
【家庭の省エネヒント】　電化製品の待機時消費電力は家庭で使う電力量の5.1パーセントも占めています。主電源をオフにする、コンセントからプラグを抜く、スイッ
チ付きタップを使うなどの工夫をして待機時消費電力を減らしましょう。（出典　東京都「家庭の省エネハンドブック」）〈問合せ　台東区環境課 TEL 5246－1281〉
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令和3年度 花とみどりのコンテスト受賞者決定！

子育て・教育

新しい保育施設が
開設されます
▷開設日　4月1日㈮（予定）

所在地 対象 定員 運営主体
さくらさくみ
らい谷中
（認可保育所）

谷中2－
1－12

0～
5歳 90人 ㈱さくらさくみらい

北上野クロー
バー保育園
（認可保育所）

北上野2
－18－8

0～
5歳 90人

㈱クローバ
ーホールデ
ィングス

うれしい保育
園上野駅前
（認可保育所）

上野7－
8－13

1～
5歳 62人 ㈱ケア21

※詳しくは、区HPをご覧になるか下記へ
▷問合せ　児童保育課　
　 TEL（5246）1309

小学校に入学する子どもの医
療証が切り替わります
　小学校入学時の4月に、乳幼児医療証（有
効期間3月31日㈭まで）から子ども医療
証（ 医療証）に切り替わります。 医
療証は3月末に送付します。　
▷問合せ　子育て・若者支援課　
　 TEL（5246）1232

防犯ブザーを貸与しています

　区内在住（学）の小中学生に防犯ブザー
を貸与しています。
　下記に該当し希望する方は、必要な物を
下記問合せ先へお持ちください。
▷対象・必要な物
・区内の私立中学校に在学の方
　在学が確認できる物（在学証明等）
・区内在住で区外の小中学校に在学の方
　区内住所と在学の方の年齢が確認できる
物（健康保険証等）
※区立小中学校に在学の方には、学校を通
じて貸与しています。
▷問合せ　総務課（区役所4階⑧番）
　 TEL（5246）1082

環境
リサイクル

コロナ禍における
ごみの捨て方
①ごみに直接触れない
②ごみ袋は口をしっかり結び封をする
③ごみ袋の空気を抜いて出す
（収集車での破袋を防ぎます）
④ごみを捨てた後は手を洗う
※マスクやティッシュは、ごみ袋に入れる

前にビニール袋等に入れ、口をしっか
り結び、燃やすごみとしてお出しくだ
さい。
※新型コロナウイルス感染時には、ごみや
資源を1週間程度保管してから出すと感
染力が低下すると言われています。
　ご理解・ご協力をお願いします。
▷問合せ　台東清掃事務所
　 TEL（3876）5771
　清掃リサイクル課
　 TEL（5246）1018

「まちの美化里親制度」
新たに1団体を認定しました
▷認定団体　JFEケミカル㈱
▷活動場所　蔵前2丁目会社周辺
　この制度は、「大江戸清掃隊」の中から、
活動が積極的でまちの美化への貢献度が高
く、今後、地域の美化活動においてリーダ
ー的存在となることが期待される団体を、
区が認定する制度です。
▷問合せ　環境課
　 TEL（5246）1292

住宅
まちづくり

傍聴者募集

①台東区景観審議会
▷日時　3月23日㈬午後6時
▷場所　区役所4階庁議室
②台東区都市計画審議会
▷日時　3月30日㈬午後2時
▷場所　区役所7階議会第一会議室
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

▷定員　5人（先着順）
※新型コロナウイルス感染防止対策のため、
傍聴人数を制限しています。
▷申込方法　住所、氏名、電話番号を電話
かファクスで下記問合せ先へ
▷申込締切日時　①3月23日㈬正午
　②3月29日㈫午後5時
▷問合せ　都市計画課　
　 TEL（5246）1363　
　 FAX（5246）1359　

福祉
（高齢・障害等）

ケアハウス松が谷1人用居室
入居者募集
　ケアハウスは、高齢者が安心して生活を
送れるように配慮された施設です。
▷対象　次の全てに該当する方　①区内在
住で60歳以上　②日常生活の維持（食
事や入浴等、身の回りのこと）は可能

だが、高齢等のため独立して生活する
には不安がある　③使用料を負担でき
る　④保証人を立てられる
▷使用料
・入居一時金　200万円　
・月額使用料　10万6千円～17万4千円
　（食事その他含む）　
※見学・入居相談等はケアハウス松が谷へ
お問合せください。　
▷申込締切日　4月15日㈮　
▷申込み・問合せ　ケアハウス松が谷　
　 TEL（3845）6501　
　高齢福祉課
　 TEL（5246）1205

スマートフォンで区内介護サ
ービス事業者の求人情報が見
られます
　区HPの「健康・福祉」から「高齢・介護」
の「事業者情報（区民の方へ）」に「介護
サービス事業者の求人情報」を掲載してい
ます。
※仕事内容・採用等、詳し
くは各事業者にお問合せ
ください。右記二次元コ
ードからも接続できます。
▷問合せ　介護保険課
　 TEL（5246）1243

心身障害者医療費助成制度
（ ）への切り替え通知を送り
ます
　3月末日で子ども医療費助成（ ）の助
成期間が終了し、下記に該当の方は、 へ
の切り替え手続きが必要です（対象者には
通知を送付）。申請した月の初日から助成
対象になります。
※現在受給中の方は申請不要です。　
▷対象　身体障害者手帳1・2級（心臓・
じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・
肝臓・免疫機能障害は3級まで）、愛の
手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳
1級の方
※次の方は対象外　①医療保険未加入　②
生活保護を受けている　③医療保険の
自己負担のない施設に入所している　
④本人（20歳未満の場合は加入してい
る医療保険の世帯主か被保険者）の2年
中の所得が下表の限度額を超えている

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
▷申込方法　身体障害者手帳、愛の手帳ま

たは精神障害者保健福祉手帳、健康保
険証を下記へ　
▷申込み・問合せ　身体・知的障害は障害
福祉課（区役所2階⑩番）
　 TEL（5246）1201　
　精神障害は台東保健所保健予防課　
　 TEL（3847）9405

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、ご不明な方は下記へお問
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

うんどう教室指導員（ボラン
ティア）を募集します

　山谷堀公園の健康遊具を使って足腰を鍛
える教室で、参加者に運動を指導するボラ
ンティアを募集します。運動指導が未経験
な方でも大丈夫です。関心のある方はご連
絡ください。
▷定員　5人程度　
▷申込締切日　3月18日㈮
▷申込み・問合せ　介護予防・地域支援課
　 TEL（5246）1295

　花とみどりのコンテストは、地域緑化の推進や、地域の環境保全活動へ積極的に取
り組み、その結果が特に優秀な方を表彰する事業です。今年度の各部門の受賞者は下
記の方々に決定しました。（敬称略）
【みどりのカーテン部門】
●最優秀賞　中川奈代
●優秀賞　田中詩子、田中文雄、臼居嘉子
●努力賞　河野治、小熊由紀（千束児童館）、
　関口裕紀（池之端児童館）、矢吹朋子、立神里紗
【地先園芸部門】
●最優秀賞　太田堯
●優秀賞　田中詩子、家庭的保育室ふわふわ、小熊由紀（千束児童館）
●努力賞　日野ちはる、志賀清子、渋川昌宏、関口裕紀（池之端児童館）、長田都志子
▷問合せ　環境課 TEL（5246）1323

高齢者はつらつトレーニング
トレーニングマシンを使用した運動教室です。簡単な体操やストレッチも行います。

▷対象　区内在住の65歳以上の方で、要介護認定を受けていない方（心疾患・高血
圧等の症状のある方は主治医要相談）
▷費用　300円（保険料・初回のみ）
▷申込方法　はがきに高齢者はつらつトレーニング希望・希望する場所・住所・氏

ふりがな

名
　・年齢・電話番号を書いて下記問合せ先へ
▷申込締切日　4月8日㈮（必着）
▷問合せ　〒110－8615　台東区役所介護予防・地域支援課 TEL（5246）1295

場所 日程※祝休日を除く 時間 定員（抽選）
上野区民館 5月18日～7月20日の水曜日 午前10時～11時30分頃 5人
金杉区民館

5月20日～7月22日の金曜日
午後2時～3時30分頃

各3人
谷中区民館 午前10時～11時30分頃
寿区民館 5月19日～7月21日の木曜日 午前10時～11時30分頃 5人

浅草橋区民館
5月17日～7月19日の火曜日

午前10時～11時30分頃 4人
雷門区民館 午後2時～3時30分頃 3人

地先園芸部門　
最優秀賞▶︎

◀︎みどりの
　カーテン部門
　最優秀賞


