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新型コロナウイルス感染症に
関する区の最新情報は右記二
次元コードよりご確認ください。
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緊急事態宣言
が延長されました

引き続き不要不急の外出を

控えましょう

家庭内にウイルスを

もちこまない ひろげない

1

家庭内感染を防ぐポイント

手洗い

外出後・食事前の徹底

手が洗えない場合は
アルコール消毒
も有効です

2

発熱時や咳がある人は
家でも
着用

4 換気
こまめな換気や窓を
少しだけ開けた常時換気を

マスク

3

清掃・消毒

日常生活で手の触れる場所
は拭き上げ清掃・消毒

～冬の換気３つのポイント～
暖房器具を使用しながら

（部屋を暖めて冬でも
室温18度以上を保ちましょう）

ほどよい加湿も行いながら
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発熱などの症状がある場合の相談方法・連絡先

発熱などの症状がある場合は、かかりつけ医をお持ちの方はまず電話で相談し、その指示に従ってください。

かかりつけ医のいる方

かかりつけ医へ電話で相談
発熱等の症状が生じた場合、かかりつけ医へ電話で相談
することが基本となります。
通常の診察と発熱患者を時間分けしている医療機関もあ
りますので、受診の際は必ず事前に電話で確認してください。

かかりつけ医がいない等相談する医療機関に迷う場合

相談センターへ電話で相談

●台東区 発熱受診相談センター

●東京都 発熱相談センター
TEL 03−5320−4592

（月～金曜日 午前9時～午後5時）※祝日を除く

03−3847−9402
FAX 03−3841−4325
TEL

(24時間)

※聴覚に障害のある方などからの相談

症状が軽い場合や、感染したかもしれないなど不安に思う方は、下記窓口へご相談ください。

症状はないが、 ●東京都新型コロナウイルス感染症電話相談窓口（午前9時～午後10時）
TEL 0570−550571
不安に思う方
FAX 03−5388−1396※聴覚に障害のある方などからの相談
1人で抱え込まず相談を
・こころの健康相談（精神科医による相談）
台東保健所保健サービス課 TEL 03−3847−9497
浅草保健相談センター TEL 03−3844−8172
・東京いのちの電話 TEL 03−3264−4343
・東京自殺防止センター TEL 03−5286−9090
・東京都夜間こころの電話相談 TEL 03−5155−5028
・東京都LINE相談「相談ほっとLINE＠東京」
（LINEの「公式アカウント」から検索するか、
右記二次元コードから友だち登録をして利用できます）

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（右記二次元コード）をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による
保険料の減免制度・傷病手当金の支給
●保険料の減免制度（国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料）
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減
少した世帯等は、申請により保険料の減免が受けられます。要件に該当する場合は期限ま
でに申請してください。

対象・要件

①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷
病を負った世帯の方
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・不
動産収入・山林収入または給与収入（以下「事業収入等」
）が減少し、次の㋐㋑㋒
すべて（介護保険料は㋐㋒）を満たす世帯の方
世帯の主たる生計維持者について、
㋐2年中の事業収入等のいずれかの減少額※が元年中よりも3割以上減少している
㋑元年中の合計所得金額が1,000万円以下である
㋒減少した事業収入等以外の元年中の所得の合計が400万円以下である
※…保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額

減免される額 全部または一部（条件によります）
対象となる
保険料

元年度分および2年度分の保険料で、2年2月1日～3年3月31日までの間に普通徴収
の納期限（特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日）が設定されているもの

申請方法

申請書等は区ＨＰよりダウンロードできます。ダウンロードできない場合は郵送し
ますので各問合せ先へご連絡ください。

申請期限
（必着）

国民健康保険料・介護保険料は3月31日㈬
後期高齢者医療保険料は3月19日㈮

問合せ

・国民健康保険料 国民健康保険課資格係 TEL （5246）1252
・後期高齢者医療保険料 国民健康保険課後期高齢者保険係
TEL （5246）1491
・介護保険料 介護保険課資格・保険料担当 TEL （5246）1246・1242

●傷病手当金の支給（国民健康保険・後期高齢者医療制度）
対象 給与などの支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱
などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方
支給対象となる日数 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日か
ら、就労を予定していた日 支給額 直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数×3
分の2×支給対象となる日数 適用期間 2年１月１日～3年3月31日（ただし、入院が継続す
る場合は最長１年６か月まで） 問合せ 国民健康保険課給付係 TEL （5246）1253
後期高齢者医療「広域連合お問合せセンター」 TEL 0570-086519

また、 医 療 機 関は、
東京都「ひまわり」か
ら検索できます。
右記二次元コードより
ご確認ください。

▲東京都「ひまわり」

による助成金支援を行います
「新ビジネスチャレンジ支援」
区内中小企業が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて取り組む、新たなビ
ジネスへチャレンジする場合の経費の一部を助成します。 対象企業 新型コロナ
ウイルス感染症により売上高が減少していて、区内に本店（法人）
、事業所（個人
事業主）がある中小企業および区内に営業の本拠を有する中小企業 対象事業 新
しい生活様式に向けた事業および事業転換および多角化等による事業、新型コロナ
ウイルス感染症に対する事業 ほか 助成限度額 A型（少額助成）は20万円、B型
（高額助成）は100万円（助成率3分の2） 対象経費 設備工事費、委託費・外注費、
備品費等 審査方法 A型は書類審査、B型は書類審査および面接審査
受付期間 2月8日㈪～3月8日㈪
※詳しくは、事業団HPをご覧ください。
問合せ 台東区産業振興事業団経営支援課企業・人材育成担当 TEL （5829）4124

コロナ禍の経営のお悩みを中小企業診断士に直接相談できる

『緊急経営相談ダイヤル』
をご利用ください

土・日曜日・祝日もご相談できます
相談事例 ・うちの会社も国や都の補助金、助成金をもらえるの？

・新型コロナウイルス対策としてネット販売をはじめたい
※相談内容に応じて、各専門機関（弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士
など）へ繋ぐこともできます。※匿名での相談も可能です。※Zoomを使用したオ
ンライン相談も承ります。
専用ダイヤル TEL

03−5829−8078

火・土・日曜日・祝日午前10時～午後3時
木曜日午後3時～7時
※土・日曜日・祝日の相談は3月28日㈰までです。

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

台東区妊婦等応援特別給付金の申請は
2月28日㈰（消印有効） までです
給付金を受けるためには申請が必要です
期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください
※区に提出された妊娠届出書をもとに2年10月に申請書を発送しました。申
請書が届いていない場合は区ＨＰからダウンロードするか、下記へお問合
せください。
※申請内容に不備があった方に対して通知を発送しています。内容を確認し、
ご返送ください。
※配偶者からの暴力（DV）を理由に台東区に避難している場合、給付対象
となる場合がありますのでご相談ください。
対象 基準日（2年4月27日）から申請日現在において、区の住民基本台帳に記録

されており、次のいずれかに該当する方
（1）基準日において妊婦であった方（その後、妊娠を継続していない方も含む）ただ
し、基準日当日に出産した方を除く
（2）基準日において胎児であり、基準日の翌日以降に区の住民基本台帳に出生として
記載された子と同一世帯の父親
※ただし、子の母親が（1）に該当しないこと。
給付額 胎児一人につき10万円

問合せ 台東区緊急経済対策室 TEL （5246）1692

【おわびと訂正】 広報たいとう1月20日号1面に掲載の年号に誤りがありました。おわびして訂正いたします。
【誤】令和2（2020）年 【正】令和3（2021）年〈広報課 TEL 5246−1021〉
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住民税(特別区民税・都民税)の申告は ３ 月 15 日(月)までに
特別区民税・都民税は、税務署や区役所に提出された申告書類等に基づいて課税され
税務課課税係
ます。申告書は前年度申告した方へ2月上旬に郵送しますので、作成のうえ、3月15 問合せ
TEL （5246）1103～5
日㈪までに提出してください。その際、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可
能な限り区役所や区民事務所・同分室へは来所せず、郵送でのご提出をお願いします。

申告が必要な方

申告書の受付

3年1月1日現在台東区に住所または
事業所等がありましたか

いいえ

受付期間

はい

2年中に収入がありまし
たか

いいえ

はい

住民税の申告は不要です
が、国民健康保険や非課
税証明書などの基礎資料
になりますので、申告にご
協力ください

はい

いいえ

台東区役所に申告が必要です

いいえ

給与収入がありますか
はい

はい

勤務先からの給与のほかに、年金
や株の配当、報酬、不動産収入な
どがありますか
いいえ

いいえ

勤務先から台東区に給与支払報
告書が提出されていますか（不明
な方は勤務先にご確認ください）

はい

受付時間

台東区役所への申告は必要ありません

税務署に所得税の確定
申告書を提出しますか

受付場所

※前年税務署に確定申告をした、前年被扶養者、給与から住民
税を差し引かれている、前年に台東区に転入された方などに
は原則として申告書は郵送されません。申告書が必要な方は
区HPからダウンロードしてご利用ください。

送付先

区役所3階⑪～⑬番
税務課課税係

区民事務所・同分室

3月15日㈪まで

3月1日㈪～15日㈪

土・日曜日・祝日を除く
午前8時30分～午後5時
（税務課は、水曜日のみ午後7時まで受付)
〒110－8760

台東区役所税務課

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な
限り郵送でのご提出をお願いします。

申告に必要な物
①マイナンバーカードまたは通知カード等（番号確
認書類）と運転免許証等（身元確認書類）の提示ま
たは写しの添付 ②申告書 ③印鑑 ④２年中の収
入等を証明する物（給与所得の方は源泉徴収票や給
与支払証明書、事業所得や不動産所得などのある方
は売上〈収入〉・仕入・経費などの明細が分かる物）
⑤諸控除の支払証明書（源泉徴収票に記入してある
物を除く国民健康保険料や介護保険料・国民年金保
険料などの社会保険料の領収書・証明書、介護医療
や個人年金を含む生命保険料の支払証明書、地震保
険料の支払証明書、寄附金の領収書） ⑥医療費控
除を受ける方は、医療費控除の明細書（医療費の領
収書は各自で保管してください）

確定申告会場への来場を検討されている方へ

−入場には「入場整理券」が必要です−

●申告書作成会場は「上野合同庁舎（東京上野税務署）」に開設します
東京上野・浅草・小石川・本郷税務署の合同会場となりますので、浅草税務署内に申告
書作成会場はありません。

期間
場所
開設時間
2月16日㈫～3月15日㈪ 上野合同庁舎
（受付）午前8時30分～午後4時（提出は5時まで）
※土・日曜日・祝日を （東京上野税務署）
（相談）午前9時15分～午後5時
台東区池之端1−2−22
除く

※混雑回避のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券の配付状況
に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。※入場整理券は当日会場で配付する
ほか、
LINEを使用したオンライン事前発行も可能です。国税庁のLINE公式アカウントを「友
だち追加」すると、日時指定の入場整理券を取得することができます。※下記の日程に限
り「東京国税局」で申告書作成の相談・受付を行います。
日程 2月21日㈰・28日㈰ 時間 受付は午前8時30分～午後4時（相談開始は午前9時15分から、
提出は午後5時まで） 場所 東京国税局1階（中央区築地5－3－1）
●郵送で提出する場合の送付先にご注意ください

作成した申告書・申請書・届出書等の書類を郵送により提出する場合は、下記へ送付してください。
送付先 〒110－8655 台東区池之端1－2－22 上野合同庁舎「税務署事務処理センター」

問合せ

確定申告書の ｢住民税の徴収方法の
選択｣ 欄の記入をお願いします
住民税を給与から差し引かれていて、勤務先か
らの給与以外に所得がある方は、確定申告書第
二表の ｢給与・公的年金等に係る所得以外の所
得に係る住民税の徴収方法の選択｣ 欄に必ずご
記入ください。給与・公的年金等以外の所得に
対する住民税を、合算して給与から差し引くこ
とを希望する方は ｢給与から差引き」に、給与
から差し引く分とは別に個人で納付したい方は
｢自分で納付｣ に○をつけてください。
※公的年金等の収入金額が400万円以下で、公
的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20
万円以下の方は、
所得税の確定申告は不要（還
付を受ける場合は提出可能）ですが、住民税
の申告は必要な場合があります。
※上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得
等、上場株式等に係る譲渡損失額を確定申告
する方で、住民税では所得税とは異なる課税
方式を選択する場合、納税通知書が送達され
るまでにその旨を記載した申告書の提出が必要
です。なお、納税通知書の送達後にこれらの所
得等や損失額を確定申告しても、住民税では
税額計算の対象とはなりません。
住民税（特別区民税・都民税）の課税証明
書は前年の所得を証明します
住民税は、前年の所得に対して課税されま
すので、3年度の課税証明書は、2年（1～
12月）中の所得を証明します。3年度の課
税証明書の発行は、所得が給与所得のみで
住民税が勤務先の給与から引かれる方は5
月中旬、その他の方は6月中旬からです。

●新型コロナウイルス感染リスク軽減のためにご自宅からe-Taxをご利用ください
国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金
額等を入力すれば、税額などが自動計算（税制改正に対応した計算機能）
され、所得税および復興特別所得税・贈与税・個人事業者の消費税および
地方消費税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。さらに作成し
た申告書をパソコン・スマホからe-Tax送信すれば、手続完了です。
《e-Taxの送信方法は2通り》
マイナンバーカード方式

ID・パスワード方式

①ID（利用者識別番号）
②パスワード（暗証番号）
①マイナンバーカード

+

ID・PWが目印

または
②マイナンバーカード読取対応の
スマートフォン
またはICカードリーダライタ

確定申告会場で、既にID・パスワード方式の届出を提出
された方は、申告書控えと一緒に受け取った「ID・パス
ワード方式の届出完了通知」をご確認ください。

※既にID・パスワード方式の届出を提出された方は、
「ID・パスワード方式の届出完了通知」
をご確認ください。

詳しくは、国税庁HPをご覧になるか、下記へお問合せください。
東京上野税務署 TEL （3821）9001㈹ 浅草税務署 TEL （3862）7111㈹

認知症サポーターフォローアップ講座受講者募集
日時 ３月10日㈬午後2時～3時30分
場所 区役所10階会議室

対象 区内在住か在勤（学）で、認知症サポーター養成講座を受講済みの方
定員 30人（先着順）

講師 下垣光氏（日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科教授）

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話かファックスまたはメールで下記問合せ先へ

問合せ 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1225

FAX （5246）1179

Eメール chiikishien.dos@city.taito.tokyo.jp

認知症サポーター養成講座受講者募集
日時 ３月13日㈯午後２時～３時30分
場所 くらまえ地域包括支援センター
対象 区内在住か在勤（学）の方
定員 10人（先着順）

講師 地域包括支援センター職員
問合せ 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1225

FAX （5246）1179

Eメール chiikishien.dos@city.taito.tokyo.jp

相談専用電話番号
TEL （3847）9415
▷受付日時 月～金曜日午前9
時～午後5時（土・日曜日・
祝日・年末年始を除く）
※月・水・金曜日は専任の相談
員（看護師）が対応します。
▷相談内容 区内の診療所、歯
科診療所、薬局などの医療機
関に係る相談
※相談は1人30分以内
※病院についての相談等は、東
京都の患者の声相談窓口
TEL （5320）4435へ

問合せ

申込方法 住所・氏名・電話番号を電話かファックスまたはメールで下記問合せ先へ

台東区患者の声相談窓口をご利用ください

台東保健所生活衛生課
医務薬事衛生担当
TEL （3847）9416

区では、患者と医療機関との信頼関係の構築を
お手伝いするため、患者の声相談窓口を開設して
います。
医療に関する相談や、区内の診療所・歯科診療
所等に関する相談に対し、中立的な立場から助言
を行います。

こんなときにご相談ください
・医療のことでどこに相談したらよいか分からない
・医師や看護師など、医療機関従事者の対応が気に
なる
・治療についての説明がよく分からなかった
・自宅に近い医療機関を知りたい
※相談内容によっては、適切な担当部署をご案内し
ます。

相談前の注意事項
※医療機関とのトラブルは、まずは当事者間での
話し合いが原則です。
※医療行為における過失や因果関係の有無、責任
の所在の判断・決定はできません。
※医療機関との紛争の仲介や調停は行いません。
※医療機関の良し悪しの判断や評価はできません。

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）
】 パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにご相談く
ださい。▷日時 月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝休日の場合は翌日〉を除く）午前９時～午後５時〈相談専用電話 TEL 3847－3611〉

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
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※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

75 75

第 1270 号 （4）
広報

診療日
受付時間

9

30 30

31

ＴＥＬ
（５２４６）１２４９

国民健康保険課後期高齢者医療
係 ＴＥＬ
（５２４６）１２５４
介護保険課給付担当
※受診票を紛失した場合は左記問
合せ先へ

▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課
健サービス課

更年期や月経障害・不妊などで
お悩みの方
▽申込み・問合せ 台東保健所保

（題名「高齢者の地域支援にどのように取り組んでいきたいか」
800字程度）を下記へ郵送。※詳しくは、区HP「採用情報」をご
覧ください。 申込締切日 2月15日㈪（必着） 問合せ 〒110−8615
台東区役所介護予防・地域支援課 TEL （5246）1225

ＴＥＬ
（３８４７）９４９７

業務内容 介護予防に関する各種事業・高齢者やその家族に対する相
対象 保健師・看護師・社会福祉士いずれかの有資格者
雇用期間 4月1日～4年3月31日
勤務日時 月16日（土・日曜日・祝
日は除く）午前8時30分～午後5時15分 勤務地 区役所本庁舎
給与 月額237,223円、期末手当（支給要件あり）
、別途交通費支給
申込方法 履歴書（自筆・顔写真貼付）
、各資格証明書（写）、作文

談業務

ＴＥＬ
（３８４７）９４４９

会計年度任用職員募集

元年８月１日～２年７月 日に
健康保険の一部負担金と介護保険

の利用者負担額の合計が、高額に
なったとき、高額介護合算療養費
・高額医療合算介護サービス費等

飲 食 店 等の皆さんへ～ 喫
煙 目 的 店（ 室 ）について
の留意事項～

30

専門医によるぜん息やア
トピー等のアレルギー相
談

▽日時 ２月 日㈮午後１時 分
～４時（１人 分）
▽場所 台東保健所４階

▽対象 区内在住の方
▽定員 ６人（先着順）
▽講師 アレルギー専門医

▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課
ＴＥＬ
（３８４７）９４９２

女 性 医 師 に よる 女 性 の た
めの健康相談「婦人科」
（予約制）

▽日時 ３月８日㈪午後２時～４
時（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階
▽対象 区内在住か在勤の女性で、

26

または左記問合せ先へ

11

ごみの分け方、出し方について

30

▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課
ＴＥＬ
（３８４７）９４８１

10

飲食や遊技等、喫煙以外の行為
を主な目的とする施設は喫煙目的

日

30

あなたの体の健康度、チェ

10

施設に該当せず、
喫煙目的店（室）
を設置することはできません。ま
た、たばこの出張販売許可の手続
きを行っても喫煙目的施設にはな

３月

20

れませんのでご注意ください。
▽問合せ 東京都受動喫煙防止対
策相談窓口
ＴＥＬ
（０５７０）０６９６９０
台東保健所生活衛生課
ＴＥＬ
（３８４７）９４０１

日

実施会場
台東保健所
浅草保健相談センター
事業名
２歳児歯科健康診査
24日午前9時～10時
TEL (3847) 9449
（予約制）
9日 (個別)
午前8時45分～正午
23日 (個別)
17日 (個別）
午前9時30分～10時30分
午前9時30分～10時30分
発達相談（予約制）
TEL （3844）8172
25日 (集団)
午前9時50分～11時
TEL （3847）9497
産婦歯科健康診査
12日午後1時～2時
TEL （3847）9449
（予約制）
2・24日
4 ･ 18日
歯科衛生相談
午後1時30分～2時30分
午後1時30分～2時30分
区内在住の方（予約制） TEL
※予約は左記
(3847) 9449
3日午後3時～4時30分
こころの健康相談
1 ･ 22日午後1時15分～2時
10日午前10時30分～正午
区内在住・在勤の方
45分、8日午前9時30分～
TEL (3847) 9497
(予約制・前日までに)
11時 TEL (3844）8172
10日午後3時～5時
発達障害個別相談
23日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制）
TEL (3847) 9405
HIV即日検査
10・24日午後1時～2時30分
（予約制・採血）
予約専用電話 TEL (3843) 5751
5･15日午前10時～午後3時30分
栄養相談（予約制）
25日午前10時～正午
TEL (3847) 9440
ハローベビー学級
日程等、詳しくは区HP をご覧になるか下記へ
（両親学級・予約制）
浅草保健相談センター TEL （3844）8177

歯科基本健康診査はお済
みですか

３月

3月の保健所・保健相談センターの事業案内

31

は台東清掃事務所
ＴＥＬ
（３８７６）５７７１
台東区清掃リサイクル課
ＴＥＬ
（５２４６）１０１８

31

受診期限は、３月 日㈬までで
す。期限間際は、医療機関が大変
混み合う場合があります。まだ健
診を受けていない方は、早めに受
診してください。

３月７日 ３月 日 ３月 日

複数の加入歴がある方がいる世帯
には、原則として申請書を送付で
きません。支給対象になると思わ
れる方は左記へお問合せください。
・２年７月 日時点で、会社など
の保険に加入していた方
加入していた健康保険にお問合
せください。
※詳しい自己負担限度額等につい
ては、２年７月 日時点で、加
入していた健康保険または介護
保険にお問合せください。
※一定の期間を過ぎると時効によ
り、給付できなくなります。早
めの手続きをお願いします。
▽問合せ 国民健康保険課給付係
ＴＥＬ
（５２４６）１２５３

日

31

粗大ごみを出す場合は粗大ごみ
受付センター

19

ＴＥＬ
（５２９６）７０００

2

を支給します。該当する方には申
ックしてみませんか？
請書を順次発送します（国民健康
（予約制）
保険は２月下旬、後期高齢者医療
▽日時 ３月９日㈫午前 時 分、 は３月中旬）
。
時、 時 分、 時（各 分
なお、この期間内に社会保険へ
程度）
の加入や、健康保険・介護保険に

10

健康

▽定員 各３人（先着順）
▽内容 血圧、握力、骨密度（素
足で測定）
、血管年齢、物忘れ
度の測定、結果説明と助言
▽申込開始日時
月 日㈮午前
時
▽申込み・問合せ 国民健康保険
課 ＴＥＬ
（５２４６）１２５１

日 ２月

▽場所 台東保健所３階大会議室
▽対象 台東区の国民健康保険か
後期高齢者医療制度の加入者

31

高額医療・高額 介 護合算
療 養 費 等の申 請 書 を 順 次
発送します

日 ２月 日 ２月 日 ２月

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で都内の医療機関の診療案内や
診療時間などを診療科目別・地域別に調べることができます。毎日24時間
TEL （5272）0303 URL https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
東京消防庁救急相談センター 毎日24時間
TEL ＃7119（プッシュ回線）
（ダイヤル回線からは TEL 3212－2323）

がん検診はお済みですか

２月

医療
情報

内科 午前9時～午後10時 歯科 午前9時～午後5時
所在地
電話番号
浅草5－64－8 フュージョナル浅草フォレスト101（3874）5341
谷中3－13－10
（3823）1261
浅草橋3－3－2
（3851）3074
浅草5－57－8
（3875）0157
谷中3－13－8 カーサ・サトウ101（5809）0961
花川戸1－13－15
（6231）7581
根岸3－12－14
（5603）7161
根岸4－1－28
（3874）6433
花川戸1－13－16 濱松ビル1階（6231）7066
根岸3－9－18
（3872）5349
蔵前1－8－6
（3864）8998
池之端2－5－44
（3821）3915
浅草橋1－36－4
（3866）0002
蔵前1－8－6
（5839）2068
柳橋1－20－4 深代ビル3階（3862）4188
上野7－7－7 早稲田ビルヂング2階（5830）1201
根岸4－1－28
（3874）6433
浅草橋1－30－9
（5829）8611
浅草7－3－8
（5824）9090
三ノ輪2－12－12
（3801）6180
浅草橋1－32－6
（5835）4618
浅草7－3－6 タテマツビル1階（6802）3673
花川戸1－14－18 1階（3844）0668
下谷2－4－2
（3875）2761
根岸4－1－28
（3874）6433
花川戸1－13－16 濱松ビル1階（6231）7066
下谷2－3－5
（3873）4735
浅草橋1－25－5 小川ハイム201（3861）2429
北上野1－9－13 高松ビル1階（5828）3007
浅草橋1－9－12 浅草橋駅前ビル4階 （3851）6408
浅草橋1－25－5
（5809）3698
北上野1－1－11
（6231）7680
日本堤1－6－11
（3876）1718
東上野5－1－3 2階 （5830）3112
根岸4－1－28
（3874）6433
日本堤1－5－3
（5808）7944
蔵前3－4－9 蔵ビル3階（5809）2416
上野3－16－4 2階
（5818）7070
元浅草1－6－7
（3844）0796
蔵前3－4－9
（5829）8941
上野3－17－5
（3831）5441
千束1－4－11
（3872）0153
上野2－11－10 小島ビル4階（3832）0076
根岸4－1－28
（3874）6433
浅草6－9－2 コレクションホースロード2階（6802）4970
根岸5－16－8
（3873）1202
元浅草4－6－5 今井ビル1階（3841）4888
浅草6－9－2
（6802）4089
根岸5－22－11
（3874）4750

・国民健康保険または後期高齢者
医療制度に加入している世帯の方

２月７日

診療対象 内科、歯科の患者 診療時間
月日
当番医・薬局
内科 聖愛クリニック
内科 谷中クリニック
歯科 加藤歯科医院
薬局 川元薬局
薬局 万代薬局 谷中店
内科 浅草ハートクリニック
内科 かとう医院
台東区歯科医師会歯科診療所
歯科
11
薬局 浅草わかば薬局
薬局 レーメイ堂薬局
内科 蔵前内科クリニック
内科 吉田産婦人科医院
14 歯科 柳川歯科医院
薬局 アールR薬局
内科 江戸通り おだ内科・皮フ科
内科 東京ユニリバースクリニック
21 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所
薬局 南山堂薬局浅草橋駅前店
内科 加藤メディカルクリニック
内科 同善会クリニック
23 歯科 浅草橋歯科医院
薬局 アトム調剤薬局
内科 柳澤総合内科医院・浅草
内科 金井クリニック
台東区歯科医師会歯科診療所
歯科
28
薬局 浅草わかば薬局
薬局 西村薬局
内科 小川こどもクリニック
内科 上野なかのクリニック
歯科 腰原歯科クリニック
薬局 マザーズファーマシー
薬局 竹内薬局 上野店
内科 椿診療所
内科 上野浅草通りクリニック
14 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所
薬局 町の薬局
内科 蔵前かとう内科クリニック
内科 あさひ上野クリニック
歯科
加藤歯科医院
20
薬局 薬局日本メディカル
薬局 上野薬局
内科 塩川内科医院
内科
上野医院
21
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所
内科 あおぞら浅草クリニック
内科 武内クリニック
28 歯科 半田歯科医院
薬局 あけぼの薬局 浅草店
薬局 平和堂薬局

受診期限は、３月 日㈬までで
す。期限間際は、医療機関が大変
混み合う場合があります。まだ検
診を受けていない方は、早めに受
診してください。
・肺がん・大腸がん 「総合健康診
査のご案内」に記載の医療機関
に電話予約し受診してください。
・胃がん・乳がん・子宮頸がん チ
ケットに同封している医療機関
に電話予約し受診してください。
※チケットを紛失した場合は再発
行しますので、区ＨＰから申請、

ご利用に
あたって

環境
リサイクル

診療対象

永寿総合病院内 東上野2－23－16 TEL （3833）8381
※1階救急外来受付にお越しください。
小児科（15歳以下の子供）※小児科医が診療を行います。
月～土曜日 午後6時45分～9時45分（日曜・祝日・年末年始・お
盆を除く)
日曜・祝日・年末年始 午前8時45分～午後9時45分
※こどもクリニック診療時間外に永寿総合病院の小児科を受診する
場合は、別途「選定療養費」の負担が生じることがあります。※治
療すれば帰宅できるような子供を対象としています。※薬は原則１日
分の処方です。翌日には ｢かかりつけ医｣ の診療を受けてください。

第 1270 号

２ 月 は「 不 適 正 搬 入 防 止
月間」です～正しいごみ
の排出にご協力を ～

場所

30

規定外のごみや、水銀などの有
害物質を含むごみが、燃やすごみ

台東区準夜間・休日こどもクリニック

に混入すると、焼却炉が停止する
事故が発生し、ごみの収集時間が
遅れるほか、復旧までに多大な時

2・3月の夜間・休日診療当番医・当番薬局

新型コロナウイルス感染症対策として、時間を分けてのご来院をお願いする
場合があるため、台東区準夜間・休日こどもクリニックおよび夜間・休日診
療を受診される際は、必ず事前に電話してください。
・都合により、当番医を変更することがあります。台東区夜間・休日診療案内
（ TEL 5246−1277）でお確かめになるか、当番医へお問合せください。
・携帯端末でも当番医を調べることができます。https://www.city.taito.lg.jp/m/

間と費用がかかります。ごみ出し
のルールを守り、清掃工場の安全
で安定した運営にご協力をお願い
します。
※金属製品やガラス製品、水銀を
使用している血圧計や体温計は
燃やさないごみです。
※１辺の長さが センチメートル
を超えるごみは粗大ごみになり
ますので、粗大ごみ受付センタ
ーへ申込んでください。
▽問合せ 清掃工場のごみの受入
基準については東京二十三区清
掃一部事務組合
ＴＥＬ
（６２３８）０７３２

（5） 令和3（2021）年 2月5日

広報

【家庭の省エネヒント】 カーペットやこたつの下に断熱マットを敷くと、熱が床側に逃げないので効率的に温めることが出来ます。（出典 東京都「家庭の省エ
ネハンドブック」
）
〈台東区環境課 TEL 5246－1281〉

広報

令和3（2021）年 2月5日

福祉作業所等工賃向上支援事業

高齢者等住宅支援
●高齢者等家賃等債務保証 保証人がい

る方に対して、転居に要する費用を助

ないため、民間賃貸住宅に入居すること

成します（区内の民間賃貸住宅から別

が困難な方に対して、区と協定を結んだ

の区内民間賃貸住宅に転居する場合に限

賃貸保証機構に加盟する保証会社を利用

る）
。

した場合、支払った初回保証料の一部を

▷対象 次の全てに該当する方

助成します。

①高齢者・障害者・ひとり親世帯のいず

▷対象 次の全てに該当する方

れか

①高齢者・障害者・ひとり親世帯のいず
れか

②区内に継続して3年以上居住している
③前年の総所得金額が単身世帯は256

②区内に継続して3年以上居住している

万8,000円以下、2人以上の世帯はこ

③生活保護を受給していない

の額に世帯員が1人増えるごとに38

④区内転居であり、転居先に継続して居

万円を加算した額以下 ほか

住する

▷助成額 礼金・仲介手数料・引越し費

⑤保証人がおらず、緊急連絡先がある
ほか

用の合計額（上限15万円）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

▷助成額 支払った初回保証料の2分の
1（限度額2万円）

※詳しくは、下記問合せ先で配布するパ
ンフレットか区HPをご覧ください。

●高齢者等住み替え居住支援（転居前に

TEL （5246）1468

契約更新拒否により立ち退きを受けてい

23区合同説明会および技術職採用フォーラムPR動画を配信しています
試験 ・選考の受験希望者

対象 3年度以降の特別区職員採用

閲覧方法 特別区人事委員会HP特設サイ

ト（右記二次元コード）より閲覧可
局任用課採用係 TEL （5210）9787

問合せ 特別区人事委員会事務

台東区公式LINEで情報を発信しています！
区の取り組みやイベント等の区政情報や危機管理などの
情報を発信しています。
台東区公式LINEのメッセージを受信するためには、登録
が必要です。右記登録コードを読み取り、ご登録ください。

希望する情報のメッセージを受信できます

メニューから
「受信設定」を
タップ

区では、区内の福祉作業所等（就労継続支援Ｂ型事業所など）で働く障害者が、
働くことの喜びや達成感を得ながら、地域における自立した生活の実現を目
指せるよう、工賃向上への取り組みを行う福祉作業所等を支援しています。
●福祉作業所等に対する支援内容
①コンサルティング（中小企業診断士による経営コンサルティング、
デザイナー
等による自主製品の高付加価値化支援） ②工賃向上講習会の開催

③仕事の

受注に関する支援 ④その他、自主製品の高付加価値化に関する支援 など
●福祉作業所等の自主製品の紹介
食品や雑貨などさまざまな自主製品の製作・販売をしています。詳しくは、
区HP（下記二次元コード）よりご覧ください。
●福祉作業所等へ仕事を依頼してみませんか？
清掃や軽作業など、企業の皆さんからの仕事の発注に応えています。詳しく
は、下記問合せ先へ。
問合せ 台東区障害者就労支援室
TEL （3847）6431

◆

以降、上記記事の共通項目

◆

問合せ 台東区障害福祉課 TEL （5246）1206

▷問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

申込み） 取り壊しや家主の都合による

配信期間（予定）7月30日㈮まで

第 1270 号 （6）

注意事項を
ご確認いただき
「許可する」を
タップ

情報を選択し
「設定」を
タップして完了

中学生の「税についての作文」
の
入賞者が決まりました
54回目となる今回は、区内の中学生から1,259編の応募がありました。
上野・浅草納税貯蓄組合連合会、東京上野・浅草税務署等の審査により、
次の方が入賞・入選しました（敬称略）
。
問合せ 税務課税務係 TEL （5246）1114

上野納連管内の表彰

浅草納連管内の表彰

●東京国税局管内納税貯蓄組合連合会
優秀賞、上野納税貯蓄組合連合会特選
山本沙和（御徒町台東中3年）
鈴木良太郎（上野中3年）
●東京都主税局長賞、上野納税貯蓄
組合連合会特選
吉住友紀乃（上野中2年）
●東京上野税務署長賞、上野納税貯
蓄組合連合会入選
北村涼香（御徒町台東中2年）
諸熊朔太郎（柏葉中2年）
●台東区長賞、上野納税貯蓄組合連
合会入選
木島拓哉（忍岡中3年）
●台東都税事務所長賞、上野納税貯
蓄組合連合会入選
貝塚菫（上野中3年）
●台東区教育委員会賞、上野納税貯
蓄組合連合会入選
山田夏希（御徒町台東中3年）
●上野納税貯蓄組合連合会入選
真貴田美彩（柏葉中2年）
平原美和（柏葉中1年）
植田迅（上野中2年）
工藤優大（忍岡中3年）

●東京国税局管内納税貯蓄組合連合会
優秀賞、浅草納税貯蓄組合連合会特選
森葉月（桜橋中3年）
●東京納税貯蓄組合総連合会会長賞、
浅草納税貯蓄組合連合会特選
江原花乃（白鷗高校附属中1年）
●浅草税務署長賞、浅草納税貯蓄組
合連合会入選
小鷹晃朋（駒形中3年）
福田紗也（白鷗高校附属中1年）
●台東区長賞、浅草納税貯蓄組合連
合会入選
角田七海（白鷗高校附属中1年）
●台東都税事務所長賞、浅草納税貯
蓄組合連合会入選
山崎秀斗（白鷗高校附属中1年）
●台東区教育委員会賞、浅草納税貯
蓄組合連合会入選
大久保涼可（浅草中2年）
●浅草青色申告会会長賞、浅草納税
貯蓄組合連合会入選
髙橋優太（白鷗高校附属中1年）
●浅草納税貯蓄組合連合会入選
浜田美香（浅草中2年）
尾松胡桃（白鷗高校附属中1年）
小出清美（白鷗高校附属中1年）
芝琴羽（白鷗高校附属中1年）

※すべてのメッセージを受信する場合も、必ず受信設定をお願いします。

♯たいとう愛公式インスタグラム情報発信中！

区内のグルメ・ショッピング情報とともに、お店で行っている感染予防の取り組みもご覧になれます

区内事業者の皆さん

区民の皆さん

新型コロナウイルスに立ち向かい挑戦する区内事業
者の皆さんを、たいとう愛公式インスタグラムで無
料紹介（リポスト）します。

こんな時だからこそ、地元のお店を応援しましょ
う。皆さんからの「いいね」や「応援メッセージ」
が地域の力になります。まだ知らないすてきな
お店と出会えるかもしれません。

参加方法

右記二次元コードから公式アカウントをフォロー
し、
「＃たいとう愛」と「＃新しい日常取組宣言」
をつけて、感染予防の取り組みを投稿

Follow me!!

問合せ 観光課

TEL （5246）1151

広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。
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●区主催事業については、台東区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに沿って、実施しています。
●掲載のイベント等については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。
●区有施設等の利用時には、咳エチケットの徹底やマスクの着用等、ご協力をお願いします。
区主催イベントの実施状況については、
右記二次元コードよりご確認ください。

催 し も の など
新しい日常取組マネージャー講
習会

円（教材費別） 申込方法 往復はがきに教

説明会の定員 各15組（先着順）

時、11時～正午 定員 各5人（抽選）

室名・住所・氏名・年代・電話番号、在勤

定員 6組（抽選）

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名

ふりがな

（学）の方は勤務先（学校）名・所在地を
書いて下記問合せ先へ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
申込締切日 3月16日㈫（必着）
場所・問合せ 〒111－0023

場所 台東保健所

1－36－2 産業研修センター

売店等の経営者または従業員 定員 20人
（先着順） 申込み・問合せ 産業振興課
TEL （5246）1152（区HPから申込可）

初心者のためのスポーツ教室
「幼児運動教室 第1期」

・希望日時・住所・氏名・年齢・電話番号・

活動日時 開

相談内容を書いて下記問合せ先へ

館日 対象 区内在住か在学の小学生

日時 3月17日㈬午後2時～3時45分
対象 区内の飲食店・小

●きっずインタープリター

たいとうやまびこ塾
「マジックに挑戦」

対象 区内在住の60歳以上の方

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

台東区橋場

TEL （3872）6780

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

申込方法 下記問合せ先で配布する申込用

紙に記入し提出

申込締切日 2月19日㈮（必着）※募集数に

問合せ 環境ふれあい館ひまわり環境学習室

達しない場合、22日㈪以降に電話で受付

TEL （3866）2011

場所・問合せ 〒111－0056

－5 台東区シルバー人材センター

図書館のこども室から

日時（全2回）3月17日㈬・24日㈬午後2

●あかちゃんえほんタイム リーフレット

小島1－5

TEL （3864）3338

住宅確保要配慮者向けの入居相
談窓口（予約制）

時～4時 場所 生涯学習センター 対象 区

による絵本や読み聞かせのポイントの紹

期間（全7回）4月9日～5月29日の金・土

内在住か在勤（学）の方 定員 10人（抽選）

介・おすすめ本の配布を行います。

住まい探しにお困りの方へ住宅探しのお手

曜日（5月22日を除く） 時間 （金曜日ク

講師 片山彰人氏（学習支援ボランティア）

ラス）①3歳児コースは午後2時30分～3

費用 1,000円

期間 各会場であかちゃんえほんタイムが
開催できるまで 場所 中央図書館ほか

30分～4時30分

し名・住所・氏名・年齢・電話番号を書い

対象 区内在住の平成30年9月5日～令和2

者、障害者、ひとり親世帯など

て下記問合せ先へ

年8月31日生まれの子供と保護者

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階

⑩番） TEL （5246）1468

時30分 ②4歳児コースは午後4時～5時
（土曜日クラス）③3歳児コースは午前9時

申込方法 往復はがきに催

ふりがな

申込締切日 2月26日

30分～10時30分 ④5歳児コースは午前

㈮（必着） 問合せ 〒111－8621 生涯

定員 40組（先着順）※子供1人につき1回

11時～正午

学習センター生涯学習課

まで、申込みは保護者に限る。※中央図書

定員 各10人（抽選）

申込方法 往復はがきに希望クラス（①～

④）
・住所・氏名・生年月日・性別・保護
者氏名・電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 3月14日㈰（必着）
場所・問合せ 〒111－0024

台東区今戸

フリーマーケット出店者募集
時間 午前10時～午後3

1－1－10 台東リバーサイドスポーツセ

時 場所 花川戸公園※車での来場不可、天

ンター TEL （3872）3181

候により中止の場合あり
出店数（予定）20店

産業研修センターから

タイムマシーンカンパニー（午前10時～

●第1回トレーニング教室

午後5時） TEL 050（3616）3300

日時（全15回）4月6日～7月27日の火曜

日午後1時30分～3時
勤の方

出店料 2,000円

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

対象 区内在住か在

定員 20人（抽選） 費用 4,000

円（15回分・初日に支払） 申込方法 往復
ふりがな

はがきに教室名・住所・氏名・年代・電話

申込み・問合せ 中央図書館
TEL （5246）5911

日時 3月14日・21日・28日の日曜日午後2

講 座・相 談 会 など

時～4時※受講者にはURLとパスワードを
送ります（通信料は各自負担）
。
対象 区内在住か在勤（学）の16歳以上の

空き家等の維持管理や利活用な
どでお困りの方へ
「総合相談窓口」

方で写真の撮影や取込み、オンラインで
発表ができる方
定員 12人（抽選） 講師 佐藤洋一氏（早稲

日時 3月16日㈫午後1時～4時（受付は3

田大学社会科学部教授）

TEL （5246）1291

時まで） 場所 区役所4階401会議室

申込方法 区HP（右記二

対象 区内に空き家等を所有している方

次元コード）から申込み

環境学習室「登録制プログラム」
●くらまえ田んぼクラブ

て右記問合せ先へ

曜日午前10時30分～正午※3月14日㈰午

活動日時 第2日

日時（全20回）4月6

後1時30分の説明会に参加した方のみ申

日～8月24日の火曜日午後6時30分～8時

込可。説明会への参加は、電話で右記問合

30分 対象 区内在住か在勤（学）の16歳

せ先へ

以上の方 定員 19人（抽選） 費用 6,000

の5歳～小学2年生の親子

第１期

申込開始日 2月9日㈫

問合せ 台東区清掃リサイクル課

番号、在勤の方は勤務先名・所在地を書い
●基礎英会話教室

す。

対象 区内在住の高齢

メディアリテラシー オンライ
ン講座「写真で学ぶビジュアル
リテラシー入門―撮る・読み取
る・見せる（体験型講座）―」

館で電話受付し、受取館は選択となりま

TEL （5246）5812

日程 3月14日㈰

伝いをします。 日時 毎週金曜日午後1時

対象 区内在住か在勤（学・園）

硬式テニス教室

曜日

クラス
時間
定員
受講料
初級① 午前9時10分～10時40分
15人
初級② 午前10時45分～午後0時15分
15人
12,000円
初級③ 午後1時30分～3時
15人
初級④ 午後3時15分～4時45分
15人
初級⑤ 午後5時55分～7時25分
15人
15,000円
木曜
中級Ａ 午前9時30分～11時
30人
中級Ｂ 午前11時15分～午後0時45分
30人
12,000円
中級Ｃ 午後1時30分～3時
15人
中級Ｄ 午後3時15分～4時45分
15人
中級Ｅ 午後5時55分～7時25分
15人
中級Ｆ 午後7時30分～9時
30人
15,000円
中級Ｇ 午後5時55分～7時25分
15人
水曜
上級
午後7時30分～9時
15人
17,000円
※上級クラスを初めて受講する方は、3月17日㈬午後7時（予定）のレベルチェックが必要
期間 4月7日㈬～6月23日㈬の10回（4月28日・29日、5月5日を除く） 対象 区
ラケット、
内在住か在勤（学）の高校生以上の方（未経験者不可） 持ち物 運動着、
シューズ 申込方法 往復はがき（1人1枚・1クラス）に教室名・希望のクラス・
住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）名・
所在地・電話番号を書いて下記問合せ先へ（抽選）※重複申込・記入漏れ無効
申込締切日 2月23日㈷（必着） 場所・問合せ 〒111−0024 台東区今戸1−1−
10 台東リバーサイドスポーツセンター TEL （3872）3181

定員 各3組（1組60分程度・先着順・予約

申込締切日 3月2日㈫

優先）※予約に空きがあれば当日受付可

問合せ 生涯学習課

相談員 宅地建物取引士・建築士ほか

TEL （5246）5821

申込み・問合せ 住宅課

介護職員初任者研修事業（通学）
受講者募集

TEL （5246）1468

シルバー人材センターの催し

日時 講義・演習は4月8日㈭～ 6月28日㈪

のうち44日間午後6時30分～9時40分

●パソコン講座

(8時30分までの日もあり)、修了式は6月

内容・日程（全3回）①「ワードの応用」案

29日㈫午後6時30分 場所 三ノ輪福祉セ

内状や席札の作成・3月8日㈪、11日㈭、

ンター

15日㈪ ②「エクセルの応用」住所録や

在住か在勤の方優先 定員 12人（先着順）

家計簿の作成・12日㈮、16日㈫、19日

費用 79,100円（テキスト代含む）

㈮

対象 全日程通学可能な方※区内

時間 午前10時～正午 定員 各6人
（抽
選） 費用 3,000円（3回分）

請求し、本人確認できる物（運転免許証・

申込方法 電話で申込書を下記問合せ先へ

申込方法 往復はがき（1人1枚）に講座名

健康保険証などの写し）と共に提出※詳し

(①か②)・住所・氏名・年齢・電話番号を

くは、事業団HPをご覧ください。

書いて右記問合せ先へ

申込締切日 3月26日㈮

●パソコン「無料よろず相談会」

問合せ 台東区社会福祉事業団

日時 3月10日㈬・25日㈭午前10時～11

TEL （5603）2228

10 言語対応「広報たいとう」デジタルブックで配信中！
es!

g
i Langua
ng Mult

◆ブラウザでもアプリでも、 無 料
スマホやタブレットで
読める
◆読みやすい
UD フォントで読めて、
サイズも調整できる
This Public relations magazine ◆10 言語で読める・聞ける
（音声読み上げ対応※）
can be read in 10 languages

Deliveri

FREE APP

※ベトナム語、一部ブラウザ版は音声読み上げに対応しておりません。
音声読み上げには、無料アプリ（カタログポケット）のインストールが必要です。

【はがきでの申込みについて】●台東区役所と生涯学習センターのみ、
郵便番号を記載すれば住所を省略できます。台東区役所は「〒110－8615」
、
生涯学習センター
（中央図書館ほか）は「〒111－8621」です。
（例）〒110－8615 台東区役所○○課 ●往復はがきでの申込みは返信表面に住所・氏名を書いてください。
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第39回 台東区善行青少年表彰
表彰式を行いました
区では、日頃からその行動が他の模範となると認めら
れる青少年および団体を表彰しています。2年12月14日
に表彰式を行い、次の方々に褒状と記念品を贈りました。
※本事業は、平成30年度まで「台東区青少年をほめる
運動」として行っていた事業です。

氏名
越川俊

野中響

野中優

高山実子
井上誠也

鴨狩春美

藤岡和也
第39回台東区善行青少年表彰
受賞の皆さん

▷氏名等
▷問合せ

右表のとおり（敬称略）
子育て・若者支援課 TEL （5246）1341

梁井亜里彩

植野龍之丞

活動内容
推薦者
自宅マンションに帰宅した際、11階の非常階段の手すりから身を乗り出して飛び降りようとする女性を目撃し、
浅草寿町三丁目
とっさに後ろから女性を抱えた。女性の力が強く自分も落ちてしまうかもと思う中、ちょうど帰宅した祖父と
東町会長
力を合わせ、手すりから女性を降ろした。その後警察が到着するまで女性に声をかけ続け、落ち着かせたうえ
梅津晴夫
で警察に引き継ぎ、無事救助完了した。
平成25年12月に上野消防少年団に入団。6年8か月にわたり、防火防災に対する知識と技術について学び、野
外活動など多くの少年団活動に積極的に参加するなど、他の団員の模範となっている。常に防災意識の向上を
図り、積極的に他の団員を指導するなど、防災リーダーとしての素質を持っている。2年4月からは、上野消防
少年団副隊長として隊長を補佐し、団員の指導育成に努めている。
上野消防署長
平成25年12月に上野消防少年団に入団。6年8か月にわたり、防火防災に対する意識の向上を図ってきた。少 手塚徳
年団活動にも積極的に参加し、初期消火や結索などの基本訓練では、自身の技術を磨くとともに、他の団員へ
の指導も積極的に行った。2年4月からは、上野消防少年団副隊長として隊長を補佐し、団員の指導育成に努め
ている。
平成27年4月に浅草消防少年団に入団。入団以来、消防少年団員として積極的に活動し、高齢者施設への慰問
浅草消防署長
や火災予防運動時等における区民への防火防災意識高揚の呼びかけを行った。こうした社会奉仕活動に努めた
瀬尾弘孝
ほか、先輩団員として熱意と責任感を持って後輩団員の指導に当たった。
平成27年4月に日本堤消防少年団に入団以来、5年以上にわたり、積極的に活動に参加している。応急救護・初
期消火・通報・ロープワーク等の訓練や高齢者施設訪問、地域行事での広報活動等を通して地域の防火防災に
貢献している。中学進学後も部活動の合間をぬって参加し、
真面目に訓練に取り組む姿は他の団員の模範である。
平成27年4月に日本堤消防少年団に入団以来、5年以上にわたり、積極的に活動に参加している。応急救護・初
期消火・通報・ロープワーク等の訓練や高齢者施設訪問、地域行事での広報活動等を通して地域の防火防災に
貢献している。中学進学後も忙しいスケジュールを調整して活動に参加し、特に新入団員に対し優しくわかり
やすい指導を行っており、団員のみならず指導者からの信頼が厚い。
平成28年4月に日本堤消防少年団に入団以来、4年以上にわたり、積極的に活動に参加している。応急救護・初
期消火・通報・ロープワーク等の訓練や高齢者施設訪問、地域行事での広報活動等を通して地域の防火防災に 日本堤消防署長
貢献している。中学進学後も部活動の合間をぬって参加し、
真面目に訓練に取り組む姿は他の団員の模範である。 高橋成典
平成26年4月に日本堤消防少年団に入団以来、6年以上にわたり、積極的に活動に参加している。応急救護・初
期消火・通報・ロープワーク等の訓練や高齢者施設訪問、地域行事での広報活動等を通して地域の防火防災に
貢献している。中学進学後も部活動等の合間をぬって参加し、真面目に訓練に取り組み、活動全般を通して積
極的に後輩団員の面倒を見る様子は、他の団員の模範である。
平成28年4月に日本堤消防少年団に入団以来、4年以上にわたり、積極的に活動に参加している。応急救護・初
期消火・通報・ロープワーク等の訓練や高齢者施設訪問、地域行事での広報活動等を通して地域の防火防災に
貢献している。中学進学後も部活動等の合間をぬって参加し、特に新入団員に対し楽しく教えているため、団
員のみならず指導者からの信頼が厚い。

問合せ 浅草歯科医師会
TEL （3841）5154
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台東区俳句同好会

ウェブサイトです。作品の画像や作者の紹介
などを掲載しています。※下記二次元コード
からご覧ください。
問合せ 文化振興課 TEL （5246）1153

俳句

作品や東京藝術大学大学院の修了制作の一部
として制作された「敦煌莫高窟壁画」の模写
作品、書道博物館の所蔵品などを紹介する

老いたれば朝な夕なに春を待つ
すり切れし祖母の形見のちゃんちゃんこ
ワクチンと希望を乗せて宝船
天空の古城令和の初景色
初日の出世の喧騒をすくひ取り
漣へ掌あはせ初御空
長女次女マスクそれぞれ初参り
人力車待たせ女将の年始かな
来し方を顔に刻みし初鏡
玄関に靴あふれいて三が日
▽問合せ 台東区俳句同好会
諏訪員巨 ＴＥＬ
（３８７３）２９５８

「台東区ヴァーチャル美術館」は、区が所蔵
する「台東区長賞」・「台東区長奨励賞」受賞

北島宏吉
梅原英嗣
及川敬子
折笠しげ
木下睦子
小久保好子
天花寺英雄
富山勉
仲佐恵市
中野禎江

▲平成25年度台東区長賞受賞作品（日本画）
「うつつまぼろし」 伊東春香

10

餅花の競ふ仲見世木遣ゆく
尺八の指先軽し日向ぼこ
仄暗き根本あたりや落椿
高々と路地の盛り塩冬木の芽
本能寺落葉の煙る古都の朝
芽柳の流れるやうでそこに居り
日脚伸ぶ郵便バイク午後の便
筑波嶺を遥かに望み淑気満つ
遠き日の黒きコートに頬染める
木枯しのごとき吹子のソノリティ

台東区ヴァーチャル美術館

17

▽講師 細野和彦氏、宮川雅明氏

病院口腔外科准教授）

10

（経営コンサルタント）
▽申込方法 文京区ＨＰ「コロナ

講師 石垣佳希氏（日本歯科大学附属

禍における企業経営を考える」
のページから申込み
▽問合せ 文京区経済課

お越しください。

●中小企業向けオンラインセミナ
ー「コロナ禍における企業経営を

定員 60人（先着順）※直接会場へ

24

10

Z
o
o
m

ＴＥＬ
（５８０３）１１７３
●ハローワーク上野就職支援セミ
ナー参加者募集（予約制）

対象 区内在住か在勤（学）の方

＃

をつけてSNSに投稿してもらうキャンペーンを
展開しています。
問合せ 観光課 TEL （5246）1447

場所 生涯学習センター3階

▽講座名・日時

新しく店舗の掲載を希望する方は、下記二次元コードよりお申込
みください。
また、購入者に「#おうちでたいとうグルメ」

日時 3月27日 ㈯ 午 後2時 ～3時

31

・書類作成セミナー ３月 日㈬
・ 日㈬午前 時
・面接対策セミナー ３月 日㈬
午前 時
▽場所・問合せ ハローワーク上

テイクアウトやデリバリーを行っている飲食店の情報を台東区
公式観光情報サイト「TAITOおでかけナビ」で紹介しています。

野
ＴＥＬ
（３８４７）８６０９

の口腔ケアの方法を学びます。

45

開催）
考える」
（
▽日時 ３月４日㈭午後２時～３

情報を理解し、感染予防対策として

100

時 分
※セミナー終了後、３月 日㈬ま
で再視聴可

新型コロナウイルスに対する正確な

▽対象 中小企業経営者等
▽定員
人（先着順）
▽内容 第１部「リモートワーク

「みんなで正しく知ろ
う！感染予防対策―新
型ウイルスと共に生き
る時代―」

実現に向けたオンラインツール
の活用術」
、第２部「コロナ禍
における業務改善とＤＸ」

区民向け講演会

日野茂
横田夢
森田昌弘
橘屋玉蔵
野中昌子
吉田すすむ
中井厚子
内藤潮南
見月美知代
山本玲子
新型コロナウイルス感染症の影響により、「区民のひろば」の催しものなどの開催が中止・延期となる場合があるため、掲載を休止します。

