２４６）１０２１

P
R
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まで
※申請方法等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか、左記へ

オーストリア料理の世界 ①ワイン講習会 ②料理教室
③お菓子教室 主催 台東区 協力 日墺文化協会

マンションの防災資器材
購入費用の一部を補助し
ます

10月19日㈯～令和2年1月26日㈰
11月1日㈮～28日㈭※詳細は10月20日
浅草文化観光センター
㈰以降に区ホームページ等でご確認く
７階展示スペース
ださい。
①11月11日㈪ ②16日㈯ ③30日㈯
※事前申込制※詳細は9月20日㈮以降 台東区内
に区ホームページ等でご確認ください。

リヤカー、スコップ、ハンマー、
のこぎり、ジャッキ、救急セッ
ト、担架、ＡＥＤ、毛布、トラ

ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史
オーストリア文化のパネル展（第2回） 「カリオペ オース
トリア 社会、文化、学問における女性たち」 主催 台東区
協力 オーストリア大使館／オーストリア文化フォーラム

お問合せください。
▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９４

12月31日㈫まで

住民税（特別区民税・都
民税）第２期分の納期限
は９月２日㈪です

オーストリア デザート＆ドリンクフェア

「多重債務１１０番」を
開設します

場 所
アサクサ ミハラシカフェ
浅草文化観光センター8階
国立西洋美術館

50

金融機関やコンビニエンススト
ア（バーコードが印字されている

程

50

ものに限る）
、
区役所、
区民事務所・
同分室で納めてください。
口座振替（自動払込）の方は、
残高にご注意ください。引き落と

日

10

ださい。相談は無料、秘密は厳守
します。
▽日時 ９月２日㈪・３日㈫

▲田中耕太朗氏
（江戸簾）
によるワー ▲上川善嗣氏（東京銀器）による銀 ▲藤井直行氏（袋物）によるワーク ▲「望月太左衛社中」による囃子演奏
クショップ
器の説明
ショップ
左から望月太左乃氏（太鼓）、望月太
左衛氏（小鼓）、望月太左理氏（大鼓）

事業名

20

28

▲プレート除幕式
・世界博物館で行われたイベント「日本の夏祭り」への参加
7月6日にウィーン市第1区内にある世界博物館で行われた「日本の夏祭り」
（世界博物館、在オーストリア日本大
使館、墺日協会共催）に、台東区伝統工芸振興会の職人3人と歌舞伎・邦楽囃子の3人が参加し、区に息づく江戸
文化を通して台東区の魅力を発信しました。

●今後の台東区内で開催される「日本オーストリア友好150周年交流推進事業」

10

多重債務でお困りの方は、電話
または直接お越しの上、ご相談く

・桜の記念植樹とプレート除幕式
30周年を記念して台東区から3本の桜の木と記念プレートを寄贈し、ウィーン市第
１区内のグレーテ・レホール公園でプレートの除幕式が行われました。マルクス・フィ
グル ウィーン市第1区長は「桜の木は生き物である。両区の関係も生き物のように大
切に育てていきたい。
」と述べました。

▽助成額 費用の２分の１（上限
万円〈総戸数 戸以上 戸未
満〉または 万円〈総戸数 戸
以上〉
）
▽申請期間 令和２年２月 日㈮

今年は台東区とオーストリアウィーン市第１区イネレシュタットが姉妹都市提携をして30
周年です｡ また、日本とオーストリアが国交樹立をして150周年になります。
●ウィーン市第１区イネレシュタットの特徴と提携の動機
ウィーン市第1区のイネレシュタットは、音楽の都ウィーン市の行政区の1つです。シュテファン
大聖堂やオペラ座など歴史的建築物や文化遺産が点在し、世界中から多くの観光客が訪れていま
す。歴史と文化の街という共通点があり、区内小学校音楽部の訪問をきっかけに、文化や人的交
▲シュテファン大聖堂
流の発展を目指し提携しています。
●姉妹都市提携30周年記念式典と事業
7月3日ウィーン市旧市庁舎で記念式典
が開催され、両区を代表して服部征夫台
東区長、石塚猛台東区議会議長とマルク
ス・フィグル ウィーン市第1区長、イザベ
ル・ユングニッケル ウィーン市第1区副区
長が友好提携確認宣言書へ署名し、絆を ▲友好提携確認宣言書への署名の様子
▲左から石塚猛区議会議長、服部征夫区長、
フィグル区長、ユングニッケル副区長
深めていくことを確認しました。

10

第 1234 号
集合住宅の管理組合等が自主的

都市交流課
☎（5246）1193

に防災資器材を購入する際に、費
ンシーバー、投光器、発電機、
用の一部を助成します。
テント、ブルーシート、災害時
※必ず購入前に申請してください。 用トイレ ほか
▽対象 次の全てに該当する区内 ※食料品・飲料水は対象外

問合せ

の集合住宅の管理組合等
①管理組合が町会に加入している
②総戸数が 戸以上
③新耐震基準を満たしている

台東区 とウィーン市第1区 が
姉妹都市提携30周年を迎えました

④台東区マンション管理組合登録

（3） 令和元（2019）年 8月5日
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【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〈台東区住宅課☎5246−1213〉

