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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。
台東区 新型コロナウイルス感染症について

検索

本紙は、4月15日時点の情報に基づき作成しています。
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まん延防止等重点措置期間
（5月11日㈫まで）

区の対応等については
2面をご覧ください。

65歳以上の方へ

4月23日㈮新型コロナウイルスワクチン
接種券（クーポン券）を発送します
問合せ

台東区コロナワクチン コールセンター TEL （4332）7912

今回お送りするもの

台東区に住民登録のある65歳
以上の方（昭和32年4月1日以
前に生まれた方）へ新型コロ
ナウイルスワクチンの接種券
（クーポン券）をお送りします。
64歳以下の方については、決
まり次第、お知らせします。

●接種券（クーポン券）
●新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

●新型コロナウイルスワクチン接種の予診票（2組）
●新型コロナウイルスワクチンの説明書・予診票記入例
●ワクチン接種までの流れ・よくある質問

ワクチン接種までの流れ

※接種まで大切に保管してください。

※持病があり治療中の方は、接種についてあらかじめかかりつけ医にご相談ください。

5月17日㈪午前9時65歳以上の方の接種予約受付開始
※5月14日㈮に、予約可能会場、日時を区HP等で公表します。台東区コロナワクチン コールセンターでもご確認いただけます。

❷接種日当日

❶接種日時、会場の
予約をする

■ 当日の持ち物

●区が発行した
「接種券」

■ 病院、区が運営する
接種会場の予約

※切り離さないで
ください。

インターネット予約

❸検温し、予診を受け、接種をする

●予診票

※あらかじめ記入して
お持ちください。

詳細が決まり次第、区HP等でお知
らせします。

肩を出して接種します。

電話予約

❹15～30分休んでから帰宅

台東区コロナワクチン
コールセンター

TEL

03-4332-7912

■ 診療所の予約

●本人確認書類

●接種部位は清潔に保ちましょう。

（運転免許証、
健康保険証等）

接種できる診療所については詳細が
決まり次第、区HP等でお知らせし
ていきます。各診療所にご予約くだ
さい。

発熱等の症状がある
場合の相談窓口

●接種当日は、激しい運動は控え
てください。
●接種当日の入浴は問題ありませ
んが、注射した部分は強くこす
らないようにしましょう。

●台東区発熱受診相談センター（月～金曜日 午前9時～午後5時）※祝日を除く ●東京都 発熱相談センター（24時間）
TEL

FAX

03-3847-9402
03-3841-4325

TEL

※聴覚に障害のある方などからの相談

03-5320-4592
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「まん延防止等重点措置」期間における
区民の皆様へのお願い

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点などに、ご協力をお願いします。
●日中も含めた不要不急の外出・移動は控えてください。
●混雑している場所や時間を避けて行動してください。
●飲食の間も会話をする際は、マスクの着用を徹底してください。
▲まん延防止等
重点措置について
（内閣官房HP）

区の対応について

感染拡大を防止するため、 一部の施設で開館時間の短縮、 新規予約・夜間
利用の停止を行います。また、区主催のイベント・事業等の一部を中止します。
区立施設の利用や区主催イベント・事業等の実施状況については、区HP（右
記二次元コード）よりご確認ください。

▲区HP

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）

コロナ禍において、さまざまな不安や負担を抱えている若年の方から高齢の方まで、
すべての世代の女性を支援するため、相談会の実施と生理用品の配布を行います。

新型コロナウイルス感染症拡大による影響が長期化するなかで、低所得の子育
て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
申請期間（予定）5月17日㈪～4年2月28日㈪

※児童扶養手当の受給資格がある方には、個別に案内を送付します。
※申請書は5月17日㈪から、区HPでダウンロードできます。
給付額

対象

申請

①3年4月分 の 児 童 扶
不要
養手当が支給される方

添付書類

支給日

不要

4月28日㈬
から順次

②公的年金等を受給し
ており、3年4月分の児
童扶養手当の支給が全
額停止される方

・ひとり親世帯である
ことが分かる書類
（戸
籍謄本等）
・申請者の口座が分か
児童1人あたり
る物
5万円
・受給年金額が分かる 申請から
③新型コロナウイルス 要
書類
1〜2か月後
感染症の影響を受けて
・収入額が分かる書類
家計が急変するなど、
（2年2月以降の任意
収入が児童扶養手当を
の1か月の収入につ
受給している方と同じ水
い て 分 かる給 与 明
準となっている方
細・帳簿等〈③のみ〉
）
※その他、必要に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。
※上記以外の住民税非課税の子育て世帯分については、詳細が決まり次第、お知らせ
します。
問合せ 厚生労働省コールセンター「子育て世帯生活支援特別給付金」
TEL 0120－400－903
台東区子育て・若者支援課 TEL （5246）1232

「新ビジネスチャレンジ支援」
による助成金支援を行います
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。 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 4月19日㈪～5月31日㈪※詳しくは、区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

コロナ禍における女性支援のための相談会
日時 4月23日㈮午後3時～7時、24日㈯・25日㈰午前10時～午後3時、26日㈪午後3
時～7時※最終受付は終了30分前まで 対象 次の全てに該当する方 ①区内在住か在勤
（学）である ②生活困窮、DV、ひとり親家庭支援、就労、こころの健康等の相談を希
望する方 場所 男女平等推進プラザ（生涯学習センター４階）
相談方法 面接相談、電話相談、Zoomによるオンライン相談※Zoom
によるオンライン相談のみ予約が必要です。※相談者の希望により、生
理用品を配布します。※詳しくは、区HPをご確認ください。
問合せ 人権・男女共同参画課 TEL （5246）1116
男女平等推進プラザ TEL （5246）5816

コロナ禍で経済的にお困りの方へ生理用品を配布します
配布場所 くらしの相談課区民相談室（区役所1階）
、保護課（区役所2階⑨番）
、子育て・
若者支援課（区役所6階⑥番）
、男女平等推進プラザ（生涯学習センター4階）
、日本堤子
ども家庭支援センター、台東保健所保健サービス課（台東保健所2階）
配布方法 配布窓口にて専用カードを設置していますので、ご提示くださ
い。※1人につき、原則1パック 配布開始日 4月23日㈮（なくなり次
第終了）※詳しくは、区HPをご確認ください。
問合せ 子育て・若者支援課 TEL （5246）1237

「産後ケア事業」が拡充されました
区では出産後、
「自宅に帰っても手伝ってくれる人がいなくて不安」
「出産や育
児の疲れから体調がよくない」
「赤ちゃんの育児や授乳について相談したい」など
の理由で育児に不安がある方を対象に、助産師などのアドバイスを受けながら育
児方法を学んだり、育児の不安を軽減していただく場として、産後ケアを実施し
ています。
●事業の種類が増えます
3年度から、これまで実施していた「宿泊型」および「外来型乳房ケア」に「日
帰り型」と「訪問型乳房ケア」を追加し、合計4種類で実施します。
・宿泊型 実施施設に宿泊して、ママや赤ちゃんのケア、授乳相談や育児相談な
どを受けることができます。
・日帰り型（新規） 実施施設に日中滞在して、ママや赤ちゃんのケア、授乳相
談や育児相談などを受けることができます。
・外来型乳房ケア 実施施設の外来で助産師による授乳相談や育児相談などを受
けることができます。
・訪問型乳房ケア（新規） 自宅で助産師による授乳相談や育児相談などを受け
ることができます。
●乳房ケアの対象期間と利用上限が拡大されます
3年度から、
これまで出産後4か月未満としていた「外来型乳房ケア」
と「訪問型乳房ケア」の対象期間を出産後１年未満までに、利用上限
を3回から合計6回に拡大します。詳しくは、区HPをご確認ください。
問合せ

浅草保健相談センター

TEL

（3844）8177

広報たいとう5月5日号（No.1276）の発行日は、5月6日㈭になります
【区の世帯と人口（4月1日現在）】 ▷住民登録世帯数（前月比） 123,891世帯（＋524世帯） ▷住民登録人口

203,988人（＋273人）
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策定・改定・修正した各計画の概要をお知らせします
区では、区政運営の長期的指針となる台東区長期総合計画のもと、各個別計画を策定して、さまざまな分野の取り組みを計画的に推進しています。
このたび、下記のとおり、各計画の策定・改定・修正を行いました。
子供から大人まであらゆる立場の区民が自分らしく安心して暮らし続けられる台東区を築いていくため、各計画に掲げた施策や事業などを着実に展開していきます。
▷閲覧場所 区役所3階⑦番区政情報コーナー等（区HPでも閲覧可）
各計画の策定にあたっては、広く区民の皆さんからご意見をいただくため、2年12月14日～3年1月6日にパブリックコメント（意見公募手続）を実施し、区HP
や区民事務所・同分室、地区センター等でご意見を受付けました。実施結果は各計画に記載しています。詳しくは、区HPをご覧ください。
また、ご意見に対する区の考え方については、区HPの各計画のページに記載しています。
貴重なご意見ありがとうございました。

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

障害者基本法で定める「市町村障害者計画」
、障
害者総合支援法で定める「市町村障害福祉計画」、
および児童福祉法で定める「市町村障害児福祉計画」
に相当し、これらを一体的に定めた第6期台東区障
害福祉計画を策定しました。
本計画に基づき、障害者が自らの暮らし方を選択
し、住み慣れた地域で安心して充実した暮らしがで
きるよう、障害福祉施策を推進していきます。
▷基本理念 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
▷基本目標 ①心のバリアフリーと権利擁護の推進
②地域生活支援の充実 ③障害児支援の充実 ④
自立や生きがいに結びつく就労支援の充実
▷施策の方向性 ①障害への理解及び差別解消の推
進 ②障害者の意思疎通の促進 ③誰もが平等に
参加できる社会の推進 ④相談支援の充実 ⑤障
害者や家族を支える多様なサービス提供体制の整
備 ⑥福祉人材の育成・充実 ⑦防災・安全・バ
リアフリーのまちづくり ⑧成長段階に応じた一
貫した支援 ⑨発達障害児の支援体制の強化 ⑩
重症心身障害児及び医療的ケア児への支援の充実
⑪就労の場と機会の充実
▷計画期間 3～5年度（3年間）
▷パブリックコメントの実施結果
4人の方から21件のご意見を
いただきました。
▷問合せ
障害福祉課 TEL （5246）1206
保健予防課 TEL （3847）9405

老人福祉法および介護保険法に基づき、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
を策定しました。
▷基本理念
①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 ②
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
▷基本目標
①主体的な健康づくりと生きがいづくり ②支え
合いの地域づくりと安全安心な環境づくり ③自
立した生活を支える基盤づくり
▷施策の方向性
①地域包括ケアシステムの推進 ②生きがいづく
りの推進 ③健康づくりと介護予防の推進 ④地
域における支え合いの仕組みづくりと生活支援の
充実 ⑤介護サービスの充実 ⑥在宅療養の推進
⑦住み慣れた地域で暮らせる環境づくり
▷介護保険事業計画 過去の実績を踏まえ、3年間
の介護保険事業費および保険料等を算出しました。
▷計画期間 3～5年度（3年間）
▷パブリックコメントの実施結果
1人の方から1件のご意見をいただきました。
▷問合せ 高齢福祉課庶務・計画担当
TEL （5246）1221
介護予防・地域支援課庶務・地域
支援担当 TEL （5246）1225
介護保険課庶務・計画担当
TEL （5246）1257

台東区国土強靭化地域計画

台東区一般廃棄物処理基本計画

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「台東区地域防災計画」の指針として位置づけ策
定しました。
▷計画の構成 ①計画策定の趣旨 ②近年の災害
③区の地域特性 ④地域計画の位置づけ ⑤基本
的な進め方 ⑥強靭化の基本的な考え方 ⑦脆弱
性の評価・強靭化のための推進方針
▷パブリックコメントの実施結果
1人の方から5件のご意見を
いただきました。
▷問合せ 危機・災害対策課
TEL （5246）1092

今後10年間の清掃・リサイクル事業の方向性を
示すものとして、新たに「台東区一般廃棄物処理基
本計画」を策定しました。
▷基本理念 みんなでつくる循環型社会の実現
～持続可能なたいとうごみゼロ協働プラン～
基本方針1 区民・事業者・区の協働による3R＋S
（※）を推進します
基本方針2 ごみ減量と資源の有効活用を推進し
ます
基本方針3 安全で安定した適正処理を推進します
※Sとは「持続可能な廃棄物管理」（Sustainable
Waste Management）のことです。
▷数値目標 食品ロスや過剰な容器包装の削減によ
り、区民1人1日あたりのごみ・資源排出量を79グ
ラム（11％）削減。 （元年度比）
▷重点的取り組み 目標達成のために、4つの重点
的取り組みを定めました。
●リサイクル協力店制度の見直し
●食品ロスの削減（食品ロス削減推進計画）
●使い捨てプラスチックの削減
●プラスチックごみの資源化の推進
▷食品ロス削減推進計画 重点的取り組みの1つで
ある食品ロスの削減を推進するため、
「食品ロス削
減推進計画」として計画内に包含して取りまとめ
ました。
▷食品ロス削減推進計画の基本理念 みんなで食べ
ものを大切にする世界の実現 ～おいしく食べて、
たのしく解決～
▷食品ロス削減推進計画の数値目標
●区民1人1日あたりの食品ロス排出量
26グラム（半減）を目指す。
（元年度比）
●食品ロス削減の取り組みを実践している人の割合
100％を目指す。
▷計画期間 3～12年度（10年間）
▷パブリックコメントの実施結果
1人の方から1件のご意見を
いただきました。
▷問合せ 清掃リサイクル課
TEL （5246）1018

およ

およ

台東区地域防災計画
台東区地域防災計画は、災害対策基本法に基づ
き、台東区防災会議が策定する計画です。地震災
害や風水害の予防対策、応急・復旧対策および復
興対策を実施することにより、区民の生命、身体
および財産を保護し、災害に強い台東区の実現を
図るために策定している計画で、必要に応じて修
正を行います。今回は、これまでの区の災害対策
の取り組みや各種法令の改正などを踏まえ、計画
の修正を行いました。
▷計画の構成 第1部「総則」 第2部「施策ごとの
具体的計画（予防・応急・復旧計画）」 第3部「震
災復興計画」 第4部「警戒宣言に伴う対応措置」
第5部 「風水害予防計画」 第6部「風水害応急
対策計画」
▷パブリックコメントの実施結果
1人の方から7件のご意見を
いただきました。
▷問合せ 危機・災害対策課
TEL （5246）1092

台東区行政計画
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、行政
計画事業の重要性や緊急性を勘案し、元～3年度の
行政計画について、3年度の計画事業および事業量
の見直しを行いました。
また、「ウィズコロナの時代における今後の区政
の考え方」に基づく取り組みの方向性を踏まえ、特
に重点的に取り組むべき事業を行政計画における主
な事業として整理しました。
「ウィズコロナの時代における今後の区政の考え方」
❶区民の生命と健康を守り抜く
❷区民の生活や事業者をしっかり支える
❸社会変革を捉えた行政運営の推進と
財政基盤の強化
❹まちの活力を取り戻し、持続的な発展につなげる
▷計画期間 元～3年度（3年度の改定）
▷計画構成 長期総合計画の体系に基づき、新たに
14事業を計画事業に位置付け、子育て、教育、生
涯学習、健康、福祉、文化、産業、観光、まちづ
くり、防災防犯、環境、行財政運営など、区政を
取り巻く多種多様な課題に対応す
るために、区が計画的に取り組んで
いく全288事業を示しています。
▷問合せ 企画課
TEL （5246）1012

台東区情報化推進計画
ICT の急速な進展・普及、さらに新型コロナウイ
ルス感染症の拡大と、社会状況が大きく変化する中、
従来の行政サービスを抜本的に見直し、デジタル化
を進めていくため、時代に即した新しい情報化推進
計画を策定しました。
計画的にデジタル技術を導入・
活用し、新たな日常に対応した区民サービスおよび
区役所業務への変革を推進していきます。
▷基本理念
デジタル台東～デジタルの力で変革する台東区～
▷基本目標
①新たな日常・生活に対応する区民サービスの提
供 ②行政運営の効率化・高度化に向けたデジタ
ル化 ③デジタル化を支えるシステム・体制等の
基盤強化
▷計画期間 3～7年度（5年間）
▷パブリックコメントの実施結果
4人の方から7件のご意見を
いただきました。
▷問合せ 情報政策課
TEL （5246）9022

台東区災害廃棄物処理計画
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、災害発生後の衛生環境を確保し、速
やかな復旧・復興を促すことを目的として策定しま
した。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
て取りまとめました。
▷対象災害 地震災害および風水害
▷対象廃棄物 被災した区民の生活ごみ、避難所ご
み、し尿、災害がれき、片付けごみ等
▷計画の主な内容
●災害廃棄物処理の基本方針
①迅速かつ安全・衛生的な対応・処理 ②分別・
リサイクルの徹底 ③区民や事業者への分かりや
すい排出方法の広報 ④効率的な処理 ⑤環境に
配慮した処理
●災害廃棄物処理に係る重要事項
①初動対応体制の構築 ②仮置場の設置 ③片付
けごみの混廃化の防止 ④広域連携・受援・支援
体制の構築 ⑤平時からの継続的な取り組み
▷パブリックコメントの実施結果
2人の方から5件のご意見を
いただきました。
▷問合せ 清掃リサイクル課
TEL （5246）1018

【たなかクラブ再開のお知らせ】 たなかクラブのスポーツ教室を再開しました。各教室等詳しくは、たなかクラブHPをご覧ください。
〈スポーツ振興課
－5853〉

TEL

5246

※令和３年度第１期分からの振り
替えを希望される方は、５月

しが必要となりますのでご注意
ください。
処分を行う場合があります。
※新型コロナウイルスによる経済
的な影響を含め、病気や災害、
退職や事業廃止などにより、期
限内の納付が難しくなった場合
はお早めにご相談ください。

いる方との公平性を保つため、
延滞金の加算や法律に従い差押

▽問合せ 収納課

50

50

28

30
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電 源 確 保 資 器 材の 購 入 費
用を補助します

地域コミュニティの防災活動拠
点における電源確保に要する経費

の一部を支援します。
※補助金の申請には、事前相談が
必須です。
▽対象

※交付申請の流れは、事前相談の
際にご案内します。

中小企業で働く方の福利厚生と
して、レジャー・観劇・グルメ・健
康づくりなど、充実したサービス

を会員価格で提供しています。
▽入会金無料キャンペーン期間
５月１日㈯～９月 日㈭
※キャンペーン期間に新規入会し
た事業所の方には、特典があり
ます。
▽問合せ 産業振興事業団
ＴＥＬ
（５８２９）４１２３

ください。
▽問合せ 都市交流課
ＴＥＬ
（５２４６）１０１６

しくは区ＨＰを
ご覧いただくか、
左 記へ お 問 合 せ

を提示してください。
割引対象施設
や 観 覧 料 等、詳

市
※ご利用の際は、各施設に住所が
確認できる物（運転免許証等）

31

20

26

21

31

18

30

勤労者サービスセンター
会員募集

11

沿道ボランティアを募集します。
募集要項等、詳しくは、４月 日
㈪に区ＨＰでお知らせします。

テント、ブルーシート、災害時
用トイレ ほか
※食料品・飲料水は対象外

10

▽問合せ 危機・災害対策課
ＴＥＬ
（５２４６）１０９２

台 東 区 民 の 意 識 調 査に ご
協力ください

区では、皆さんの区政に対する
要望や意向を区政に反映させてい
くため、調査を実施します。
対象になった方には、５月上旬
に調査票を郵送します。
▽期間 ５月７日㈮～ 日㈮

30

10

20

120

28

10

▽補助額 費用の２分の１（上限
万円〈総戸数 戸以上 戸未
満〉または 万円〈総戸数 戸
以上〉
）
▽申請締切日 ４年２月 日㈪
※申請方法等、詳しくは区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
10

31

10

特 別 区民 税・都 民 税（ 普
通 徴 収 分 ）の納 税は便 利
な口座振 替を ご利用く だ
さい

19 30
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▽聖火リレー実施予定日
・オリンピック ７月 日㈫
・パラリンピック ８月 日㈯
▽活動内容 聖火リレー沿道周辺
の観衆・雑踏の管理、沿道への
資機材設置・撤去等
▽申込方法・期間
・特設ウェブサイト ４月 日㈪
～５月 日㈪
・郵送 ５月 日㈪～ 日㈪（消
印有効）
▽問合せ 東京オリンピック・パ
ラリンピック担当
ＴＥＬ
（５２４６）１２５９

令和3（2021）年 4月20日
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いて、詳しくは区ＨＰをご覧く
ださい。
●休日窓口

平成 年大阪北部地震や令和元
年台風 号をはじめとする近年の
災害において、電気設備の被災に
よるエレベーターの停止や高層階
で孤立する世帯の発生等、マンシ
ョン特有の課題が浮き彫りとなり
ました。

【広報「たいとう」掲載の各課等の電話番号について】 携帯電話・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。

今回の改定では、マンションの
風水害対策や、マンション自主防
災組織の立ち上げ方法等について
新たに掲載しました。
「平時から何を準備すればいい
のか」
、
「発災時にどう行動すれば
いいのか」を考えるきっかけとし
てハンドブックを活用いただき、
マンションの防災力向上にお役立

●近隣型商店街の空き店舗で開業する方へ～家
賃の一部を助成します～ 対象 区内近隣型商店街
の空き店舗を借り上げて開業する中小企業者等
で、具体的な計画がある方 助成件数 5件
助成額 家賃の2分の1（1年目は月額上限5万円、2
年目は月額上限4万円、3年目は月額上限3万円）
助成期間 3年間 申込期間 4月12日㈪～9月17日㈮
●近隣型商店街の店舗兼住宅の所有者の方へ～店
舗部分貸し出しのための改修費の一部を助成しま
す～ 店舗と住宅の共用部分の分離に必要な改修
費の一部を助成します。 対象 区内近隣型商店街
の店舗兼住宅の所有者 助成件数 2件 助成額 費
用の2分の1（上限100万円） 申込期間 4月12日
㈪～4年1月28日㈮※予定件数に達し次第終了
◆以降、上記記事の共通項目◆
※申込方法等、詳しくは区HPをご覧になるか下
記へお問合せください（募集のチラシは区HPか
らダウンロード可）
。
問合せ 産業振興課 TEL （5246）1142

ていただければ幸いです。
ＴＥＬ
（５２４６）１１０７
月 日㈪
第３期
・防災団（町会を単位として結成
▽配布場所 左記問合せ先ほか、
第４期 １月 日㈪
された自主防災組織）
区民事務所・同分室、地区セン ・次の全てに該当する区内のマン
・一括納付の場合 ６月 日㈬
厚
生
労
働
省
主
催
の
３
年
度
ター、生涯学習センター
※第１～４期の全額が引き落とし
ション管理組合等
慰霊巡拝が実施されます
▽問合せ 危機・災害対策課（区 ①マンションが新耐震基準相当を
となります。
役所 階①番）
巡拝を希望する区内在住の遺族
▽問合せ 税務課税務係
満たしている
▽対象 無作為に抽出した満 歳
（５２４６）１０９３
の方は、左記へお問合せください。 ＴＥＬ
ＴＥＬ
（５２４６）１１１４
②台東区マンション管理組合登録
姉 妹・友 好 都 市の施設 を
以上の区民の方２千人
▽巡拝地域 カザフスタン共和国、
制度に登録または東京都マンシ
割引料金で利用できます
住民 税・国民 健 康 保 険 料
マンションの 防 災 資 器 材
▽問合せ 広報課
イルクーツク州・ブリヤート共
ョン管理状況届出制度に届出を
な どは 期 限 内 に ご 納 付 く
の購入費用を補助します
ＴＥＬ
（５２４６）１０２３
和国、ハバロフスク地方・ユダ
している
ださい
集合住宅の管理組合等が自主的 ③自主防災組織の規約や防災活動
ヤ自治州、中国東北地方（旧満
コンビニでの証明書交付
住民税、国民健康保険料、後期
州地域全域）
、
インドネシア（ニ に防災資器材を購入する際に、費
計画等が整備されている
サービスが一時停止しま
高齢者医療保険料、介護保険料は、 ューギニア島西部を含む）
、東 用の一部を補助します。
▽対象資器材
す
納期限内の納付をお願いします。
部ニューギニア（ニューギニア ※必ず購入前に申請してください。 ・非常用発電機（可搬式とする）
機器メンテナンス実施のため、
▽納付場所
島東部）
、北ボルネオ、ビスマ ▽対象 次の全てに該当する区内 ・電池（可搬式とし、蓄電池を含
マイナンバーカードを用いた証明
・区役所および区民事務所・同分
の集合住宅の管理組合等
ーク諸島、トラック諸島、ミャ
む）
区では、姉妹・友好都市と互い
書（住民票・印鑑登録証明書）の
室の収納窓口
①管理組合が町会に加入している ・充電器（携帯電話等の情報通信
ンマー、フィリピン、硫黄島
コンビニ交付サービスが停止しま の都市の文化への理解を深め、市
・銀行や郵便局などの金融機関
②総戸数が 戸以上
※中止・変更の場合あり
機器を充電するための接続コー
民の交流を活性化させていくこと
③新耐震基準を満たしている
す。
・納付書にバーコードが印刷され
▽問合せ 台東区福祉課
ド類を含む）
「文化・観光施設割
④台東区マンション管理組合登録 ※燃料（ガソリンやガスボンベ）
ているものは、裏面に記載のあ
ＴＥＬ
（５２４６）１１７２
、 ご迷惑をおかけしますが、ご理 を目的とし、
制度に登録している
解の程よろしくお願いいたします。 引事業」を実施しています。
るコンビニエンスストアか、ス
東京都福祉保健局計画課
消耗品（乾電池単品や交換用プ
▽期間 ４年３月 日㈭まで
▽対象資器材 スタンドパイプ、
▽期間 ５月１日㈯午前６時 分
マートフォンアプリ（モバイル
ＴＥＬ
（５３２０）４０７８
ラグ）
、保管庫の整備代は助成
・
～５日㈷午後 時
▽対象 区内在住の方
リヤカー、スコップ、ハンマー、 対象外です。
レジ・
集 合 住 宅 防 災ハンド ブッ
▽問合せ 戸籍住民サービス課
▽対象都市 宮城県大崎市、長野
のこぎり、ジャッキ、救急セッ ▽補助額 総事業費 万円を上限
）による納付
クを改定しました
ＴＥＬ
（５２４６）１１６４
県諏訪市、栃木県日光市、福島
ト、担架、ＡＥＤ、毛布、トラ
とし、２分の１を補助
※スマートフォンによる納付につ
県南会津町、福島県会津美里町、
ンシーバー、投光器、発電機、 ▽事前相談期間 ６月中旬まで
大分県豊後大野市、山形県村山

近隣型商店街に関する助成

住民税（特別区民税、都民税）
の普通徴収分を納めるときに、口
座振替（自動払込）を利用すると
大変便利です。

日㈪までにお申込みください。
▽ 納期（口座振替日）
・期別納付の場合
第１期 ６月 日㈬
第２期 ８月 日㈫

10

住民税、国民健康保険料、後期
高齢者医療保険料、介護保険料の
納付や納付相談ができます。
▽日時 毎月第２日曜日午前９時
～午後５時
▽場所 区役所１階⑤番戸籍住民
サービス課
※納期限までに納付がない場合は、
督促状や催告書、電話などで納
付のお願いをしています。それ
でも納付がない場合は、納めて

31 1 31 30

手続きは、口座のある金融機関、
郵便局、または区民事務所・同分
室、区役所３階⑩番税務課へ通帳
と届出印鑑を持参し、 預｢金口座
振替（自動払込）依頼書 ｣でお
申込みください。
納期の最終日に、指定した口座
から自動的に振り替えて納税する
ことができます。
※スマートフォン決済アプリ（ク
レジットカード払い等）をご利
用の場合は、口座振替の取り消

今夏に開催される東京２０２０
大会の聖火リレー実施にあたり、

聖火リレー沿道ボ ラ ン テ
ィアを募集します

お知らせ

第 1275 号 （4）
広報

健康
献血にご協力くだ さ い

新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、企業や学校等で実施予

その被扶養者になった時は、 日
以内に国民健康保険課（区役所２
階⑫番）
、区民事務所・同分室で
国民健康保険をやめる手続きをし
てください。

園芸用土を半透明のビニール袋等
に入れて、左記回収場所へお持ち
ください。
▽回収日時 第４土曜日午前 時
～正午
▽助成金額 助成対象者が研修を
実施した養成機関に支払った研
修受講費用（テキスト代、実習

※ただし、他に助成を受けている
方は除く。

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

▽対象 区内在住か在勤の方
▽活動内容 保育施設・習い事へ

や区の専門部門のご紹介ができ
る場合があります。
※ご家族の方もご利用できますの

で、一人で悩まず、気軽にご相
談ください。
▽問合せ 子育て・若者支援課

ＴＥＬ
（３９４１）１６１３

ＴＥＬ
（５２４６）１３４１
（公社）青少年健康センター茗
荷谷クラブ
習会（予約制）

子育て心理相談（予約制）

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。
●提供会員入会説明会・登録時講

▽日時 ①５月 日㈫ ②７月８
日㈭ 午前９時～正午

「子供や家族のことでイライラ
してしまう」
「自分に、子育てに自

に要した費用等を含む、上限額
は、各研修３万円）
▽定員 各３人程度
▽申請方法 台東区重度訪問介護
およ

従業者養成研修及び同行援護従
業者養成研修受講費用助成金交
付申請書（第１号様式 に
) 研修
の修了証明書の写しと研修受講

※車での来場不可
※託児あり（要予約）
▽申込締切日 各開催日の３日前

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

費用の領収書を添えて左記問合
せ先へ持参（申請書等の様式は
区ＨＰからダウンロード可）
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）ＴＥＬ（５２４６）１２０７

5月25日㈫午前9時30分～11時10分 台東保健所

（土・日曜日・祝日を除く）
※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。
▽場所・申込み・問合せ 台東区
社会福祉協議会
ＴＥＬ
（５８２８）７５４８

5月19日㈬午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター

信がもてない」
「出産後、気分が
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 ①５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
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
ＴＥＬ
（３８４４）８１７２
②台東保健所保健サービス課
ＴＥＬ
（３８４７）９４９７

●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

ひきこもりに関する支援
事業を実施しています

専門の臨床心理士がひきこもり
について助言、相談を行います。
▽内容
・電話相談および訪問・来所相談
・
「居場所」利用補助（３年度新
設）
※「 居場所 」とは、ひきこもり
の状態から、次のステップを踏
み出すために提供する自宅以外
の場所です。相談事業とあわせ

5月19日㈬午前9時30分～11時10分 台東保健所

手 話通 訳 者 が待 機してい
ます
聴覚障害または音声・言語機能
障害のある方が、区役所の窓口で
円滑な手続きができるよう、手話
通訳者を配置しています。
▽日時 毎週水曜日（閉庁日除
く）午後３時～７時
※月～金曜日・毎月第２日曜日の
開庁日（午前９時～午後５時）
は遠隔手話通訳サービスも利用
できます。
▽場所・問合せ 障害福祉課（区
役所２階⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１０５８
（５２４６）１２０９

子育て・教育

5月18日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター

福祉
（高齢・障害等）
重 度 訪問 介 護 従 業 者 養 成
研 修・同 行 援 護 従 業 者 養
成 研 修 受 講 費 用 を助 成 し
ます

てご利用ください。
▽対象 中学卒業～ 歳のひきこ
もり等の状態にある人とその家

寿子ども家庭支援センター
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▽対象 次のいずれかにに該当す
る方 ①研修の修了日から３か

ファミリー・サポート・
センター会員募集

日本堤子ども家庭支援センター谷中分室

5月14日㈮午前10時～11時

定の献血会が中止になるなど、血
液製剤に使用する献血血液の確保
が厳しい状況が続いています。皆
さんのご協力をお願いします。

お問合せください。
▽問合せ 国民健康保険課
ＴＥＬ
（５２４６）１２５６

環境
リサイクル

5月11日㈫午前10時～11時

▽お近くの献血ルーム
・
： （千代田区外神

保険・年金
国民健康保険加入者で他
の健康保険へ加入した場
合は届出をお忘れ な く

家 庭 から 出る園 芸 用 土 を
回収しています

日本堤子ども家庭支援センター

特別区立幼稚園臨時的任用教員採用候補者募集

5月6日㈭午前10時～11時

25

11

場所

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時

10

届出により国民健康保険料が変 ▽回収場所 偶数月は旧下谷小学
更となる場合は、後日世帯主あて
校校庭（区役所裏）
、奇数月は
に保険料変更通知書を送付します。 環境ふれあい館ひまわり
▽必要な物 職場の健康保険証 ※１回で出せる量は リットル袋
（写し可）
、台東区の国民健康保
１つまで。枯れた植物や、石な
険証、マイナンバーの確認がで
どは取り除いてください。
きる物（いずれも保険証が変わ ※事業所のものや、砂・泥・肥料
る方全員分）
・木くず等の園芸用土ではない
※郵送での手続きを希望する方は、 もの、鉢・プランターは回収で
電話で左記問合せ先へ
きません。
●リサイクル用土を無料配布しま
す（年６回）
家庭用園芸用土の回収で集めた
土を再生処理したリサイクル用土
を、回収会場で無料配布します。
▽時期 ４～６月、 ～ 月
▽配布数（先着順） １人につき
１袋（５リットル程度）
▽問合せ 園芸用土の回収は清掃
リサイクル課
ＴＥＬ
（５２４６）１０１８
リサイクル用土の配布は環境課
ＴＥＬ
（５２４６）１３２３

９）
田１
・保険証利用にご注意ください
ＴＥＬ
（３２５１）８２０１
職場の健康保険は保険証に記載
・
（墨田区押上１ １
されている「資格取得年月日」ま
２）ＴＥＬ
（６４５６）１９７２
たは「扶養認定年月日」から有効
▽問合せ
です。誤って国民健康保険証を使
東京都赤十字血液センター
って診療を受けた場合、区が負担
ＴＥＬ
（５２７２）３５２３
した医療費（総医療費の７～８割
分）を返還してもらうことになり
台 東 区「 患 者 の 声 」 相 談
ます。
窓口の受付日が変わりま
▽問合せ 国民健康保険課資格係
す
ＴＥＬ
（５２４６）１２５２
▽４月 日㈮まで 月～金曜日
国民健康保険料の納付は
午前９時～午後５時（祝日・年
便利な口座振替をご利用
末年始を除く）
ください
▽４月 日㈪から 月・水・金曜
口座振替は、金融機関の口座か
日 午前９時～午後５時（祝日
ら自動的に納付する方法で、納め
・年末年始を除く）
忘れがありません。ぜひお申込み
▽相談専用電話番号
ＴＥＬ
（３８４７）９４１５
ください。令和３年度全期分の一
※詳しくは区ＨＰをご覧になるか、 括振替もできます。一括振替をご
希望の方は５月 日㈪までにお申
込みください。詳しくは、左記へ
左記へお問合せください。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
ＴＥＬ
（３８４７）９４１６

−
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族
▽受付日時 月～土曜日午前 時
～午後６時
▽費用
・電話相談および訪問・来所相談
無料（回数制限あり）
・
「居場所」 利用料の半額を補助
※ 歳以上の方でも都の相談窓口

5月19日㈬午後1時30分～3時10分 台東保健所

職種 臨時的任用教員（幼稚園） 対象 幼稚園教諭普通免許状を現に有する者 勤務地 23区の
区立幼稚園
（大田・足立区を除く） 面接実施日（応募期間）5月11日㈫（4月23日㈮～5月6日㈭）
、
6月15日㈫・16日㈬（5月20日㈭～6月9日㈬）
、7月13日㈫（6月24日㈭～7月7日㈬）
、8月
17日㈫（7月29日㈭～8月10日㈫）
、9月14日㈫（8月26日㈭～9月8日㈬）
、10月12日㈫（9
月24日㈮～10月7日㈭）※事前電話予約が必要 申込締切時間 インターネット
は午後5時受信有効、郵送は当日消印有効 申込書配布場所 各区教育委員会事
務局（台東区は区役所6階①番指導課）か右記問合せ先 問合せ 〒102－
0072 千代田区飯田橋3－5－1東京区政会館17階 特別区人事・厚生事務組
合教育委員会事務局人事企画課採用選考担当 TEL （5210）9857

問合せ

−

国民健康保険の加入者が新しく

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。

5月18日㈫午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター

30

19

場所

●1～3か月児の育児相談
日時

20

月以内に重度訪問介護事業者ま
たは同行援護事業者と雇用契約
を結び、区内の重度訪問介護事
業所または同行援護事業所に職
員として３か月以上継続して就
労している ②区内の重度訪問
介護事業所または同行援護事業
所に職員として３か月以上継続
して就労している

内容 身体測定・保健師等の相談

持ち物

母子健康手帳

30

育児相談（予約制）

F

14

家庭で不要となった鉢植え等の

10

39

10

23

職場の健康保険に加入した時や、

40

F
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a
k
−
i
16 b
−
a

f
e
e
l
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第 1275 号
（5） 令和3（2021）年 4月20日

広報

【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〉

広報

令和3（2021）年 4月20日
ンします。

日程（全8回） 6月9日～8月

第 1275 号 （6）

後1時30分～3時30分 （受付は1時10分

4日の水曜日（7月7日を除く）

～3時）場所 台東区民会館9階

時間 Aクラスは午後4時30分～5時30分、

持ち物 面接希望数の履歴書・職務経歴書

Bクラスは5時30分～6時30分 対象 区内

問合せ ハローワーク上野

在住か在学の方 定員 各40人（抽選）

TEL （3847）8609 31#
台東区産業振興課 TEL （5246）1152

講師 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱
費用 8,500円（8回分・保険料・利用料

含む） 申込方法 往復はがき（1人1枚）
に教室名・住所・氏名・電話番号・泳力

くらしに役立つ講座「初めての
資産運用 投資信託ってなに?」

レベルを書いて下記問合せ先へ※往復は

投資信託のしくみ、種類や特徴、リスクな

がき返信後、来館手続きがあり

ど基礎知識を学ぶ講座です。

申込締切日 5月12日㈬（必着）

26日㈬午後2時～3時30分

場所・問合せ 〒110－0015

生涯学習センター301研修室

台東区東上

野6－16－8 清島温水プール

日時 5月

場所 台東区
対象 区内

在住か在勤（学）の方 定員 25人（先着順）

TEL （3842）5353

講師 NPO法人 金融と証券を学習する会

来食サービス（いきいきランチ）

申込方法 住所・氏名・電話番号・ファック

名・所在地を電話かファックスで下記問合

の管理栄養士が考えた、栄養バランスのと

せ先へ（電子申請可） 問合せ くらしの相

れた食事を提供します。 日時 月～金曜

談課 TEL （5246）1144

日（祝日・年末年始を除く）正午～午後2時

FAX （5246）1139

対象 区内在住か在勤の60歳以上の方
定員 20人（先着順） 費用 555円

無料建築相談

申込方法 下記問合せ先で配布する申込用

日時 5月13日㈭午後1時～4時

紙に記入し提出

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

持ち物 本人確認できる

物（健康保険証等） 問合せ みのわ高齢者

北海道鹿追町

TEL （5246）1468

TEL （5603）2245

〈5月〉
14～16日

台東まちかど面接会

三社祭（浅草神社）
、小野照崎

神社大祭（小野照崎神社）
19～24日

さつきフェスティバル（上野

公園噴水前広場）
24日

五條天神社例大祭（五條天神社）

主に区内で働くことができる求人企業約

29・30日

10社が参加します。 日時 5月19日㈬午

社周辺）

お富士さんの植木市（浅間神

省エネ機器等の導入に対して
助成を行っています
住宅や事業所へ省エネ効果のある機器等を導入する場合、助成を行っています。機
器をお得に導入し、省エネに取り組みましょう。
※必ず工事前に申請してください。
※申請方法等、詳しくは区ＨＰをご覧になるか、下記へお問合せください。
期間 通年受付（予算が無くなり次第、受付終了） 対象 区内の建物に導入する方
問合せ 環境課 TEL （5246）1281
助成対象
家庭用燃料電池（エネファー
ム）設置
共同住宅共用部用LED照明
改修
省エネ効果が認められる機
器への入れ替え（※1）

助成金額

住宅

事業所

14万円（1台まで）

○

×

工事費用（税抜）×20％（上限30万円）
※共同住宅のみ

○

×

工事費用（税抜）×20％（上限30万円）

×

○

出力1キロワットあたり5万円（戸建住
宅 上限20万円）
（共同住宅共用部・事
○
○
業所 上限50万円）
最大蓄電容量１キロワット時あたり1万
〇
×
家庭用蓄電池システム
円（上限10万円）
高反射率塗料施工
工事費用（税抜）×20％（上限15万円） ○
○
窓、
外壁等の遮熱・断熱改修 工事費用（税抜）×20％（上限15万円） ○
○
本体、
付属機器の購入費および設置費
雨水タンク設置
用の合計（税抜）×50％（1台の上限5
○
○
万円、2台まで申請可）
①1平方メートルあたり2万円×助成対象
屋上緑化（建物の屋上を緑化
面積 ②工事費用（税抜）×50％※①と
○
○
する場合）
（※2）
②のうち金額の低い方（上限30万円）
壁面緑化（建物の壁面にネッ ①1平方メートルあたり5千円×助成対象
○
○
ト等を取り付け、つる性植物 面積 ②工事費用（税抜）×50％※①と
②のうち金額の低い方（上限15万円）
等で緑化する場合）
（※2）
地先緑化（建物の周り等に植 ①1メートルあたり1万円×助成対象緑化
○
○
込地を作り、樹木を植える場 延長 ②工事費用（税抜）×50％※①と
②のうち金額の低い方（上限10万円）
合）
（※2）
民間貸駐車場緑化（駐車場に ①1平方メートルあたり1万円×助成対象
○
○
植込地を作り、緑化をする場 面積 ②工事費用（税抜）×50％※①と
②のうち金額の低い方（上限10万円）
合）
（※2）
①1平方メートルあたり3万円×助成対象
プランター設置（玄関先や店
面積 ②助成対象経費（※3）
（税抜）×
○
○
先に花や緑を植えたプラン
50％※①と②のうち金額の低い方（上
ターを置く場合）
（※3）
限5万円）
（※1）空調機器や照明器具等、幅広い機器が対象。詳しくは上記へお問合せください。
（※2）緑化の助成金を複数受ける場合、上限は50万円。台東区みどりの条例の適用を受
ける緑化計画届出範囲内の工事は対象外。
（※3）プランター等容器・花苗・土・肥料の購入費等が対象。
太陽光発電システム設置

茨城県筑西市

滋賀県長浜市

「ふるさと交流ショップ 台東」
4～5月出店自治体をご紹介します！

在宅サービスセンター

講 座・相 談 会 など

3月25・31日に、北海道鹿追町、茨城県筑西市、滋賀県長浜市と2つの協定をオン
ラインにより締結しました。
●特定分野における連携に関する協定 互いの持つ資源や特長、先進的な技術などを
活かしながら連携、協力することで互いの都市の活性化につなげていくものです。
連携期間 4月1日～7年3月31日（4年間） 連携分野 北海道鹿追町（産業、環境）
、茨
城県筑西市（産業）
、滋賀県長浜市（文化、観光、産業）
●災害時相互応援協定 震災など大規模災害が発生した場合において、連携都市である
3都市との間で、応急対応や復旧措置等について、互いに協力し合う仕組みを築くもの
です。 問合せ 特定分野における連携に関する協定 都市交流課 TEL （5246）1016
災害時相互応援協定 危機・災害対策課 TEL （5246）1093

ス番号、在勤（学）の方は勤務先（学校）

特別養護老人ホーム・デイサービスの施設

場所 三ノ輪福祉センター2階レストラン

北海道鹿追町、
茨城県筑西市、
滋賀県長浜市と
「特定分野における連携に関する協定」
および
「災害時相互応援協定」
を締結しました

●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

4月22日㈭～27日㈫

千束通商店街

4月29日㈷～5月4日㈷

愛媛県大洲市

5月6日㈭～11日㈫

青森県青森市

5月13日㈭～18日㈫

千束通商店街

5月20日㈭～25日㈫

茨城県筑西市

問合せ

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

台東区芸術文化支援制度
アートプラン募集
対象 積極的に芸術文化活動を行いたいと考えている個人・団体 募集企画 文化のま
ち台東区にふさわしく、魅力あふれ、斬新な表現の創造や発展につながる、芸術文化
に関わる企画 企画の条件 次の条件を満たす企画 ①台東区にふさわしく、区が支援
する意義がある ②9月～4年3月15日㈫に実施 ③この支援がないと実施困難 ④
原則、プロのアーティストが関わる ⑤区民等の鑑賞または参加の機会が提供される
⑥コロナ禍でも実現可能、コロナ禍を機に生み出された新しい取り組みである ⑦感
染症拡大防止の各種ガイドライン等を遵守している 支援内容 ①限度額180万円の
経費助成 ②台東区および台東区アートアドバイザーによる助言等のサポート
募集案内・申請書 区HPからダウンロード可 申請方法 申請書と必要書類を下記問合
せ先へ郵送 申込締切日 5月31日㈪（必着） 問合せ 〒110－8615 台東区役所文
化振興課 TEL （5246）1328

コンポスト容器・家庭用生ごみ処理機の
購入費を一部助成しています
（抽選）
本年度分の助成事業は、多数の申請が見込まれるため、抽選で助成金交付者を決定
（生ごみを堆肥にする容器）
、
家庭用生ごみ処理機
（ディ
します。 対象 コンポスト容器
助成額
購入価格（消費税含む）の２分の１（コンポスト容器
スポーザー式を除く）
は上限10,000円、家庭用生ごみ処理機は上限25,000円） 申込方法 住所・氏名・
電話番号・購入理由・購入予定機種・価格（税込）を書いて下記問合せ先へ郵送か電
子メールで申込み 申込締切日 5月7日㈮（消印有効）※要件等、詳しくは区HPをご
覧になるか下記へお問合せください。 問合せ 〒110－8615 台東区役所清掃リ
サイクル課 TEL （5246）1018 Eメール seisou@city.taito.tokyo.jp
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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・延期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。

催 し も の など
「台東区産業フェア2021」出展
者募集

対象 区内在住か在勤の方

定員 10人（抽

念館は午前9時～午後4時30分、そのほか

店

選） 費用 10,000円（10回分・別途消耗
品代5,000円程度） 申込方法 往復はがき

の館は午前9時30分～午後4時30分※い

は会HPから予約で1,500円

ふりがな

ずれの施設も入館は閉館時間の30分前ま

出店料 ①1,500円

②2,000円※区民

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く）

に講座名・住所・氏名・年代・電話番号、

で※詳しくは、
各施設へお問合せください。

①里彩くるカエル倶楽部（午前8時～午後4

在勤の方は勤務先名・所在地を書いて下記

問合せ 朝倉彫塑館 TEL （3821）4549、

時） TEL 090（3068）3534

問合せ先へ

下町風俗資料館 TEL （3823）7451、

②リサイクル推進友の会（午前10時～午後
4時） TEL （3412）6857※会HPか当日

申込締切日 5月15日㈯（必着）

区内中小企業の商談・販売・企業PR・事

●第1回革小物 手作り教室 革で巾着を

一葉記念館 TEL （3873）0004、旧東

業者間交流の場として開催する展示商談会

つくります 日時 6月12日㈯午後1時30分

京音楽学校奏楽堂 TEL （3824）1988、

会場で申込み

です。

～3時30分 対象 区内在住か在勤（学）の

書道博物館 TEL （3872）2645、台東

問合せ 台東区清掃リサイクル課

10時～午後5時、搬入日は20日㈬

小学5年生以上の方※小学生は保護者同伴

区芸術文化財団 TEL （5828）7591

TEL （5246）1291

場所 東京都立産業貿易センター台東館（台

東区花川戸2－6－5） 対象 原則として区

定員 10人（抽選） 講師 須田達弥（もの
づくり工房） 費用 １,000円（勤労者サー

内に事業所を有する中小企業

ビスセンター会員は500円） 申込方法 往

出展料（予定）2日間で1小間10,000円

復はがきに講座名・住所・氏名・年代・電

日時 6月5日㈯午後1時

日時 10月21日㈭・22日㈮午前

ふりがな

花とみどりの園芸講習会
「夏を楽しむ寄せ植えを作ろう」
場所 区役所10階

●子供用品限定 ひまわりフリーマーケッ
ト出店者募集 日時 6月27日㈰午前10時
～午後2時

出店数 23店（抽選）※区内

在住の方優先

申込方法 住所・氏名・年齢

申込方法 台東区産業フェアHPから申込む

話番号、在勤の方は勤務先名・所在地、会

会議室 対象 区内在住か在勤（学）の方

・電話番号・子供の年齢をメールか直接下

か、申込書（下記問合せ先へ請求）に記入

員の方は会員番号を書いて下記問合せ先へ

定員 10人（抽選） 講師 樺澤智江氏（日

記問合せ先へ※電話での申込不可、営業関

しファックスで申込み

申込締切日 5月22日㈯

本家庭園芸普及協会公認グリーンアドバイ

係の方の出店不可

ザー） 費用 2,000円（材料費）

日㈪午後6時※出店決定者のみ出店票を送

申込方法 はがき（1人1枚）に催し名・住所

付

・氏名・年齢・電話番号を書いて下記問

リサイクル活動室 TEL （3866）8185

問合せ 産業振興

課 TEL （5246）1143
FAX （5246）1139

朝倉彫塑館からお知らせ
●特別展「Enjoy sports 朝倉文夫の
1964年」 期間 5月30日㈰まで

◆ 以降上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒111－0023

台東区橋場

1－36－2 産業研修センター

合せ先へ（電子申請可） 申込締切日 5月

TEL （3872）6780

初心者のためのスポーツ教室
（卓球）

開館時間 午前9時30分～午後4時30分（入

期間（全7回） 5月21日～7月9日の金曜日

館は4時まで） 入館料 一般500円、小中

時間 午後7時～9時 対象 区内在住か在勤
（学）の高校生以上の方 定員 30人（先着

高生250円※入館時は靴を脱ぎ靴下着用

申込締切日時 5月24

場所・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

Eメール trnet@jcom.home.ne.jp

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

17日㈪（必着）
問合せ 〒110－8615

台東区役所環境

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換
コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

課 TEL （5246）1323

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

リサイクル

パネルに掲示しています。
ゆずります 小型冷蔵庫、自転車（12イ

休館日 月・木曜日（祝休日の場合は翌日）

順） 持ち物 運動着、室内履き

●リサイクル活動室出前講座「手拭いを利

ンチ、16インチ）
、ベビーカー（A型）
、

※4月29日㈷、5月1日㈯～5日㈷は開館

申込期間 4月20日㈫～5月11日㈫

用したミニトートづくり」 日時 5月15日

鳥かご、化粧台 ほか

し、4月30日㈮、5月6日㈭・7日㈮は休

場所・申込み・問合せ 台東リバーサイドス

㈯午後2時～4時 場所 上野区民館301会

※上記は4月1日現在の情報です。詳しく

議室

は、下記へお問合せください。

館します。

場所・問合せ 朝倉彫塑館

TEL （3821）4549

産業研修センターの催し

ポーツセンター TEL （3872）3181

区立文化施設「国際博物館の日」
入館無料デー
国際博物館の日を記念して、5月18日㈫

定員 7人（先着順） 費用 200円（材

料費） 申込み・問合せ 環境ふれあい館ひ

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

まわり TEL （3866）8050

ルショップ TEL （3866）8361

●フリーマーケット出店者募集

清島温水プール 水泳教室

●革製品のリメイクと染色教室

は朝倉彫塑館、下町風俗資料館、一葉記念

日時 ①5月23日㈰午前8時～午後5時 ②
30日㈰午前10時～午後4時 場所 花川戸

期間（全10回）6月5日～11月20日の土
曜日 時間 午後1時30分～4時30分

館、旧東京音楽学校奏楽堂、書道博物館が

公園※車での来場不可、天候により中止の

●第2期 ジュニア水泳教室 水慣れから4

無料で入館できます。

場合あり

泳法まで、学年・泳力別にグループレッス

開館時間 一葉記

出店数（予定）①10店

都営住宅入居者募集
（東京都公募）
募集住宅 家族向・単身者向等（抽選方式） 申込書配布期間 5月６日㈭～14日㈮（閉
庁日を除く） 申込書配布場所 区役所１階戸籍住民サービス課･ ５階⑩番住宅課、区民
事務所・同分室、地区センター※東京都住宅供給公社ＨＰからダウンロード可
申込先・問合せ 東京都住宅供給公社都営住宅募集センター TEL （3498）8894
問合せ テレホンサービス TEL （6418）5571 台東区住宅課 TEL （5246）1367

②40

人間ドック
（日帰り）
受診者に
検査料金の一部を補助します
対象 台東区の国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者で、申込み日現在35歳
以上の、2年度分まで保険料を完納した方（妊娠中の方を除く） 受診場所 区内の指

定医療機関（下表のとおり） 補助額 契約検査料金（医療機関によって異なる。おお
むね4～5万円）のうち2万円（年度内1回）※受診の2週間前までに申込みが必要です。
詳しくは、右記へお問合せください。

台東区文化・スポーツ奨励賞を贈りました
この賞は、優れた文化・スポーツ活動等により、広く台東区の文化およびスポー
ツの振興に寄与し、将来の活躍が期待される方に対して贈るものです。
●受賞者
・茂木秀人イファインさん（
「第99回全国高等学校サッカー選手権大会」優勝）
▷問合せ 総務課 TEL （5246）1052

申込み・問合せ 国民健康保険課庶務係（区

役所2階⑬番） TEL （5246）1251

医療機関名
永寿総合健診・予防医療センター

住所
東上野3−3−3
プラチナビル2階

電話番号
TEL （3833）7351

オリエンタル上野健診センター 上野1−20−11

TEL （5816）0720

鶯谷健診センター

根岸2−19−19

TEL （3873）9161

田村胃腸科外科

竜泉3−42−11

TEL （3874）9981

東京トータルライフクリニック

雷門2−6−3
ユニカ雷門ビル2階

TEL （5806）9871

あさくさ雷門前クリニック

雷門2−11−8

TEL （5827）2700

浅草寺病院

浅草2−30−17

TEL （3841）3330

浅草クリニック

浅草4−11−6

TEL （3876）3600

台東区立台東病院

千束3−20−5

TEL （5824）3540

哺育会浅草病院

今戸2−26−15

TEL （3876）1711

医の森クリニック浅草橋

浅草橋1－30－9
ヒューリック浅草橋
江戸通り4階

TEL （5809）3601

【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。

１歳児を対
象に申込書を
送 付 し ま す。
お 申 込 後、お
届けまでに１～
２か月程度を予

台東区町会連合会（小幡拓也会
長）の定例会が４月１日に開催さ
れ、次の件について区役所の担当
課から説明があり、協力していく
ことになりました。
新型コロナウイルスワクチン接
種スケジュール等について ほか
５件

野税務署）に開設しておりました
申告書作成会場は、終了していま
すのでご注意ください。

６ ３ 立川合同庁舎３階）
▽閲覧場所（休館日を除く）

境事務所管理課（立川市錦町４

る上で、必要な知識や技能等を有

▽申込締切日 ５月 日㈭（必着）
※募集人数等、詳しくは募集要項

で郵送

▽申込方法 申込書に記入し書留

する子育て支援員の養成研修です
（７月から順次開始、オンライン
で実施）
。
▽対象 区内在住か在勤の方
▽募集コース 地域保育コース

詳しくは、国税庁ＨＰをご覧に
中央図書館、西部区民事務所谷
なるか、各税務署にお問合せくだ
中分室、中央図書館谷中分室
さい。
・都民の意見を聞く会
※相談の際に検温を実施しており、 ▽日時 ７月１日㈭午前 時
・５度以上の発熱が認められ ▽場所 ふらっとにっぽり３階多

る場合は、相談をお断りさせて
目的スペース（荒川区東日暮里
いただきます。体調のすぐれな
６）
６
い方は、来署をお控えください。 ▽申込方法 当日直接会場へ

（区役所６階⑥番子育て・若者
支援課・同⑧番児童保育課で配

布）または東京都福祉保健財団
ＨＰをご覧ください。
▽問合せ （公財）東京都福祉保

健財団
ＴＥＬ
（３３４４）８５３３
本研修制度全般については

東京都福祉保健局計画課
ＴＥＬ
（５３２０）４１２１

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。

区民プロデューサー
募集
台東区制作番組（ケーブル
テレビ）では、区民に親しま
れる番組づくりを進めるため、
区民の皆さんから番組企画を
募集し、それをもとに番組制
作を行う「区民プロデューサ
ー」を募集します。応募申請
書、企画書、撮影計画書をも
とに選考の上、決定します。
▽申 込 締 切 日 ５月 日 ㈮

11

20

15

25

金婚は結婚 周年（ダイヤモ
ンド婚は 周年）を迎えるご夫
婦で、３年２月までに申請した
方を掲載しています（申請順・
敬称略）
。
掲載を希望する方は、左記へ
ご連絡ください。
▽申込み・問合せ 高齢福祉課
（区役所２階⑥番 )
ＴＥＬ
（５２４６）１２２１

13

−

・納付が困難な方には猶予制度が ※公述人の申出がない場合は中止
あります
となりますので、事前にお問合
新型コロナウイルス感染症の影
せください。
●東京都出産応援事業
響により、国税を一時に納付する ・都民の意見を聞く会公述人募集
カタログ用 ことができない場合、納税者の方
対象の家庭に
１人 分以内で環境保全の見地
ギフトカードを郵送します。 万 の状況に応じた猶予制度をご案内 から意見を述べてもらいます。
円相当の育児用品や子育て支援サ します。お早めに所轄の税務署 ▽定員
人程度（抽選）
ービスを選べます。
（徴収担当）にご相談ください。
▽申込方法 事業名・氏名・住所
▽対象 次のいずれかに該当する ▽問合せ 東京上野税務署
および電話番号（法人その他の
世帯
ＴＥＬ
（３８２１）９００１㈹
団体は、名称・代表者の氏名お
①３年１月１日～３月 日に出産
浅草税務署
よび都内にある事務所または事
し、出生日および３年４月１日
ＴＥＬ
（３８６２）７１１１㈹
業所の所在地）
、環境保全の見
に都内に住民票がある
●「
（仮称）西日暮里駅前地区第
地からの意見を書いて、左記問
②３年４月１日～５年３月 日に 一種市街地再開発事業」について
合せ先へ郵送または持参（様式
出産し、出生日に都内に住民票 ・環境影響評価書案に係る見解書
自由）
がある
の縦覧・閲覧
▽申込期間 ５月６日㈭～ 日㈭
※１月１日以降出産した、基準日 ▽期間 ４月 日㈪～５月 日㈪
（消印有効）
に住民票のある世帯に、４月下
（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
）
８００１ 新宿
▽
問
合せ 〒
旬以降、順に発送します 特段 ▽時間 午前９時 分～午後４時
区西新宿２ ８ １ 東京都環
(
の手続きは不要です 。
分
境局環境政策課
)
※詳しくは、都ＨＰをご覧くださ ▽縦覧場所 区役所６階③番環境
ＴＥＬ
（５３８８）３４４１
い。
課、
東京都環境局環境政策課（新 ●東京都子育て支援員研修（第１
▽問合せ コールセンター
宿区西新宿２ ８ １ 都庁第 期）受講生募集
ＴＥＬ
０１２０（９２２）２８３
、東京都多摩環
二本庁舎 階）
子育て支援分野の業務に従事す
▽配送の問合せ 浅草保健相談セ
金婚・ダイヤモンド婚 おめでとうございます
17

（必着）

37

30

●金婚
・根本博・良子（橋場１）
・阿由葉久男・光代（根岸２）
・松本孝夫・陽子（蔵前４）
●ダイヤモンド婚
・光野英次・キサ（三筋１）
・竹内久雄・栄子（三筋２）
・和田豊司・和子（東上野６）
・本多一隆・登志（清川１）

−

10

31

で行っています。上野合同庁舎
（上

163

−

−

50

31

幼児用ヘルメット
無償配付します

令和3（2021）年 4月20日

−

−
17
−

60

30

−

26

19
−

W
E
B

ンター ＴＥＬ
（３８４４）８１７１
●４月 日以降の申告相談は事前
予約が必要です。
４月 日以降の申告相談につい
ては、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、原則として電話に
よる事前予約制となります。
入場整理券の当日配付およびＬ
ＩＮＥによる事前発行は行ってい
ません。
また、申告相談は所轄の税務署

16

16

21

※新型コロナウイルス感染症
の拡大状況によっては撮影
を見合わせる場合がありま
す。
※申込方法等、詳しくは区Ｈ
Ｐをご覧になるか、左記へ
お問合せください。
▽問合せ 広報課
ＴＥＬ
（５２４６）１０４１

5月9日～6月5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

※状況により、番組内容が変更に
なる場合があります。
◀YouTube 台東区公式チャンネ
ルは左記二次元コードからご覧
いただけます。

5月9～15日
●旧作品 ころばぬ先の健康体操＆脳トレ
B
Part①（20分）
●旧作品 ～重要文化財で聴く～ 弦楽アン
サンブル《TGS》コンサート 弦楽合奏で巡
C
る世界一周の旅（20分）

定 し て い ま す。
早めにお申込み

B

○ 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

ください。
※案内は対象者の誕生月翌月
に発送します。
▽対象 ３年度中に１歳にな

▷問合せ 広報課CATV担当 TEL （5246）1041

った区内在住の子供
▽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（ 円切手貼付）で郵送
▽問合せ 生活安全推進課
（区役所４階⑥番）
ＴＥＬ
（５２４６）１０４４

●旧作品 ウクレレファミリーコンサート
C
番外編 DAICHI ON STAGE（20分）

11ch
5・6月の区役所制作番組案内

84

5月16～22日
●（仮）台東区プロフェッショナル（20分）B
●旧作品 ころばぬ先の健康体操＆脳トレ Part
C
②（20分）
5月23～29日
●
「ましろのおと」と台東区 Part②
（14分） B
●(仮)お祭りアーカイブ Part①（20分）
午前9時34分
●旧作品 見たい知りたい文化財「東京文化会
館」Part①（6分）
午前9時54分
5月30日～6月5日
●(仮)お祭りアーカイブ Part②（20分） B
C
●旧作品 第36回浅草流鏑馬（20分）
5月2～8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
●たいとうタイムトラベル Part⑥（20分）
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