平成31（2019）年 4月20日

き ごう

講演を行った際に揮毫した
「飛翔」

児童手当、子ども医療費助成の申請（※）

お知らせ

区役所代表
1階
☎（5246）1111
⑤番窓口 から各担当へお問合
せください
台東区循環バス「めぐりん」の1か月券・回数券・1日
券の販売
母子健康手帳の交付

住 民 税 の 納 税 は、 便 利 な
口座振替をご利用くださ
い

▽納期（口座振替日）
・期別納付の場合
第１期 ７月１日㈪
第２期 ９月２日㈪

☎（５２４６）１１１４

介護保険サービスの給付、利用者負担の軽減についての
2階
介護保険課
相談および申請
③番窓口 ☎（5246）1249

※他の市区町村や関連機関に確認等が必要な業務、住民基本台帳ネットワークを利用した業
務は、取り扱いできない場合があります。詳しくは、各担当へお問合せください。

区では、区有施設について受動
喫煙防止対策に関する方針を定め
ました。区有施設を原則禁煙（一
部施設を除く）とし、区民をはじ
めとする利用者の受動喫煙防止を
図っていきます。
受動喫煙防止の取り組みに、ご
理解・ご協力をお願いします。
▽方針の概要

介護保険サービスの利用についての相談

①区有施設は、屋内・屋外のいず
れも禁煙（敷地内禁煙）を原則
とし、喫煙室の撤去や閉鎖など

金婚・ダイヤモンド婚

おめでとうございます

金婚は結婚 周年（ダイヤモン
●金婚
・吉田猛・澄江（松が谷３）
ド婚は 周年）を迎えたご夫婦で、
・笹子直彦・悦子（日本堤２） 平成 年２月までに申請した方を
。
・ 原宣昭・千惠子（日本堤１） 掲載しています（申請順 敬･称略）
●ダイヤモンド婚
掲載を希望する方は、左記へご

60

・日下部邦夫・通子（元浅草２） 連絡ください。
・本山達也・玲子（上野４）
▽問合せ 高齢福祉課（区役所２
・小松禎次・祥子（入谷２）
階⑥番 )
・丸山三代次・タケ子（松が谷４） ☎（５２４６）１２２１

⑤二輪車の交通事故防止
▽問合せ 交通対策課

☎（５２４６）１２８８

隅田川花火大会（７月
日㈯）市民協賛者募集

台東リバーサイドスポーツセンター
1口のみ
野球場（団体席）

50,000円

22人

100口程度

▽特典 特設観覧席へご招待

500口程度

▽方針の実施時期 ７月１日㈪か
ら
※個々の区有施設の対応について
は、各施設に直接お問合せくだ
さい。
▽問合せ 健康課
☎（５２４６）１１７８

台東ボランティア・地域
活動サポートセンターか
ら～５月の開所日が変わ
ります～

土曜開所日は、毎月第３土曜日
午前９時～午後５時ですが、５月
は 日㈯に変わります。
また、福祉なんでも相談も同日
午後１時～４時 分に変更します。
▽問合せ 台東区社会福祉協議会
☎（３８４７）７０６５

春の全国交通安全運動

5人

※会場アは第２打上会場を観覧す

るパイプ椅子席、会場イ・ウ・
エは、第１打上会場を観覧する
ビニールシート席です。
※招待人数は、申込代表者を含め
た総人数です。大会当日時点で
満１歳以上の子供は、１人とし

ふりがな

て招待人数に数えます。
▽申込方法 はがき（１グループ
１枚のみ）に希望会場（ア～エ
の１か所のみ）
・協賛口数（ア
のみ記入・最大４口まで）
・代

表者の郵便番号・住所・氏名・
電話番号を書いて左記問合せ先

へ
※当選者には、６月 日㈪までに
振込用紙を送付します。
▽申込締切日 ５月 日㈬（消印
有効）
※詳細は隅田川花火大会公式ホー
ムページをご覧ください。
８６４０ 墨田
▽問合せ 〒
区役所内 隅田川花火大会実行
委員会市民協賛受付墨田事務局
☎（５６０８）１１１１㈹

10

浅草芸能大賞区民審査委
員募集

大衆芸能の分野で、東京を中心
に活動している芸能人の実績と最
近の活動状況を踏まえ、一般公募
した区民審査委員が受賞候補者を
推薦します。その結果を参考に、
専門審査委員が決定しています。
▽任期 ６月 日㈪～平成 年３
月 日㈬
▽対象 ４月１日現在、 歳以上
で区内在住の方
人（抽選）
▽定員
ふりがな
▽申込方法 はがきに住所・氏名
・年齢・性別・電話番号を書い
て左記問合せ先へ
※年齢・性別等を考慮して決定し、
６月中旬に決定者にのみ通知
（必着）
▽申込締切日 ５月 日㈮
０００４ 下谷
▽問合せ 〒
台東区芸術文化財
１ ２
団☎（５８２８）７５９１

33

18

マイナンバーカードの申請・交付
特別永住者証明書の申請・交付

第３期
月 日㈭
第４期 平成 年１月 日㈮
・一括納付の場合
７月１日㈪
※第１～４期までの全額が引き落
としとなります。
▽問合せ 税務課税務係

10,000円

15

31

住民税・軽自動車税の納付・還付
※還付額は5万円未満に限る

住民税（特別区民税・都民税）
の普通徴収分を納めるときに、口
座振替（自動払込）を利用すると
大変便利です。

1口のみ

2階
介護保険課
④番窓口 ☎（5246）1245
要介護認定についての相談および申請

の対策を行います。
②路上喫煙や受動喫煙を防止する
ために喫煙場所を確保する観点

130

－

17

戸籍証明（全部・個人事項証明書、身分証明書等）の交
付

31

※荒天等の場合は７月 日㈰に延
期します。延期・中止の場合で
も協賛金は返還しません。

31

－

転入・転出・区内転居・世帯変更等の届出（※）

区有施設の禁煙にご協力
ください

交通事故にあわないために、正
しい交通ルールと交通マナーの実
践を習慣付けましょう。
▽期間 ５月 日㈯～ 日㈪
▽運動の重点
①子供と高齢者の安全な通行の確
保と高齢運転者の交通事故防止
②自転車の安全利用の推進
③全ての座席のシートベルトとチ
ャイルドシートの正しい着用の
徹底

1,550口程度

1階
戸籍住民サービス課
⑪番窓口 ☎（5246）1162
戸籍の届出（※）

戸籍住民サービス課
☎（5246）1163

から、区有施設敷地内の喫煙場
所は、公衆喫煙所の形態であれ
ば設置可とします（学校等は不
可）
。
③利用状況等により、①②の対策
が困難な区有施設は、施設専用
の喫煙室等を設置するものとし

④飲酒運転の根絶

5人

台東リバーサイドスポーツセンター

住民税・軽自動車税・国民健康保険料・後期高齢者医療
1階
収納課
保険料・介護保険料の納付相談
⑤番窓口 ☎（5246）1107

昨年７月に健
康増進法の一部
を改正する法律
や東京都受動喫
煙防止条例が公
布され、多くの方が利用する施設
において受動喫煙防止対策が段階

住民票の写し等の交付

1階
⑧⑨番
窓口
印鑑登録証明書の交付

ます。

10,000円

28 ウ 少年野球場

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の
納付
※還付事務の取り扱いなし

的に強化されます。

50

－
11
110
－

1,850口程度

台東リバーサイドスポーツセンター
イ
1口のみ
野球場

原動機付自転車（125cc以下のバイク）の登録・廃車
※ミニカー、小型特殊自動車、改造車両は除く（※）

手続きは、口座のある金融機関、
区民事務所・同分室、区役所３階
⑩番税務課へ通帳と届出印鑑を持
参し、 預｢金口座振替（自動払込）
依頼書 で
｣ お申込みください。
納期の最終日に、指定した口座
から自動的に振り替えて納税する
ことができます。
※平成 年度第１期分からの振り
替えを希望する方は、５月 日
㈮までにお申込みください。

20

通知カード、マイナンバーカードの券面変更・再交付申
1階
戸籍住民サービス課
請
⑥番窓口 ☎（5246）1164

31

27

1人

4口まで

ア 墨田区側両国親水テラス

25

住民税課税（非課税）証明書・納税証明書の交付
※申告済みに限る
※交付は平成30年度課税（平成29年分）以前の証明に
限る

振興課☎（5246）1153

1階
子育て・若者支援課
⑫番窓口 ☎（5246）1232

ださい。 場所 区役所1階台東
アートギャラリー 問合せ 文化

問合せ
窓口番号
取扱業務

を展示しています。ぜひ、ご覧く

50

6,000円

エ

4月27日㈯から5月6日㉁にかけ10連休となるため、下記のとおり臨時に窓口を開庁し、
一部業務を実施します。
第23回台東区福祉大会で、記念

総募集口数

申込可能
協賛金額
招待人数
口数
※1口あたり ※1口あたり

場所

30

11

5月2日㉁午前9時～午後5時に区役所本庁舎の
一部窓口を開庁します
台東アートギャラリーに
書家 金澤翔子さんの作品を展示しています

印鑑登録・廃止

32 31

国民健康保険の加入、喪失の届出（※）
※給付事務の取り扱いなし

10

10

軽自動車税納税証明書の交付
※有効期限が2019年5月30日までのものに限る

31

第 1227 号 （2）
広報

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにまずご相談
ください。 ▷日時 月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝休日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話☎3847－3611〉

