
【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〉

第1296号　3広報

る方に、修学・就業に要する資金をお貸し
します。
●修学資金
▷対象　次の全てに該当する方
①看護師・准看護師を養成する学校等に在

学中か入学が決定した
②養成学校を卒業し、看護師・准看護師免

許取得後、区内の医療・福祉施設で引
続き5年以上看護業務に従事する意思が
ある

③同種の資金の貸与・給付を受けていない
※上記以外にも資格要件があります。詳し

くは、下記へお問合せください。
●就業準備金
▷対象　次の全てに該当する方
①看護師・准看護師として、区内の医療・

福祉施設で看護業務に従事することが
決定し、引続き3年以上勤務する意思が
ある

②過去に、この制度で就業準備金の貸付を
受けていない　
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

種類 限度額 （※） 申請期間

修
学
資
金

入学準備金 20万円

4月4日㈪～
15日㈮修学金

看護師
月額5万円
准看護師
月額3万円

就業準備金 30万円
就職決定日か
ら就業後3か
月以内

※貸付額は限度額以内で必要経費を貸付
▷問合せ　福祉課 TEL（5246）1172

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。
※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。

※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
ことがございます。ご希望の方は、早
めにお手続きください。
▷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

お知らせ

令和3年度「台東区防災フェア」

▷日時　3月12日㈯・13日㈰午前10時～
午後4時　(13日は午後3時まで)
▷場所　生涯学習センター1階、金竜公園
▷内容　パネル展示や災害資器材等の展示、

電気自動車による給電の実演展示等
▷問合せ　危機・災害対策課
　 TEL（5246）1092

バイクなどの廃車手続きはお
早めに

 　軽自動車税種別割は、4月1日現在、原
動機付自転車（125ccまでのバイクやミ
ニカー）やオートバイ・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、盗難等で現在所有し

　区では、従業員が仕事と生活を両立しながら、いきいきと働き続けられる職場の実現に向けて、ワーク・ライフ・バランスに取り組む中小企業等を「ワーク・ラ
イフ・バランス推進企業」と認定し、認定企業のPRや中小企業融資あっせんなどにより、その取り組みを応援しています。
　認定の対象は、仕事と子育ての両立支援に取り組む「子育て支援分野」、長時間労働の削減等、働きやすい職場づくりに取り組む「働きやすい職場づくり分野」、
仕事と介護の両立支援に取り組む「介護支援分野」の３分野です。　問合せ男女平等推進プラザ TEL（5246）5816

令和3年度 台東区ワーク・ライフ・バランス推進企業を認定しました

令和3年度　台東区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業一覧〈新規〉
認定企業名 業務内容 認定分野 主な取組内容

ハイソル㈱ 半導体検査装置および部品
の製造、輸入販売 働 ・特許や資格の取得費用の補助や報奨金の支給によるモチベーションの維持・向上

・子連れ出勤等に見られる、個々の事情に配慮した働き方への柔軟な対応

令和3年度　台東区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業一覧〈更新〉
認定企業名 業務内容 認定分野 主な取組内容

㈱アプリケーシ
ョンスペース ソフトウェア開発 働 ・積極的な女性管理職の登用など、性別等の区別なく個性を活かして活躍できる風土の醸成

・若手社員によるオンラインでの社内イベントの実施など、働きやすい職場環境づくりに向けたコミュニケーションの工夫

㈱金太郎飴本店 飴の製造・販売 子・働 ・部門内において業務をフォローし合える体制を構築し、育児や介護中でも休暇を取得しやすい環境づくり
・ミーティングや朝礼を実施し、昼食を一緒に取ることで社員同士が相談や意見交換がしやすい職場づくり

㈱コマキ楽器 打楽器販売

子・働・介

・女性管理職や男性社員、アルバイト社員の育児休業取得の実績からも見られる子育てしやすい職場環境づくり
・数種類のビジネスチャットツールを利用した、社員同士の円滑なコミュニケーションづくりの奨励

育栄建設㈱ 建築・施工管理 ・分析した残業の原因に応じた解決策の導入による積極的な時間外労働削減への取組
・外部の専門家を招いたハラスメント防止研修や男性にも積極的に育児休業の取得を推奨（4年2月現在男性1人取得中）

㈱ビジネス情報
テクニカルシス
テムズ

コンピューターソフトウエ
アの開発・導入コンサル
ティング業務

・育児休業の取得促進（取得実績は、男性 延べ5人、女性 1人）、働き方の柔軟化
・委員会活動や社内イベントなど多様なコミュニケーションの場を活用したライフプラン・キャリアプランのヒアリングや

適切な支援体制の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

㈱日本システム
ブレーンズ

地方自治体向けパッケージ
ソフトおよび受託開発ソフ
トの製造・販売・保守 働

・年次有給休暇の計画的付与や業務のフォロー体制の構築による有給取得率の向上
・情報セキュリティ設備やモバイル環境を整備し、全員が在宅勤務可能な環境を整備

㈱エス・ティー
・シー

コンピューターソフトウエ
アの受託開発

・基礎知識の習得に重きを置いた丁寧な研修による、未経験者も安心して働けるキャリア支援の構築
・交流会への補助やイベントの実施など、社員同士の繋がりを強めるためのコミュニケーションの促進

㈱共同紙販ホー
ルディングス 洋紙卸売販売 子・働・介 ・ハンドブック作成を通じたハラスメントやコンプライアンスに関する防止対策や理解への促進

・子育て応援の会の設置や短時間勤務の利用など、子育てしやすい環境整備

　募集する試験区分、採用予定数および受験資格等、詳しくは、各採用試験・選考告示日以降に発表する採用試験・選
考案内をご覧ください。
▷問合せ　特別区人事委員会事務局任用課採用係 TEL（5210）9787

令和４年度特別区職員採用試験・選考日程

項目 Ⅰ類採用試験
  （一般方式）

Ⅰ類採用試験
（土木・建築新方式）Ⅲ類採用試験  経験者

採用試験・選考
 障害者を

対象とする採用選考 
就職氷河期世代を

対象とする採用試験 
告示 3月18日㈮ 6月23日㈭

申込受付 3月18日㈮～4月4日㈪ 6月23日㈭～7月14日㈭
6月23日㈭～7月14
日㈭※郵送申込は7
月13日㈬（消印有効）

6月23日㈭～7月14
日㈭

第1次試験・選考 5月1日㈰ 9月11日㈰ 9月4日㈰ 9月11日㈰ 9月4日㈰
1次合格発表 6月24日㈮ 10月21日㈮ 10月12日㈬ 10月21日㈮

第2次試験・選考 7月5日㈫～14日㈭ 11月4日 ㈮・
7日㈪

10月29日㈯・30日㈰、
11月5日㈯・6日㈰

10月31日㈪、
11月1日㈫・2日㈬ 11月3日㈷

最終合格発表 7月26日㈫（技術系）
8月3日㈬（技術系以外） 7月26日㈫ 11月18日㈮

※技術系…土木造園（土木）・土木造園（造園）・建築・機械・電気　※第2次試験・選考日程については、変更となる場合があります。

【 認定分野の凡例〈新規・更新ともに〉　子子育て支援　働働きやすい職場づくり　介介護支援 】

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。
▷廃車届出場所
・原動機付自転車/小型特殊自動車  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

　 TEL（5246）1101
・排気量125ccを超えるバイク　東京運

輸支局足立自動車検査登録事務所（足
立区南花畑5−12−1）

　 TEL 050（5540）2031
・三輪/四輪の軽自動車（排気量660cc以
下）　軽自動車検査協会東京主管事務所
足立支所（足立区宮城1−24−20）

　 TEL 050（3816）3102
▷問合せ　税務課 TEL（5246）1101

「特殊詐欺」にだまされないた
めに！自動通話録音機を無料
で貸し出しています

　自動通話録音機とは、
電話がかかってくると
自動で相手に対し警告
メッセージが流れ、通
話内容を録音する機械です。
▷対象　区内在住で原則65歳以上のみの

世帯

▷申込方法　電話で在庫の有無を確認の上、
本人確認書類（保険証等）を下記問合
せ先へ持参（代理の方でも申込み可）

※詳しくは下記へお問合せください。
▷問合せ　生活安全推進課（区役所4階⑥

番） TEL（5246）1044
　上野警察署 TEL（3847）0110㈹
　下谷警察署 TEL（3872）0110㈹
　浅草警察署 TEL（3871）0110㈹
　蔵前警察署 TEL（3864）0110㈹

東京空襲犠牲者名簿を作成し
ています

　名簿への登載は、遺族・関係者などの申
し出に基づいて行います。名簿への登載を
ご希望の方は下記へご連絡ください。　
▷問合せ　東京都生活文化局文化振興部文

化事業課 TEL （5388）3141　
　台東区福祉課 TEL （5246）1172

歳末たすけあい運動へのご協
力ありがとうございました

　皆さんから、総額7,010,088円の募金
が寄せられました。高齢者や障害者の方々
への在宅福祉サービスや、子育て家庭への
支援など、有効に使わせていただきます。
▷問合せ　台東区社会福祉協議会　
　 TEL（5828）7545

台東区看護師修学資金等貸付
制度をご利用ください

　将来、区内で看護業務に従事しようとす


