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住宅
まちづくり

住宅総合ガイドブックを配布
しています

　住宅に関する情報や制
度を中心にまとめたガイ
ドブックを配布しています。
▷配布場所　区役所5階

⑩番住宅課、区民事務
所・同分室、地区セン
ター（区HPでも閲覧可）
▷問合せ　住宅課 TEL（5246）1367

マンション管理・修繕相談員
派遣制度

　専門家（マンション管理士・一級建築士
・弁護士）を理事会等に派遣します（資料
代・会場費等は利用者負担）。
▷対象　①区内の分譲マンション管理組合
　②賃貸マンションを区内に所有する個人
▷派遣回数　同一年度内に4回（2時間）

まで
※利用後、派遣の結果報告の提出が必要
▷申込締切日　派遣を希望する日の3週間

前
※詳しくは、下記問合せ先で配布するパン

フレットまたは区HPをご覧ください。
▷問合せ　住宅課（区役所５階⑩番）　
　 TEL（5246）9028

台東区住宅修繕資金融資あっ
せん制度

　区が住宅リフォーム資金の融資を指定の
金融機関にあっせんし、利子の一部を負担
します。
▷対象住宅　区内にある自身が居住するた

めの住宅で、居住部分の床面積が280
平方メートル以下（賃貸住宅や店舗、事
務所を除く）　
▷主な申込資格　
①区内に1年以上住所を有する20歳以上

の方で、返済完了時の年齢が75歳未満
②世帯全員が住民税を滞納していない
③融資金の返済および利子の支払いに十分

な能力があり、金融機関の定める保証
を受ける（保証料は申込者負担）

※現在本融資を受け、返済している場合は

申込みできません。
▷融資あっせん額　工事費の80パーセン

ト以内で、10万円以上500万円以内
※返済期間は申込金額により異なる。
▷利率　3年度契約利率1パーセント（本

人負担0.5パーセント、区負担0.5パー
セント）
▷申込期限　工事着手1か月前
※工事着手後の申込不可
※詳しくは、下記問合せ先で配布するパン

フレットまたは区HPをご覧ください。
▷問合せ　住宅課（区役所5階⑩番）
　 TEL（5246）1217

都営住宅入居者募集
（東京都公募）
▷募集住宅　家族向（ポイント方式）、単

身者向・シルバーピア（抽せん方式）
※申込みできる世帯が限定されていま
す。詳しくは下記へお問合せください。
▷申込書配布期間　2月1日㈫～9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
▷申込み・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

健康

ヒトパピローマウイルス予防
接種について

　4月1日㈮から予防接種の積極的勧奨が
再開されます。4年度に13～16歳になる
女子に案内を送付予定です。また、積極
的な勧奨の差控えにより接種機会を逃し
た方（平成9～17年度生まれの女子）に
対しては公費による接種機会が設けられ
る予定です。詳しくは、決まり次第お知
らせします。
▷問合せ　台東保健所保健予防課
　 TEL（3847）9471

4年度台東区食品衛生監視指
導計画（案）へのご意見募集

　4年度の台東区食品衛生監視指導計画
（案）を公表しています。皆さんのご意見
・ご質問をお寄せください。
▷閲覧・意見提出用紙配布場所　区役所3

階⑦番区政情報コーナー、台東保健所、
浅草保健相談センター、区民事務所（区
HPでも閲覧可）
▷提出締切日　2月18日㈮
▷問合せ　台東保健所生活衛生課
　 TEL（3847）9466

善意の献血ありがとうござい
ます

　区内在住で献血回数が50回に達した方、
以後50回ごとの回数に達した方に献血功
労者として、感謝状と記念品を贈呈してい
ます。今回、次の方に贈呈しました。
　三田正則氏（浅草4丁目）　
　館農政仁氏（東上野4丁目）　
　50回以上献血された方は下記へご連絡
ください。
▷問合せ　台東保健所生活衛生課
　 TEL（3847）9401

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　2月25日㈮午前10時～正午（1

人20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、更年期

や月経障害・不妊などでお悩みの方
※医師とはオンライン相談です。
▷申込み・問合せ　台東保健所保健サービ

ス課
　 TEL（3847）9497

結露を防止しましょう～快適
な居住環境をめざして～

　冬は結露が発生しやすくなります。原因
は、室内の湿った空気が壁や窓ガラスなど
で冷やされて、空気中の水分が水滴となっ
て現れるものです。結露は、建材や壁紙を
傷めたり、カビを発生させたりします。
▷結露を防止するポイント　
①調理中や炊飯時は、必ず換気扇を回す
②入浴後は浴室の戸を閉め、浴室の換気

扇や窓を利用し換気する
③洗濯物を室内になるべく干さない
④夜間は室温が下がって結露が発生しや

すくなるので、就寝前に換気する
・室内環境診断を実施します

　保健所では、お住まいの室内空気環境調
査を実施し、快適な居住環境作りのアドバ
イスをしています。
▷調査内容　室内空気環境調査、水道水の

残留塩素濃度測定、ダニアレルゲン調
査等

※ダニアレルゲン調査については、新型コ
ロナウイルス感染防止のため、送付す
る検査キットにより、ご自身で検査で
きます。
▷申込み・問合せ　台東保健所生活衛生課
　 TEL（3847）9455

保険・年金

医療費通知を送付します

●国民健康保険・後期高齢者医療制度
　保険診療にかかる医療費等を記載してい
ます。受診内容等の確認や、健康管理、医
療費管理にご活用ください。
　国民健康保険に加入の方は2月上旬、後
期高齢者医療制度に加入の方は1月下旬に
送付します。
※加入している全ての方に送付するもので

はありません。
▷問合せ　国民健康保険課給付係
　 TEL（5246）1253　
　国民健康保険課後期高齢者医療係
　 TEL（5246）1254

新成人の皆さんへ
20歳になったら「国民年金」

　日本に住む20歳以上60歳未満の全ての
方は、就職して厚生年金・共済年金に加入
している方を除き、国民年金に加入し、保
険料を納めることになっています。
　国民年金は老後の生活の保障だけでなく、
万が一、病気やけがで障害が残ったときや、
一家の働き手が亡くなったときなど、あな
たや家族を守ってくれます。
　学生や収入が少なく納付が困難な方は、

「学生納付特例」や「納付猶予」などの保
険料の支払いを猶予する制度がありますの
で、年金の保険料の支払いが難しい方はご
相談ください。免除手続きが遅れたり、保
険料の納め忘れがあると障害基礎年金や遺
族基礎年金が受けられなくなったり、将来
の老齢基礎年金の額が少なくなります。詳
しくは、下記へお問合せください。
▷問合せ　区民課国民年金係
　 TEL（5246）1262

問合せ
〒110－8615　台東区役
所交通対策課自転車対策
担当 TEL  （5246） 1305

令和4年度
自転車置場利用者募集
▷利用期間　4年4月1日㈮～5年3月31

日㈮
▷利用手数料　年3,000円
▷申込方法　往復はがきの「往信」の裏

面に希望置場名（①～⑬）・住所・氏名
　・電話番号・区内に在勤（学）の方は、

勤務先（学校）名・所在地・区主催
の自転車安全利用講習会受講の有無、

「返信」の表面に住所・氏名を書いて、
右記問合せ先へ（抽選・電子申請可）

※法人は不可。1人1か所。往復はがき
以外・重複申込み・記入不備は無効。
記入不備についての問合せはお受け
しません。

※区主催の自転車安全利用講習会受講者、
区内在住の方を優先します。

※必要に応じて本人確認書類等で住所の
確認を行う場合があります。
▷申込締切日　2月1日㈫（当日受信・

消印有効）
※4月以降も空きがあれば、随時受付
※利用は申込者本人のみで、家族を含む

他者への譲渡、貸与等は不可

▷当落選通知発送日　3月1日㈫
▷名称（所在地）
①日暮里駅西口谷中霊園口（谷中7－

16先および21先）
※4年度中に谷中霊園口が閉鎖し、日暮

里駅西口と統合する可能性がありま
す。

②日暮里駅西口（谷中7－15地先）
③日暮里駅おもいやり自転車置場（JR

日暮里駅構内）
※65歳以上の高齢者および親子自転車

利用者限定
④三ノ輪（三ノ輪2－15地先）
⑤厩橋（駒形2－1地先）
⑥隅田公園（花川戸1－1）
⑦上野駅中央口前（上野7－1地先）
⑧上野駅浅草口前（上野7－3地先）
⑨上野駅地下鉄本社前(東上野3－19地

先）
⑩上野駅南（上野6－7地先）
⑪池之端（池之端1－1）
⑫上野駅西（上野6－16地先）
⑬上野駅東（東上野3－18地先）

2月の保健所・保健相談センター事業案内
実施会場

事業名 台東保健所 浅草保健相談センター

2歳児歯科健康診査
（予約制）

4日午後1時～2時
TEL  (3847) 9449

発達相談 （予約制）

8日 (個別) 午前8時45分～正午、
15日 (個別) 午前9時30分～10
時30分、 24日 (集団) 午前9時
50分～11時15分
 TEL  (3847) 9497

9日 (個別) 
午前9時30分～10時30分
TEL  (3844) 8172

産婦歯科健康診査
（予約制）

16日午前9時～10時
TEL  (3847) 9449

歯科衛生相談区内在
住の方 （予約制）

1･22日午後1時30分～2時30分
TEL  (3847) 9449

3･17日午後1時30分～2時30分
※予約は左記

こころの健康相談
区内在住・在勤の方
(予約制・前日までに)

2日午後3時～4時30分、 9日午前
10時30分～正午
TEL  (3847) 9497

1日午前9時30分～11時、 7 ･ 28
日午後1時15分～2時45分
TEL  (3844) 8172

発達障害個別相談 
（成人向け・予約制）

9･22日午前9時30分～11時30分
TEL  (3847) 9405

HIV即日検査
（予約制・採血）

9日午後1時～2時30分
予約専用電話 TEL  (3843) 5751

栄養相談 （予約制）
8日午前10時～正午、 17 ･ 21日
午前10時～午後3時30分
TEL  (3847) 9440

ハローベビー学級
（両親学級 ・ 予約制）

日程等、 詳しくは区HP をご覧ください。
浅草保健相談センター TEL  （3844） 8177


