お知らせ

「はばたきプラン 」推進
会議の委員募集

・郵便によるサポーターを希望す
献活動を顕彰します。
▽対象 区内の企業、商店、団体、
個人の方
▽申込方法 申込書（左記問合せ
先で配布・図書館ＨＰからダウ
ンロード可）を左記問合せ先へ

ころ ば ぬ 先 の 健 康 体 操 サ
ポーター募集中

令和３年度区民交通傷害保険加入者募集

加入者が交通事故でけがをされ ▽コース等

(SJ20-08790 令和3年1月26日）

ふりがな

災害時に備えて「台東区
避 難 行 動要 支 援 者名簿 」
を作成しています
災害発生時に、１人暮らしの高
齢者や障害者など、自力で避難す

CJ 3,500円 600万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）＋1億円（自転車賠償）

る方は、住所・氏名・生年月日
・性別・電話番号・職業・応募
動機・区政サポーター経験の有
無を書いて、はがき、封書、フ
ァックスのいずれかで左記問合

BJ 2,500円 350万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）＋1億円（自転車賠償）

▽申込方法 作文（題名「高齢者
介護をめぐる社会問題と地域の
役割」 字程度）
・住所・氏名
・生年月日・電話番号を書いて
左記問合せ先へ郵送

▽申込締切日 ２月 日㈮（必着）
８６１５
▽問合せ 〒
台東区役所介護保険課
ＴＥＬ
（５２４６）１２４３

203,647人（＋271人）

【区の世帯と人口（1月1日現在）】 ▷住民登録世帯数（前月比） 123,068世帯（＋304世帯） ▷住民登録人口

た場合、入院・通院の治療日数と
期間に応じた保険金を支払います。
令和３年度より、犯罪行為やひ
き逃げによる被害事故により、死
亡や所定の重度の後遺障害を被っ
たときに保険金を支払う「被害事
故補償プラン」が全コースに自動

1,500円 350万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）

2,500円 600万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）

せ先へ
・メールによるサポーターを希望
する方は、
区ＨＰの「区民の声」

郵送か持参
ることが困難な方を支援するため
に「避難行動要支援者名簿」を作 ※企業の場合は、会社概要等（業
種がわかる物）
、広告の掲出を
成しています。
希望する場合は広告案（Ａ４判
名簿は、年２回更新し、区内警
、個人の場合は、本人確
察署、消防署、消防団、民生委員、 まで）
認できる書類（健康保険証、運
町会（自主防災組織）に提供し、
転免許証の写し等）が必要。
※詳しくは、図書館ＨＰをご覧に
なるか、左記問合せ先へ。
▽問合せ 中央図書館

区独自の「ころばぬ先の健康体
操」を区民へ教え広める、体操サ
ポーターを募集しています。この
体操は、いつでも・どこでも・だ
れでもできますので、指導が未経
験でも大丈夫です。詳しくは、左
記へお問合せください。
▽申込み・問合せ 介護予防・地
域支援課
ＴＥＬ
（５２４６）１２９５

２月 中 旬に介 護サービス
費通知を送ります

適切に介護サービスを利用して
いただくために、 月利用分の明
細をお知らせします。サービス事
業所・種類・事業所に支払った自
己負担額等をご確認ください。
▽問合せ 介護保険課給付担当
ＴＥＬ
（５２４６）１２４９

区民委員を募集します

B

C

セットとなります。
また、国内で自転車または身体
障害者用車いすの所有、使用また
は管理に起因して、他人にけがを
負わせたり、他人の財物を壊した
り、誤って線路に立ち入って電車
等を運行不能にさせたこと等によ
って発生した損害賠償金等を補償
する「自転車賠償責任プラン」セ
ットコースもあります。２年４月
に「東京都自転車条例（東京都自
転車の安全で適正な利用の促進に
関する条例）
」が施行され、自転
車利用者は、自転車事故に備えた
保険への加入が義務化されました。
自転車を利用する方は、自転車賠 ▽申込方法 申込書に保険料を添
えて上記申込場所へ
償責任プランセットコースへのご
※この案内は概要です。詳しくは、
加入をおすすめします。
▽対象 ３年４月１日現在、区内
左記の引受保険会社か問合せ先
に住民登録のある方
（年齢不問） へ。
▽保険期間 ４月１日午前０時～ ▽引受保険会社 損害保険ジャパ
４年３月 日午後 時
ン㈱東京公務開発部営業開発課
▽申込書配布・申込場所・申込
ＴＥＬ
（３３４９）９６６６
締切日
（土・日曜日・祝日を除く午前
・区役所３階③番区民課、区民事
９時～午後５時）
務所・同分室は３月 日㈬
▽問合せ 台東区区民課
・区内金融機関は３月 日㈫
ＴＥＬ
（５８２８）６４４６

900円 150万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）

A

平常時の見守りや声掛け、災害発
生時の安否確認や避難誘導などの
支援にも活用します。
▽名簿登載対象 区内在住で、次

福祉

ＴＥＬ
（５２４６）５９１１
のいずれかに該当する方（施設
入所者を除く）
コン ビニでの証 明 書 交 付
① 歳以上の１人暮らし
サービスが停止します
② 歳以上のみの世帯
機器点検作業による関連機器停
③身体障害者手帳の総合等級１
２級かつ下肢機能障害４級以上 止のため、マイナンバーカードを
用いた証明書（住民票・印鑑登録
④体幹機能障害３級以上
証明書）のコンビニ交付サービス
⑤移動機能障害３級以上
が停止します。ご理解・ご協力を
⑥視覚障害１ ２級
お願いします。
⑦聴覚障害２ ３級
▽日時 ２月 日㈬・ 日㈬
⑧愛の手帳１～３度
午前６時 分～午後 時
⑨精神障害者保健福祉手帳１ ２
▽問合せ 戸籍住民サービス課
級
ＴＥＬ
（５２４６）１１６４
⑩要介護度３～５度
⑪人工呼吸器使用者
⑫その他特に支援を必要とする方
※対象の方には、制度の案内や申
請書等を送付します。詳しくは、 （高齢・障害等）

民 生 委 員・児 童 委 員 が変
わりました

ずれかに該当する方
①介護保険第１号被保険者（ 歳
以上）
・１人
②介護保険第２号被保険者（ ～
歳）
・１人
※委員は３会議体を兼務します。
▽任期 ３年４月１日～５年３月
日

程度の会議に参加でき、次のい

31

「台東区男女平等推進行動計画」

オンライン会 議（
プロ）の無料体験

区ＨＰをご覧になるか、左記へ
お問合せください。
▽問合せ 危機・災害対策課
ＴＥＬ
（５２４６）１０９２

区では介護保険・高齢者保健福
祉について広く意見を聞くため、
福祉関係者や区民の方などで構成
している「台東区地域密着型サー
ビス運営委員会」
、
「台東区地域包
括支援センター運営協議会」
、
「台
東区地域ケア全体会議」を設置し
ています。委員の任期満了に伴い、
区民委員を募集します。
▽対象・定員 区内在住で年２回

最高保険金額

コース 一時払保険料

に関することや関連施策などにつ
から申込み
いて審議する「はばたきプラン
▽申込締切日 ２月 日㈮（必
」推進会議の委員を募集します。 着
)
８６１５ 台東
▽応募資格 区内在住・在勤（学） ▽問合せ 〒
区役所広報課
の方
ＴＥＬ
（５２４６）１０２３
▽募集人数 ４人程度
（５２４６）１０２９
▽任期 ３年（３年４月から）
▽謝礼 台東区報酬基準による
「新成人を祝う会」記念品
▽選考方法 書類選考・面接
の送付について
▽申込方法 申込用紙を左記問合
令和３年「新成人を祝う会」
（成
せ先へ提出
▽申込用紙配布場所 人権・男女 人式）にて配布を予定していた記
共同参画課（区役所９階⑥番）
、 念品および恩師からのメッセージ
生涯学習センター４階男女平等 集を全ての新成人の皆さんにお送
りします。
推進プラザほか
▽対象 １月 日時点で台東区に
▽申込締切日 ３月２日㈫
住民登録をしている新成人
▽問合せ 男女平等推進プラザ
▽送付時期 ３月中旬
ＴＥＬ
（５２４６）５８１６
※４月に入っても記念品が届かな
令和３・４年度
い場合は、左記へご連絡くださ
区政サポーター募集
い。
▽問合せ 子育て・若者支援課
ＴＥＬ
（５２４６）１３４１

年４回、区政に関するアンケー
トに対し、郵便かメールで回答し
ていただきます。
▽任期 ３ ４年度 （２年間）
▽対象 区内在住で、３年４月１
日現在、中学生以上の方

オンライン会議の導入を検討し
ている中小企業の皆さんに、
プロを無料で体験できるサー

中 央図 書 館の雑 誌スポン
サー募集

▽新任委員（担当区域）
・松浦文明氏（日本堤１ ６～
・ ～ ）
▽退任委員（担当区域）
、上野
・吉田邦江氏（上野１
２ １～６ ９～ ・ 〈５～
号〉
、池之端１ １・ 〈１・
）
２・ 号〉
▽問合せ 福祉課
ＴＥＬ
（５２４６）１１７２

AJ 1,900円 150万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）＋1億円（自転車賠償）

26

※メールによるサポーターを希望
する方は、自宅にパソコン等が
あり、インターネットを閲覧で
き、自分のメールアドレスをお

社会貢献活動の一環として、図
書館で購入している雑誌の費用を
負担していただく制度です。
提供雑誌のカバーに、スポンサ
ーになっていただいた企業、店舗
などの広告を掲載するとともに、
館内の掲示板やＨＰでその社会貢

35万円（交通傷害）＋600万円（被害事故補償）＋1億円（自転車賠償）

XJ 1,400円

110

−

65

40

800

12

23 31

11 24

−

11
−
2 12 20

−

11

17

30

35

・

21

※地域や年齢構成等を考慮して選
考（初めての方優先）
▽謝礼 アンケート回答１回につ

ビスを開始します。
▽利用方法 電話による予約制
（ 分以内、利用回数制限あり）
▽利用日時 月～金曜日（祝日除
く）午前 時～午後４時（正午
～午後１時を除く）
▽利用場所 台東区中小企業振興
センター
▽問合せ 台東区産業振興事業団
ＴＥＬ
（５８２９）４１２４
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▽申込方法
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持ちで、日本語でのやりとりが
できる方
▽募集人数
人

令和3（2021）年 2月5日
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