広報

①両耳の聴力レベルがおおむね
デシベル以上で、身体障害者手
帳（聴覚障害）の交付対象の聴

青 パト を 夜 間 に 使 用 し ま
せんか

町会等自主防
犯団体の夜間防

力に該当しない
②補聴器の装着により、言語の習
得等一定の効果が期待できると

第 1267 号

犯パトロールに、
青色回転灯付パ
トロール車（青
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▽対象 区内在住の 歳未満で次
の全てに該当する方

★閲覧・意見提出用紙配布場所 各問合せ先
のほか、区役所3階⑦番区政情報コーナー、
区民事務所・同分室、地区センター、生涯
学習センター1階受付

医師に判断された
※世帯の収入状況により自己負担
（１割負担）があります。また、

所得制限などにより対象となら
ない場合があります。
▽助成額 １台あたり上限 万７
千円
13

ご意見を募集しています（計画中間のまとめパブリックコメント）
区では、下記のようなさまざまな計画を作成して
います。皆さんのご意見をお寄せください。
▷対象 区内在住か在勤（学）の方、区内に事務所ま
たは事業所を有する個人または法人その他団体、計
画等に利害関係を有する個人または法人その他団体

パト）を貸出し
ています。
青パトを使用するには、区内の
自主防犯団体に所属し、講習会の

受講が必要です。
▽貸出時間 午後７時 分～ 時
（土・日曜日・祝日を除く）

※詳しくは、左記へ
▽問合せ 生活安全推進課
ＴＥＬ
（５２４６）１０４４

F
AX

30
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▽申込方法 申請書・所定様式の
医師意見書（左記で配布）
、補
聴器の見積書を持参
※詳しくは、左記へ
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２０１
（５２４６）１１７９

高齢者保健福祉推進協議
会の委員を募集します

高齢者の保健福祉サービスや介
護保険事業について広く意見をう
かがうため、
「台東区高齢者保健
福祉推進協議会」を設置していま
す。任期満了に伴い、区民委員を
募集します。
▽対象 区内在住の 歳以上の方
▽募集人員 ２人
40

令 和２年 度 第３回・臨 時
区 政 サ ポ ー タ ー アン ケ ー
ト 調 査の 結 果 がま とまり
ました

▽テーマ
・第３回 「新しい日常取組宣言
店舗応援事業及び消費行動につ
いて」
「世界文化遺産『国立西洋
美術館』の周知啓発・活用につ
いて」「台東区制作番組について」
・臨時 「新型コロナウイルス感
染症の影響について」
▽閲覧場所 区役所３階⑦番区政
情報コーナー、図書館のほか、
区ＨＰ「区民の声」に掲載
▽問合せ 広報課

ＴＥＬ
（５２４６）１０２３

▽任期 ３年４月～６年３月（３
年間）
▽開催回数 年２～３回程度
▽応募方法 公募委員申込書（左

800

福祉

111

記問合せ先で配布、区ＨＰから
ダウンロード可）
、作文「高齢
者が安心して暮らせる地域づく

りについて」 字程度を左記問
合せ先へ郵送か持参
▽申込締切日 ２月１日㈪
（必着）
８６１５ 台東
▽問合せ 〒
区役所高齢福祉課（区役所２階
⑥番）

ＴＥＬ
（５２４６）１２２１

−

（高齢・障害等）

中 等 度 難 聴 児の 方 に 補 聴
器購入費用を助成します

身体障害者手帳の交付対象とな
らない中等度難聴児が補聴器を購
入する場合、その費用の一部を助
成します。助成を受けるには購入
前の申請が必要です。

（3） 令和2（2020）年 12月20日

計画について、詳しくは各二次元コードを
ご覧ください。

▷応募方法 意見提出用紙に記入し、配布場所に提出す
る（閉庁日を除く）か、郵送またはファックスで各問合
せ先へ（区HPからも応募可）※口頭や電話での意見の
受付はできません。※個別の回答は行いません。
▷応募締切日 3年1月6日㈬（必着）

第6期台東区障害福祉計画

第8期台東区高齢者保健福祉計画・台東区介護保険事業計画

「誰もが人格と個性を尊重し合いながら、住み慣れた地域で、共にいきいき
と暮らせる社会の実現」を目指し、障害福祉施策の総合的かつ計画的な推進を
図るため、3～5年度を計画期間とする第6期台東区障害福祉計画を策定してい
ます。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記(★)のほか、松が谷福祉会館、台東区社
会福祉協議会
▷問合せ 〒110－8615
台東区役所障害福祉課（区役所2階⑩番）
TEL （5246）1206 FAX （5246）1179
台東保健所保健予防課（台東保健所5階）
TEL （3847）9405 FAX （3847）9424

「高齢者をはじめ、誰もが尊厳を守られ、いきいきと安心して自立した生活を
続けられるまち」「多様性が尊重され、住み慣れた地域全体で、助け合い支え合
えるまち」を目指し、3～5年度を計画期間とする第8期台東区高齢者保健福祉
計画・台東区介護保険事業計画を策定しています。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記(★)のほか、台東区社会福祉協議会、地
域包括支援センター
▷問合せ 〒110－8615 台東区役所高齢福祉課（区役所2階⑥番）
TEL （5246）1221 FAX （5246）1179
台東区役所介護予防・地域支援課（区役所2階⑤番）
TEL （5246）1225 FAX （5246）1179
台東区役所介護保険課（区役所2階②番）
TEL （5246）1257 FAX （5246）1229

台東区一般廃棄物処理基本計画

台東区災害廃棄物処理計画

現行の計画は、2年度が計画期間の最終年度となります。そこで、これまでの
計画の達成状況のほか、国や都、23区の状況など本区を取り巻く環境の変化や
今後の動向を踏まえ、必要な見直しを行い、3〜12年度の10年間の清掃・リサ
イクル事業の方向性を示す新たな計画を策定しています。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記(★)のほか、台東清掃事務所、環境ふれ
あい館ひまわり
▷問合せ 〒110－8615
台東区役所清掃リサイクル課（区役所6階⑤番）
TEL （5246）1018 FAX （5246）1159

災害廃棄物の処理を迅速に、安全かつ衛生的に行うとともに、リサイクルや
環境に留意した対応を図ることにより、災害発生時の環境衛生を確保し、速や
かな復旧・復興を促すことを目的として策定しています。特に、近年の災害に
おいて課題となった災害廃棄物の仮置場の適切な運用や収集・運搬等について
取りまとめています。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所 上記(★)のほか、台東清掃事務
所、環境ふれあい館ひまわり
▷問合せ 〒110－8615
台東区役所清掃リサイクル課（区役所6階⑤番）
TEL （5246）1018 FAX （5246）1159

台東区国土強靭化地域計画

台東区情報化推進計画

台東区国土強靭化地域計画は国土や経済、地域社会が災害にあっても致命的
な被害を負わない「強さ」と、速やかに回復する「しなやかさ」を持つための
計画です。
区政運営の長期的指針である長期総合計画との整合・調整を図りつつ、自然
災害別の対処を具体的に示している「地域防災計画」の指針と
して策定しています。
▷問合せ 〒110－8615
台東区役所危機・災害対策課（区役所10階①番）
TEL （5246）1092 FAX （5246）1099

新たな日常に対応した区役所への変革として、行政手続のオンライン化など
のデジタルを活用した行政サービスの改革が求められています。区では、行政
のデジタル化をより一層推進するため、
新たな情報化推進計画を策定しています。
▷問合せ 〒110－8615
台東区役所情報政策課（区役所8階②番）
TEL （5246）9022 FAX （5246）1039

台東区地域防災計画

台東区マンション管理の適正化を推進するための取組方針

台東区地域防災計画は、災害対策基本法に基づき、区民の生命、身体および
財産を災害から守るため、台東区防災会議が策定する計画です。
▷問合せ 〒110－8615
台東区役所危機・災害対策課（区役所10階①番）
TEL （5246）1092 FAX （5246）1099

マンションの管理不全を予防し、適正な管理を推進するため、総合的・計画
的な取組方針を策定しています。
▷問合せ 〒110－8615
台東区役所住宅課（区役所5階⑩番）
TEL （5246）9028
FAX （5246）1359

【日曜開庁】 毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。
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