
新型コロナウイルス
 接触確認アプリ（COCOA）
をインストールしましょう
　「新型コロナウイルス接触確認アプリ

（COCOA）」は、利用者本人の同意を
前提に、スマートフォンの近接通信機能

（Bluetooth）を利用して、お互いに分から
ないようにプライバシーを確保して、新型コ
ロナウイルス感染症の陽性者と接触した可
能性について、通知を受けることができるス
マートフォンアプリです。
　詳しくは、厚生労働省HP（下記二次元
コード）をご覧ください。

強いだるさや息苦しさがある方、風邪のような症状・発熱が続く方は
下記へご相談ください。

※かかりつけ医のいる方はそちらへ電話でご相談ください。

体調がおかしいと思ったら
まずは電話で相談しましょう

不安に思う方は下記へご相談ください。
（微熱や軽い咳が出ている、感染したかもしれない、においや味を感じない）

●午前9時～午後10時
TEL 0570-550571

聴覚に障害のある方などからの相談
FAX 03-5388-1396

（東京都福祉保健局）

●月～金曜日 午前9時～午後5時
※土・日曜日・祝日を除く
TEL 03-3847-9402

（台東区）

●月～金曜日 午後5時～翌日午前9時
※土・日曜日・祝日は終日
TEL 03-5320-4592

（東京都）

聴覚に障害のある方などからの相談
FAX 03-3841-4325

（台東区）

あれ？
新型コロナ
かな？
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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〉

帰国者・接触者電話相談センター

新型コロナウイルス感染症電話相談窓口

認定こども園一覧

区分 園名・所在地
受付期間

受付場所・問合せ
短時間保育児 長時間保育児

区
立

①石浜橋場こども園
　（橋場1－35－1）
②ことぶきこども園
　（寿1－10－9）
③たいとうこども園
　（下谷3－1－12）

11月10日㈫・
11日㈬ 10月19日㈪～12

月22日㈫
※石浜橋場こど

も園は0歳児の
受付はしていま
せん。

 ・ 短時間保育は
① TEL（3876）0049
② TEL（3841）4719
③ TEL（3876）3401
④ TEL（6884）8803
⑤ TEL（5809）0394

 ・ 0～2歳児・3歳以上
　の長時間保育は児
　童保育課
　（区役所6階⑧番）
　 TEL（5246）1234

私
立

④はぐはぐキッズ
　こども園東上野
　（東上野2－13－12）
⑤忍岡こども園
　（池之端2－1－22）

直接園にお問
合せください。

●区立認定こども園　対象3年4月1日現在区内在住で、生後57日以上6歳未満の子供
（園によって異なる）　保育内容 0～2歳児は保育園保育、3～5歳児は短時間保育（幼児
教育）または長時間保育（幼児教育と保育園保育）　 募集案内配布開始日 10月26日㈪
募集案内配布場所 区役所6階②番学務課・⑧番児童保育課、入園希望園　必要な物短時間

保育児は入園申込書・印鑑・住民票の写し（世帯全員・続柄記載）1通、0～2歳児・3歳
以上の長時間保育児は利用申請書・給付認定申請書・母子健康手帳・印鑑・勤務等に関
する証明書（保護者全員・区の様式あり）※その他、必要に応じて書類の提出を依頼す
ることがあります。※0～2歳児、3歳以上の長時間保育の申込みについては、10月9日㈮
頃から児童保育課（区役所6階⑧番）で配布する「保育利用のご案内」をご覧ください。
●私立認定こども園　短時間保育児の申込みは園にお問合せください。0～2歳児、3歳
以上の長時間保育の申込みについては10月9日㈮頃から児童保育課（区役所6階⑧番）
で配布する「保育利用のご案内」をご覧ください。　問合せ学務課 TEL（5246）1414

対象3年4月1日現在で生後57日以上6歳未満の子供
出生前受付 3年2月3日㈬までに出産予定の子供を対象に4
月入園の申込みができます。※12月22日㈫までに出生前
申込みをしてください。詳しくは下記問合せ先へ。
申込期間 10月19日㈪～12月22日㈫※日曜開庁日（11月8
日㈰、12月13日㈰午前9時～午後5時）※窓口予約実施
期間は11月4日㈬～27日㈮です。予約受付開始日は10月
23日㈮です。　申込方法利用申請書、給付認定申請書、
母子健康手帳、印鑑、勤務等に関する証明書（保護者全員・
区の様式あり）等を下記問合せ先へ持参※その他必要に
応じて、書類の提出を依頼することがあります。　
保育料保護者の住民税等をもとに決定　家庭訪問入園の申
込後、職員が自宅・職場等を訪問し、保育状況や勤務状
況等をお聞きすることがあります。　入園の可否 3年2月
中旬に通知※入園に関して、子供の発達等が心配な保護
者は、事前に下記へご相談ください。※詳しくは、10月
9日㈮頃から下記問合せ先で配布予定の「保育利用のご
案内」をご覧ください。　問合せ児童保育課保育相談係（区
役所6階⑧番） TEL（5246）1234

●区立幼稚園　対象区内在住の平成27年4月2日～30
年4月1日生まれの子供　募集人数 3歳児は20～25人、4・
5歳児は若干名 ※申込時に兄か姉がその園の3・4歳児
に在園中の場合は、優先的に入園可※募集人数を超える
場合は抽選　 募集案内配布開始日 10月26日㈪　受付日11
月10日㈫・11日㈬　 募集案内配布・受付場所・時間 各幼
稚園・午前9時～午後4時　必要な物印鑑・住民票の写
し（世帯全員・続柄記載）1通　入園選考入園予定者は
後日面接・健康診断等を行い、3年1月上旬に内定　
問合せ各幼稚園または学務課 TEL（5246）1411
●私立幼稚園　 願書配布・受付開始日 10月頃から順次
※詳しくは、各幼稚園にお問合せください。※私立幼稚
園に入園した区内在住の子供の保護者に対し、入園祝
金と区民税額に応じた補助金を交付（補助金は、子
ども・子育て支援新制度に移行した園〈※〉は対象外）
問合せ庶務課 TEL（5246）1236

区立幼稚園一覧
園名 ・ 所在地 電話番号

根岸幼稚園 （根岸3－9－7） （3873） 0159
竹町幼稚園 （台東4－21－9） （3831） 2910
大正幼稚園 （入谷2－23－8） （3876） 5584
清島幼稚園 （東上野6－16－8）（3842） 5358
富士幼稚園 （浅草4－48－18） （3874） 2460
千束幼稚園 （浅草4－24－15） （3872） 3067
金竜幼稚園 （千束1－9－21） （3871） 9896
田原幼稚園 （雷門1－5－17） （3842） 6477
台桜幼稚園 （谷中2－9－4） （3827） 6559
育英幼稚園 （浅草橋2－26－5）（3866） 6686
私立幼稚園一覧

園名 ・ 所在地 電話番号
寛永寺幼稚園 （上野桜木1－14－11）（3828） 7288
浅草寺幼稚園 （浅草2－3－1） （3844） 3555

〈※〉台東初音幼稚園 （谷中5－2－4）（3822） 2431
谷中幼稚園 （谷中3－17－1） （3822） 2771
徳風幼稚園 （西浅草1－5－5） （3844） 8012

〈※〉仰願寺幼稚園 （清川1－4－3）（3873） 6248
蔵前幼稚園 （蔵前2－11－10） （3851） 0040

こども園児募集

幼稚園児募集

令和3年度園児募集 保育園の入園・地域型保育事業の申込みを受付けます

雇用調整助成金等の申請支援
～無料相談支援の期間を延長します～

　区内中小企業が国の雇用調整助成金等の制度を利用するに
あたり、社会保険労務士による無料相談支援を行っています。
雇用調整助成金の特例措置等が12月末まで延長されたこと
に伴い、無料相談支援の期間を延長します。
▷相談支援　①雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金）　②新

型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
▷対象　区内に本店または事業所のある中小企業の事業主、

区内に事業所のある個人事業主
▷支援内容	 ・制度概要説明　・申請書類等の手続きに関す

る相談、助言　・申請に伴う制度整備に関する相談、助言
▷時間・回数　1回につき2時間以内、1社最大5回まで（事

前予約制）
▷相談予約受付期間　12月14日㈪まで（相談支援は12月

28日㈪まで）
▷問合せ　台東区産業振興事業団経営支援課商工相談担当
　 TEL（5829）4125

令和２年国勢調査を行っています
国勢調査へのご協力ありがとうございます

回答がお済みでない方へ
　10月1日を調査期日として、日本に住んでいるす
べての人・世帯を対象に、国勢調査を全国一斉に行っ
ています。
　この調査は、統計法により調査対象に報告義務が定
められていますので、必ずご回答ください。　
　調査書類がお手元にあり、回答がまだお済みでない
方は、パソコンやスマートフォンからインターネット
で回答するか記入した調査票のみを「郵送提出用封筒」
に入れ、郵便ポストに至急投函してください。
　また、調査書類がお手元にない方は、下記お問合せ
センターへご連絡ください。
台東区国勢調査お問合せセンター
TEL（5246）9032
開設期間 10月20日㈫まで
受付時間午前9時～午後7時

（土・日曜日は午前9時～午後5時）

個人情報は固く保護されます
　調査員をはじめとする調査関係者が、調査に回答した内
容を他にもらしたり、統計以外の目的に使用したりするこ
とは、法律で固く禁じられています。
　インターネット回答中の通信はすべて暗号化され、不正
アクセス防止の対策を24時間行っています。また、記入
された調査票は、外部の人の目に触れないように厳重に管
理され、集計が終わった後に溶解処理されます。
「かたり調査」にご注意ください
　国勢調査を装い、個人情報等を詐取する「かたり調査」
にご注意ください。国勢調査では、金銭を要求したり、銀
行口座の暗証番号やクレジットカード番号などを聞くこと
はありません。調査員は、その身分を証明する「調査員証」
を携帯しています。不審な訪問者や、不審な電話・電子メー
ル・ウェブサイトなどがあった場合は、下記問合せ先へご
連絡ください。
問合せ総務課調査統計係 TEL（5246）1462


