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令和3年度予算案がまとまりました
一般会計
予算案

1,063億円

令和3年度予算案が、2月12日から開会している令和3年第1回区議会定例会で審議されています。
予算総額は1,524億1,118万円で、前年度予算に比べて31億250万円（2.1％）の増になりました。このうち、
一般会計は1,063億円で、前年度に比べて26億円（2.5％）の増となっています。
以下のとおり、主な事業を紹介します（金額は千円単位を四捨五入）
。※予算額の内訳は3面をご覧ください。

ウィズコロナの時代における
今後の区政運営の4つの柱
Ⅰ ～区民の生命と
健康を守り抜く～
●特別養護老人ホーム等新規入所者
PCR検査
1,320万円
区内の特別養護老人ホームの入所予
定者等にPCR検 査を行い、当該 施設
内での新型コロナウイルス感染症の拡
大を防止する。
●患者発生時防疫措置 2億591万円
新型コロナウイルス感染症等対策と
して、発 熱 受 診 相 談センターおよび
PCRセンターの運営など適切な医療、
検査体制を確保する。
●介護・障害福祉サービス等事業者支
援
1,590万円
各種サービスの基盤体制を維持する
ため、高齢者や障害者に直接サービス
を提供する区内事業者に対し、感染症
対策用品の備蓄経費を助成する。

●子供育成活動支援
942万円
子供の居場所を増やし、孤立しがち
な子供等への支援を図るため、学習支
援（週1回以上）や食事提供（月1回以
上）を単独で実施する団体にも、経費
の一部助成を実施する。

●キャッシュレス決済の導入
2,367万円
窓口での証明手数料や施設使用料
などの支払いについて、クレジットカー
ド等の決済手段を導入し、利便性向上
および事務の効率化を図るとともに、
新型コロナウイルス感染症対策として、
●経営相談
3,987万円 来庁機会の削減や接触機会の低減を
中小企業診断士による「特別相談窓 実現する。
口」や「緊急経営相談ダイヤル」の設置
など、充実した相談体制を継続する。

●AIチャットボットの導入 1,111万円
新たなAIチャットボットを導入して、
●利子及び信用保証料補助
区 民からの問合 せに24時間・365日
7億9,515万円
対応可能とすることで、区民サービス
●在宅要介護者等受入体制整備
感染症の影響を受けた区内中小企業 の向上および問合せ対応の効率化を
1,927万円
在宅で高齢者・障害者を介護する家 の経営の安定化を図るため、経営持続 図る。
族や児童を養育する家族等が新型コロ 化特別資金の受付期間を延長し、信用
Ⅳ ～まちの活力を
ナウイルス感染症に罹患した場合でも、 保証料や利子の補助を実施する。
取り戻し、持続的な
要介護者や児童の生活が継続でき、
●新しい日常取組店舗応援 50万円
罹患した家族が安心して療養に専念で
発展につなげる～
区内飲食店舗等への感染症対策の普
きる環境を整える。
及・啓発を図るため、感染防止に取り組 ●商店街共同売出し事業支援
1,998万円
む宣言書等の配布や感染予防講習会を
Ⅱ ～区民の生活や事業者
商店街等が共同で規模を拡大して実
実施する。
をしっかり支える～
施する売出し事業を支援し、地域経済
●小・中学校ＩＣＴ教育の推進
の活性化を図る。
7億2,273万円
全児童・生徒にタブレットパソコンを
●世界文化遺産継承
478万円
配備し、授業や家庭学習においてICT
区民一人ひとりが世界文化遺産の価
機器を活用することで、児童・生徒の情
値を理解することにより、その歴史的
新しい日常取組宣言店ステッカー
報活用能力の育成を図る。
遺産の次世代への着実な継承と、地域
文化に対する愛着心の醸成を図る。国
Ⅲ ～社会変革を捉えた
立西洋美術館が世界文化遺産に登録
行政運営の推進と
されて5年目の節目となることから記
財政基盤の強化～
念事業を実施する。
●デジタル行政窓口の整備
2,644万円 ●講演会シリーズ「江戸から学ぶ」／
279万円
窓口での混雑緩和や来庁時の負担軽 江戸をたずねる
減、来庁機会の削減のため、待たずに、 「クリエイト！江戸 活かす」をテー
書かずに申請できるスマート窓口の整備 マに、講演会や区内の文化資源を活か
したガイドツアーを実施する。
や電子申請対象手続きの拡充を図る。
小学校での授業の様子

東京2020大会
～大会の成功へ向けて～
●東京オリンピック・パラリンピック
大会推進
3,136万円
大会開催に向けて、区民や来街者に
対し、機運醸成を図る。また、大会後
のレガシーとしての取り組みを実施して
いく。
●障害者アーツ
316万円
障害の有無に関わらず誰もが文化・
芸術活動に親しむことのできる機会を
提供するため、ワークショップや作品展
示会を開催する。
●花の心プロジェクト
1億700万円
大会の開催に合わせ、浅草文化観光
センターや区内の鉄道駅等における花
の装飾など、
花によるおもてなしを行う。
●アスリートから学ぶLet's Enjoyス
ポーツ
1,081万円
大会100日前イベントとして、トッ
プ
しょうへい
アスリートを招 聘し、競技種目の体験
会を実施する。

緊急経営相談ダイヤルの様子

その他の主要な事業
●（仮称）竜泉二丁目福祉施設整備
2億5,980万円
区立特別養護老人ホーム三ノ輪・蔵
前・千束の再編成を行い、区内特別養
護老人ホーム入所定員数の充実および
居住環境の向上を図る。
また、介護予防や認知症高齢者へ
の支援など、高齢者福祉施策の充実を
図り、高齢者が住み慣れた地域で安心
して暮らせる体制を構築する。
●特別養護老人ホーム「浅草」大規模
改修
8億2,214万円
個々の状 況に合わせたケアを提 供
できるよう、入居者の居住環境の向上
を図るとともに、新型コロナウイルス
感染症をはじめとした感染症への対応
を強化する。
●災害対策本部機能の充実
4,479万円
防災アプリを改修し、風水害時の情
報発信や避難行動の支援の充実・強化
を図るとともに、地域での「共助」の
力を高めるため、居住地の町会名を確
認できるよう機能強化を図る。

はじめに

に推進してまいりました。
昨年 月には首都圏を中心に感
染者数は過去最高を更新し、１月
12

者への支援、災害対策の強化、区

区の財政状況について、歳入で
は、特別区交付金や特別区税の減
を見込んでおり、不合理な税制改
正や感染症の影響により、数年に
わたり減収が続くことは必至です。
一方、歳出では、感染症対策をは
じめ、子育て家庭や高齢者・障害

令和３年度
予算案について

しながら迅速に施策を展開してま
いります。

に再度、緊急事態宣言が発出され、
１月７日に再び発出された緊急 区内事業者は深刻な打撃を受けて
事態宣言は、今月２日にさらに１
います。
か月間の延長が決定されました。
今後も、感染拡大の波が繰り返
我が国における感染の拡大は続い
されることが危惧される「ウィズ
ており厳しい局面にあります。都
コロナの時代」を生き抜いていく
内の感染状況は最も高い警戒レベ
ためには、
「安全安心な暮らしの
ルであり、医療提供体制はひっ迫
確保」を基本に、
「感染拡大防止」
した状況が続いています。
と「社会経済活動の活性化」との
この間、本区においても感染拡 調和を図っていくことが重要です。
大防止に向け全力で取り組んでま
そのため、
「区民の生命と健康
いりましたが、感染の確認は続い
を守り抜く」
、
「区民の生活や事業
ており、予断を許さない状況です。 者をしっかり支える」
、
「社会変革
これ以上の感染拡大を食い止める
を捉えた行政運営の推進と財政基
ためには、区民や事業者の皆様の
盤の強化」
、
「まちの活力を取り戻
更なるご協力が不可欠です。自分
し、持続的な発展につなげる」の
を守り、家族を守り、大切な人を
４つの柱を基に区政を推進し、感
染症や社会経済活動の状況に応じ
て、４つの柱の比重を適切に調整
守り、地域を守るため、全区民一
丸となってこの難局を乗り越えて
いきましょう。

今後の区政の
考え方について
新型コロナウイルス感染症は、
区民生活や区内経済に極めて深刻
な影響を及ぼしています。こうし
た状況を踏まえ、区では、永寿総
合病院の医療提供体制の強化に向
けた支援や、区内中小企業の経営
の安定化を図るための特別融資の
実施など、区民や事業者の皆様を
守り支えるための取り組みを着実
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に厳しい財政運営を強いられるも
のと考えています。
こうした状況にあっても、区民

有施設の保全など、様々な行政需
要が増大しており、これまで以上

加えて、自宅で介護にあたる家
族などが感染した場合に、介護を

民が窓口において、待たずに、書
かずに申請できる
「スマート窓口」

感染症の影響による社会状況の
変化に伴い、行政のデジタル化の
重要性が一層高まっています。区

様々な行事の中止や不要不急の
外出自粛、入国制限などにより、

事業団において、事業の転換や多
角化など新たなビジネスに取り組

長するとともに、特別相談窓口を 来街者は大きく減少するなど、多
４月以降も引き続き実施するなど、 くの区内事業者が甚大な影響を受
区内事業者を守り支えるための取 けています。さらに、文化施設の
休館や文化芸術活動の中止など、
り組みを実施します。
⑶ 社会変革を捉えた行政運 まちの活力は大きく失われていま
営の推進と財政基盤の強化に す。
向けた取り組み
そこで、事業者の競争力や経営
力の向上を図るために、産業振興

台東区経営持続化特別資金につ
いて、申込期限を本年９月まで延

ールソーシャルワーカーを増員し、 ⑷ まちの活力 を取 り 戻し、
児童・生徒が抱える問題の解決に 持 続 的 な発 展につなげるため
の取り組み
向けて体制を充実します。

る実現を図ります。
さらに、子供のストレスの増加
などが懸念されているため、スク

感染症の影響により、先が見え
ない不安を抱える子育て家庭が増
加しているため、孤立しがちな子
供やその家庭に居場所の提供を行
う団体への支援を拡充し、子育て
家庭の負担軽減を図ります。
また、小中学校におけるＩＣＴ
機器を活用した学習環境の充実を
図ることで、臨時休業時などにお
いても学びを止めない教育の更な

⑵ 区民の生活や事業者をし
っかり支えるための取り組み

受けていた方への支援として、ヘ
ルパー派遣やショートステイ施設
の活用などにより、安心な生活の
確保を図ります。

⑴ 区民の生命と健康を守り
抜くための取り組み

であり、慣習や前例にとらわれる
ことのない経費縮減に努め、施設
の大規模改修などについても更な
る経費の平準化を図っています。
加えて、基金や起債の積極的な活
用により必要な財源を確保し、令
和３年度予算を編成しました。

逸することなく講じていかなけれ
ばなりません。そのためには、持
続可能な財政基盤の堅持が不可欠

の命と暮らしを守り、「ひと」
と
「ま
ち」が輝く明るい未来を築き上げ
ていくための取り組みを、時機を

の整備に取り組み、接触機会の低
減や来庁時の負担軽減を図るとと
もに、区役所に出向くことなく必
要な手続きを完結できるよう、行
政手続きのオンライン化の拡大を
図ります。
また、窓口における手数料や公
共施設の使用料などのキャッシュ
レス決済を推進し、区民の利便性
向上や外出機会の低減などによる
感染防止を図ります。
さらに、職員が自宅などにおい
てより効率的に業務に取り組める
よう、テレワーク環境の整備を進
めます。
加えて、感染症の影響による減
収や、増大する行政需要に適切に
対応していくために、更なる事業
の見直しや歳入確保に努めます。
感染症対策の決め手となるワク
チンの円滑な接種体制の確保に向
け、鋭意調整を行っており、医師
会などのご協力を得ながら全力で
準備を進めます。また、保健所の
人員体制の拡充を図ります。
地域の医療提供体制を維持して
いくために、本区の中核病院であ
る永寿総合病院に対する支援を引
き続き行います。
さらに、特別養護老人ホームな
どの入所予定者に対するＰＣＲ検
査の実施や、介護・障害福祉サー
ビスを提供する事業者が行う感染
症対策への支援などに、引き続き
取り組みます。

ご協力のほど、よろしくお願いい
たします。

意を胸に刻み、本年も全力で区政
に邁進してまいりますので、区議
会の皆様、区民の皆様のご理解と

る「世界に輝く ひと まち た
いとう」を実現していく。この決

らしを守り抜く。そして、コロナ
禍を乗り越えたその先の明るい未
来を切り拓くために、将来像であ

本年は、東京２０２０オリンピ
ック・パラリンピック競技大会が
開催されます。開催都市東京の一
員として、国や東京都と連携し、
大会の開催に向け尽力してまいり
ます。
新型コロナウイルス感染症の世
界的大流行という未曽有の危機の
中、私は、基礎的自治体の長とし
て、何よりも大切な区民の命と暮

おわりに

くためには、昨今の社会経済状況
の変化などを踏まえ、効果的・効
率的に施策を展開していく必要が
あることから、来年度より、区政
運営の長期的指針である長期総合
計画の改定に着手してまいります。

像「世界に輝く ひと まち た
いとう」の着実な実現を図ってい

大などにより、区財政は予断を許
さない状況が続くと見込まれます。
今後も、基本構想に掲げる将来

むための支援制度を開始しました。 事業者は甚大な影響を受けていま
す。
また、台東区商店街連合会が実施
する売出し事業への支援を拡充し、 一方で、働き方改革やデジタル
社会の形成に向けた取り組みなど、
落ち込んだ消費の喚起を図り、区
社会の変革が加速し、人々の意識
内経済の活性化につなげます。
や価値観、行動も変化しています。
また、税収の減や、行政需要の増

コロナ禍にあっても、皆様が文
化に親しめるよう、区立文化施設
における作品展や演奏会など、ウ

ェブサイトでの情報発信を充実し
ます。
さらに、国立西洋美術館の世界
文化遺産登録５周年をお祝いする

ための事業を、感染症対策を徹底
したうえで実施します。

災害対策について

激甚化・頻発化する豪雨災害や、
切迫している巨大地震から区民の
生命と財産を守るため、防災・減
災を着実に進めていく指針となる
「国土強靭化地域計画」を新たに
策定します。
また、防災アプリについて、風
水害時の情報発信を強化するなど、
機能拡充を図るとともに、
「台東
区風水害対応方針」を踏まえて内
容を改定した水害ハザードマップ
を全戸に配布するなど、区民の防
災意識の更なる醸成に向け取り組
んでまいります。
さらに、災害発生による大規模
な停電に備え、民間事業者と災害

時における給電自動車の貸与に関
する協定を締結するとともに、防

災団やマンション管理組合が整備
する非常用発電機などの電源確保

資材の購入についても支援を充実

します。

長期総合計画の
改定について

新型コロナウイルスの感染拡大
により、日々の生活や経済活動は
様々な制約を受けるなど、区民や

203,755人（＋108人）

【区の世帯と人口（2月1日現在）】 ▷住民登録世帯数（前月比） 123,229世帯（＋161世帯） ▷住民登録人口

令和３年第１回区議会定例会
区長所信表明《要旨》
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新型コロナウイルスワクチン接種について
②高齢者（3年度中に65歳に達する、昭
和32年4月1日以前に生まれた方）
③高齢者以外で基礎疾患を有する方（※）
や高齢者施設等で従事されている方
④それ以外の方
※高齢者以外で基礎疾患を有する方の範
囲について詳し
くは、右記二次
元コードをご確
認ください。

新型コロナウイルスワクチンの接種が、
4月1日以降始まる予定です。接種に必要
な接種券（クーポン券）を、65歳以上の
高齢者の方に、3月下旬頃に発送する予定
です。それ以外の方については、4月下旬
以降に発送する予定です。
対象 原則、区内に住民登録がある16歳以
上の方
※接種は、希望する方のみに行い、強制さ
れるものではありません。
接種回数（予定） 2回
接種優先順位（予定） 下記の通り
①医療従事者等

接種場所（予定）

・台東病院（千束3－20－5）
・永寿総合病院（東上野2－23－16）
・浅草病院（今戸2－26－15）
・浅草寺病院（浅草2－30－17）
・金杉区民館下谷分館（下谷3－14－3）
・花川戸1丁目施設（旧浅草保健相談セン
ター）
（花川戸1－14－16）
※会場への直接のお問合せは、お控えく
ださい。
※各会場の接種日時やその他の会場につ
いては、調整中です。
接種方法 区から郵送される「接種券（クー

感染者搬送車両の無償貸与について

「新ビジネスチャレンジ支援」による
助成金支援を行っています

本田技研工業㈱（Honda）から感染者搬送車両を無償で貸与いただきました。

本車両で新型コロナウイルス発症者（軽症患者）の搬送を行います。

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、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。

・運転席と後部座席にシールドを設置し空調差圧を確保することで、運転者への

対象企業 新型コロナウイルス感染症に

感染を防止し安全を確保します。

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

・貸与期間は9月末までの予定です。

対象事業 新しい生活様式に向けた事業

問合せ 台東保健所 TEL （3847）9401

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

ポン券）
」が届いて、接種できる時期がき
たら、受ける場所と日時を予約
※当日、
「接種券」と「本人確認書類（運
転免許証、健康保険証など）
」を持参し、
予約した場所で接種を受けてください。
※郵送時期や予約方法等詳しくは、決ま
り次第お知らせします。
問合せ 新型コロナウイルス感染症対策室
TEL （3847）9431
※なお、3月上旬に区のコールセンターを
開設する予定です。
※この記事は、2月16日時点の情報に基
づき作成しています。

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
申込締切日 3月8日㈪※申込方法等詳しくは、事業団HP（右記二次
元コード）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

問合せ 財政課 TEL （5246）1071

一般会計予算1,063億円の内訳
③特別区税
221億
7,279万円
20.9%

⑧教育費
252億2,672万円
23.7%
⑨総務費
142億
6,830万円
⑦民生費
13.4%
371億
7,730万円
35.0%

②国庫支出金
227億1,606万円
21.4%
①特別区
交付金
263億円
24.8%

歳入

市町村税である固定資産税等を
①特別区
都が徴収し、都区の事務分担に
交付金
応じて分配する交付金
②国庫支 区が行う事業に対して国から支
出金
出される負担金や補助金など
③特別区 区民の皆さんに納めていただい
税
ている特別区民税など
④都支出 区が行う事業に対して都から支
金
出される負担金や補助金など

歳出

歳入

⑤繰入金

財源不足などへの対応のため
に、積立基金を取り崩し

⑥その他

区の施設の使用料、各種証明発
行手数料、貸付金の返還金など

歳出

高齢者や児童、障害のある方、
⑦民生費 生活に困っている方への給付に
かかる費用
⑧教育費

④都支出金
86億
1,737万円
8.1%

会計別予算の規模
会計名
一般会計
国民健康保険事業会計
後期高齢者医療会計
介護保険会計
老人保健施設会計
病院施設会計
合計

３年度予算規模

⑪土木費

光費
⑫産業経済費
36億9,880万円
⑭その他
3.5%

前年度比

増減率

1,063億円

26億円

229億2,400万円

△2億400万円

51億6,600万円

1億1,400万円

175億5,400万円

7億4,400万円

4.4%

1億6,300万円

3,360万円

26.0%

3億418万円 △1億8,510万円

△37.8％

1,524億1,118万円

の整備にかかる費用

⑪土木費
⑫産業経 地域産業の振興、消費者保護に
59億3,101万円 済費
かかる費用
5.6%
⑬文化観 文化・観光事業の振興にかかる

31億250万円

費用

区議会の運営、特別会計への繰
出金、特別区債の償還にかかる
費用

前年度比較での見直し内容
３年度予算の見直し区分

2.5%

事業の見直し
△0.9% （171事業）
2.3% 管理的経費の見直し

2.1%

手数料改定および歳入
確保
見直し総額

見直し額
12億3,300万円の減
6億6,600万円の減
1,600万円の歳入増
19億1,500万円

台東区長

⑥その他
193億3,092万円
18.1%

⑬文化観光費
14億
6,332万円
1.4%
⑭その他
90億6,217万円
8.5%

災害対策、区民館等の運営にか
⑩衛生費 ⑨総務費 かる費用
94億
健康づくり、環境の保全、清掃
7,238万円 ⑩衛生費 事業にかかる費用
8.9%
まちづくりの推進、道路・公園

大規模事業についても着実に推進してい
く必要があります。
そのためには、持続可能な財政基盤を
堅持することが不可欠であり、既定事業
について、これまでの慣習や前例にとら
われることのない経費縮減に努めると共
に、施設の大規模改修等についても、更
なる経費の平準化を図っています。加え
て、基金や起債の積極的な活用により、
必要な財源を確保し、令和３年度予算を
編成しました。
私はウィズコロナの時代にあっても、
区の将来像である「世界に輝く ひと
まち たいとう」を実現していくため、
全力で区政に取り組んでいきます。

⑤繰入金
71億6,286万円
6.7%

学校・保育園の整備・運営、生
涯学習の振興にかかる費用

感染症の影響により、減収からの回復に
令和３年度予算編成に
は
数
年を要するものと想定しています。
一方、歳出では、新型コロナウイルス
あたって
感染症対策をはじめ、子育て支援や高齢
新型コロナウイルス感染症は、依然と 者・障害者へのサービス、災害対策の強
して、国内外で新たな感染確認が続いて 化、区有施設の保全など、様々な行政需
おり、経済活動をはじめとした国民生活 要が増大しており、今後、これまで以上
に厳しい財政運営を強いられるものと考
に甚大な影響を与えています。
国は、令和３年度の経済見通しについ えています。
このような中にあっても、区民の生命
て、年度中には経済の水準がコロナ前の
「ひと」と「まち」が
水準に回帰すると見込んでいますが、経 と暮らしを守り、
済の下振れリスクに十分注意する必要が 輝く明るい未来を築き上げていくために
あるともしており、景気の先行きは極め は、感染拡大防止と社会経済活動の活性
化に向けた取り組みを、時機を逸するこ
て不透明で不確実な状況です。
区財政においては、歳入では、特別区 となく講じていかなければなりません。
交付金や特別区税の減収を見込んでおり、 また、浅草公会堂や特別養護老人ホーム
不合理な税制改正や新型コロナウイルス 「浅草」の改修など、既に着手している

台東区の各会計予算案

令和3年度

【借上げ住宅（中堅所得者向）あき家入居登録者募集中】 ▷募集住宅 区内の特定優良賃貸住宅 ▷主な申込資格 同居親族がいる、所得が定められた基準内である等
▷募集案内・申込書配布場所 区役所5階⑩番住宅課（区HPからダウンロード可）※申込資格・住宅の概要等、詳しくは右記へ〈台東区住宅課 TEL 5246－1213〉
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皆さんからの寄附金は、大切に活用しています

～表中（

）内は寄附申込者名で敬称略。金額の単位は万円。

区では、ご厚意による寄附金のうち、 月岡社会福祉基金（月岡朝太郎）
橋詰喜惠教育振興基金（橋詰広太）
100
200 ●台東区社会福祉基金（交通安全基金）
100 舟和本店教育振興基金
100万円以上のものを対象に、福祉や教 東條社会福祉基金（東條四郎）
200 大都交通安全基金（株式会社大都）
500
100 （株式会社舟和本店）
育などに役立てるため基金を設置してい 徳井身体障害者福祉基金（徳井隆司） 100 小林児童交通安全基金（小林茂）
300
300 松原教育振興基金（松原文子）
600 野口児童交通安全基金（野口義雄）
ます。また、基金以外にも、ご希望に応 鳥居社会福祉基金（鳥居初子、昴）
松本徽章教育振興基金
松村交通安全基金（松村菊治）
100
100
じてさまざまなご寄附をいただいています。 ひまわり社会福祉基金（安井高明）
2,100
100 （松本徽章工業株式会社）
2年12月31日現在の基金の積み立て 長岡身体障害者福祉基金（長岡商事 1,000 湯本児童交通安全基金（湯本雅郎）
松屋教育振興基金（株式会社松屋）
500
状況等は、表のとおりです。このほか、 株式会社、長岡清吉、長岡信男）
●台東区社会福祉基金（交通遺児援護基金等） 森教育振興基金（森角三郎）
100
台東区社会福祉協議会、台東区社会福祉 ナガホリ社会福祉基金
100 越路交通遺児援護基金
100
（株式会社ナガホリ）
100 森口教育振興基金（森口政二郎）
事業団、台東つばさ福祉会でも、多くの
（株式会社越路モータース）
吉永教育振興基金（吉永茂雄、雅明） 150
長森身体障害者福祉基金（原島優子） 300
逆藤交通遺児援護基金（逆藤松太郎） 900
ご寄附をいただき、各団体で有効に活用
奈良社会福祉基金（奈良誠一）
100
坂本母子福祉基金（坂本一夫）
200 ●台東区教育振興基金（社会体育振興基金）
しています。
野中社会福祉基金（野中濱）
100
雨宮社会体育振興基金
佐久間交通遺児援護基金
皆さんのご厚意に深く感謝し、今後と 信井社会福祉基金（信井斉蔵）
1,510
300 （雨宮久子、弘枝）
100
も、ご寄附の趣旨を踏まえた、基金等の 長谷川社会福祉基金（長谷川榮次郎） 1,000 （佐久間文次郎）
鈴光社会体育振興基金
舘林交通遺児援護基金
100
活用を図っていきます。
400 （株式会社鈴光商店）
服部社会福祉基金（服部徳松）
100

（株式会社バンビ）
春木社会福祉基金（春木義男）
200 藤田交通遺児福祉基金（藤田美屋野） 1,900 松下徽章社会体育振興基金
800
（松下徽章株式会社）
平岡社会福祉基金（平岡泰夫）
300 松本児童福祉基金（故松本てる子）
8,333
●台東区奨学基金
政木社会福祉基金（政木喜三郎）
1,500 水野交通遺児援護基金（水野冨久司） 1,700 三井信託社会体育振興基金
500
上原奨学基金（上原勉、貴子）※
500
（現三井住友信託銀行上野支店）
増井社会福祉基金（増井定生）
150
桜井奨学基金（桜井虎三郎）
1,000
松橋身体障害者福祉基金（松橋常夫） 100 ●台東区社会福祉基金（環境衛生基金）
●台東区教育振興基金（社会教育振興基金）
堀内奨学基金（堀内重太郎）
100
500 内山少年少女音楽振興基金
村田社会福祉基金（村田啓一）
250 熊木環境衛生基金（熊木壽夫）
村田奨学基金（村田啓一）
500
200
（内山榮一）
村奈嘉社会福祉基金（村奈嘉興三）
200 ●台東区教育振興基金（教育振興基金）
※令和3年第1回定例会に基金積み増し条例案
倉島文化振興基金（倉島欣ニ）
400
安田社会福祉基金（安田貞夫）
100 青木教育振興基金（青木章郎）
1,200
を提案中
桑山文化振興基金（桑山征洋）
400
山﨑社会福祉基金（山﨑文蔵）
5,000 石井教育振興基金（石井多可子）
200
●台東区社会福祉基金（社会福祉基金）
吉田社会教育振興基金
横谷社会福祉基金（横谷傳次郎）
100 上原教育振興基金（上原義信）
100
100
浅岡社会福祉基金（浅岡うち）
200
（株式会社大泉）
吉永社会福祉基金
（吉永通雄、
とみ枝） 500 内田信四郎教育振興基金
（内田信四郎）
100
荒川信用金庫社会福祉基金
社会教育振興基金（匿名）
19,400
1,900 内田ふさ教育振興基金（内田ふさ）
100 心身障害者福祉基金（匿名）
100 中村不折文化振興基金（匿名）
（現城北信用金庫）
500
大野教育振興基金（大野喜八）
100
飯村恵一社会福祉基金（飯村泰子） 1,000 ●台東区社会福祉基金（老人福祉基金）
松﨑文化振興基金（松﨑守利）は、平成5年度
1,000 に全額（100）を事業に充当
200 岡崎教育振興基金（岡崎重代）
石鍋社会福祉基金（石鍋菊造）
100 浅岡老人福祉基金（浅岡うち）
（橋場鉄工株式会社） 1,000
100 岡田教育振興基金
今西社会福祉基金（今西ブン）
300 永老人福祉基金（永登代）
●台東区教育振興基金（生涯学習振興基金）
尾崎教育振興基金（有限会社オザキ
遠藤老人福祉基金（遠藤正造）
100
小川社会福祉基金（小川清保）
100
350 飯村恵一生涯学習振興基金
（飯村泰子） 1,000
1,000 建装、尾崎亮二、晴彦）
北村冨男社会福祉基金（北村冨男） 1,000 岡本老人福祉基金（岡本照子）
小根山生涯学習振興基金（小根山茂） 100
（株式会社カタヌマ） 100
500 瀉沼教育振興基金
木村心身障害者福祉基金（木村金吾） 100 織田老人福祉基金（織田とし）
100 ●台東区国際交流親善基金（国際交流親善基
200 金沢教育振興基金（金沢琴）
倉島社会福祉基金（倉島欣ニ）
450 木鋪老人福祉基金（木鋪冨夫）
金のうち寄附金を原資とするもの）
上條教育振興基金
200
小尻社会福祉基金（小尻倉一、博）
250 越路老人福祉基金
100 （上條貢胸像建設発起人会）
江口国際交流親善基金（江口弘一）
500
小平社会福祉基金（小平毅）
440 （株式会社越路モータース）
川田教育振興基金（川田元成）
100
500
●台東区緑化推進基金
小林身体障害者福祉基金（小林茂）
250 小林老人福祉基金（小林幸和）
1,700
柴田老人福祉基金（柴田喜一）
100 上林教育振興基金（上林弘明）
東京浅草中央ロータリークラブ緑化
小宮社会福祉基金（小宮サキ）
200
200 推進基金（東京浅草中央ロータリー
100
舘林老人福祉基金（舘林精之助）
100 北島教育振興基金（北島健一）
近藤身体障害者福祉基金（近藤泰） 3,000
木鋪教育振興基金（木鋪冨夫）
300 クラブ）
中島むぎとろ老人福祉基金
坂巻社会福祉基金（坂巻成浩、光子）
800
800 桑山教育振興基金（桑山征洋）
1,000 林緑化推進基金（林信江）
1,000
（株式会社中島むぎとろ）
桜社会福祉基金（匿名）
4,300
10,000 佐久間教育振興基金（佐久間英樹） 1,000
南雲老人福祉基金（南雲 る）
●基金以外の寄附金（2年1月〜12月の寄附
佐藤社会福祉基金（佐藤フジエ）
3,200
桜井教育振興基金（桜井虎三郎）
100 者のうち、累計100万円以上の資金）
ハヤミズ老人福祉基金（株式会社ハ
200
更科社会福祉基金（更科光江）
100 ヤミズ、有限会社リックジャパン）
佐々木教育振興基金（佐々木武志）
100 社会福祉（吉野秀行）
490
澤口社会福祉基金（澤口源作、千代） 250 平野老人福祉基金（平野照子）
1,000 佐藤莊教育振興基金（佐藤莊）
100 社会福祉（匿名）
500
菅身体障害者福祉基金（菅泰祐）
150 峰川老人福祉基金（峰川恵美子）
100 佐藤長八教育振興基金
高齢者福祉（長堀安子）
150
5,000
鈴木社会福祉基金（鈴木光五郎）
100 宮岡老人福祉基金（宮岡幸子）
200 （佐藤長八、フジエ、敏彦）
松が谷福祉会館事業（匿名）
600
鈴木寛治社会福祉基金（鈴木キク子） 200 宮沢老人福祉基金（宮沢きよ）
1,000 佐藤博道教育振興基金（佐藤博道） 1,850 環境保全（濱澤法生）
550
関本社会福祉基金（関本市）
400 宗意老人福祉基金（宗意操）
100
1,000 清水教育振興基金（清水忠）
教育振興（匿名）
500
善意基金（浅草を愛する芸能人の会） 100 矢嶋老人福祉基金（矢嶋止）
200 新型コロナウイルス感染症対策
200 鈴木教育振興基金（鈴木秋雄）
100
高氏社会福祉基金（高氏茂二）
1,000 山田老人福祉基金（山田淑治）
100 （宗教法人寛永寺）
100 田中教育振興基金（田中信義）
舘林社会福祉基金
（舘林ビル株式会社） 200 吉池老人福祉基金（株式会社吉池）
100 新型コロナウイルス感染症対策
100 津崎教育振興基金（津崎治郎）
2,000
建部社会福祉基金（建部安代）
120 吉羽老人福祉基金（吉羽末吉）
100 （日本中央競馬会）
150 永瀬教育振興基金（永瀬なか）
田中社会福祉基金（田中快昌）
100 若山老人福祉基金（若山光次郎）
100 新型コロナウイルス感染症対策
1,000 名取教育振興基金（名取正勝）
（匿名） 1,500
塚原社会福祉基金（塚原正良）
300 老人福祉基金（匿名）
（匿名） 500
450 新型コロナウイルス感染症対策
100 新津教育振興基金（新津秀雄）

問合せ

財政課 TEL （5246）1071

新型コロナウイルス感染症対策へのご寄附ありがとうございます

とを伝えてください。さまざ

台東区の自殺死亡率は、都内でも高い状況です。自殺は、
個人的な問題だけではなく、健康・家庭・経済・生活問題な
ど、さまざまな要因が複雑に絡み合った末に起こると言われ
ています。自殺は、本人が発するサインに気付き、適切な対
応をとれば、防ぐことができます。

まな専門の相談機関がありま

に、相談できる窓口があるこ

自殺者の多くは、自殺する前

●こころのＳＯＳ

にＳＯＳを出しています。
「死

す。

●１人で抱え込まずに相談を

・台東保健所精神保健担当

ＴＥＬ
（３８４７）９４０５

・こころの健康相談（精神科

台東保健所保健サービス課

医による相談）

ＴＥＬ
（３８４７）９４９７

浅草保健相談センター

ＴＥＬ
（３８４４）８１７２

ＴＥＬ
（３２６４）４３４３

・東京いのちの電話

・東京自殺防止センター

ＴＥＬ
（５２８６）９０９０

・東京都夜間こころの電話相

談

ＴＥＬ
（５１５５）５０２８

・東京都ＬＩＮＥ相談「相談

ほっとＬＩＮＥ＠東京」（Ｌ

ＩＮＥの
「公式アカウント」

から検索するか、左記二次

元コードから友だち登録を

して利用できます）

台東保健所保健予防課精
神保健担当
ＴＥＬ
（３８４７）９４０５

んでしまいたい」と深く悩んで

いると同時に「助けてほしい」

と周囲に訴えている場合があり

ます。この気付きが自殺防止の

第一歩です。

●こころのＳＯＳに気付いたら

①声をかける 周りの友人や家

族・同僚の悩みがありそうな

様子に気付いたら、体調のこ

と等を切り口に、一言声をか

けてみましょう。

②話をよく聴く 今まで何とか

乗り切ろうと頑張ってきた人

です。本人を責めたり、励ま

したり、世間一般の常識を押

し付けたりすることは避けま

しょう。相手の話を受け止め

て、思いやりの気持ちを伝え

てみてください。また、可能

であれば自殺をしない約束を

してください。自殺予防に有

効です。

で不安や心配事を抱え込まず

③相談機関へつなげる ひとり

問合せ

ⓒBANDAI

３月は東京都の
自殺対策強化月間です

寄附総額は44,203,859円となりました。新型コロナウイルス感染症対策を進めるため、事業者等の支援や医療・福祉サービス提供体制の確保等に活用します。

【広報「たいとう」掲載の各課等の電話番号について】 携帯談話・スマートフォンなどでおかけになる際は、頭に〈03〉をつけてダイヤルしてください。

広報

福祉

（高齢・障害等）

福 祉タクシー 券 を利用し
ている方へ

所有していない場合は、廃車の届
出を行ってください。警察署に盗
難届を出していても、廃車の届出
は必要です。
※盗難の場合、廃車日は盗難届の

届出日にさかのぼります。

同校・園仮校舎利用のため、体
育館および庭球場は平日夜間およ
び土・日曜日・祝日のみの利用と
なります。

ご迷惑をおかけしますが、ご理

自信がもてない」
「出産後、気分

23

が落ち込みがち」などの相談に、
専門カウンセラーが応じます。

▽日程 ①３月 日㈬ ② 日㈫
▽時間 午前９時 分～ 時（１
人 分程度）
▽対象 区内在住で、就学前の子
17

※新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、内容によっては紹介

できない場合もあります。
※依頼会員入会については左記へ
お問合せください。

▽申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会
ＴＥＬ
（５８２８）７５４８

11

掲載が可能
▽掲載基準 風俗営業など、業種

・広告内容によっては掲載でき
ない場合あり
※申込方法等、詳
しくは下記二次

元コードよりご
確認ください。

供を育てている方
▽場所・申込み・問合せ
①浅草保健相談センター

30

30

すでにキットをお持ちの方は、
情報シートに記載した内容が変わ

っていないか確認してください。
情報シートは左記問合せ先か地域
包括支援センターで配布していま

▽廃車届出場所

請された方には、２月中にご自

す（区ＨＰからダウンロード可）
。
※２年３月 日までにキットを申

中級

ＴＥＬ
（３８４４）８１７２
②台東保健所保健サービス課
ＴＥＬ
（３８４７）９４９７

夜の部
部
昼の部
夜の部
夜の部
初級
中級
クラス
上級
養成
4月下旬～4年 4月下旬～4年
4月下旬～4年3月
4月下旬～4年3月
4月下旬～4年3月
期間
期間
3月毎 週 木曜 3月毎 週 火曜
毎週水曜日（全40回）
毎週月曜日（全40回）
毎週火曜日（全40回）
日（全40回） 日（全40回）
時間
午後2時～4時
午後6時45分～8時45分
時間
午後2時～4時
午後6時45分～8時45分
生涯学習センター
松が谷福祉会館
場所
生涯学習センター
松が谷福祉会館および
※変更になる場合があります ※変更になる場合があります
場所
※変更になる場合があります
生涯学習センター
各20人程度
15人程度
区内在住か在勤（学）の16歳以上の方で、下記に該
定員
※いずれも選考試験合格者
当し、年間を通して受講できる方
費用
各8,000円程度（テキスト代等）
対象 原則、手話経験 初級を修了か同 原則、手話経験 初級を修了か同
のない方（手話 程度（手話経験 のない方（手話 程度（手話経験
区内在住か在勤（学）で、手 区内在住か在勤（学）で、
講習会入門コー 1年以内）の技 講習会入門コー 1年以内）の技
話講習会中級を修了か同程度 手話講習会上級を修了
選考試験
ス受講の方も可）術を持つ方
ス受講の方も可）術を持つ方
の技術を持ち、手話通訳者を か同程度の技術を持ち、
受験対象
定員（抽選）
10人
5人
15人
目指す方（台東区・他自治体 受講後に手話通訳者と
で上級を修了した方を除く） して区内で活動できる方
費用
各3,000円程度（テキスト代等）
4月11日㈰午後1時
4月4日㈰午後1時
往復はがきに、郵便番号・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号・メー 選考試験
台東区役所
台東区役所
申込方法 ルアドレス・希望クラス・手話受講歴（カルチャースクール等含）、在勤（学） 日時 ・ 場所
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 選考試験
面接
手話表現・読み取り
内容
※途中退室不可
※途中退出不可
申込締切日
4月5日㈪（必着）
〒110－8615 台 東 区 役 〒110－0004 台東区下谷1－2－
申請書（下記問合せ先へ請求）に記入し、下記へ郵送か持参
申込方法
所 障 害 福 祉 課「 手 話 講 習 11 台東区社会福祉協議会台東ボ
※中級・上級を受講中の方は講習時に申請書を配布
問合せ
会」担当（区役所2階⑩番）ランティア・地域活動サポートセ 申込期間
3月1日㈪～15日㈪
TEL （5246）1058
ンター TEL （3847）7065
〒110−8615 台東区役所障害福祉課「手話講習会」
問合せ
※昼の部と夜の部の同時申込はできません。受講者には、4月中旬
担当（区役所2階⑩番） TEL （5246）1058
までに案内を送付します。
※養成クラスの講習回数が2年度より30回から40回に増えました。
※2年度手話講習会申込の方を優先します。
初級

子育て心理相談（予約制）

手話講習会 受講生募集

「子供や家族のことでイライラ
してしまう」
「自分に、子育てに

令和3年度

解・ご協力のほどよろしくお願い
します。
▽問合せ スポーツ振興課
ＴＥＬ
（５２４６）５８５３

台東保健所保健サービス課 TEL （3847）9497
浅草保健相談センター TEL （3844）8172

福祉タクシー券の受給者に、３
年度分のタクシー券を交付します。

台東保健所

▽問合せ 観光課
ＴＥＬ
（５２４６）１１５１

浅草保健相談センター

3月23日㈫午前10時～11時10分

子育て・教育

3月17日㈬午前10時～11時10分

宅に情報シートを郵送します。
記載内容に変更がある場合は、
必要に応じて情報シートの差し

●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時
場所

事前に登録されている受取方法
（郵送または窓口受取）でお渡し

3月24日㈬午前9時30分～11時10分 台東保健所

４月の区民館利用抽選申
込日を変更します

寿子ども家庭支援センター

昼の部

三輪・四輪の軽自 軽自動車検査協会東京主管事務所足
動車（排気量660 立支所（足立区宮城1−24−20）
TEL 050（3816）3102
cc以下）

ファミリー・サポート・
センター会員募集

3月12日㈮午前10時～11時

3月16日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター

東京運輸支局足立自動車検査登録事
排気量125ccを超
務所（足立区南花畑5−12−1）
えるバイク
TEL 050（5540）2031

区民館多目的ホール・集会室等
の抽選申込日を変更します。

日本堤子ども家庭支援
センター谷中分室

原動機付自転車
小型特殊自動車

子供を預けたい方（依頼会員）
と預かってくださる方
（提供会員）
を登録し、依頼に応じて提供会員
を紹介しています。活動終了後、
依頼会員から提供会員に謝礼と実
費が支払われます。
▽活動内容 保育施設・習い事へ
の送迎、提供会員宅での預かり
※会員同士で相談の上、子ども家
庭支援センター・児童館・生涯
学習センターこども室（一般開
放日のみ）などの児童関係施設
を利用することもできます。

3月2日㈫午前10時～11時

届出場所
区役所1階⑤番戸籍住民サービス課・
3階⑩番税務課税務係
※小型特殊自動車・ミニカーの受付は
税務課税務係のみで受付
税務課税務係 TEL （5246）1101

▽抽選申込日 ４月２日㈮
※時間の変更はありません。
※入谷区民館は休館中のため対象
外。
▽問合せ 区民課区民施設係
ＴＥＬ
（５２４６）１１２３

場所

19

第 1271 号

31

種別

柳北スポーツプラザの今
後の利用について

3月24日㈬午後1時30分～3時30分 台東保健所

部
クラス

65

▽問合せ 税務課
ＴＥＬ
（５２４６）１１０１

場所

3月16日㈫午後1時30分～3時30分 浅草保健相談センター

問合せ

22

234

持ち物 母子健康手帳

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時

しますので、ご不明な方は左記へ
替えをお願いします。
お問合せください。
▽対象 区内在住の 歳以上の高
齢者で、次のいずれかに該当す
▽発送日 ３月 日㈪
る方 ①ひとり暮らし ②高齢
▽窓口配布開始日 ３月 日㈪
※３年度分のタクシー券は、４月
者のみの世帯 ③１日のうち、
１日㈭から使用できます。
ひとりになる時間帯がある（施
▽対象 身体障害者手帳の上肢１
設等に入所中の方を除く）
級、下肢・体幹・内部機能の１ ▽申込方法 本人確認できる物
～３級、視覚１ ２級、愛の手
（健康保険証、介護保険証等）
帳１ ２度のいずれかに該当し、 を左記問合せ先か地域包括支援
元年中の所得額が限度額以内の
センターへ持参
方
▽問合せ 介護予防・地域支援課
※燃料費助成と同時受給は不可。
（区役所２階⑤番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２２５

60

15

・

※世帯状況等に応じて各
種控除が受けられる場
合あり。

●４月 日～８月下旬（予定）
台東育英小学校・育英幼稚園仮
校舎工事のため、庭球場の利用を
中止します。
●９月～５年度末（予定）

内容 身体測定・保健師等の相談

2人目 1人につき
以降 38万円加算

区の 観 光 情 報 サイト「Ｔ
ＡＩＴＯおでかけナビ」の
バナー広告を募集します

12

育児相談（予約制）
●1～3か月児の育児相談
日時

1人 398万4千円

お知らせ

125

・

所得限度額

0人 360万4千円

バイクなどの廃車手続き
はお早めに

12

扶養
人数

▽掲載位置 トップページ下部
※月平均ページビュー数は約３万
３千件です。
▽規格 天地 ピクセル、左右
ピクセル
▽掲載料 月額５千円
※ か月一括での申込みの場合は
年額５万４千円（１割引）

び 住 民 税（特 別区 民 税・
都民税）の申告期限が4月
15日㈭まで1か月延長され

軽自動車税種別割は、４月１日
現在、原動機付自転車（ ｃｃ
まで
のバイクやミニカー）やオートバ

▽掲載期間 掲載する期間は１か
月を単位とし、最長 か月連続

緊急事態宣言の延長に
およ
伴い、2年分申告所得税及
び復興特別所得税等の申
告 期限・納 付 期限、およ

▷問合せ 税務課
TEL （5246）1102

所得限度額
（元年分所得）

イ・四輪の軽自動車・小型特殊自
動車を所有している方に課税され
ます。廃棄や譲渡・盗難等で現在

特別区民税・
都民税の
申告期限を
延長します

ました。申告書の提出は可
能な限り、郵送でお願いし
ます。

▽必要な物（窓口受取の場合）
身体障害者手帳または愛の手
帳・印鑑
※本人や家族以外が受け取りにく
る場合は、事前に左記へお問合
せください。

▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２０１

救 急医療 情 報キットを無
償配布しています

かかりつけ医療機関や緊急連絡
先等の情報を専用の用紙に記入し、
筒状の容器に入れて冷蔵庫に保管
しておくことで、緊急時、救急隊
に必要な情報を伝える助けとなり
ます。
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【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〉
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「還付金詐欺」
「給付金に関連した詐欺」
「新型コロナウイルスワクチン接種に関連した詐欺」
にご注意ください
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令和2年度環境MVP受賞者が決まりました！

区役所などの職員が、
「医療費や保険料の還付金」
「給付金」
「新型コロナウイルスワ
クチン接種」などの手続きのために、次のような電話をすることはありません。
●ATM（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作を求める
●取引銀行や口座番号などの個人情報を照会する
●手数料などの振り込みを求める
不審な電話がかかってきたら、迷わず110番または、最寄りの警察署や区役所にご
連絡ください。
問合せ 生活安全推進課 TEL （5246）1044

環境MVPは、夏の省エネ活動や緑化に取り組み、その結果が特に優秀な方を表彰す
る事業です。応募総数は、家庭省エネ部門274世帯・1,044人、花とみどりの部
門（みどりのカーテンコンテスト）16件、花とみどりの部門（地先園芸コンテスト）
22件、グリーン企業部門は102事業所でした。各部門のMVP受賞者は下記のとお
りです（敬称略）
。
●家庭省エネ部門（個人の部） 渡邉久美子
●家庭省エネ部門（団体の部） 富士幼稚園PTA
●花とみどりの部門（みどりのカーテンコンテスト） 池之端児童館
●花とみどりの部門（地先園芸コンテスト） 鈴木正雄
●グリーン企業部門 叶屋BRASS GALLERY
▷問合せ 環境課 TEL （5246）1281

麻しん・風しん（MR）定期予防接種第2期はお済みですか

令和3年度高齢者ふれあい入浴券の新規申込みを受付けます

今年度の麻しん・風しん定期予防接種第２期については、公費負担での接種期限が3
月31日㈬までです。接種が済んでいない方は、早めに接種をしましょう。予防接種
予診票が手元にない場合は、下記へお問合せください。
▷対象 平成26年4月2日～27年4月1日生まれの子供
▷接種回数 1回
▷実施場所 23区内協力医療機関
▷問合せ 台東保健所保健予防課 TEL （3847）9471

▷対象 区内在住の65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
※特別養護老人ホーム入所者は除く
・ひとり暮らし
・世帯全員が65歳以上
・自宅に風呂がない
▷配付枚数 20枚
▷配付時期 3月下旬（簡易書留郵便で送付）
▷利用方法 区内の公衆浴場で１回につき、高齢者ふれあい入浴券１枚と50円を支
払い
▷利用期間 4月1日㈭～4年3月31日㈭
▷申込方法
・昨年度「高齢者ふれあい入浴券」を受け取った方は申込不要
・初めて申込む方は下記問合せ先へ
▷持ち物 本人確認書類（保険証、運転免許証等）と印鑑
▷問合せ 高齢福祉課（区役所2階⑥番） TEL （5246）1222

難病患者福祉手当をご存じですか
難病医療費助成制度（国および都疾病）の対象者で65歳未満の方、小児慢性特定疾
病医療費助成制度の対象者で、手当の対象疾病にり患している方は申請できます。対
象の疾病は区HPで確認できます。
※手当の受給には、所得制限等の支給要件がありますので、詳しくは下記へお問合せ
ください。
▷問合せ 障害福祉課 TEL （5246）1201

「ふるさと交流ショップ 台東」
2～3月出店自治体をご紹介します！
●ふるさと交流ショップ 台東とは 全国各地の自治体が1週間単位で入れ替わり、
各地の魅力を発信する新しい形のアンテナショップです。毎週新鮮で珍しい特産品が
そろい、
懐かしいふるさとの魅力に出会えます。

営業時間 午前10時～午後7時（水
曜日定休） 場所 台東区浅草4－36－5（千束通商店街内）※新型コロナウイルス感

染状況により、出店の中止または営業時間が変更になる場合があります。マイバッグ
の持参にご協力をお願いします。

●出店自治体スケジュール
日程

出店自治体

2月25日㈭～3月16日
㈫

姉妹・友好、
連携都市フェア

3月18日㈭～23日㈫

新潟県魚沼市

3月25日㈭～30日㈫

岩手県釜石市×千束通商店街

問合せ

ふるさと交流ショップ TEL （3874）8827
都市交流課 TEL （5246）1016

ふれあい介護予防教室参加者募集
地域の身近な施設で、転倒予防体操や健康ミニ講座など、健康に過ごすために役立つ
教室を実施しています。 対象 区内在住のおおむね65歳以上の方 申込方法 下記問
合せ先かお近くの地域包括支援センターに直接申込むか、はがきに希望会場名（第三
希望まで）
・住所・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ※会場が決定後、
郵送でお知らせします。 申込締切日 3月20日㈷（消印有効） 問合せ 〒110－
8615 台東区役所介護予防・地域支援課（区役所2階⑤番） TEL （5246）1295
場所

日時
4月9日㈮、5月18日㈫、6月11日㈮、7月9
台東区民会館
日㈮、9月10日㈮午後1時30分～3時
4月15日㈭、5月20日㈭、6月17日㈭、7月
環境ふれあい館ひまわり
15日㈭、9月16日㈭午後1時30分～3時
4月13日㈫、5月25日㈫、6月23日㈬、7月
生涯学習センター
27日㈫、9月14日㈫午後2時～3時30分
4月19日㈪、5月17日㈪、6月21日㈪、7月
たなかスポーツプラザ
12日㈪、9月13日㈪午後1時30分～3時
4月16日㈮、5月21日㈮、6月18日㈮、7月
谷中区民館
16日㈮、9月17日㈮午後1時30分～3時
4月14日 ㈬、5月12日 ㈬、6月9日 ㈬、7月
老人福祉センター
14日㈬、9月8日㈬午後1時30分～3時
リバーサイドスポーツセ 4月23日㈮、5月28日㈮、6月22日㈫、7月
ンター
30日㈮、9月24日㈮午後1時30分～3時
※定員を超えた場合は抽選

定員
25人
13人
13人
25人
18人
13人
18人

♯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。

広報
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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
「台東区観光ボランティアの会ガ
イドツアー」台東区の著名人の
足跡を辿る散策ツアー
日時 ①3月20日㈷

②21日㈰ ③27日㈯

④28日㈰午前10時～正午
行先コース ①樋口一葉コース（下谷竜泉寺

町での10か月を辿るツアー） ②池波正太

込先へ

申込締切日 3月10日㈬
（消印有効）

㈫午後6時30分～8時 対象 区内在住か在

申込受付開始日 2月23日㈷

勤（学）の方 定員 30人（先着順）

場所・問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学

台1－19－4－101 三森ビル101 （一社）

講師 布矢千春氏（ファッションジャーナリ

習センター４階） TEL （5246）5816

日本作曲家協議会 アジアの伝統・アジア

スト）
、鈴木雅子氏（ファッショングッズ

の現代コンサート係 TEL （6276）1177

ディレクター） 費用 １,000円（別途資料

問合せ 台東区文化振興課

代300円程度） 申込方法 講座名・住所・

TEL （5246）1146

氏名・年代・電話番号、在勤（学）の方は

日程 3月1日㈪（法律）
、2日㈫（労務）
、

申込み・問合せ 〒151－0061

渋谷区初

ふりがな

「いいね！がもらえる写真撮影
・インスタグラム集客術」
オンラインセミナー

区内で活動する方々のための専
門相談（オンライン）

勤務先（学校）名・所在地をはがきかファッ

12日㈮（会計・税務） 時間 午後2時～4時

クスまたはメール（kensyuusenta@jcom.

対象 区内で活動している非営利活動団体

home.ne.jp）で下記問合せ先へ

等 定員 各2組（先着順） 申込方法 希望

申込締切日 3月23日㈫（必着）

日・団体名・参加者全員の氏名・電話番号

●太極拳教室

郎コース（生誕地・作品ゆかりの浅草ぶら

日時 3月4日㈭午後2時～4時

りツアー） ③西郷隆盛コース（
「敬天愛人」

タグラム活用講座、写真撮影3つのコツ

8月21日の土曜日午後3時～5時

上野・谷中巡りツアー） ④渋沢栄一コー

申込方法 氏名・電話番号・メールアドレス

内在住か在勤の16歳以上の方 定員 30人

ス（上野から谷中へ足跡を巡るツアー）

を電話またはファックスで下記問合せ先へ

（抽選） 費用 4,000円（15回分・初日に

TEL （5828）7012

定員 各20人程度（抽選） 申込方法 往復は

問合せ 観光課 TEL （5246）1447

支払い） 申込方法 往復はがきに教室名・

FAX （3847）0190

がきに希望コース（重複可）
・住所・氏名

FAX （5246）1515

住所・氏名･年代･電話番号、在勤の方は勤

Eメール taito-vc@jcom.home.ne.jp

ふりがな

・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 3月10日㈬（必着）
問合せ 〒111－0034

台東区雷門2－18

内容 インス

上野学園大学による午後のコン
サート・シリーズ27（予約制）

日時（全15回）4月10日～
対象 区

ふりがな

務先名・所在地を書いて下記問合せ先へ
申込締切日 3月24日㈬（必着）

●革工芸教室

日時（全15回）4月15日～

を電話かファックスまたはメールで下記問
合せ先へ 申込締切日 各開催日の1週間前
場所・問合せ 台東区社会福祉協議会

第5回ペットコミュニティエリア
適正利用講習会

－9 浅草文化観光センター内 台東区観

日時 3月11日㈭午後1時開場、2時開演

4年2月10日の木曜日午後1時30分～4時

ペットコミュニティエリアを利用するには

光ボランティアの会 TEL （3842）5599

出演 上野学園大学音楽学部学生

30分

事前に講習会の受講が必要です。

浅草文化観光センター

入場料 500円

人（抽選）※2グループに分かれ各15人

日時 3月24日㈬午後1時30分～4時

㈬※未就学児入場不可

費用 9,000円（15回分・初日に支払い）

場所 DOGLY愛犬E-SCHOOL（根岸3－

場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂

申込方法 往復はがきに教室名・住所・氏名

1－10） 対象 次の全てを満たすこと①飼

TEL （3824）1988

・年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・

い主が区内在住で、台東区で登録をしてい

所在地を書いて下記問合せ先へ

る小・中型犬（背中～地面まで約40セン

申込締切日 3月25日㈭（必着）

チメートル以内） ②今年度の狂犬病予防

TEL （3842）5501

アジアの伝統・アジアの現代2021
「奏楽堂トーク＆コンサート」
区内在住か在勤の方を25組50人ご招待
日時 3月27日㈯午後1時開場、1時30分開

予約期間 3月4日㈭～10日

産業研修センターの催し
●ファッション・マーケティング講座

対象 区内在住か在勤の方

定員 30

ふりがな

注射および1年以内に混合ワクチンを接種

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

している ③犬の健康状態に問題がなく

演 場所 旧東京音楽学校奏楽堂 対象 区
内在住か在勤の方 定員 25組50人（抽選）

「2021－22年 秋冬ニューヨークファッ

申込方法 はがきに催し名・住所・氏名・電

ショントレンドとニューヨーク・ヨーロッ

TEL （3872）6780

ていない）
、他の人や犬に対して過剰に吠

話番号、在勤の方は勤務先を書いて右記申

パのグッズ トレンド速報」 日時 3月30日

FAX （3871）9525

えたり、威嚇したり、咬傷事故を起こした

自主学習支援事業

●台東区少年少女発明クラブ クラブ員募集 木工・電気工作を通してものづくりへ
の関心を高め、さまざまな作品を完成させます。 活動期間 4月17日㈯開講式～4年
3月 コース名・活動日時 Aコース第1・3土曜日午後2時～4時、Bコース第2・4土
曜日午後2時～4時、Cコース第1・3日曜日午前10時～正午、Dコース第1・3日曜
日午後2時～4時 対象 区内在住か在学の4月現在で小学3年～中学生 定員 各コー
ス24人（抽選） 費用 3,000円（教材費・傷害保険料）※施設見学等は実費
申込方法 往復はがきの往信裏面に希望のコース名・住所・氏名（ふりがな）
・電話番
号・４月現在の学校名・学年・性別・生年月日（4月17日現在）
・新規または継続・
保護者氏名（要押印）
、返信表面に住所・氏名を書いて、下記問合せ先へ
●知る・作る・学ぶ講座 クラブ員募集 クラブ名等 下表のとおり 活動期間 5月8
日㈯開講式～4年3月 対象 区内在住か在学で表中の「対象（3年4月現在）に該当す
る方 費用 800円～1,200円（教材費・傷害保険料）※施設見学等は実費
申込方法 往復はがきの往信裏面に希望のクラブ名・住所・氏名（ふりがな）
・電話番
号・学校名・4月現在の学年・性別・生年月日・年齢（5月7日現在）
・保護者氏名（要
押印）
、返信表面に住所・氏名を書いて下記問合せ先へ（抽選）
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 生涯学習センターほか 申込締切日 3月26日㈮（必着） 問合せ 〒111－8621
生涯学習センター生涯学習課 TEL （5246）5815
クラブ名

対象
日時
内容
募集人数
小学3～
俳句・書道・落語、声優が指導する 30人
わくわく国語ク 6年生
アフレコ・朗読等を楽しく学ぶ。
ラブ
中学生
10人
小学4～ 第2・4土曜日 いろいろなパズルやゲーム等を通し
50人
のび のび 算 数・ 6年生 午前9時30分
て楽しく学ぶ。数学検定への挑戦も
数学クラブ
中学生 ～11時30分 あり。
30人
区内外に残る歴史的文化遺産や史跡
どきどき歴史・ 小学5年
を探検したり、伝統文化に触れたり 45人
文化探検隊
～中学生
しながら、郷土への関心を高める。
台東科学クラブ
第2・4土曜日 物理・化学・生物・地学等興味深いテー
24人
〈たんQ〉Aコース 小学4年 午後2時～4時 マ別に、観察・実験を行う。
台東科学クラブ ～中学生 第1・3土曜日 個人・グループでテーマを決めて、
15人
〈たんQ〉Bコース
午後2時～4時 観察・実験を行い、研究発表をする。
第2・4水曜日
身近な科学の疑問について、観察・
小学3～
20人
午後3時45分
なぜなぜクラブ
実験・おもしろ科学工作等を行う。
6年生
～4時45分

場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

（内・外部寄生虫、伝染性疾病等にかかっ

1－36－2 産業研修センター

ことがない ④エリアを利用する家族全員

リサイクル

で参加できる 定員 12頭分（先着順）
内容 エリア内でのマナーや知識の講習、愛

●フリーマーケット出店者募集

犬と一緒にエリアの模擬練習（講習中は施

日時 ①3月20日㈷午前8時～午後4時

②

設内で愛犬をお預かりします）

21日㈰午前9時～午後4時 場所 花川戸公

受講上の注意 ①中学生以下は保護者同伴

園※車での来場不可、天候により中止の場

②3歳以下の乳幼児は入場・受講不可 ③

合あり

犬1頭につき1人以上の犬を制御できる飼

出店数（予定）①15店

出店料 ①1,500円

②40店

②2,000円※区民は

い主が参加（1人で複数頭連れてくること
はできません） 申込方法 区HPから申込

会HPから予約で1,500円
申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

むか電話で下記問合せ先へ

申込期間 2月

①里彩くるカエル倶楽部（午前8時～午後

22日㈪～3月17日㈬

4時） TEL 090（3068）3534

生活衛生課 TEL （3847）9437

②リサ

イクル推進友の会（午前10時～午後4時）
TEL （3412）6857

問合せ 台東区清掃

リサイクル課 TEL （5246）1291

講 座・相 談 会 など
ワーク・ライフ・バランスの葛藤
を解きほぐすには～わたしたちの
思考と行動を縛る考え方から自
由になろう～
日時 3月27日㈯午後2時～4時

問合せ 台東保健所

マンションのトラブル・管理・
修繕についての無料よろず相談
室（予約制）
日時 3月18日㈭午後1時30分～4時15分
場所 区役所6階601会議室 対象 区内のマ
ンション所有者 定員 6組（先着順）
相談員 弁護士か一級建築士
申込締切日 3月15日㈪
申込み・問合せ 住宅課
TEL （5246）9028

定員 20

人（先着順）※託児あり（1歳以上の未就
学児） 講師 上西充子氏（法政大学キャリ
アデザイン学部教授） 申込方法 電話また
は直接右記問合せ先へ
託児の申込締切日 3月20日㈷

〈3月〉
中旬～4月上旬

うえの桜まつり（上野公

園）

【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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令和3（2021）年 2月20日
3・4月の区役所制作番組案内

11ch

幼児用ヘルメットの申込みをお忘れなく

▷問合せ 広報課CATV担当 TEL （5246）1041
3月7～13日
Ａ
●こんにちは区長です（5分）
●ニュースたいとう（15分） 午前9時5分
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から
のお知らせ
●環境ふれあい館ひまわり バケツ稲クラブ
B
（14分）
●旧作品 奏楽堂130周年 記念演奏会 ～和
の音が生まれる時～（20分） 午前9時34分
●旧作品 食の多様性とは ベジ・ヴィーガン
・ハラール対応を学ぶ（6分） 午前9時54分
3月14日～4月3日
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から
のお知らせ

3月14～20日
●旧作品 たいとうタイムトラベル Part②
B
浅草・雷門（40分）
特別編成 3月19日 再 20日 午後1時～5時
●区議会中継 令和3年 第1回定例会 一般質問
3月21～27日
●旧作品 幼児食へのステップアップ（20分）
B

●旧作品 たいとうタイムトラベル Part④
C
浅草橋（20分）
3月28日～4月3日
●ウクレレファミリーコンサート（20分）B
●旧作品 たいとうタイムトラベル Part⑤
元浅草・三筋・寿・蔵前・駒形（20分） C
特別編成 4月3日 正午～午後7時
●区議会中継 令和3年 予算特別委員会 総括
質問

発送に時間がかかりますので、案内到着後は、早めにお申込みください。
▷対象
・区内在住で平成30年4月2日～31年4月1日生まれの2歳児
・区内在住で平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれの1歳児
▷申込方法 対象者へ送付した案内に同封の申込書を記入後、持参または返送用封筒
（84円切手貼付）で郵送
※2歳児対象の方は、すでに案内を発送しています。
※1歳児対象の方は、誕生月の翌月に案内を発送します。
※年度途中で転入された対象の方は随時案内を発送します。
なお案内が届かない場合は、
お問合せください。
▷申込締切日 2歳児は、3月31日㈬（必着）
※1歳児は、申込書に記載あり
▷問合せ 生活安全推進課
TEL （5246）1044

◇番組に対するご要望・ご感想
をお待ちしています。
◀︎YouTube
台東区公式チャンネル

○ 放送時間のご案内 A 午前9時
B 午前9時20分 C 午前9時40分
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と午
後5時台と午後9時台

15

30

15

30

きゅう

ぎょう

ちゅう

しゅう

じゅう

宛
▽問合せ 東京上野税務署
ＴＥＬ
（３８２１）９００１㈹
浅草税務署

じょう

にゅうきゅう

しゅう

きゅう

りょう

･

ちゅう

「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。※上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

−
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ちゅう

ぎょうりょう

15

ちゅう

しょう

ＴＥＬ
（３８６２）７１１１㈹
が っこ う や か んが っ
せい と ぼ
●中学校夜間学級生徒募集
がっこ う そ つ
かた
小・中学校を卒業していない方
しょ じ
がっこ う
ぶん
や、諸事情により中学校で十分に
まな
かた
そうだん
おう
学べなかった方の入級の相談に応
さい
こ
かた
じます。 歳を超えた方であれば、
ね ん れ い こくせき
せいげん
年齢・国籍に制限はありません。
に ほん ご
とく
かた
また、日本語を習得していない方
に ほん ご がっ
かいせつ
のために、日本語学級も開設して
じゅ
む
います。授業料は無料です。
といあわ
すみ だ く りつぶん か
がっこう
▽問合せ 墨田区立文花中学校
すみ だ く ぶん か
ご ご
（墨田区文花１
７ 午後
じ い こう
２時以降）
ＴＥＬ
（３６１７）１５６２

◀︎平成28年度台東区長賞
受賞作品（日本画）
「手」
杉本純久

Ｔａｘ送信すれば、手続完了です。 ムーズです。
※過去に
・パスワード方式の ▽送付先 〒
８６５５ 台東
届出を提出された方は、
「
・
上野合同
区池之端１ ２
庁舎「税務署事務処理センター」

台東区ヴァーチャル美術館

パスワード方式の届出完了通
●確定申告書の提出はお早めに
およ
知」をご確認ください。
令和２年分所得税及び復興特別
およ
所得税・個人事業者の消費税及び ・郵送等による書類の送付先にご
地方消費税・贈与税の申告書の提 注意ください
およ
作成した申告書・申請書・届出
出及び納税の期限は、４月 日㈭
まで延長されました。申告書はご 書等の書類を郵送で提出する場合
自分で作成して、早めに提出して は、下記へ送付してください。
・消費税の確定申告をされる方へ
ください。
およ
令和２年分の消費税及び地方消
※申告書の提出後に、納付書や納
税通知等による納税のお知らせ 費税の申告が必要な課税事業者
（平成 年分の課税売上高が１千
の送付は行っておりません。
・申告書作成会場は「上野合同庁 万円を超えている方）は、期限ま

でに申告書の提出と納税が必要で
舎（東京上野税務署）
」です
台東区の方の申告書作成会場は、 す。新たに課税事業者となる方は
「消費税課税事業者届出書」の提
３月 日㈪まで開設します。
受付は午前８時 分～午後４時 出が必要です。なお、区分経理を
（提出は５時まで）です。会場内 した帳簿から転記等を行った「課
の混雑緩和のため、会場への入場 税取引金額計算書」を記載して準
には「入場整理券」が必要です。 備しておくと、申告書の作成がス
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を通じたオン
ライン事前発行も可能です。ＬＩ
ＮＥを通じた事前発行は、国税庁
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。
※確定申告期限延長につき変更に
なる場合がありますので、国税

庁
でご確認ください。
・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
をご利用ください

およ

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、所得税及び復
興特別所得税・個人事業者の消費
およ
税及び地方消費税・贈与税の申告
書や青色申告決算書などを作成す
ることができます。さらに作成し

た申告書をパソコン・スマホからｅ -

H
P

e
T
a
x

今年度のみ、２歳児も対象です。配付は対象の子供に対して１回限りとなります。
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この下は広告欄です。内容については各広告主にお問合せください。

第40回台東区民のためのやさ
しい健康教室「これって認知
症？～予防とお薬について～」
日時 3月19日㈮午後1時30分～2時15
分 場所 台東保健所3階大会議室

東京大空襲犠牲者追悼集会
日時 3月10日㈬午後1時
場所 東京大空襲犠牲者追悼碑前（隅田公

園内言問橋際）

講師 遠藤眞実氏（土田病院院長）

問合せ 東京大空襲犠牲者追悼・記念資

問合せ 下谷医師会

料展実行委員会

TEL （3831）0077

TEL （3876）4858

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。

