広報

▽申込書配布期間 ２月３日㈪〜

29万円
助成対象事業
対象
助成回数
マンション管理ア
マンション管理・修繕相談員派遣制度
ドバイザー制度
【A
同一年度
コース
（講座編）
・ 区内の、分譲マン 内 に 1 つ
Bコース
（相談編）
】ションの管理組合 のマンシ 専門家（マンション管理士・一級建築士）
マンション建替え または賃貸マンシ ョンで各 を理事会等に派遣します（資料代・会
コース1
・改修アドバイザ ョン所有者
場費等は利用者負担）。 対象 分譲マン
回
ー 制 度【 A コ ー ス
ションの管理組合、賃貸マンションの
（入門編）】
区内の築30年以
派遣回数 同一年度内に1回
1 つ の マ 個人所有者
マンション建替え
上の、分譲マンシ
ンション （2時間）まで 申込締切日 派遣を希望す
・改修アドバイザ
ョンの管理組合ま
で 1 回 限 る日時の2〜3週間前までに区に申請※
ー 制 度【 B コ ー ス
たは賃貸マンショ
り
（検討書の作成）】
ン所有者
利用後、派遣の結果報告の提出が必要

②世帯全員が住民税を滞納して
いない ③融資金の返済および
利子の支払いに十分な能力があ

19万円

101戸以上

10

80

り︑金融機関の定める保証を受

100戸以下

給排水調査

日㈬︵閉庁日を除く︶
▽申込書配布場所 区役所１階戸

67万円

令和２年度台東区食品衛
生 監 視 指 導 計 画︵ 案 ︶ へ
のご意見募集

44万円

101戸以上

専門医によるぜん息やア
トピー等のアレルギー相
談

30万円

51〜100戸

りのアドバイスをしています︒
▽調査内容 室内の空気環境測定︑
水道水の残留塩素濃度測定︑ダ
ニアレルゲン調査等
▽申込み・問合せ 台東保健所生

50戸以下
建物調査

H
P

ける 保(証料は申込者負担︶
※現在︑本融資を受け返済してい

助成限度額

来年度の台東区食品衛生監視指
導計画︵案︶を公表しています︒

住宅戸数

活衛生課

調査項目

・

℡︵３８４７︶９４５５

（公財）東京都防災・建築まちづくりセ
ンターが実施するマンション管理アド
バイザー制度か、マンション建替え・
改修アドバイザー制度を利用する場合
に派遣料を全額助成します。※利用前
に申請が必要※派遣料全額を一度自己
負担していただき、後日区から派遣料
全額を指定口座に振り込みます。

H
P

▽日時 ２月 日㈮
午後１時 分〜４時
▽場所 台東保健所６階研修室

マンションアドバイザー利用助成制度

・

る場合は申込みできません︒
▽融資あっせん額 工事費の パ
ーセント以内で︑ 万円以上
万円以内

マンションの個人オーナー
助成対象工事 マンションの共用部分・敷
地内における段差の解消・手すりの取り
付け※工事内容は「東京都福祉のまち
づくり条例の施設整備マニュアル」に
準じること 助成額 工事費の3分の1以内
（限度額50万円）※工事に関する総会議
決や工事着手前に申込み等が必要

28

第 1245 号

籍住民サービス課・５階⑩番住
宅課︑区民事務所・同分室︑地
区センター
から
※東京都住宅供給公社
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

区内のマンションの、大規模修繕の計画
的な実施や長期修繕計画を作成するため
に、建物や設備の共用部分の調査を実施
する場合、調査費の一部を助成します。
※過去10年以内に同じ調査項目の助成を
受けていないこと等の要件あり
対象 ①分譲マンションの管理組合（台東
区マンション管理組合登録制度に登録し
ている・これから登録する） ②賃貸マ
ンションを所有する個人・法人（社宅・寮・
公的住宅は除く） 調査項目 建物調査、給
排水調査 助成額 調査費の3分の1か、下
表の助成限度額のいずれか少ない額

30

皆さんのご意見・ご質問をお寄せ
ください︒
▽閲覧・意見提出用紙配布場所
区役所３階⑦番区政情報コーナ

対象 分譲マンションの管理組合、賃貸

喫煙可能室を設置した︵設
置予定の︶飲食店の方へ

マンション計画修繕調査費助成制度

▽対象 区内在住の方
▽定員 ６人︵先着順︶
▽申込み・問合せ 台東保健所保

マンション共用部分バリアフリー化支援

℡︵３４９８︶８８９４
▽問合せ テレホンサービス

各制度の詳細は、住宅課で配布するパンフレットか区HPをご覧ください。

※返済期間は金額により異なる
▽利率 令和元年度契約利率１パ
ーセント︵本人負担０ ５パー

問合せ 住宅課（区役所5階⑩番） TEL （5246）1468

H
P

℡︵６４１８︶５５７１

75

ー︑台東保健所︑浅草保健相談
センター︑区民事務所︵区
でも閲覧可︶

20

次の条件を全て満たした飲食店
は喫煙可能室︵※︶を設置できま

▽応募締切日 ２月 日㈮
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
14

健予防課
℡︵３８４７︶９４９２

す︒設置後は保健所に届出をして
ください︒
①令和２年４月１日現在︑すでに

℡︵３８４７︶９４６６

住宅課から

女性医師による女性のた
めの健康相談﹁婦 人 科 ﹂
︵予約制︶

台東保健所保健サービス課 TEL （3847）9497
問合せ
浅草保健相談センター TEL （3844）8172

住宅
まちづくり

●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時（受付は午前10時〜10時15分）
場所
2月19日㈬午前10時〜11時30分
浅草保健相談センター
2月25日㈫午前10時〜11時30分
台東保健所

10

台東区住宅課
セント︑区負担０ ５パーセン
℡︵５２４６︶１３６７
ト︶
▽申込期限 工事着手１か月前
台 東区 住 宅 修 繕 資 金 融 資
※工事着手後の申込不可
あっせん制度
※詳しくは︑左記問合せ先で配布
をご
区が住宅リフォーム資金の融資
するパンフレットか区
覧ください︒
を指定の金融機関にあっせんし︑
▽問合せ 住宅課︵区役所５階⑩
利子の一部を負担します︒
番︶℡︵５２４６︶１２１７
▽対象住宅 区内にある︑自身が
居住するための住宅で︑居住部
分の床面積が 平方メートル以
下︵賃貸住宅や店舗︑事務所を
除く︶
▽主な申込資格 ①区内に１年以
上住所を有する 歳以上の方で︑
返済完了時の年齢が 歳未満

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
日本堤子ども家庭支援セン
2月4日㈫午前10時〜11時
ター谷中分室
生涯学習センター
2月6日㈭午後1時30分〜2時30分
（はばたき21）
台東子ども家庭支援センター
2月12日㈬午前10時〜11時
2月14日㈮午前10時〜11時
寿子ども家庭支援センター
2月20日㈭午後1時30分〜2時30分 金杉区民館
2月21日㈮午前10時〜11時
今戸児童館

20

都営住宅入居者募集
︵東京都公募︶

●1〜3か月児の育児相談（予約制）
日時
場所
2月15日㈯午後1時30分〜3時30分 浅草保健相談センター
2月26日㈬午後1時30分〜3時30分 台東保健所

▽募集住宅 家族向︵ポイント方
式︶
︑単身者向・シルバーピア
︵抽選方式︶
※申込みできる世帯が限定されて
います︒詳しくは︑下記へお問
合せください︒

プレママ・パパ交流会（予約制）
「赤ちゃんといる生活ってどんな生活なのかな」「出産に向
けて何を準備したらいいんだろう」など先輩ママ・パパや赤
ちゃん（生後1〜3か月）と、情報交換や交流ができます。
日程・場所 2月15日㈯・浅草保健相談センター、2月26日㈬
・台東保健所 時間 午後3時〜3時30分 対象 区内在住の妊
婦とそのパートナー 定員 10組程度（先着順）
申込方法 電話で下記問合せ先（開催場所）へ
育児相談
保護者や子供の交流の場にもなっています。 内容 身体測定・
保健師等の相談 持ち物 母子健康手帳

営業している
▽日時 ２月 日㈪午後２時〜４ ②客席面積が 平方メートル以下
時︵１人 分程度︶
である
▽場所 台東保健所４階
③個人または資本金５千万円以下
▽対象 区内在住か在勤の女性で︑ の企業が経営している
更年期や月経障害・不妊などで ④従業員を雇用していない
お悩みの方
※喫煙可能室とは施設の一部また
▽申込み・問合せ 台東保健所保
は全部でたばこの喫煙および飲
健サービス課
食が可能な部屋
℡︵３８４７︶９４９７
▽問合せ 東京都受動喫煙防止対
策相談窓口
℡ ０５７０ ０
‑ ６９６９０
台東保健所生活衛生課
℡︵３８４７︶９４０１

プレママ・パパ交流会、育児相談

結露を防止しまし ょ う
〜快適な居住環境をめざ
して〜

冬は結露が発生しやすくなりま
す︒結露は︑室内の湿った空気が
壁や窓ガラスなどで冷やされて︑
空気中の水分が水滴となる現象で
す︒放置すると建材や壁紙を傷め
たり︑カビを発生させたりします︒

・結露を防止するポイント
①調理中や炊飯時は︑必ず換気扇
を回す
②入浴後は浴室の戸を閉め︑浴室

の換気扇や窓を利用し換気する
③洗濯物をなるべく室内に干さな
い

④夜間は室温が下がって結露が発
生しやすくなるので︑就寝前に
換気する

・室内環境診断を実施します
保健所では︑住まいの室内環境

診断を実施し︑快適な居住環境作

（5） 令和2（2020）年 1月20日
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2月の保健所・保健相談センターの事業案内
浅草保健相談センター
実施会場
台東保健所
事業名
TEL（3844）
8171
3・4か月児健康診査 4 ･ 27日午後1時〜1時45分
21 ･ 26日
TEL (3847) 9447
（令和元年10月生）
午後1時〜１時45分
1歳6か月児健康診査 13日午後1時〜1時45分
19日
TEL (3847) 9447
（平成30年7月生）
午後1時〜１時45分
２歳児歯科健康診査
14日午後1時〜2時
TEL (3847) 9449
（予約制）
３歳児健康診査
18日午後1時〜1時45分
5 ･ 12日
TEL (3847) 9447
（平成29年1月生）
午後1時〜1時45分
4･25日 (個別) 午前9時〜10時30分
19日（個別）
発達相談（予約制） 27日 (集団) 午前9時30分〜11時
午前9時30分〜10時30分
TEL （3847）9497
産婦歯科健康診査
26日午前9時〜10時
TEL (3847) 9449
（予約制）
歯科衛生相談
4 ･ 26日午後1時30分〜2時30分 6･20日午後1時30分〜2時30分
区内在住の方（予約制） TEL (3847) 9449
※予約は左記
5日午後1時30分〜3時
こころの健康相談
12日午前10時30分〜正午
3･17日午後1時15分〜2時45分
区内在住・在勤の方
26日午後3時〜4時30分
27日午前9時45分〜正午
(予約制・前日までに) TEL
(3847) 9497
発達障害個別相談
17日午前9時30分〜11時30分
10日午前9時30分〜11時30分
（成人向け・予約制） TEL (3847) 9405
※予約は左記
HIV即日検査
12 ･ 26日午後1時〜2時30分
（予約制・採血）
予約専用電話 TEL (3843) 5751
7・17日午前10時〜午後3時30分
栄養相談（予約制） 27日午前10時〜正午
TEL (3847) 9440
日程等、詳しくは区HPまたは冊子「赤ちゃんを迎える方へ」をご
ハローベビー学級
覧になるか右記へ 台東保健所 TEL （3847）9447 浅草保健相
（両親学級・予約制）
談センター TEL （3844）8171

【台東つばさ福祉会 非常勤職員募集】 ▷業務内容 身体障害者の日常生活の支援 ▷対象
ご覧になるか、右記へお問合せください。〈台東つばさ福祉会 TEL 3842−2838〉

障害福祉に理解のある方で宿直勤務が可能な方※詳しくは会HPを

