広報

健康

生活安全推進課
☎（5246）1044

ます。

や区役所にご連絡ください。

練中の旅費・食費は実費
※給付後の飼育・管理・治療にか

不審な電話がかかってきたら、迷
わず110番または、最寄りの警察署

10

④世帯全員の所得税額合計の月平
均額が７万７千円未満

・金融機関・銀行協会・大手百貨
店・家電量販店・警察官などか
ら「新しいカードに作り替えな
いといけない」と言われた。
◎ご注意ください！
金融機関や警察官などが、キャ
ッシュカードを受け取りに来るこ
とはありません。

かる一切の経費は自己負担
※介助犬・聴導犬は、待機者が今
年度の予定頭数を上回っている

カードをだまし取る手口

31

⑤借家の場合は家屋の所有者から
盲導犬の飼育許可を得られる
⑥盲導犬との宿泊訓練（４週間）

・区役所などの職員を名乗る人か
ら「還付金があります」という
電話があった。
・銀行などのATMへ行くように
指示された。
◎ご注意ください！
ATMで還付金を受け取ることは
できません。

18

都では盲 導 犬 を給 付して
います

還付金詐欺（ATMから犯人
の口座に送金させる手口）

理券を貼って出してください。
▽拠点回収 区の施設などの拠点
に出すことができます。回収日

区内で「振り込め詐欺」の被害が
多発しています。電話で次のような
「お金の話」が出たら、詐欺です。

水防訓練を実施し ま す
～５月は水防月間 で す ～

燃やすごみの量を減らすために
は、雑がみの分別が大切です。
雑がみとは、家庭から排出され
た紙類のうち「新聞」
「雑誌」
「段
ボール」
「紙パック」以外の、資

源になる紙類です。

▽雑がみの例
トイレットペーパー
ラップなどの芯

区と第六消防方面本部の合同で、
水防訓練を実施します。

女性医師による女性のた
め の 健 康 相 談「 婦 人 科 」
（予約制）

パンフレット類

「振り込め詐欺」
にご注意ください

問合せ

消防署・消防団による「積土の
う工法」のほか、家庭にある段ボ
ール箱などを利用した「住宅浸水

お菓子・ティッシュ
などの空き箱

が可能
ため、申込受付は行いません。
頭（東 ※申込方法等、詳しくは左記へお
▽ 年度給付予定頭数
京都全体）
問合せください。
※審査や待機者がいるため、申請 ▽問合せ 障害福祉課（区役所２
後すぐに給付を受けられません。 階⑩番）
▽費用 訓練等の費用は無料、訓
☎（５２４６）１２０１

（※1）空調機器や照明器具等、幅広い機器が対象。詳しくは右記へお
問合せください。
（※2）緑化の助成金を複数受ける場合、上限は50万円。台東区みど
りの条例の適用を受ける緑化計画届出範囲内の工事は対象外
（※3）プランター等容器・花苗・土・肥料の購入費等が対象

紙袋・包装紙

や実施施設は、各家庭へ配布し
▽対象 区内在住で満 歳以上の
た「ごみ出しカレンダー」や、
在宅の方で、次の全てに該当す
区ホームページでご確認くださ
る方
い。店舗や会社から出る事業系 ①身体障害者手帳
（視覚障害１級）
のものは出せません。
を持っている
▽集団回収 町会や管理組合など、 ②盲導犬を使用することで社会活
地域の皆さんが、各家庭から出
動への参加が可能になる
③都内におおむね１年以上居住

①１平方メートルあたり3万円×助成対象
面積 ②助成対象経費（※3）（消費税を除
く）×50％
※①と②のいずれか低い額（上限5万円）

▽日時 ５月７日㈫午後２時～４
時（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階

プランター設置（玄関先
や店先に花や緑を植えた
プランターを置く場合）
（※3）

防止対策」なども行います。
また、ＶＲ防災体験車を会場内
に配置し、臨場感のある疑似防災
体験もできます。ぜひ、会場にお

民間貸駐車場緑化（駐車 ①１平方メートルあたり1万円×助成対象面積
場に植込地を作り、緑化 ②工事費用（消費税を除く）×50％
をする場合）
（※2）
※①と②のいずれか低い額（上限10万円）

り次第、受付終了）
▽対象 区内の建物に導入する方
▽問合せ 環境課
☎（５２４６）１２８１

地先緑化（建物の周り等 ①１メートルあたり1万円×助成対象緑化延長
に植込地を作り、樹木を ②工事費用（消費税を除く）×50％
植える場合）
（※2）
※①と②のいずれか低い額（上限10万円）

20

第 1227 号

る資源を集め、回収業者に引き
渡しています。回収日や回収場
所は、町会や管理組合にお問合
せください。区では、回収量に
応じた報奨金（１キログラムあ

壁面緑化（建物の壁面に
①１平方メートルあたり5千円×助成対象面積
ネット等を取り付け、つ
②工事費用（消費税を除く）×50％
る性植物等で緑化する場
※①と②のいずれか低い額（上限15万円）
合）
（※2）

▽対象 区内在住か在勤の女性で、
更年期や月経障害・不妊などで
お悩みの方

①１平方メートルあたり2万円×助成対象面積
屋上緑化（建物の屋上を
②工事費用（消費税を除く）×50％
緑化する場合）
（※2）
※①と②のいずれか低い額（上限30万円）

▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４９７

本体、付属機器の購入費および設置費用の合
計（消費税を除く）×50％（１台の上限５万円、
2台まで申請可）

30

たり６円）を支給しています。
店舗や会社から出る事業系のも
のは出せません。
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１２９１

雨水タンク設置

30
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11

環境
リサイクル

窓、外壁等の遮熱・断熱 工事費用（消費税を除く）×20％（上限15万
改修
円）

※申請方法等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか、下記へ
お問合せください。
▽期間 通年受付（予算が無くな

①１平方メートルあたり2千円×助成対象塗布
面積 ②工事費用（消費税を除く）×50％※
①と②のいずれか低い額（上限15万円）

30

「平成 年度みどりの実態
調査」の結果が出ました

高反射率塗料施工

30

※紙についている大きな金属やビ
ニールは取り外してください。
※個人情報は塗りつぶすか切り取
ってから出してください。
▽リサイクルできない紙類の例

出力1キロワットあたり5万円（戸建住宅は上
太陽光発電システム設置 限20万円、共同住宅共用部・事業所は上限
50万円）

カーボン紙
（複写伝票など）

省エネ機器等の導入に対して助成を行っています

省エネ効果が認められる 工事費用（消費税を除く）×20％（上限30
機器への入れ替え（※1） 万円）※事業所のみ

においのついた紙

住宅や事業所へ省エネ効果のあ
る機器等を導入する場合、助成を
行っています。機器をお得に導入
し、省エネに取り組みましょう。

共同住宅共用部用LED照 工事費用（消費税を除く）×20％（上限30
明改修
万円）※共同住宅のみ

汚れた紙

平成 年度に、区内のみどりの
状況を把握するため、みどりの実
態調査を実施しました。
調査結果は区ホームページに掲
載しています。
▽問合せ 環境課
☎（５２４６）１３２３

福祉

（高齢・障害等）

手 話 通訳 者 が待 機してい
ます
助成額

家 庭 用 燃 料 電 池（ エ ネ
14万円（1台まで）※家庭のみ
ファーム）設置

17

まだまだできるリサイク
ル

▽雑がみの出し方
①箱類は中を空にして平らにする
②メモ紙など小さな紙片は、使用
済みの封筒などに入れる
③散乱しないように、紙袋などに
入れて紐でしばる

④集積所での資源回収や集団回収
に出す
●資源回収にご協力ください

聴覚障害または音声・言語機能
障害のある方が、区役所の窓口で
円滑な手続きや日常生活の相談等
ができるよう、手話通訳者を配置

しています。
▽日時 毎週水曜日
（閉庁日除く）
午後３時～７時
▽場所・問合せ 障害福祉課 区(
役所２階⑩番）
☎（５２４６）１０５８
（５２４６）１２０９
助成対象

家庭から出る資源を、次の方法
で回収しています。
※回収できる資源は、区ホームペ

ージをご覧になるか、下記へお
問合せください。
▽集積所回収（週１回） お近く

の集積所（コンテナが設置され
る場所）にルールを守って出し
てください。店舗や会社から出

る事業系のものは、有料ごみ処
FAX

●雑がみは資源として出しましょ
う
燃やすごみの中には約 ％のリ
サイクルできる紙類が混入してい

●民生委員・児童委員ってどんな人？ 民生委員は、厚生労働
大臣から委嘱を受けた非常勤の地方公務員で、ボランティアと
して活動しています。民生委員は児童委員を兼ねており、担当
区域をもっています。
委員の中には、担当区域を持たず、子供を取り巻く問題を専門
に担当している主任児童委員もいます。
●どんな活動をしているの？ 高齢者や障害のある方、子育て
中の方などの生活上の相談を受け、必要に応じて区や関係機関
を紹介し、適切な支援につなげていきます。また、関係機関と
連携して、高齢者への声掛けや見守りなども行っています。
●こんなときにはご相談を ①身体の障害や高齢で、暮らし・
生活に不安がある ②福祉サービスの制度や窓口が分からない
③育児や子供のしつけで悩んでいる ……など
※相談内容等の秘密は守られますので、ご安心ください。
お住まいの地域の担当委員については、
下記へお問合せください。
●民生委員・児童委員を紹介します「活動パネル展」
期間 ①5月7日㈫～10日㈮ ②5月13日㈪～17日㈮
場所 ①生涯学習センター1階アトリウム ②区役所1階ロビー
問合せ 福祉課福祉振興係☎（5246）1172

越しください。
▽日時 ５月 日㈯
午前９時 分～ 時 分
▽場所 隅田公園山谷堀広場
▽問合せ 道路管理課
☎（５２４６）１３０２

～支えあう 住みよい社会 地域から～

シルバー人材センターで
は掃除の依頼を受付けて
います

5月12日は「民生委員・児童委員の日｣ です

個人のお宅の日常掃除や、換気
扇・窓・網戸の掃除等、大掃除の
依頼も受付けています。
※詳しくは、左記問合せ先へ
▽問合せ 台東区シルバー人材セ
ンター☎（３８６４）３３３８

（3） 平成31（2019）年 4月20日

【電子申請】窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。〈台東区情報システム課
☎5246-1031〉

