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予算総額は1,525億1,136万円（前年度比0.1％増）、一般会計は1,059億円（前年度比0.4％減）になりました。
予算案は、2月9日から開会している令和4年第1回区議会定例会で審議されています。
主な事業は下記のとおりです（金額は千円単位を四捨五入）。

～コロナ克服～ 明るい未来のための5つの取組み

商談会のイメージ

予算案がまとまりました

●子育て短期支援	 3,958万円
　ショートステイ事業の利用対象年齢
を拡大するとともに、新たに緊急ショー
トステイ事業を実施する。

●養育費受け取り支援	 31万円
　ひとり親家庭の安定した生活を支え
るため、「子供の養育プラン」の作成
支援や公正証書作成に係る手数料等
補助の支援を実施する。

●かがやき長寿ひろば入谷
	 1,464万円
　高齢者の介護予防や社会参加の機
会充実を図るため、改築後の入谷区民
館を活用して、出張型の介護予防・社
会参加推進モデル事業を実施する。

●高齢者自立支援用具給付
	 1,543万円
　コミュニケーションロボット（テレビ
電話等機能付通信ロボット）の購入費
用の一部を助成し、離れて暮らす家族
等とのコミュニケーションを支援する。

●高齢者虐待等防止/障害者相談支援
・虐待防止	 3,730万円
　高齢者・障害者に対する虐待の問題
解決や未然・再発防止のため、普及啓
発および虐待防止アドバイザーの知見
を活かした支援を実施する。

VR疑似体験のイメージ

●福祉のまちづくり推進	 411万円
　心のバリアフリーの普及啓発のた
め、VRを活用した発達障害の見え方
・聞こえ方の疑似体験を区立中学校に
おいて実施する。

●区有施設省電力型照明整備
	 2億8,591万円
　二酸化炭素の排出量削減を促進す
るため、区有施設の照明設備を省電力
型照明（LED）に更新する。

脱炭素社会の実現4

●プラスチック資源のリサイクル
	 787万円
　プラスチックの分別回収を区内全域
で実施するために、モデル事業を区内
の一部で行い、分別方法のわかりやす
い周知の手法等を検証する。

●経営相談	 3,579万円
●企業・人材育成支援	 4,431万円
　SDGs等の新たな取り組みを後押し
するため、相談、助成支援、アフターフォ
ローまでの一貫したパッケージ支援を
行う。

まちの活力を取り戻す5

●中小企業グループ地域力向上支援
	 320万円
　区内の多種多様な中小企業がグルー
プを組んで行う、賑わいにつながる事
業等の経費の一部を助成し、地域の活
性化を図る。

●ホテル旅館等誘客支援	 514万円
　区内での宿泊を伴う旅行の商品化に
向けた国内旅行代理店向けの視察ツ
アーや商談会を実施するとともに、ホ
テル・コンシェルジュ等を対象に区内の
文化体験や観光施設を紹介するツアー
を実施する。

石組の設置イメージ 

●上野広小路三橋遺構活用展示
	 2,777万円
　本区に息づく江戸文化を広く発信す
るため、江戸時代の石組水路遺構で出
土した実際の石材・木材を用いて、石
組の半面を再現する。

●台東区コレクション展	 1,000万円
　台東区長賞作品を公開する展覧会
「台東区コレクション展」を令和5年5
月に開催する。

●公民連携まちづくりの推進
	 1,777万円
　「（仮称）まちづくり誘導方針」を策
定するほか、地域のまちづくりに対す
る機運醸成や活動に対する支援を実施
するなど、民間と行政のパートナーシッ
プで取り組むまちづくりを推進する。

●スポーツの祭典	 766万円
　東京2020大会のレガシーを創出し、
更なるスポーツ振興を図るため、オリン
ピック・パラリンピック競技種目等のさ
まざまなスポーツを体験できるスポー
ツイベントを開催する。

●患者発生時防疫措置	2億9,851万円
　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やPCRセ
ンターの運営、自宅療養支援など適切
な医療・検査体制を確保する。

区民の生命と健康を守る1

●特別養護老人ホーム等新規入所者
PCR検査/高齢者・障害者施設利用者
及び従事者等PCR検査	 2,505万円
　新型コロナウイルス感染症対策とし
て、区内の特別養護老人ホームの入所
予定者や高齢者・障害者施設利用者、
従事者等にPCR検査を実施する。

●在宅要介護者等受入体制整備　
	 1,864万円
　在宅で高齢者・障害者・児童等を介
護・養育する家族等が新型コロナウイ
ルス感染症に罹

り

患した場合に備え、在
宅要介護者や児童等が生活を継続で
き、罹

り

患した家族が安心して療養に専
念できる環境を整える。

●私立幼稚園・こども園・保育所等
感染症対策補助	 6,283万円
　私立幼稚園・こども園・保育所等に
対し、感染症対策の徹底に要する経費
を補助する。

区民の生活を支える2
●おやこサポート・ネットワーク
	 284万円
　子育て家庭の育児不安や孤立感を
軽減するため、家庭訪問型子育て支援
（おやこほっとサポート）を、内容を拡
充して実施する。

おやこほっとサポートの様子

●BPR等による業務改善
	 6,317万円
　区役所業務におけるBPR（業務フロ
ーの見直し）を推進すると共に、RPA、
AI等を活用した業務の効率化を促進
する。

行政のデジタル化3

●区立保育所・こども園保育業務シス
テム導入	 5,553万円
　保育業務のデジタル化により、保護
者の利便性向上と業務の効率化を図
り、空いた時間で園児との触れ合いな
ど、保育の質を高める。

予算額の内訳は
3面をご覧ください。

令和4年度

SDGs（持続可能な開発目標）とは、
「誰一人取り残さない」持続可能で
多様性と包摂性のある社会の実現
を目指す国際目標です。
台東区はSDGsを支援しています。



区の世帯と人口 124,254世帯（前月比＋73世帯）世 帯 数 203,775人（前月比＋66人）人 　 口

2　令和4（2022）年2月20日 広報

  【2月1日現在】
※住民基本台帳による

令和4年第1回区議会定例会区長所信表明《要旨》

新型コロナウイルスワクチンは接種券が届き次第予約できます
積極的なワクチン接種を！

まん延防止等重点措置期間中  自分や家族を守るためにも、1人1人が感染対策の徹底をお願いします

はじめに

　ワクチン接種が進み、一時は感染者数
が大きく減少しましたが、オミクロン株
の発生で想定を遥かに超えるスピードで
感染が急拡大し、現在も感染者が増え続
けています。医療の逼迫に加え、企業活
動や様々なサービスが休止・縮小を余儀
なくされるなど、社会経済活動に再び大
きな影響が及んでいます。
　ワクチンの追加接種については、接種
期間を6か月に前倒しし、希望する全て
の区民が一日でも早く接種を終えられる
よう体制を確保しています。さらに、5
歳から11歳までの小児を対象としたワ
クチン接種についても、3月からの接種
開始に向け準備を進めています。また、
先月26日より、区内ホテルのご協力を
いただき、区立台東病院が医療提供を行
う宿泊療養施設を開設しました。
　この危機を乗り越えるため、今一度、
区民の皆様一人ひとりに、感染予防対策
を徹底していただきますよう切にお願い
申し上げます。
　継続して感染症対策に取り組む一方で、
区民や事業者の皆様が希望と活力にあふ
れた明るい未来を描けるよう、持続的な
発展に向けて施策を展開していく必要が
あります。新型コロナウイルス感染症と
いう未曾有の危機の中にあっても、私は
本区が持つ「ひと」と「まち」の力を結
集し、未来に向けた長期的な視点に立ち、
引き続き全力で区政運営に邁進してまい
ります。

観光と産業に関する
今後の取り組みについて

　未だインバウンド需要の回復の兆しは
見えず、また国内需要も感染状況に応じ
て大きく変動することから、観光関連産
業は先の見えない苦境に立たされていま
す。そこで、施策を戦略的に体系化した

「台東区の観光復活に向けた方針」を策
定し、まちの活力を取り戻し、観光の持
続的な発展につなげてまいります。
　地域経済の中核を担う中小企業を取り
巻く環境は依然として厳しく、コロナ後
を見据えて、生産性の向上や経営基盤の
強化を支援していく必要があります。そ

こで、区内産業を守り、成長に向けた機
運が途切れることのないよう、「台東区
産業振興推進方針」を策定します。
　私は、本区が誇る観光と産業の力を活
かすことで、活力に満ち溢れた台東区を
取り戻し、地域活性化の好循環に向けた
歩みを進めてまいります。

脱炭素社会の実現について

　近年、国内外で豪雨や猛暑など異常気
象が頻発し、気象災害が激甚化していま
す。このまま地球温暖化が進行すると、
気象災害のリスクが一層高まる恐れがあ
り、気候変動への対応は喫緊の課題です。
　そこで、本区においても、2050年ま
でに二酸化炭素排出量を実質ゼロとする、

「ゼロカーボンシティ」を目指し、脱炭
素社会に向けた取り組みを進めてまいり
ます。具体的には、プラスチックの資源
化に向けて、区内の一部で分別収集を行
い、区内全域での実施に向けた検証を行
います。また、区有施設における省電力
型の照明整備の取り組みを加速化します。
　来年度は、環境基本計画の改定に着手
するとともに、「ゼロカーボンシティ」
の実現に向けた施策を推進し、住む人、
働く人、訪れる人にとって魅力のある持
続可能なまちを、未来へ継承してまいり
ます。

令和4年度予算案について

　区の財政状況について、歳入では、特
別区民税や特別区交付金の増を見込んで
いますが、区民生活や景気動向は感染症
の影響を受けることから、予断を許さな
い状況です。一方、歳出では、増大し続
ける様々な行政需要を抱えています。
　こうした状況にあっても、コロナ禍に
おける新たな課題や社会経済状況への変
化に積極的に対応し、「世界に輝く　ひ
と まち　たいとう」の実現を力強く推し
進めていかなければなりません。そのた
め、不安を抱える子育て家庭や高齢者へ
の支援をはじめとした区民生活を支える
取り組みや、行政のデジタル化や脱炭素
社会の実現に向けた取り組みなどの施策
を推進してまいります。また、中・長期
的な視点に立ち、持続可能な財政運営が
推進できるよう、基金や起債の残高にも
留意し、令和４年度予算を編成しました。
（１）区民の生命と健康を守り抜くため
の取り組み
　地域医療の中核を担う永寿総合病院の
更なる機能強化に向け、HCU（高度治
療室）の増床にかかる改修経費の補助に
ついて、補正予算に計上しました。
　コロナ禍において、フレイルリスクの
高まりが懸念されることから、引き続き、
自宅などからでも参加できるオンライン
による介護予防講座の取り組みを推進す
るとともに、通いの場などの住民主体の
活動を支援します。

　また、行動制限がかかる時期であって
も、コミュニケーションが円滑に行える
よう、家族と離れて暮らす高齢者の世帯
などを対象に、テレビ電話機能を備えた
コミュニケーションロボットの購入費用
の一部を助成します。
　さらに、家庭内や養介護施設における
虐待事例が増加傾向にあるため、虐待防
止アドバイザーの専門的な知見による個
別事例の分析を踏まえ、区民及び養介護
施設従事者などに実効性のある指導・助
言を行うなど、対応策の充実を図ります。
　がん患者の方々に、医療用ウィッグ及
び胸部補正具の購入費助成を実施するこ
とで、前向きな療養生活が送られるよう
支援を行います。
（２）区民の生活や事業者をしっかり支
えるための取り組み
　感染症の長期化は、子供や子育て世帯
にも深刻な影響を与えており、更なる支
援の拡充や負担軽減が必要です。
　こうした状況を踏まえ、ショートステ
イの対象年齢を18歳未満に拡大するとと
もに、新たに緊急ショートステイを実施
します。また、いっとき保育の対象年齢
を6か月以上の0歳児まで引き下げます。
　さらに、医療的ケア児の成長を地域
で支えるため、受け入れ体制を整えた
児童発達支援事業所に対し運営費を助
成します。
　教育分野においては、ICT教育の更な
る推進を図るため、ICT支援員によるサ
ポートを充実させ、教員のスキル向上に
つなげます。また、来月策定予定の「台
東区学校教育情報化推進計画」に基づき、
情報活用能力の育成に取り組みます。
　産業分野においては、事業者の資金繰
りを支えるため、「台東区経営持続化特
別資金」及び「新型コロナウイルス感染
症対策借換特別資金」について、受付期
間を令和4年9月まで延長します。また、
区内事業者のニーズに応じた相談体制の
見直しを図り、きめ細かな相談支援に取
り組みます。
（３）社会変革を捉えた行政運営の推進
と財政基盤の強化に向けた取り組み
　限られた人材と財源の中で、多様化す
る区民ニーズに迅速かつ的確に対応する
ためには、業務の効率化をより一層進め
ていく必要があります。そこで、全庁的
に業務の進め方を調査し、業務の自動化
の検討や手順の見直し、類似業務の整理
などに取り組みます。
　また、デジタル庁が中心となり進めて
いる、地方公共団体の情報システムの標
準化・共通化は、人的・財政的な負担の
軽減と、行政運営の効率化及びサービス
の向上を目的としており、本区も円滑に
移行できるよう準備を進めます。
　社会情勢が大きく変化していることな
どから、現在検討中の今後のファシリテ
ィーマネジメントの考え方と合わせて、

「台東区公共施設保全計画」の見直しを
進めます。

（４）まちの活力を取り戻し、持続的な
発展につなげるための取り組み
　今後の旅行需要の本格的な回復に向け
て、旅行代理店を対象にした区内ホテル・
旅館などの見学や、ホテル・コンシェル
ジュなどを対象にした文化体験ツアーを
実施し、更なる観光需要の創出を図りま
す。また、旅行会社の専門的な知見を活
かし、新たな旅行商品の企画・造成を通
じて、本区の魅力を発信します。
　コロナ禍を契機として「デジタル・ト
ランスフォーメーション」の重要性が高
まっており、また、世界的な課題である
SDGsの達成に向けた取り組みも求めら
れています。
　そこで、社会変革に対応する中小企業
を支援するため、ECサイトやキャッシ
ュレス決済の導入に係る経費の一部を助
成します。また、新たな市場の開拓や新
製品・新技術の開発を引き続き支援し、
その内容がSDGsの達成に向け優れた取
り組みである場合には、上乗せして助成
を行います。さらに、新たな経済活動の
創出と地域の活性化を図るため、特色あ
るビジネスモデルへの取り組みや、地域
の賑わいに繋がる活動を行う多種多様な
事業者のネットワークを支援します。

災害対策について

　大規模災害から区民の生命と財産を
守るため、災害が発生した際に応急対
応を行う人的・物的支援について、昨
年12月には「東京都と区市町村間の災
害時等協力協定」を、来月には、区内
の3つの消防署と「災害時における罹災
証明発行に関する協定」を締結し、迅
速かつ的確な災害対応を実施する体制
を更に強化します。
　今後も、台東区地域防災計画を踏まえ、
地震災害や風水害の予防対策、応急・復
旧対策及び復興対策の充実を図ることで、

「災害に強い台東区」の実現に向けて取
り組みを推進します。

おわりに

　ポストコロナの未来を切り拓くため、
区政運営の長期的指針である長期総合計
画を修正し、社会経済状況の変化を的確
に捉え、更なる発展に向けた道筋を示し
ます。また、多様な主体が協働して実効
性のあるまちづくりを進めるため、「（仮
称）まちづくり誘導方針」を策定します。
　「ひと」と「まち」が輝く明るい未来
を築き上げるため、新型コロナウイル
ス感染症への対応に万全を期すととも
に、コロナ禍で浮き彫りになった課題
に迅速に対応し、各分野の施策を着実
に推進します。そして、区民の皆様、
区議会の皆様とともに、新しい時代を
切り拓くための歩みを進めてまいりた
いと思いますので、ご理解とご協力を
お願い申し上げます。

2回目接種日の6か月経過後から接種できます。早めの接種をお願いします。早期に接種ができるモデルナ会場の予約をご検討ください。
●小児（5～11歳）の接種券を発送します
接種券発送日 2月21日㈪　 接種開始時期 3月上旬以降
使用するワクチン 小児用ファイザーワクチン（12歳以上用ファイザーワクチンと濃度や用量が異なります）
接種回数・間隔 3週間の間隔をおいて2回接種※予約できる病院・集団接種会場・診療所は区HP（右記二次元コード）等でご確認ください。
予約方法 台東区コロナワクチン コールセンター（午前9時～午後6時、土・日曜日・祝日も対応） TEL 03-4332-7912へ電話予約
※インターネット予約は受付けておりません。※小児接種について詳しくは、厚生労働省HP（右記二次元コード）をご確認ください。
●1・2回目接種後に台東区へ転入した18歳以上の方へ　追加接種を受けるには接種券発行の申請が必要です
該当する方は、3回目用接種券発行の申請をお願いします。詳しくは、区HP（右記二次元コード）をご確認ください。
※2月15日時点の情報に基づき作成しています。

接種会場一覧▲ 厚生労働省HP▲

接種券発行について▲



【発熱等の症状がある場合の相談窓口】　●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 TEL 03－3847－9402　 FAX 03－3841
－4325（聴覚に障害のある方などからの相談）　●東京都 発熱相談センター（24時間） TEL 03－5320－4592

第1295号　3広報

問合せ 財政課
TEL（5246）1071

会計別予算の規模
会計名 4年度予算規模 前年度比 増減率

一般会計 1,059億円 △4億円 △0.4%
国民健康保険事業会計 231億5,800万円 2億3,400万円 1.0%
後期高齢者医療会計 53億8,100万円 2億1,500万円 4.2%
介護保険会計 176億3,600万円 8,200万円 0.5%
老人保健施設会計 1億5,380万円 △920万円 △5.6%
病院施設会計 2億8,256万円 △2,162万円 △7.1％

合計 1,525億1,136万円 1億18万円 0.1%

前年度比較での見直し内容
4年度予算の
見直し区分 見直し額

事業の見直し
（23事業） 1億2,100万円の減

管理的経費の見直し 3,300万円の減
使用料新設・改定
および歳入の確保 2億3,700万円の歳入増

見直し総額 3億9,100万円

歳入

①特別区交付
金

市町村税である固定資産税等を都が徴
収し、都区の事務分担に応じて分配す
る交付金

②特別区税 区民の皆さんに納めていただいている
特別区民税など

③国庫支出金 区が行う事業に対して国から支出され
る負担金や補助金など

④都支出金 区が行う事業に対して都から支出され
る負担金や補助金など

⑤地方消費税
交付金

地方消費税を財源として、人口と従業
者数に応じて交付される交付金

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

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

⑧教育費 学校・保育園の整備・運営、生涯学習
の振興にかかる費用

⑨総務費 災害対策、区民館等の運営にかかる費
用

⑩衛生費 健康づくり、環境の保全、清掃事業に
かかる費用

⑪土木費 まちづくりの推進、道路・公園の整備
にかかる費用

⑫産業経済費 地域産業の振興、消費者保護にかかる
費用

⑬文化観光費 文化・観光事業の振興にかかる費用

⑭その他 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

台東区の各会計予算案令和4年度

台東区長

歳
出

歳
入

⑦民生費
390億
615万円
36.8%

⑧教育費
241億
3,208万円
22.8%

①特別区
　交付金
287億円
27.1%

235億9,641万円
22.3%

②特別区税

56億1,340万円
5.3%

⑤地方消費税
　交付金

164億3,582万円
15.5%

⑥その他

⑨総務費
116億767万円
11.0%

⑩衛生費
100億
7,465万円
9.5%

⑪土木費
64億917万円
6.0%

⑭その他
92億5,233万円
8.7%

227億
4,607万円
21.5%

③国庫支出金

88億
830万円
8.3%

④都支出金

⑫産業経済費
39億7,489万円
3.8%

⑬文化観光費
14億4,306万円
1.4%

一般会計予算1,059億円の内訳一般会計予算1,059億円の内訳

申請が必要となります家計急変世帯向け

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
1世帯あたり10万円給付額

確認書を送付しています

問合せ

住民税非課税世帯向け

マスクは正しく着用 手洗いの徹底こまめな換気や窓を少しだけ開ける常時換気を ソーシャルディスタンス

離婚家庭等の方へ 子育て世帯への臨時特別給付金（支援給付金）を支給します（要申請）

令和4年度予算編成にあたって
　国は、令和４年度の経済見通しについて、民需主導
の自律的な成長と「成長と分配の好循環」の実現に向
けて着実に前進していくとする一方で、供給面での制
約や原材料価格動向による下振れリスクに十分注意す
る必要があるとの認識を示しています。
　区財政においては、歳入では、特別区民税や特別区
交付金の増を見込むものの、区民生活や景気動向は新
型コロナウイルス感染症の影響を受けることから、予
断を許さない状況です。
　一方、歳出では、子育て支援や高齢者・障害者への
サービス、低所得者への支援、災害対策の強化、区有
施設の保全、情報システム関連経費など、増大し続け
る財政需要を抱えています。
　このような中にあっても、コロナ禍における新たな
課題や社会経済状況の変化に積極的に対応していくこ
とで、区の将来像である「世界に輝く　ひと　まち　
たいとう」の実現を力強く推し進めていかなければな
りません。
　そのため、不安を抱える子育て家庭や高齢者への支
援をはじめとした区民生活を支える取組みや、行政の
デジタル化に向けた取組み、脱炭素社会の実現に向け
た取組みなどを推進していくこととしました。また、
中・長期的な視点に立ち、持続可能な財政運営を推進
できるよう、後年度における区有施設の建設や大規模
改修なども踏まえ、基金や起債の残高に留意し、令和
４年度予算を編成しました。
　私は、コロナを克服し、「ひと」と「まち」が輝く
明るい未来のため、全力で区政に取り組んでいきます。

●制度の概要に関すること　内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター（午前9時～午後8時） TEL 0120-526-145
●手続きに関すること　台東区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター（午前8時30分～午後5時15分、土・日曜日・祝日を除く） TEL 0120-000-573

2月21日㈪～9月30日㈮（消印有効）申請期間
※申請書類等は区HPからダウンロードするか、下記台東区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターへお問合せください。

臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。また、住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件（DV避難中であることの証明と収入要件）
を満たせば、受給することができます。手続きについては、下記台東区住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターへお問合せください。

DV等で住民票を移すことができず避難中の方へ

対象 新型コロナウイルス感染症の影響で、3年1月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当の水準に下がった世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯、住民税均等割非課税世帯向けの給付金を受給された世帯に属した方を含む世帯は対象になりません。
※収入の種類は給与、事業、不動産、年金（非課税の公的年金・遺族年金等は除く）です。
※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します（3年度の確定申告書、住民税〈特別区民税・都民税〉申告書、源泉徴収票等の写しで判定）。
※詳しくは、区HP（右記二次元コード）をご確認ください。

●3年1月1日以前から区内に住民票がある方
　対象世帯へ確認書を送付しています。確認書の内容をご確認の上、記載の期限内に返送してください。
●3年1月2日以降に区内に転入された方
　3年度の住民税が非課税であることを台東区から前住所地に照会を行い、給付対象と確認後、対象世

帯へ確認書を送付します。

対象 世帯全員の3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く
　例：住民税が課税されている子供に扶養されている非課税の両親のみ
　　　の世帯等

手続きの詳細は▶︎
こちら　

▲家計急変世帯向
けの詳細はこちら

　基準日以降に離婚等（離婚協議中含む）によって新たに対象児童の養育者になっているにもかかわらず臨時特別給付金を受け取れなかった方に対し、支援給付金を支給します。 
支給額 児童1人あたり10万円（ただし、臨時特別給付金の受給者から受け取った金額や対象児童のために消費した金額を除く）
申請締切日 4月28日㈭※必要書類や申込方法等は、区HP（下記二次元コード）をご覧ください。
●中学生以下の児童を養育している方は、児童手当の受給者変更の手続きが必要です
　中学生以下の児童を養育している方は、申請の前提として児童手当の受給者変更の手続きが必要になります。すでに離婚している場合だけでなく、離婚協議中であり父母が別居し
ているなど変更が可能な場合がありますので詳しくは、下記へお問合せください。※児童手当の受給者変更をしていない場合は期限までに手続きをしてください。
児童手当受給者変更締切日 2月28日㈪　申請場所 〒110−8615　台東区役所子育て・若者支援課（区役所6階⑥番）
問合せ ●制度の概要に関すること　内閣府子育て世帯臨時特別給付金コールセンター（午前9時～午後8時、土・日曜日・祝日も対応） TEL 0126-526-145
　　　●手続きに関すること　台東区役所子育て・若者支援課子育て世帯臨時特別給付金担当 TEL 03-5246-1800
　　　●児童手当の受給者変更に関すること　台東区役所子育て・若者支援課給付担当 TEL 03-5246-1232



【緊急経営相談ダイヤル・特別相談窓口】　●緊急経営相談ダイヤル TEL 5829－8078（火曜日午前10時～午後3時、木曜日午後3時～7時、祝日を除く）
●特別相談窓口 TEL 5829－4125（午前10時～午後4時、土・日曜日・祝日を除く）

4　令和4（2022）年2月20日 広報

福祉
（高齢・障害等）

新型コロナウイルス感染症に
伴う生活福祉資金特例貸付の
償還に関する案内が送付され
ています
　新型コロナウイルス感染症に伴う生活福
祉資金特例貸付を利用した方を対象に、東
京都社会福祉協議会から貸付の償還（返済
・お金を返すこと）に関する案内が順次送
付されています。
　償還免除にあたっては、免除申請・手続
きが必要となりますので、案内を必ずご
確認ください。詳しくは、
台東区福祉協議会HP（右
記二次元コード）をご覧く
ださい。
▷問合せ　台東区社会福祉協議会生活支援
係 TEL（5828）7547　
　申請・制度に関することは、東京都社会
福祉協議会特例貸付事務センター（午

前9時30分～午後5時30分、土・日曜
日・祝日を除く）
　 TEL（6261）4335

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歳未満の方は、難病患者
福祉手当を申請できます。また、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も申請できま
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　障害福祉課給付担当　
　 TEL（5246）1201

福祉タクシー券を利用してい
る方へ
　福祉タクシー券の受給者に、4年度分の
タクシー券を交付します。事前に登録され
ている受取方法（郵送または窓口受取）で
お渡しするので、ご不明な方は右記へお問

合せください。
▷発送日　3月15日㈫
▷窓口配布開始日　3月22日㈫
※4年度分のタクシー券は、4月1日㈮か
ら使用できます。

▷対象　身体障害者手帳の上肢1級、下肢・
体幹・内部機能の1～3級、視覚1・2級、
愛の手帳1・2度のいずれかに該当し、
令和2年中の所得額が限度額以内の方
※燃料費助成と同時受給は不可
所得限度額（令和2年分所得）
扶養人数 所得限度額

0人 360万4千円

1人 398万4千円

2人目以降 1人につき38万円加算
※世帯状況等に応じて各種控除が受けられる場
合あり。

▷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、
事前に下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

環境
リサイクル

パソコン・小型家電は宅配便
でも回収しています

▷申込方法　右記二次元コ
ードから電子申請または
清掃リサイクル課（区役
所6階⑤番）で配布する
申込書（区HPからもダウンロード可）
をファクスで下記申込先へ
※パソコンが含まれている場合、1箱分
の回収料金が無料になります。
※詳しくは、リネットジャパンリサイクル
㈱HPをご覧ください。

▷申込み・問合せ　リネットジャパンリサ
イクル㈱
　 TEL 0570（085）800
　 FAX 0562（45）2918
▷問合せ　台東区清掃リサイクル課
　 TEL（5246）1291

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。

● 台東区奨学基金
上原奨学基金（上原勉、貴子） 500
桜井奨学基金（桜井虎三郎） 1,000
堀内奨学基金（堀内重太郎） 100
村田奨学基金（村田啓一） 500
● 台東区社会福祉基金（社会福祉基金）
浅岡社会福祉基金（浅岡うち） 200
荒川信用金庫社会福祉基金
（現城北信用金庫） 100
飯村恵一社会福祉基金（飯村泰子） 1,000
石鍋社会福祉基金（石鍋菊造） 100
今西社会福祉基金（今西ブン） 300
小川社会福祉基金（小川清保） 100
北村冨男社会福祉基金（北村冨男） 1,000
木村心身障害者福祉基金（木村金吾） 100
倉島社会福祉基金（倉島欣ニ） 450
小尻社会福祉基金（小尻倉一、博） 250
小平社会福祉基金（小平毅） 440
小林身体障害者福祉基金（小林茂） 250
小宮社会福祉基金（小宮サキ） 200
近藤身体障害者福祉基金（近藤泰） 3,000
坂巻社会福祉基金（坂巻成浩、光子） 800
桜社会福祉基金（匿名） 4,300
佐藤社会福祉基金（佐藤フジエ） 3,200
更科社会福祉基金（更科光江） 100
澤口社会福祉基金（澤口源作、千代） 250
菅身体障害者福祉基金（菅泰祐） 150
鈴木社会福祉基金（鈴木光五郎） 100
鈴木寛治社会福祉基金（鈴木キク子） 200
関本社会福祉基金（関本市） 400
善意基金（浅草を愛する芸能人の会） 100
高氏社会福祉基金（高氏茂二） 1,000
舘林社会福祉基金（舘林ビル株式会社） 200
建部社会福祉基金（建部安代） 120
田中社会福祉基金（田中快昌） 100
塚原社会福祉基金（塚原正良） 300
月岡社会福祉基金（月岡朝太郎） 200
東條社会福祉基金（東條四郎） 200
徳井身体障害者福祉基金（徳井隆司） 100

鳥居社会福祉基金（鳥居初子、昴） 600
ひまわり社会福祉基金（安井高明） 100
長岡身体障害者福祉基金（長岡商事
株式会社、長岡清吉、長岡信男） 1,000
ナガホリ社会福祉基金
（株式会社ナガホリ） 100
長森身体障害者福祉基金（原島優子） 300
奈良社会福祉基金（奈良誠一） 100
野中社会福祉基金（野中濱） 100
信井社会福祉基金（信井斉蔵） 100
長谷川社会福祉基金（長谷川榮次郎） 1,000
服部社会福祉基金（服部徳松） 100
春木社会福祉基金（春木義男） 200
平岡社会福祉基金（平岡泰夫） 300
政木社会福祉基金（政木喜三郎） 1,500
増井社会福祉基金（増井定生） 150
松橋身体障害者福祉基金（松橋常夫） 100
村田社会福祉基金（村田啓一） 250
村奈嘉社会福祉基金（村奈嘉興三） 200
安田社会福祉基金（安田貞夫） 100
山﨑社会福祉基金（山﨑文蔵） 5,000
横谷社会福祉基金（横谷傳次郎） 100
吉永社会福祉基金（吉永通雄、とみ枝） 500
心身障害者福祉基金（匿名）　 1,900
● 台東区社会福祉基金（老人福祉基金）
浅岡老人福祉基金（浅岡うち） 200
永老人福祉基金（永登代） 100
遠藤老人福祉基金（遠藤正造） 100
岡本老人福祉基金（岡本照子） 1,000
織田老人福祉基金（織田とし） 500
木鋪老人福祉基金（木鋪冨夫） 200
越路老人福祉基金
（株式会社越路モータース） 100
小林老人福祉基金（小林幸和） 500
柴田老人福祉基金（柴田喜一） 100
舘林老人福祉基金（舘林精之助） 100
中島むぎとろ老人福祉基金
（株式会社中島むぎとろ） 800
南雲老人福祉基金（南雲 る） 10,000
ハヤミズ老人福祉基金（株式会社ハ
ヤミズ、有限会社リックジャパン） 200
平野老人福祉基金（平野照子） 1,000
峰川老人福祉基金（峰川恵美子） 100
宮岡老人福祉基金（宮岡幸子） 200
宮沢老人福祉基金（宮沢きよ） 1,000
宗意老人福祉基金（宗意操） 1,000
矢嶋老人福祉基金（矢嶋止） 200
山田老人福祉基金（山田淑治） 100
吉池老人福祉基金（株式会社吉池） 100
吉羽老人福祉基金（吉羽末吉） 150
若山老人福祉基金（若山光次郎） 1,000
老人福祉基金（匿名） 100
● 台東区社会福祉基金（交通安全基金）
大都交通安全基金（株式会社大都） 100
小林児童交通安全基金（小林茂） 100
野口児童交通安全基金（野口義雄） 300

松村交通安全基金（松村菊治） 100
湯本児童交通安全基金（湯本雅郎） 100
● 台東区社会福祉基金（交通遺児援護基金等）
越路交通遺児援護基金
（株式会社越路モータース） 100
逆藤交通遺児援護基金（逆藤松太郎） 900
坂本母子福祉基金（坂本一夫） 200
佐久間交通遺児援護基金
（佐久間文次郎） 300
舘林交通遺児援護基金
（株式会社バンビ） 400
藤田交通遺児福祉基金（藤田美屋野） 1,900
松本児童福祉基金（故松本てる子） 8,333
水野交通遺児援護基金（水野冨久司） 1,700
● 台東区社会福祉基金（環境衛生基金）
熊木環境衛生基金（熊木壽夫） 500
● 台東区教育振興基金（教育振興基金）
青木教育振興基金（青木章郎） 1,200
石井教育振興基金（石井多可子）　 200
上原教育振興基金（上原義信） 100
内田信四郎教育振興基金（内田信四郎） 100
内田ふさ教育振興基金（内田ふさ） 100
大野教育振興基金（大野喜八） 100
岡崎教育振興基金（岡崎重代） 1,000
岡田教育振興基金（橋場鉄工株式会社） 1,000
尾崎教育振興基金（有限会社オザキ
建装、尾崎亮二、晴彦） 350
瀉沼教育振興基金（株式会社カタヌマ） 100
金沢教育振興基金（金沢琴） 100
上條教育振興基金
（上條貢胸像建設発起人会） 200
川田教育振興基金（川田元成） 100
上林教育振興基金（上林弘明） 1,700
北島教育振興基金（北島健一） 200
木鋪教育振興基金（木鋪冨夫） 300
桑山教育振興基金（桑山征洋） 1,000
佐久間教育振興基金（佐久間英樹） 1,000
桜井教育振興基金（桜井虎三郎） 100
佐々木教育振興基金（佐々木武志） 100
佐藤莊教育振興基金（佐藤莊） 100
佐藤長八教育振興基金
（佐藤長八、フジエ、敏彦） 5,000
佐藤博道教育振興基金（佐藤博道） 1,850
清水教育振興基金（清水忠） 100
鈴木教育振興基金（鈴木秋雄） 200
田中教育振興基金（田中信義） 100
津崎教育振興基金（津崎治郎） 100
永瀬教育振興基金（永瀬なか） 100
名取教育振興基金（名取正勝） 100
新津教育振興基金（新津秀雄） 450
橋詰喜惠教育振興基金（橋詰広太） 100
舟和本店教育振興基金
（株式会社舟和本店） 500
松原教育振興基金（松原文子） 300
松本徽章教育振興基金
（松本徽章工業株式会社） 2,100

松屋教育振興基金（株式会社松屋） 500
森教育振興基金（森角三郎） 100
森口教育振興基金（森口政二郎） 100
吉永教育振興基金（吉永茂雄、雅明） 150
● 台東区教育振興基金（社会体育振興基金）
雨宮社会体育振興基金
（雨宮久子、弘枝） 1,510
鈴光社会体育振興基金
（株式会社鈴光商店） 100
松下徽章社会体育振興基金
（松下徽章株式会社） 800
三井信託社会体育振興基金
（現三井住友信託銀行上野支店） 500

● 台東区教育振興基金（社会教育振興基金）
上原伝統工芸文化産業振興基金
（上原勉）※ 100
内山少年少女音楽振興基金（内山榮一） 200
倉島文化振興基金（倉島欣ニ） 400
桑山文化振興基金（桑山征洋） 500
吉田社会教育振興基金
（株式会社大泉） 100
社会教育振興基金（匿名） 19,300
中村不折文化振興基金（匿名） 500
松㟢文化振興基金（松㟢守利）平成5年度に
全額（100）を事業に充当
※については、令和4年第1回定例会に、基金
積み立て条例案を提案中
● 台東区教育振興基金（生涯学習振興基金）
飯村恵一生涯学習振興基金（飯村泰子） 1,000
小根山生涯学習振興基金（小根山茂） 100
●台東区国際交流親善基金（国際交流親善基
金のうち寄附金を原資とするもの）
江口国際交流親善基金（江口弘一） 500
● 台東区緑化推進基金
東京浅草中央ロータリークラブ緑化
推進基金（東京浅草中央ロータリー
クラブ）

100

林緑化推進基金（林信江） 1,000
●基金以外の寄附金（3年1月から12月まで
の寄附のうち、累計100万円以上の資金）
幼児育成（斎藤裕子） 160
社会福祉（ワイズマート代表取締役
社長吉野秀行） 510
社会福祉（職業技能振興会　理事長　
兵頭大輔） 500
松が谷福祉会館事業（匿名） 1,100
健康増進（明治安田生命） 166
環境保全（濱澤法生） 600
新型コロナウイルス感染症対策
（町田弘忠） 100
新型コロナウイルス感染症対策
（町田照子） 100
新型コロナウイルス感染症対策（株
式会社サルガプロダクション） 100
新型コロナウイルス感染症対策（日
本中央競馬会） 4,000

　区では、ご厚意による寄附金のうち、
100万円以上のものを対象に、福祉や教育
などに役立てるため基金を設置しています。
また、基金以外にも、ご希望に応じてさま
ざまなご寄附をいただいています。
　3年12月31日現在の基金の積み立て状
況等は、表のとおりです。このほか、台東
区社会福祉協議会、台東区社会福祉事業団、
台東つばさ福祉会でも、多くのご寄附をい
ただき、各団体で有効に活用しています。
　皆さんのご厚意に深く感謝し、今後とも、
ご寄附の趣旨を踏まえた、基金等の活用を
図っていきます。

問合せ 財政課 TEL（5246）1071

3年1～12月に頂いた新型コロナウイルス感染症対策への寄附額は合計24,727,891円となりました。
感染症対策を着実に進めるため、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。



【毎月30日はたいとう食ハピDay】　食品ロスを削減して、みんなハッピーに（今月は28日に取り組んでみましょう）。冷蔵庫を片付けて、奥の方に残っている
食品を食べてしまいましょう。冷蔵庫がきれいになれば、無駄な買い物も減り、料理もスムーズに。〈清掃リサイクル課 TEL 5246－1018〉

第1295号　5広報

　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。
●こころのSOS
　自殺者の多くは、自殺する前にSOSを
出しています。「死んでしまいたい」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1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。

③相談機関へつなげる　ひとりで不安や心
配事を抱え込まずに、相談できる窓口
があることを伝えてください。さまざ
まな専門の相談機関があります。
●主な相談機関
～１人で抱え込まず相談を～
・台東保健所保健予防課精神保健担当
　 TEL（3847）9405
・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（3847）9497
　浅草保健相談センター
　 TEL（3844）　8172

・東京いのちの電話
　 TEL（3264）4343
・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」（LINEの「公式アカウント」から
検索するか、下記二次元コードから友
だち登録をして利用できま
す）
▷問合せ　台東保健所保健予

防課 TEL（3847）9405

ていただき、図書館運営に参加していただ
く雑誌スポンサーを募集しています。
　提供雑誌のカバーに、企業・店舗などの
広告を掲載するとともに、館内や図書館
HPでその社会貢献活動を顕彰します。
▷対象　区内企業、商店、団体、個人の方
▷申込方法　申込書（下記問合せ先で配布
　・図書館HPからダウンロード可）を下

記問合せ先へ郵送または持参
※企業の場合は、会社概要等業種が分かる

物、広告の掲出を希望する場合は広告
案（A4判まで）、個人の場合は、本人
であることを証明できる書類（健康保
険証、運転免許証の写し等）が必要。

※詳しくは、図書館HPをご覧になるか、
下記へお問合せください。
▷問合せ　〒111−8621　中央図書館
　 TEL（5246）5911

「たいとう観光事業者サポート
メールマガジン」をご利用く
ださい

　「たいとう観光事業者サポートメールマ
ガジン」を開設しました。ご登録ください。
▷主な内容　国・都・区からのお知らせ（各

種支援策、経営セミナー、商談会など）、
区内事業者からの情報、区主催マッチ
ング商談会参加事業者紹介など
▷配信頻度　随時配信　
▷登録方法　右記二次元コ

ードより登録
▷問合せ　観光課
　 TEL（5246）1447

区民葬儀の料金が一部変わり
ます
▷火葬料金の改定
・改定前　大人53,100円、小人（6歳以

下）29,000円
・改定後　大人59,600円、小人（6歳以

下）34,500円
▷改定時期　4月1日㈮
▷問合せ　福祉課
　 TEL（5246）1172

戸籍謄抄本や納税証明書など
が、オンライン手続きにより
郵送で受け取れます
（来庁不要）
　手数料や郵送料等が伴う手続きについて
自宅などからオンラインで申請・決済が可
能です。対象となる手続き
については、右記二次元コ
ードをご覧ください。
▷申請の流れ
①電子申請後、区より手数料や郵送料等の

お支払い依頼のメールを送信（土・日
曜日・祝日を除く午前8時30分～午後5
時15分）

②申請者が指定されたサイトにアクセスし

保険・年金

年金手帳の交付が終了し、「基
礎年金番号通知書」が発行さ
れます

　3月31日㈭で年金手帳の交付が終了し
ます。4月1日㈮以降に20歳になる方、
20歳前に就職して厚生年金被保険者とな
る方には、年金手帳に代わり「基礎年金番
号通知書」が送付されます。
　現在すでに年金手帳をお持ちの方は、引
き続き年金関係の手続きに使用できます。
年金手帳の再交付が必要な方は、運転免許
証・マイナンバーカード等の本人確認書類、
代理の方が申請する場合には委任状を併せ
てご準備いただき、3月31日㈭までに申
請してください。
　申請場所は下記のとおりですが、期限が
近い場合、区役所にお越しいただいても、
上野年金事務所をご案内することがありま
す。ご希望の方は、早めにお手続きください。
　なお、4月1日㈮以降に再交付申請をさ
れた方には、基礎年金番号通知書が発行さ
れます。
▷申請場所・問合せ　区民課国民年金係（区

役所3階①番） TEL（5246）1262
　上野年金事務所 TEL（3824）2511

健康

麻しん・風しん（MR）定期予
防接種第2期はお済みですか

　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
二次元コードから電子申請
か、母子健康手帳を持参の
上、直接下記問合せ先へお
越しください。
▷対象　平成27年4月2日～28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　

お知らせ

中央図書館の雑誌スポンサー
募集

　社会貢献活動の一環として雑誌を提供し

て、クレジットカード決済
③支払いが確認でき次第、区より郵送
※申請から受け取りまで7営業日程度かか

ります。お急ぎの場合は、窓口での手
続きをお願いします。

※利用いただけるクレジットカードブラ
ンドは、VISA、JCB、Mastercard、

　American Express、Diners Clubです。
※手続きによっては、ログイン時に認証が

必要な場合があります。
▷問合せ　情報政策課
　 TEL（5246）9022

東京マラソン開催のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の状況により、
開催方法の変更や中止となる場合がありま
す。
●交通規制にご協力を
　大会当日、コースとコース周辺道路は、
交通規制が行われます。交通規制や迂

う
回

については、現場の警察官等の指示に従っ
てください。競技状況等で、規制時間を変
更することがあります。詳しくは、下記二
次元コードをご確認ください。
▷問合せ　（一財）東京マラソン財団
　 TEL（6628）4665
　台東区スポーツ振興課
　 TEL（5246）5853

●「めぐりん」が迂回します
　「東西めぐりん」はバス停31～35（雷
門通り～浅草消防署）、「ぐるーりめぐり
ん」はバス停17、18（浅草駅～雷門通り）、

「南めぐりん」はバス停10、11（柳橋中
央通り～柳橋分院入口）には停車しません。
また、交通規制による遅れが見込まれます
ので、ご理解をお願いします。
▷迂回日時　3月6日㈰東西・ぐるーりめぐ

りんは始発～午後0時45分、南めぐりん
は始発～午後2時25分

▷問合せ　南・東西めぐりんの迂回は日立
自動車交通㈱ TEL（5682）1122

　ぐるーりめぐりんは京成バス㈱奥戸営
業所 TEL（3691）0935　　　　

　台東区交通対策課公共交通・駐車場担当
　 TEL（5246)1361  
●自転車を放置しないでください
　コース周辺地域に放置された自転車は、
保管所に移送・撤去します。
※保管期間は1か月、移送料は5,000円で

す。

放置箇所 保管場所

浅草駅周辺 千束保管所
（千束3−28−13）

蔵前駅周辺 今戸保管所
(今戸2−26−11）浅草橋駅周辺

御徒町駅周辺 清川保管所
（清川2−24−26）

▷返還の受付日時　千束・今戸保管所は午
後2時30分～6時30分、清川保管所は
午後1時～7時（月曜日・年末年始を除
く）
▷問合せ　台東区交通対策課・自転車対策

担当
　 TEL（5246）1305

協働事業提案制度
～区と共に実施する協働事業
提案を募集します～

　地域活動団体等から提案事業を募集し、
区と協働で実施することで公共サービスの
充実や地域の課題解決を図ります。
▷対象団体　営利を目的としない地域活動

団体等
▷募集する事業　①区設定テーマ「パブリ

ックスペース利活用の円滑化」への提
案　②自由テーマ「団体の専門性や自
由な発想を活かした自由提案」
▷事業の実施期間　5年4月1日～6年3月

31日
▷募集案内配布場所　区役所3階③番区民

課、台東区社会福祉協議会台東ボラン
ティア・地域活動サポートセンター（区
HPからもダウンロード可）
▷応募方法　事前に区と打合せをした上で、

必要書類を提出
●募集説明会（要申込）
▷日時　3月3日㈭午後7時～8時、11日㈮

午後2時～3時
※両日とも同内容
▷場所　区役所10階会議室
▷申込方法　区HPから申込むか、電話で

下記問合せ先へ
※詳しくは、区HPか募集案内をご覧くだ

さい。
▷申込締切日　各開催日の前日
▷問合せ　区民課
　 TEL（5246）1126

3月は東京都の自殺対策強化月間です

ⓒBANDAI

区選挙管理委員が
決まりました

　高柳良夫委員の逝去に伴い、1月
20日付で区選挙管理委員に新たに
就任しました。
▷区選挙管理委員（敬称略）
　伊豫永直一
▷問合せ　選挙管理委員会事務局
　 TEL（5246）1461
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催しものなど催しものなど
上野学園大学による午後のコン
サート・シリーズ30 

「弦楽合奏の世界」
時 3月10日㈭午後1時開場、2時開演

出演 上野学園大学音楽学部学生　 曲目 デ
ィヴェルティメントニ長調（モーツァル
ト）、ロマンス第2番ヘ長調（ベートーヴ
ェン）ほか　入場料 500円（チケットを
購入するには電話での事前予約が必要)
予約期間 2月23日㈷～3月9日㈬※未就学
児入場不可　場・問 旧東京音楽学校奏楽
堂 TEL （3824）1988

第40回浅草JAZZコンテスト　

全12組のジャズプレーヤーが生演奏を披
露します。　時 3月５日㈯午前9時45分
開場、10時30分開演　場 浅草公会堂
出演 1次審査を突破したジャズプレーヤ
ー全12組、伊藤君子、野口久和トリオ
入場料（全席自由）前売券1,500円、当日

券2,000円　前売券 チケットぴあ（Pコー
ド207-025）、浅草公会堂、下記財団事
務局で販売中　問 台東区芸術文化財団
TEL （5828）7591

「今さら聞けない⁉集客に役立
つInstagram・キャッシュレス
決済」セミナー（オンライン）

時 3月25日㈮午後2時～3時40分
内 ①今さら聞けないInstagram活用術・
顧客を惹

ひ

きつける動画撮影のコツ　②キャ
ッシュレス決済で集客・売上げアップ！
講 ①濱坂ジョシュ氏（Meta Blueprint）
②室井麻佑氏（PayPay㈱）
申 下記二次元コードから申込むか記入例
1 3 4 を電話かファクス
で下記問合せ先へ　問 観光
課 TEL （5246）1447
FAX（5246）1515

食の多様性対応セミナー
「世界ではもう当たり前！コロナ
禍の今だからこそ備えよう 最新
ベジ・ヴィーガン・SDGs」

（オンライン）

時 3月11日㈮午後2時～4時
対 飲食・宿泊事業者　内 ①ベジ・ヴィー
ガン・SDGs最前線　②世界レベルのヴィ
ーガン対応　講 ①岩田絵弥曄氏（ヴィー
ガンフードアナリスト）　②杉浦仁志氏

（ONODERA GROUP エグゼクティブ・
シェフ）　申 下記二次元コードから申込む
か、記入例 1 3 4 を電話かファクスで下
記問合せ先へ
問 観光課
TEL （5246）1447
FAX（5246）1515

リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時 ①3月
20日㈰午前9時～午後3時　②21日㈷午
前10時～午後3時　場 花川戸公園※車で
の来場不可、天候や実施団体の判断により
中止の場合あり　 出店数（予定）①50店　
②20店　出店料 ①2,000円※区民は会HP
から予約で1,500円　②1,500円
申・問（土・日曜日・祝日を除く） ①リサイ

クル推進友の会（午前10時～午後4時）

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。

●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。

1 講座（催しもの）名
2 郵便番号・住所
3 氏名（ふりがな）
4 電話（FAX）番号

5 年齢
6 勤務先（学校）名
7 勤務先（学校）の住所
8 勤務先（学校）の電話番号

内 内容
講 講師
費 費用・会費・参加料・金額
申 申込方法・申込み

持 持ち物
締 申込締切日
問 問合せ

時 日時・期間
場 場所・会場
対 対象
定 定員

申込みの
記入例

凡例

松が谷福祉会館会計年度任用職員募集

①介助員（重度心身障害者対象）
職務内容 重度心身障害者の日中活動支援
・日常生活介助（移乗介助を含む）　対 大
学・短期大学または専門学校で教育・心理
または福祉を専攻し卒業した方・社会福祉
士・介護福祉士・介護支援専門員・保育士・
介護職員初任者研修修了者・ホームヘルパ
ー2級以上・社会福祉主事の任用資格を有
する方　勤務形態 月20日・午前9時20分
～午後3時20分※早番は午前8時30分～
午後2時30分、遅番は午前10時50分～午
後4時50分　募集人数 4人
給与（月額）225,540円
②言語聴覚士（重度心身障害者対象）
職務内容 重度心身障害者に対する言語機
能訓練・相談・指導　対 言語聴覚士の資
格を有する方（実務経験があること）
勤務形態 月1日・午前10時～午後4時

募集人数 1人　給与（月額）19,388円（実
働5時間）
③看護師（重度心身障害者対象）
職務内容 重度心身障害者の健康管理・介
助・喀痰吸引・経管栄養・導尿等の医療的
ケア　対 看護師・准看護師の資格を有す
る方（実務経験があること）
勤務形態 月20日・午前9時30分～午後3
時30分※遅番は午前10時10分～午後4時
10分　募集人数 1人
給与（月額）261,128円
④作業療法士（重度心身障害者対象）
職務内容 重度心身障害者に対する機能回
復訓練・相談・指導　対 作業療法士の資
格を有する方 （実務経験があること）
勤務形態 月4日・午前10時～午後4時
募集人数 1人　 給与（月額）84,016円 （実
働5時間）

⑤言語聴覚士（幼児療育）
職務内容 心身の発達に心配のある子供・障
害のある子供への評価・指導、保護者支援、
地域支援　対 言語聴覚士の資格を有する
方（実務経験があること）　勤務形態 月16
日・午前8時30分～午後4時45分
募集人数 1人　給与（月額）269,238円
⑥育休代替保育士（幼児療育）
職務内容 心身の発達に心配のある子供・
障害のある子供への指導（集団・個別）、
保護者支援、地域支援　対 保育士の資格
を有する方（実務経験があること）
勤務形態 月16日・午前8時30分～午後4
時45分　募集人数 1人
給与（月額）206,913円
⑦作業療法士（脳卒中等中途障害者対象）
職務内容 脳卒中等中途障害者に対する維
持期における機能回復訓練・相談・指導

対 作業療法士の資格を有する方 （実務経
験があること）　 勤務形態 週2回（火・木
曜日）・午前9時30分～午後3時30分※祝
日を除く　募集人数 1人
給与（月額）168,033円（実働5時間）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
雇用期間 4月1日～5年3月31日（勤務実
績等に応じて再度の任用あり）※別途交通
費支給、②を除く　申 封書に希望職種を
朱書きし、履歴書（写真貼付）、返信用封
筒（長形3号、94円切手貼付）、志望動機

（⑤⑥の職種のみ）、資格証明書の写しを下
記問合せ先へ郵送か持参　締 3月4日㈮

（必着）※書類選考の上、随時面接、定員
に達した場合締切。詳しくは、会館HPを
ご覧になるか下記へお問合せください。　
勤務地・問 〒111－0036　松が谷1－4－12
松が谷福祉会館 TEL （3842）2671

台東区ジュニアオーケストラ

団員 初級教室 養成教室
練習日 毎週土曜日、毎月第3日曜日

※夏冬春季休みに強化練習有り 毎週土曜日※夏冬春季休み中の平日練習有り
会場 浅草小学校音楽室（台東区花川戸1－14－15）
対象

（4年4月1日現在）
区内在住か在学の小学4年～中学生
で、演奏技能のある方

区内在住か在学の小学3～6年生で、多少楽譜が読め、楽器を弾ける方（団
員を目指して練習をする教室です）

内容
・オーケストラ曲の練習
・年数回の演奏会を実施
・夏休みに3泊4日の合宿を実施

・弦楽器の合奏練習
・次年度の継続可
・年1～2回演奏会に参加

・弦楽器の個人レッスン（レッスン以
外の時間は初級教室の練習に参加）

・次年度の継続不可
・年1～2回演奏会に参加

オーディション
日時 4月2日㈯午後1時45分集合、2時開始 4月9日㈯午後2時集合（養成教室終

了後随時開始）※保護者同伴
4月9日㈯午後1時15分集合、1時30分
開始※保護者同伴

パート 弦、木管、金管、打楽器 弦（バイオリン・ビオラ・チェロ）、コントラバス（初級教室のみ）
申込締切日 3月31日㈭（必着） 4月7日㈭（必着）
申込方法 下記問合せ先へ電話で申込むか、申込用紙（生涯学習センター５階生涯学習課、区立小・中学校で配布、区HPから

ダウンロード可）に必要事項を記入し、郵送か持参
費用 団員 年間12,000円　 初級・養成教室 年間6,000円

問合せ 〒111－8621　生涯学習センター生涯学習課 TEL （5246）5851（土・日曜日・祝日を除く午前9時～午後5時）

●30周年演奏会　時 3月20日㈰午後3時開演　場 浅草公会堂　 出演 川上彌榮子（構成・指揮）、寺﨑明日香（ピアノ）
●団員募集（随時）　場 生涯学習センター　対 区内在住か在学の小学２年～中学生　費 月額1,000円（楽譜代等、自己負担あり）　
練習日時 水・土曜日午後4時30分～7時※入団後しばらくは入門期間として土曜日午後3時30分～5時　問 生涯学習課
TEL （5246）5851

●第38回ファミリーコンサート　時 3月27日㈰午後1時開場、1時30分開演　場 浅草公会堂　 曲目 ペルシャの市場（ケテルビー）、
歌劇「劇場支配人」序曲（モーツァルト）ほか　入場整理券 約200席（抽選）※当選者には、入場整理券（指定席）を住所宛に3月
18日頃送付　申 右記二次元コードから申込むかハガキに記入例 1 ～ 4 ・申込席数（1人2席まで）を書いて下記問
合せ先へ※座席の指定はできません　締 3月11日㈮（必着）　問 〒111－8621　生涯学習センター生涯学習課
TEL （5246）5851
●団員・初級教室生・養成教室生募集

台東区上野の森ジュニア合唱団
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TEL （3412）6857　②里彩くるカエ
ル倶楽部（午前8時～午後4時）
TEL 090（3068）3534
問台東区清掃リサイクル課
TEL（5246）1291
●リサイクル情報交換コーナー　環境ふれ
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
ずります」｢ゆずってください｣ の情報を
パネルに掲示しています。ご利用ください。
ゆずります　マッサージ機、ベビーチェア、
ダイニングテーブル、和だんす ほか
ゆずってください　トランポリン、CDラ
ジカセ
※上記の情報は2月8日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。
開館時間午前10時～午後4時
休館日月曜日
問環境ふれあい館ひまわり
TEL（3866）8361

講座・相談会など講座・相談会など

オンライン講座に参加しよう！
初心者のためのやさしい
「Zoom」の使い方講座

時３月19日㈯午前10時～正午　定 15人
（先着順）　講 ITボランティア虹の会
持手持ちのパソコン、タブレット、スマ
ートフォン　申電話または直接下記問合
せ先へ※託児あり（1歳以上の未就学児）
希望の方は子供の氏名・年齢を3月12日
㈯までに下記問合せ先へ
申込開始日 2月24日㈭
場・問男女平等推進プラザ

（生涯学習センター4階）
TEL（5246）5816

くらしに役立つ講座
「子育て世帯の家計管理と教育
資金の準備」（オンライン）

時 3月17日㈭午前10時～11時30分
対区内在住か在勤（学）の方　定 30人（先
着順）　講豊田真弓氏（東京都金融広報委
員会 金融広報アドバイザー）　申下記二
次元コードから申込むか記入例 1 ～ 4・
メールアドレス、子供の学年（年齢）、在
勤（学）の方は 6 をファクスで下記問合
せ先へ　締 3月10日㈭
問くらしの相談課
TEL（5246）1144
FAX（5246）1139

産業研修センターの催し

●太極拳教室　健康増進のため、レベルに
応じて中国古来の武術を習得します。
時（全15回） 4月9日～8月6日の土曜日
午後3時～5時　対区内在住か在勤の16
歳以上の方　定 30人（抽選）　費 4,000
円（15回分・初日に支払い）　締 3月23
日㈬（必着）
●革工芸教室　手作りの楽しみを味わいな
がら革工芸の技術を身につける教室です。
時（全15回） 4月14日～5年2月16日の
木曜日午後1時30分～4時30分　対区内
在住か在勤の方　定 30人（抽選）※2グ
ループに分かれ各15人　費 9,000円（15
回分・初日に支払い）　締 3月24日㈭（必
着）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

申往復はがきに記入例 1～ 5、在勤の方

は 6 7を書いて下記問合せ先へ
場・問 〒111－0023　台東区橋場1－
36－2　産業研修センター
TEL（3872）6780

女性医師による女性のための健
康相談「婦人科」
（予約制）
時 3月25日㈮午前10時～正午（1人20分
程度）　場台東保健所4階
対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・問台東保健所保健サービス課
TEL（3847）9497

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）

時 3月17日㈭午後1時30分～4時15分
場区役所10階会議室　対区内のマンショ
ン所有者　定 6組（先着順）
相談員弁護士または一級建築士
申込期間 2月21日㈪～3月14日㈪
申・問住宅
課 TEL（5246）9028

脳の健康教室

東北大学の川島隆太教授の研究成果を活用
した教室です。簡単な読み・書き・計算な
どを行います。　 時（全20回） 4月20日
～9月7日の水曜日午前か午後の40分程度
対区内在住のおおむね65歳以上で、毎日
10分程度の自宅学習が可能な方　定 30
人（抽選）　費月額1,500円　申老人福
祉センター、老人福祉館で配布する申込用
紙に記入し下記問合せ先へ郵送（申込書は
老人福祉センターHPからダウンロード
可）　締 3月15日㈫（必着）
場・問〒110－0015　台東区東上野2－
25－14　老人福祉センター
TEL（3833）6541

年 中 行 事
〈3月〉
18日 　浅草観音示現会・金龍の舞、

うえの桜まつり（上野公園）
中旬～4月上旬 　隅田公園桜まつり
下旬 　桜橋花まつり　

育児相談（予約制）

問合せ 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

●1～3か月児の育児相談
日時 場所

3月9日㈬午後1時30分～3時10分 台東保健所
3月15日㈫午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時 場所

3月1日㈫午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
谷中分室

3月2日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
3月3日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
3月9日㈬午前9時30分～11時10分 台東保健所
3月11日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
3月15日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター

●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

3月16日㈬午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター
3月22日㈫午前9時30分～11時10分 台東保健所

　新型コロナウイルス感染症対策のため、個別相談のみ実施して
おります。母子手帳をお持ちください。また体調不良の際は、ご
利用を控えてください。詳しくは、区HPをご確認ください。

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。　時午後１時30分～2時30分　対区内在住のおおむね65
歳以上の方　申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みまたは、
はがきに希望会場名（1会場のみ）・記入例 1～ 5を書いて下記問合せ先へ　締 3月
18日㈮（消印有効）　問〒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 　日程 定員
①台東区民会館
　（花川戸2－6－5）

4月8日㈮、5月13日㈮、6月10日㈮
7月8日㈮、9月9日㈮、10月7日㈮ 25人

②環境ふれあい館ひまわり
　（蔵前4－14－6）

4月21日㈭、5月19日㈭、6月16日㈭
7月21日㈭、9月15日㈭、10月20日㈭ 15人

③入谷区民館
　（入谷1－15－6）

4月12日㈫、5月10日㈫、6月14日㈫
7月12日㈫、9月13日㈫、10月11日㈫ 25人

④たなかスポーツプラザ
　（日本堤2－25－4）

4月18日㈪、5月16日㈪、6月20日㈪
7月25日㈪、9月26日㈪、10月17日㈪ 25人

⑤谷中区民館
　（谷中5－6－5）

4月15日㈮、5月20日㈮、6月17日㈮
7月15日㈮、9月16日㈮、10月21日㈮ 18人

⑥老人福祉センター
　（東上野2－25－14）

4月13日㈬、5月11日㈬、6月8日㈬
7月13日㈬、9月14日㈬、10月12日㈬ 15人

⑦リバーサイドスポーツ
　センター
　（今戸1－1－10）

4月22日㈮、5月26日㈭、6月24日㈮
7月29日㈮、9月30日㈮、10月28日㈮ 18人

※定員を超えた場合は抽選

ふれあい介護予防教室

部 昼の部
クラス 初級 中級

期間 4月下旬～5年3月毎週火曜日
（全40回）

時間 午後2時～4時

場所 松が谷福祉会館
※変更になる場合があります。

対象

区内在住か在勤（学）の16歳以
上の方で、下記に該当し、年間
を通して受講できる方
原則、 手話経験
のない方（手話
講習会入門コー
ス受講の方も可）

初級を修了また
は同程度（手話
経 験1年 以 内 ）
の技術を持つ方

定員 （抽選） 各20人程度
費用 各3,000円程度（テキスト代等）

申込締切日  4月4日㈪（必着）

※受講者には、4月中旬までに
案内を送付します。

※4年度は初級・中級の夜の部
は募集しません。

部 昼の部 夜の部 夜の部
クラス 上級 養成

期間 4月下旬～5年3月
 毎週水曜日（全40回）

4月下旬～5年3月
 毎週月曜日（全40回）

時間 午後2時～4時 午後6時45分～8時45分
場所 松が谷福祉会館※変更になる場合があります。

定員 各20人程度
※いずれも選考試験合格者

選考試験
受験対象

区内在住か在勤（学）で、手話講習
会中級を修了か同程度の技術を持ち、
手話通訳者を目指す方（台東区･他
自治体で上級を修了した方を除く）

区内在住か在勤（学）で、手話講
習会上級を修了か同程度の技術を
持ち、受講後に手話通訳者として
区内で活動できる方

費用 各6,000 円程度（テキスト代等）
選考試験

日時・場所
4月10日㈰

午後1時・区役所
4月3日㈰

午後1時・区役所
選考試験内容 面接  （途中退室不可） 手話表現・読み取り  （途中退室不可）
申込締切日 3月15日㈫（必着）

※新型コロナウイルス感染症等の影響により、一部日程やカリキュラム
の変更・リモート（Zoom）開催に切り替えることがあります。

※リモート開催の場合は、各自パソコン等をご準備の上、自宅での受講
となります（リモート開催にかかる機器・環境等の整備については各
自で準備）。

令和4年度　手話講習会 受講生募集

申込方法 上記二次元コードから申込むか、申込書（下記問合せ先で配布または区HPからダウンロード可）を下記問合せ先へ郵送か持参
問合せ 〒110－8615　台東区役所障害福祉課 「手話講習会」担当（区役所2階⑩番） TEL（5246）1058
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催しものなど催しものなど
●東京大空襲資料展（無料）
▷日時　3月10日㈭～13日㈰
　午前10時～午後5時
▷場所　浅草公会堂展示ホール
※10日㈭午後1時から、東京大空襲犠牲
者追悼碑前（隅田公園言問橋際）で追
悼集会を実施
▷問合せ　東京大空襲犠牲者追悼・記念資
料展実行委員会
　 TEL 090（5249）6766
●社会教育センター・社会教育館指定管理
者主催　たいとう再発見スタンプラリー対
象講座「上野の桜を愛でる会」
▷日時　3月29日㈫午前10時～正午　
▷集合場所　東京文化会館横　
▷対象　16歳以上の方　
▷定員　15人（先着順）
▷講師　木村雄二氏（上野桜守の会運営委
員長）　
▷費用　500円（保険料など）　
▷申込み・問合せ　社会教育センター
　 TEL（3842）5352	

官公署だより官公署だより
●確定申告書の提出はお早めに
　令和3年分所得税及

およ

び復興特別所得税・
贈与税の申告書の提出及び納税の期限は3
月15日㈫です。また、令和3年分の個人
事業者の消費税及び地方消費税の申告書の
提出及び納税の期限は3月31日㈭です。
「ご自宅からe-Tax」をご利用のうえ、早
めに提出してください。
※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の送付は行って
いません。

・消費税の確定申告をされる方へ

　令和3年分の消費税及び地方消費税の申
告が必要な課税事業者（令和元年分の課税
売上高が1千万円を超えている方）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」の提出が必要です。なお、
区分経理をした帳簿から転記等を行った
「課税取引金額計算書」を記載して準備し
ておくと、申告書の作成がスムーズです。
・郵送等による書類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
類を郵送で提出する場合は、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「東京国税局
業務センター」宛
▷問合せ　東京上野税務署
　 TEL（3821）9001㈹
　浅草税務署 TEL（3862）7111㈹
●公証人による「遺言、相続、信託」無料
相談会（手話通訳あり）・要予約
▷日時　3月12日㈯・26日㈯午前9時～
正午
▷場所　生涯学習センター
※在宅無料相談もあり。詳しくは、下記へ。
▷申込み・問合せ　浅草公証役場
　 TEL（3844）0906
　 FAX（3845）2523
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2月27日～3月5日
●障害者差別解消法についてご存知です
か？～あなたもできる心くばり～（6分）	B
●旧作品	ころばぬ先の健康体操＆脳トレ	
Part②（20分）	 午前9時26分
●旧作品	江戸をたずねる	上野東照宮ガイ
ドツアー（14分）	 午前9時46分
特別編成　3月4日　再3月5日　午後1時～5時
●台東区議会　令和4年　第1回定例会
所信表明＋代表質問
3月6～12日
●こんにちは区長です（5分）	 Ａ
●ニュースたいとう（15分）	午前9時5分
●第38回	浅草芸能大賞	Part①（20分）	B
●旧作品	たいとうタイムトラベルPart⑦
柳橋（20分）	 C
３月13日～4月2日
●ニュースたいとう（20分）	 Ａ
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

2・3・4月の区役所制作番組案内
▷問合せ　広報課CATV担当 TEL（5246）1041

◀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。

※状況により、番組内容が変更
になる場合があります。

3月13～19日
●第38回	浅草芸能大賞	Part②（40分）
	 B
特別編成　3月18日　再3月19日　午後1時～5時
●台東区議会　令和4年　第1回定例会
一般質問
3月20～26日
●第25回下町大音楽市	したやウィンドア
ンサンブル（20分）	 B
●台東区ウォーキングマップ紹介（14分）
	 C
●旧作品	令和3年度	第40回	善行青少年
表彰	表彰式（6分）	 午前9時54分
3月27日～4月2日
●講演会シリーズ「江戸から学ぶ」クロー
ジングイベント（20分）	 B
●旧坂本小学校	メモリアル（20分）	 C
特別編成　4月2日　正午～午後7時
●台東区議会　令和4年	予算特別委員会
総括質問

台東区の時間 下町 You・Iチャンネル　 ch11

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。

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！

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。　時午前10時～午後7時（水曜日定休）　
場台東区浅草4－36－5（千束通商店街内）
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、
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22日㈫まで 青森県青森市

2月24日㈭～3月1日㈫ 千束通商店街
3月3日㈭～8日㈫ 新潟県魚沼市×千束通商店街
3月10日㈭～15日㈫ 千束通商店街
3月17日㈭～22日㈫ 山口県長門市

ふるさと交流ショップ	台東とは

この欄の掲載記事は、区が主催する事業ではありません。内容については、当事者間で
責任を持っていただきます。区HP上の「広報たいとう」にも掲載しますので、ご了承
ください（了承いただけない場合は、掲載することができません）。
※掲載基準等、詳しくは下記へお問合せください。
▷	問合せ　台東区役所広報課
　 TEL（5246）1021
　 FAX（5246）1029

電子申請でも受付を
開始しました！
（右記二次元コードより）▲催しものなど ▲会員募集

の ひ ろ ば民区

○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


