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【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 
TEL  （5246）1031〉

一部休止するサービス一覧
No サービス内容 施設名 電話番号

1 展示室・ホールの見学 旧東京音楽学校奏楽堂 （3824）1988

2 トレーニングルームの利用

台東一丁目区民館 （3834）4408

上野区民館 （5815）8612

金杉区民館 （3876）2653

谷中区民館 （3828）9292

浅草橋区民館 （3851）4646

寿区民館 （3842）8654

雷門区民館 （3843）9492

生涯学習センター （5246）5853

台東リバーサイドスポーツセンター （3872）3181

3 体育施設の個人利用

台東リバーサイドスポーツセンター体育館・陸上競
技場・少年野球場 （3872）3181

たなかスポーツプラザ　グラウンド （5808）7410

各小中学校スポーツひろば （5246）5853

4 学校開放 各小中学校体育館、校庭、会議室等 （5246）1421

5 マルチメディアルーム、学習室（個人利用の部屋）、
こども室の利用 生涯学習センター （5246）5815

6 図書館の予約資料の受け取り・返却のみ実施し、その
他のサービスは休止

中央図書館 （5246）5911

中央図書館浅草橋分室 （3863）0082

中央図書館谷中分室 （3824）4041

根岸図書館 （3876）2101

石浜図書館 （3876）0854

すこやかとしょしつ （3847）3087

7 活動交流コーナー、情報コーナー、資料作成室の利用 男女平等推進プラザ （5246）5816

8 あそびひろばの利用

日本堤子ども家庭支援センター （5824）2535

台東子ども家庭支援センター （3834）4577

寿子ども家庭支援センター （3841）4631

日本堤子ども家庭支援センター谷中分室 （3824）5532

9 おやこるーむの利用 浅草保健相談センター （3844）8177

休館する施設一覧
No 施設名 電話番号

1 朝倉彫塑館 （3821）4549

2 下町風俗資料館 （3823）7451

3 下町風俗資料館付設展示場
（旧吉田屋酒店） （3823）4408

4 一葉記念館
※研修室除く （3873）0004

5 書道博物館 （3872）2645

6 江戸たいとう伝統工芸館 （3842）1990

7
老人福祉センター
※団体利用・うえの高齢者在宅
サービスセンター除く

（3833）6541

8 入谷老人福祉館
※団体利用除く （3873）9036

9 橋場老人福祉館
※団体利用除く （3876）2365

10 三筋老人福祉館
※団体利用除く （3866）2417

11 上野健康増進センター （3847）9475

12 千束健康増進センター
※集会室除く （5603）0085

13 環境ふれあい館ひまわり
※集会室除く （3866）8098

14 清島温水プール （3842）5353

15 少年自然の家霧ケ峰学園 0266（52）0257

16 くらまえオレンジ図書館
※ブックポストは利用可

（5246）5911
（中央図書館）

17 池波正太郎記念文庫 （5246）5915

18

児童館
※一部事業の対象者のみ利用可

（千束・玉姫・台東・池之端・
松が谷・今戸・寿・谷中）

（5603）2229
（台東区社会福
祉事業団児童課）

区立施設の休館および一部サービスの休止延長について
　新型コロナウイルス感染防止のため、4月12日㈰まで、一部施設の休館およびトレーニング室などの休止を延長しました。休館および休止するサー
ビスは下記の通りです（3月23日時点）。なお、新型コロナウイルスの状況によって、さらに期間の延長や施設等の追加の可能性があります。

あなたの身近な相談窓口 ～区民相談室をご利用ください～
区民相談室では、一般区民相談やさまざまな専門相談を実施しています。問題の解決に向けて、それ
ぞれの専門分野の相談員が助言をします。お気軽にご相談ください。※一部予約が必要なものがあり
ます。　場所区役所1階区民相談室　対象区内在住か在勤（学）の方※法律相談の予約は1週間前から
行っています。※予約制ではない相談については、混雑状況によっては相談が受けられないこともあ
りますので、時間に余裕をもってお越しください。

種類 日時
一般区民相談 月～金曜日午前8時30分～午後5時
☆法律相談（予約制）月･水･金曜日午後1時～4時 
家庭相談（予約制） 月･水･金曜日午後1時～4時
人権身の上相談 第3火曜日午後1時～4時
行政相談 第2・4木曜日午後1時～4時

種類 日時
☆司法書士による法律相談 第1・3火曜日午後1時～4時
☆不動産相談 第2・4火曜日午後1時～4時
☆測量・登記相談 第2・4火曜日午後1時～4時
☆行政許認可手続相談 第2木曜日午後1時～4時
☆社会保険労働問題相談 第3木曜日午後1時～4時

韓国語 第1・3木曜日午後2時～4時中国語 第1・2・3木曜日午前10時～正午

☆の相談は1回30分
申込み・問合せ くらしの相談課区民相談室 TEL （5246）1025

近隣型商店街に関する助成
●近隣型商店街の空き店舗で開
業する方へ～家賃の一部を助成
します～　対象 区内近隣型商店
街の空き店舗を借り上げて開業
する中小企業者等で、具体的な
計画がある方　 助成件数 5件
助成額 家賃の2分の1（1年目は
月額上限5万円、2年目は月額
上限4万円、3年目は月額上限3
万円）　 助成期間 3年間
申込期間 4月13日㈪～9月18日㈮
●近隣型商店街の店舗兼住宅の
所有者の方へ～店舗部分貸し出
しのための改修費の一部を助成
します～　店舗と住宅の共用部

分の分離に必要な改修費の一部
を助成します。　対象 区内近隣
型商店街の店舗兼住宅の所有者
助成件数 4件　助成額 費用の2分
の1（上限100万円）
申込期間 4月13日 ㈪ ～3年1月
29日㈮※予定件数に達し次第終
了
◆以降、上記記事の共通項目◆
※申込方法等、詳しくは区HPを
ご覧になるか下記へお問合せく
ださい（募集のチラシは区HPか
らダウンロード可）。
問合せ 産業振興課
TEL （5246）1142

英語 第1・3木曜日午前10時～正午
外国人相談

障害者スポーツの
普及・促進に
取り組んでいます

　区では、障害のある方がスポーツをする
ことの楽しさや素晴らしさを実感できるよ
う、気軽にスポーツを始められる環境づく
りや、障害の有無に関わらず、誰もが参加
できる障害者スポーツ教室・体験会を実施
するなど、障害者スポーツ
の普及・促進に取り
組んでいます。

障害者水泳

　障害のある方のスポーツを始めるきっか
けづくりとして、障害の程度や泳力レベル
に合わせ、無理なく行える水泳教室を実施
します。
●障害者水泳体験会

（小学生以上、無料）
日時（全6回）奇数月の第4金曜日午後4時

30分～6時30分　内容 水慣れ、水遊び、
水中歩行、簡単な泳ぎ方などのインストラ
クターによる指導
●障害者水泳ジュニアレッスン

（小・中学生）
日時（全11回）第1・3金曜日（12月は除く）
午後5時～6時　費用 500円
内容 障害の程度や水慣れ具合に応じてク
ラス分けした後、インストラクターによる

水中運動の基本の指導
●障害者水泳パーソナルレッスン

（小学生以上）
日時（全11回）第2金曜日（12月は除く）午
後5時～6時　費用 500円
内容障害の程度や泳力レベルに合わせた、
インストラクターによる参加者の目的に
あった水泳指導

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場所 清島温水プール　対象 心身に障害の
ある方で排泄の意思表示ができ着替えが1
人でできるか、介助者を同伴できる方
※参加方法等詳しくは、下記へお問合せ
いただくか、清島温水
プールHPをご覧くだ
さい。
問合せ 清島温水プール
TEL （3842）5353

障スポチャレンジ
「シッティングバレーボール」

　誰もが気軽に障害者スポーツに参加でき
る「障スポチャレンジ」を実施しています。
日時 月曜日午後7時～9時※第１月曜日・
祝日・年末年始等、休場日あり　場所 た
なかスポーツプラザ※障害の有無は問いま
せん。※必要な方は介助者同伴
持ち物 運動できる服装・室内履き・飲み物・
タオル※保険は各自任意で加入

障害者スポーツ体験会

　ボッチャやブラインドサッカーなど、誰
でも気軽に楽しめる障害者スポーツ体験会
を実施します。日程等の詳細は、今後の広
報「たいとう」や区HPにてお知らせする
予定です。

問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853


