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成年年齢引き下げのポイン
ト

新成人の方へ
区では新成人となった方へはがきをお送りし、未成年と成年の違いなどに
ついてお知らせする予定です。
▷	対象　区内在住で、４年度に18・19・20歳を迎える方
問合せ 子育て・若者支援課青少年担当 TEL 03−5246−1341

区内の高校生に質問してみました。

成年に達すると「契約を結ぶかどうか決めるのも自分」「その契約に対して責任を
負うのも自分」になります。消費者トラブルに遭わないために、自分を守る知識を
身に着けることが大切です。

●困ったときは
　台東区消費生活センターへ
　 TEL 03−5246−1133

●親の同意がなくても契約できる
　・携帯電話の契約　・1人暮らしの部屋を借りる
　・クレジットカードを作る　・ローンを組む　など
●10年有効のパスポートを取得する
●結婚（女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に）
●性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けられる
●国家資格を取る　公認会計士、司法書士、医師免許、薬剤師免許　など

●飲酒をする
●喫煙をする
●公営競技（競馬、競輪、オートレース、競艇）の投票券（馬
券など）を買う

●大型、中型自動車運転免許の取得

18歳（成年）になったらできること 20歳にならないとできないこと（これまでと変わらないこと）

注意すること

4月1日に、民法改正により、成年年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられます。
4月から変わること、変わらないこと、注意することなどをお知らせします。

皆さんにとっての大人とは？

「新成人を
祝う会（成

人式）」

について
は、名称

を「はた

ちの集い」
に変更し、

今後

も20歳の
方を対象

に実施

します。

成人式／は
たちの集い

原川歩菜さん
	（高校3年生）

前橋暖大さん
	（高校2年生）

林美海さん
	（高校2年生）

加藤響彩さん
	（高校2年生）

～成年年齢引き下げ～

詳しくは
こちら

▲区HP「18歳から大人！成年
年齢が引き下げられます」

20歳から18歳へ
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 124,444世帯（前月比＋190世帯）世 帯 数 203,909人（前月比＋134人）人 　 口
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  【3月1日現在】
※住民基本台帳による

発熱等の症状がある場合の相談窓口
新型コロナウイルスの感染予防にはひとりひとりの行動が重要です

●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●こまめな換気や窓を少し

だけ開ける常時換気を
●マスクは正しく着用 ●食事中は黙食 ●手洗いの徹底

※3月15日時点の情報です。接種会場等は変更となる場合がありますので、詳しくは区HPをご確認ください。

　追加接種は2回目接種から6か月経過後に受けることができます。昨年11月に2回目接種をされた方には、4月11日㈪から順次接種券を送付します。
※追加接種とともに1・2回目接種も実施しています。まだ接種をされていない方はご検討ください。
●4月以降の接種会場および予約方法

新型コロナウイルスワクチンの発症・重症化予防は時間経過とともに低下します
追加接種用の接種券をお持ちの方は、お早めにご予約ください !

接種会場（所在地） 予約方法
台東病院（千束3−20−5） ・インターネット予約（24時間受付）

　右記二次元コードより予約してください。
・電話予約
　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

永寿総合病院　西町公園内プレハブ（東上野2−23−3）
浅草病院　今戸駐車場内プレハブ（今戸2−26−13）
浅草寺病院（浅草2−30−17）
台東一丁目区民館（台東1−25−5）
診療所 区HP等で接種実施診療所をご確認のうえ、各診療所に直接お問合せください。

●希望される5～11歳児への1・2回目接種を実施しています
ワクチンの有効性、安全性、副反応等をご確認のうえ、家族で接種について検討してください。
接種会場、予約方法、相談先等については区HP（右記二次元コード）をご確認ください。 区HP▶︎ 厚生労働省HP▶︎

問合せ
❶台東地区センター …………………… TEL（3834）4406
❷東上野地区センター ………………… TEL（5688）3633
❸上野地区センター …………………… TEL（5815）8623
❹入谷地区センター …………………… TEL（3876）1821
※入谷地区センターは4月より❺
❻西部区民事務所 ……………………… TEL（3876）2651
❼西部区民事務所谷中分室 …………… TEL（3828）9291
❽浅草橋地区センター ………………… TEL（3851）4500
❾南部区民事務所 ……………………… TEL（3842）2651
�雷門地区センター …………………… TEL（3841）7924
�北部区民事務所 ……………………… TEL（3876）2284
�北部区民事務所清川分室 …………… TEL（3876）3566
�台東区役所（区民課区民係）………… TEL（5246）1122

皆さんに
一番身近で心強い 町会の活動に参加しませんか

　ご近所の方に相談するか、お近くの区民事務所・同分室、地
区センターまたは区民課区民係へお問合せください。
　また、下記窓口では、町会に加入したい場合や、加入につい
て相談したい場合に使用できる「町会加入・相談申込書」を配
布しておりますので、ぜひご活用ください。

町会はこのような活動を行っています

町会活動に参加・町会へ加入するには

安全なまちづくり
防犯カメラの設置
・管理や、子供た
ちの見守り活動

町会について、区HP
で紹介していますの
で、ぜひご覧ください。▲台東区町会連合会 小幡拓也会長
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災害に強いまちづくり
自主防災組
織を作り、
防災訓練や
避難所運営
訓練などの
実施

ふれあいのある
まちづくり
お祭り、盆踊り、
運動会などのイベ
ントを開催

資源ごみの集団
回収などのリサ
イクル活動推進

健やかに暮らせる
まちづくり
健康学習会などの
実施

情報のある
まちづくり
区政に関するチラ
シなどを掲示板や
回覧などを使って
提供

きれいで快適な
まちづくり

区HPでは、お住まい
の住所から町会名が
検索できます。

町会は、隣近所の人たちで構成された最も身
近な組織です。町会活動に参加して、暮らし
やすい、より良い地域にしていきませんか？



【緊急小口資金および総合支援資金（特例貸付）の受付期間を6月30日㈭まで延長します】　申込方法等詳しくは、台東区社会福祉協議会HPをご確認になるか下
記へお問合せください。〈台東区社会福祉協議会 TEL 5828－7547〉
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お知らせ

区役所の組織およびレイアウ
トが一部変わります
①人権・多様性推進課の新設
　多様性社会の実現に向けたさまざまな課
題に対し、一体的かつ効果的・効率的に施
策を推進していくため、人権・男女共同参
画課を廃止し、人権・多様性推進課を新設
します。
▷組織名・電話番号　人権・多様性推進課
（区役所9階⑥番）

　 TEL（5246）1116
▷主な業務内容　人権啓発、人権施策推進、

男女共同参画推進、多文化共生などに
関する業務
②計画調整課を都市計画課へ統合
　都市計画マスタープランの実現に向けた
検討をさらに進めるため、計画調整課を都
市計画課に統合します。
▷組織名・電話番号　都市計画課（区役所

5階⑧番） TEL（5246）1363
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

▷変更後のレイアウトでの業務開始日
　4月1日㈮
▷問合せ　企画課 TEL（5246）1013

「台東区経営持続化特別資金」
「新型コロナウイルス感染症対
策借換特別資金」の受付期間
を9月30日㈮まで延長します

　「台東区経営持続化特別資金」の利用は、
1事業者につき1回限りのため、すでにご
利用の方は申請できません。
必要書類や申込方法等、詳
しくは区HP（右記二次元
コード）をご覧ください。
▷問合せ　産業振興課
　 TEL（5829）4128　

幼児用ヘルメット配布の申込
方法を変更します

　4月から申込方法が、原
則電子申請になります。
▷対象　区内在住で3年3月

1日以降生まれの1歳児
※対象者に案内を送付しま

す。同封の手順をご確認
ください。

※1歳になった誕生月の翌月に案内を発送
します。

※申請1回に限り無償で配布します。
※4年2月までに1歳になった子供の場合

は、案内同封の申込書を記入後、返送
用封筒（84円切手貼付）で郵送または
下記問合せ先へ持参。

※電子申請ができない方は、案内到着後に
下記へお問合せください。
▷問合せ　〒110−8615　台東区役所交

通対策課（区役所5階②番）
　 TEL（5246）1288

春の全国交通安全運動

▷期間　4月6日㈬～15日㈮
▷運動の重点　子供を始めとする歩行者の

安全確保、歩行者保護や飲酒運転根絶
等の安全運転意識の向上、自転車の交
通ルール遵守の徹底と安全確保、二輪
車の交通事故防止
▷問合せ　交通対策課
　 TEL（5246）1288

特別区職員Ⅰ類（一般方式、
土木・建築新方式）募集
▷採用予定数
・一般方式　事務983人、 土木造園（土木）

64人程度、土木造園（造園）17人程度、
建築62人程度、機械15人程度、電気
19人程度、福祉125人程度、心理21人
程度、衛生監視（衛生）34人程度、衛
生監視（化学）5人程度、保健師109人
程度

・土木・建築新方式　土木造園（土木）
13人程度、建築14人程度

※受験資格や台東区の採用予定数等につい
ては、試験案内等をご覧ください。
▷申込締切日　4月4日㈪（インターネッ

ト受信有効）
▷第1次試験日　5月1日㈰
※詳しくは、下記二次元コードをご覧くだ

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
　台東区人事課人事係
　 TEL（5246）1061

雇用・就業相談を行っていま
す（予約制）
・就業相談
　就職に関してお悩みの方一人ひとりに
合わせて、相談や情報提供を行っていま
す（就職先をあっせんするものではあり
ません）。
・雇用相談
　求人活動でお悩みの企業や個人事業主の
相談を受付けています。
▷日程　月・火・木・金曜日（祝日を除く）
▷相談時間　午前10時～午後5時（原則

1人1回90分以内）
▷対象　就業相談は原則区内在住か在勤
（学）の方、雇用相談は区内中小企業の
人事担当者や個人事業主
▷場所・申込み・問合せ　産業振興課（区

役所9階⑤番） TEL（5246）1152

第２日曜日に区役所１階の窓口を開いています
▷日時　第2日曜日午前9時～午後5時　▷場所　区役所1階

日曜開庁・窓口延長 のお知らせ

取扱業務 窓口番号 問合せ
児童手当・子ども医療費助成の申請（※1）（※4） ⑫番 子育て・若者支援課 

TEL  （5246） 1232
住民税課税（非課税）証明書・納税証明書の交付
※申告済みに限る

⑤番
区役所代表
TEL（5246）1111 
から各担当課へお問
合せください

軽自動車税（種別割）納税証明書の交付
原動機付自転車(125cc以下のバイク)の登録・廃車（※4）
※ミニカー、小型特殊自動車、改造車両は除く
台東区循環バス「めぐりん」の1か月券・回数券・1日
券の販売
母子健康手帳の交付
住民税・軽自動車税（種別割）の納付・還付
※還付額は合計５万円未満に限る
国民健康保険の加入・喪失等の届出（※3）（※4）
※給付事務の取り扱いなし
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
※還付事務の取り扱いなし
住民税・軽自動車税（種別割）・国民健康保険料・後
期高齢者医療保険料・介護保険料の納付相談（※2） ⑤番 収納課 

TEL  （5246） 1107
転入・転出・区内転居・世帯変更等の届出（※4）

⑥番 戸籍住民サービス課 
TEL  （5246） 1164

印鑑登録・廃止
特別永住者証明書の申請・交付
マイナンバーカード等の券面変更・再交付申請
マイナンバーカードの申請・交付
マイナンバーカードの電子証明書の更新
住民票の写し等の交付 ⑧⑨

番
戸籍住民サービス課 
TEL  （5246） 1163印鑑登録証明書の交付

戸籍証明（全部・個人事項証明、身分証明書等）の交付
戸籍の届出（※4） ⑪番 戸籍住民サービス課 

TEL  （5246） 1162
（※1）月～金曜日は子育て・若者支援課（6階⑥番）で取り扱っています。
（※2）月～金曜日は収納課（3階⑨番）で取り扱っています。
（※3）月～金曜日は国民健康保険課（2階⑫番）で取り扱っています。
（※4）他の市区町村や関連機関に確認等が必要な業務は、取り扱いできない場合があり
　　　ます。詳しくは、各担当課へお問合せください。

毎週水曜日に一部の窓口時
間を延長しています
▷日時　毎週水曜日午後7時まで（祝

日・年末年始を除く）
▷場所

※取扱業務等、詳しくは区役所代表電
話 TEL  (5246) 1111から各担当
課へお問合せください。

・区役所
1階 戸籍住民サービス課

2階

国民健康保険課（後期高齢
者医療制度担当を含む）、介
護予防・地域支援課、高齢
福祉課、介護保険課、障害
福祉課

3階 区民課（国民年金係）、収納
課、税務課

6階
子育て・若者支援課（給付
担当）、放課後対策担当、児
童保育課

・区民事務所
西部区民
事務所 TEL  （3876） 2651
北部区民
事務所 TEL  （3876） 2284
南部区民
事務所 TEL  （3842） 2651

ご注意ください
※水曜窓口時間延長時と第2日曜

日では、取扱業務が異なります。
※他の市区町村や関係機関に確認

等が必要な業務は、取り扱いで
きない場合があります。詳しく
は、各担当課・区民事務所へお
問合せください。

入谷地区センター・区民館
が4月1日㈮にリニューアル
オープンします

「かがやき長寿ひろば入谷」
がスタートします
　3月末に閉館を迎える入谷老人福祉館
の教室・サロン事業は、リニューアル
オープンする入谷区民館の集会室等を
活用し、継続することとなりました。
　健康増進や社会参加促進を目的とし
て、教室・サロンの開催、団体活動や
談話等の交流機会の場を提供します。
※「かがやき長寿ひろば入谷」という名

称は、名称募集に対してご応募いた
だいた77件の名称案の中から選ばせ
ていただきました。ご応募いただい
た皆さん、ありがとうございました。
▷日時　月～土曜日（祝日・年末年始は

除く）午前9時30分～午後4時30分
▷対象　区内在住の60歳以上の方

　多目的ホールをはじめ、6つの集会室
を備え、だれでもトイレや授乳室も設
置されています。区民館の利用可能時
間や利用料金等詳しくは、区HPをご確
認ください。

問合せ
入谷地区センター・区民館については
区民課 TEL  （5246）1123
かがやき長寿ひろば入谷については
高齢福祉課施設整備担当 TEL  （5246）9027

住民税や保険料の納付はお済
みですか
▷納付場所
・区役所および区民事務所・同分室の収納

窓口
・銀行や郵便局などの金融機関
・納付書にバーコードが印刷されているも

のは、裏面に記載のあるコンビニエン
スストアか、スマートフォンアプリ（モ
バイルレジ・LINE Pay・Pay Pay）に
よる納付

※スマートフォンによる納付について、詳
しくは区HPをご確認ください。
▷納期限
・住民税（普通徴収）は6・8・10・1月

の末日
・住民税（特別徴収）は毎月10日
・軽自動車税は5月末日
・国民健康保険料は6～3月の末日
・後期高齢者医療保険料・介護保険料は毎

月末日　
※土・日曜日・祝日の場合は、金融機関の

翌営業日　
●休日窓口
　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　戸籍住民サービス課（区役所1階

⑤番）
※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
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、さ
まざまな理由により納付期限内に納付
が難しくなった場合は早めにご相談く
ださい。
▷問合せ　収納課 TEL（5246）1107



【毎月30日は、たいとう食ハピDay】　野菜や果物の皮を厚くむきすぎて、食べられる部分まで捨てていませんか。調理方法を工夫して、食材を無駄なくおいし
く食べてしまえば、生ごみも減ってハッピーに。区HP等で、具体的な取り組みを紹介しています。〈清掃リサイクル課 TEL 5246－1018〉
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保険・年金

65歳以上の方へ　4年度介護
保険料（仮決定）の通知を4
月上旬にお送りします

　今回の通知は、令和2年中の収入等をも
とに仮決定したものです。本決定の通知は、
4年度の住民税が確定した後に再計算し、
7月上旬に送付予定です。
●普通徴収（納付書による納付、または口
座振替）の方
　4～6月分の介護保険料額のお知らせで
す。毎月の納期限までに同封の納付書、ま
たは口座振替で納めてください。スマート
フォンによる納付（モバイルレジ、LINE 
Pay、PayPay）も可能です。
●特別徴収（年金天引き）の方
　4・6・8月分の天引き額は、原則として
4年2月分と同額のため、天引き額が変わる
方にのみ送付します。ご自身で納める必要
はありません。
▷問合せ　介護保険課
　 TEL（5246）1246

4年度後期高齢者医療保険料
（暫定分）の通知を4月中旬ま
でにお送りします

　今回の通知は、2年中の所得金額をもと
に暫定的に決定したものです。確定した保
険料の通知は、4年度の住民税が確定した
後に再計算し、7月中旬にお送りする予定
です。
●普通徴収の方
　4～6月分の保険料額のお知らせです。
毎月納期限までに納付書か口座振替で保険
料を納めてください。
●特別徴収の方
　4・6・8月に年金から差し引かれる保
険料額が2月の金額と変わる方にのみ送付
します。
▷問合せ　国民健康保険課後期高齢者保険

係
　 TEL（5246）1491

会社都合等により離職された
方は国民健康保険料が軽減さ
れます
▷対象　雇用保険受給資格者証の離職理由

コードが11、12 、21、22、23、31、
32、33、34に該当する離職時点で65
歳未満の方

※特例受給資格者「特」・高年齢受給資格
者「高」は除く
▷軽減内容　前年の給与所得を100分の

30として計算
▷軽減期間　離職日翌日の属する月～その

月の属する年度の翌年度末
▷手続きに必要な物　雇用保険受給資格者

証（原本）、対象者と届出人のマイナン
バーが確認できる物、本人（届出人）
確認書類（運転免許証等）

※就職後すぐに離職し、雇用保険の受給資
格が発生しない方について、前回の離
職が軽減対象の離職コードに該当し、前
回の雇用保険の残日数分を受給する場
合についても、軽減の対象となること
があります。詳しくは下記へお問合せ
ください。
▷問合せ　国民健康保険課（区役所2階⑫

番）
　 TEL（5246）1252

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

　国民健康保険加入者が新しく職場の健康
保険に加入した時や、その被扶養者になっ
た時は、14日以内に国民健康保険課、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。
　届出により国民健康保険料が変更となる
場合は、後日世帯主あてに保険料変更通知
書を送付します。
▷必要な物　職場の健康保険証（写し可）、

台東区の国民健康保険証、マイナンバ
ーの確認ができるもの（いずれも保険
証が変わる方全員分）

※郵送での手続きを希望する方は、下記へ
ご連絡ください。

・職場の健康保険は保険証に記載されてい
る「資格取得年月日」または「扶養認定年
月日」から有効となります
　資格取得年月日等以降に誤って区の国民
健康保険証を使って診療を受けた場合、区
が負担した医療費（総医療費の7～8割分）
を後日返還してもらうことになります。
▷問合せ　国民健康保険課（区役所2階⑫

番）
　 TEL（5246）1252

健康

日本脳炎ワクチンの出荷調整
に伴い、3年度に発送を見合
わせていた予防接種予診票を
3月末に送付します

▷対象　平成29年4月1日～30年3月31
日生まれの子供（第１期追加）、平成24
年4月1日～25年3月31日生まれの子
供（第2期）
▷実施場所　23区協力医療機関
▷問合せ　台東保健所保健予防課
　 TEL（3847）9471

麻しん・風しん（MR）定期予
防接種第2期

▷対象　平成28年4月2日～29年4月1日
生まれの子供
▷接種期間　4月1日㈮～5年3月31日㈮
▷接種回数　1回
▷実施場所　23区協力医療機関
※予診票は、3月末に送付、4月1日㈮か

ら有効
▷問合せ　台東保健所保健予防課　
　 TEL（3847）9471　

4月1日㈮からヒトパピローマ
ウイルス感染症予防接種の積
極的勧奨が再開されます

　国の勧告により予診票の発送を見合わせ
ていましたが、積極的勧奨が再開されるこ
とに伴い、対象者に予診票を3月末に送付
します。
▷対象　平成18年4月2日～22年4月1日

生まれの女子
▷接種期限　高校1年（16歳相当）の年

度末
▷接種回数　3回
▷実施場所　23区協力医療機関
▷問合せ　台東保健所保健予防課　
　 TEL（3847）9471　

4年度高齢者用肺炎球菌定期
予防接種

▷場所　23区協力医療機関（要予約）
▷対象　これまでに高齢者用肺炎球菌ワク

チン23価を接種したことがなく、次の
いずれかに該当する方

①4年度に65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳になる

②接種日現在満60歳以上65歳未満で心
臓・腎臓・呼吸器障害またはヒト免疫
不全ウイルスによる免疫機能障害で、身
体障害者手帳１級を持っている
▷申込方法
①3月末に予診票を送付
②右記二次元コードから電

子申請または下記問合せ
先へ電話か直接申込み
▷期間　4月1日㈮～5年3月31日㈮
▷費用　1,500円（生活保護受給世帯・

住民税非課税世帯の方は無料）
▷問合せ　台東保健所保健予防課
　 TEL（3847）9471

子育て・教育

台東区子育て応援プロジェク
トへのご寄附ありがとうござ
いました

　寄附総額は310,000円でした。子供食
堂や学習支援など、家庭や学校以外の子供
の居場所を増やすために活動している有志
団体への補助金に活用します。
　引き続き、皆さんからの支援をお受けし
ていますのでご協力をお願いします。
▷申込方法　区HP（下記二次元コード）

から電子申請で申込み
▷問合せ　子育て・若者支

援課
　 TEL（5246）1237

ファミリー・サポート・セン
ター会員募集

平成27年撮影
▷対象　区内在住か在勤の方
▷活動内容　保育施設・習い事への送迎、

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・登録時講習会(予
約制)
▷日時　5月17日㈫、7月1日㈮午前9時

30分～午後0時30分
▷場所　生涯学習センター4階407研修室
※車での来場不可
※託児あり（要相談）　
▷申込締切日　各開催日の3日前（土・日

曜日・祝日を除く）
※依頼会員入会については、下記へお問合

せください。
▷申込み・問合せ　台東区社会福祉協議会
　 TEL（5828）7548

子育て心理相談

▷日程　①4月20日㈬　②26日㈫　
▷時間　午前9時30分～11時
▷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

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

4月19日㈫午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター
4月20日㈬午後1時30分～3時10分 台東保健所

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時 場所

4月5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

4月7日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
4月8日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
4月13日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
4月19日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター
4月20日㈬午前9時30分～11時10分 台東保健所

●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

4月20日㈬午前9時30分～11時 浅草保健相談センター
4月26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。



【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〉
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▷申請期間　4月1日㈮～6月30日㈭
※対象者には、4月下旬に申請書を送付し

ます。区が児童手当または児童扶養手
当を支給していない方には送付しませ
んのでご注意ください。
▷問合せ　子育て・若者支援課（区役所6

階⑥番） TEL（5246）1232

福祉
（高齢・障害等）

ストマ用装具（蓄便袋・蓄尿
袋・紙おむつ）給付券4～9
月分の更新申請を3月下旬か
ら受け付けます
▷対象　区内在住でストマ用装具を使用し

ている方
▷費用　3年度の区民税所得割額に応じて

自己負担額あり（非課税世帯は無料）
※障害者紙おむつ購入補助券の申請は4月

から受付けます。　
▷申請方法　身体障害者手帳を下記問合せ

先へ持参（申請書の郵送・電子申請可）
▷問合せ　〒110−8615　台東区役所障

害福祉課（区役所2階⑩番）
　 TEL（5246）1201

救急医療情報キットを無償配
布しています
▷対象　区内在住の65歳以上の高齢者で、

次のいずれかに該当する方

高等学校等への進学者に対し
て入学にかかる費用の一部を
助成します

　経済的な事由により児童を高等学校等
（高等学校・専修学校・中等教育学校の後
期課程・特別支援学校の高等部・高等専門
学校・各種学校の一部など）に進学させる
ことが困難な方に対して、入学にかかる費
用の一部を助成します。
▷対象　4月1日時点において以下の要件

を全て満たしている方
①3年度に中学校を卒業し、4年度中に高

等学校等に進学する児童の保護者
②対象児童および保護者が区内に住所を有

している
③保護者全員の3年度の住民税が非課税
※児童扶養手当を受給している場合は課税

であっても対象
④生活保護を受給していない
▷支給額（児童1人あたり）
①保護者全員の3年度の住民税が非課税の

場合は8万円
②児童扶養手当受給者で3年度の住民税が

課税の場合は4万円
▷提出書類
①奨学金支給申請書兼請求書
②在学証明書（原本）または学生証の写し
③3年度住民税課税証明書（受給者および

配偶者のもの）
※3年1月1日現在、区外に住民登録があ

った方のみ

①ひとり暮らし
②高齢者のみの世帯
③1日のうちに、ひとり

になる時間帯がある
▷申込方法　本人確認で

きる物（健康保険証、
介護保険証等）を下記
問合せ先または地域包
括支援センターへ持参
▷問合せ　介護予防・地域支援課（区役所

2階⑤番） TEL（5246）1225

環境
リサイクル

カラスの巣作りを防止しましょ
う

　カラスは3月頃から巣を作り始め、4～
7月にかけての繁殖期に卵を産み、幼鳥を
育てます。この時期に人が巣に近づくと、
卵や幼鳥を守るため、威かくや攻撃をする
ことがあります。
　身近に巣を作られると、カラスの被害が
増加する原因のひとつになります。
●巣が作られるのを防ぐには
・葉の茂った木や、巣が安定する枝ぶりの

木は、見通しをよくするために3本に分
かれた枝を１本切るなどする。

・針金ハンガーは巣作りの材料になるため、
ベランダ等に放置しない。

・ごみ出し場所に生ごみを出すときは、カ

ラスのえさにならないように、ふた付
き容器の使用や、防鳥ネットでごみ袋
を覆う等、生ごみを荒らされない工夫
をする。
●親ガラスの威かくや攻撃がある場合には
・巣の近くで立ち止まらず、巣を避けて通

る。
・う回路がない場合は帽子をかぶるか、傘

をさして通る。
●巣の撤去・幼鳥の捕獲を行います
（条件あり）
　カラスが巣や幼鳥を守るために、通行人
等に対して激しい威かくや攻撃等の被害が
発生する恐れのある場合に限り、原因とな
る巣の撤去（民有地）、幼鳥の捕獲を行い
ますので、ご相談ください。
※営巣場所が高層ビルの屋上などで高所作

業が伴う場合は、対応ができないこと
があります。その場合は建物所有者ま
たは管理者の責任で撤去していただく
ことになります。
▷問合せ　環境課
　 TEL（5246）1283
　ごみ対策は台東清掃事務所
　 TEL（3876）5771　

　平成17年4月に施行された「発達障害者支援法」
では、発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群
その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多
動性障害その他これに類する脳機能の障害であっ
てその症状が通常低年齢において発現するもの」
と定義されています。見た目には障害が分かりに
くく、周囲から気付かれないため誤解を受けやすく、
本人も戸惑いや生活のしづらさを感じている場合
も少なくありません。
　原因は未だ明らかにされていませんが、親の育
て方や家庭環境によって引き起こされるものでは
なく、先天性の脳機能障害と考えられています。
　発達障害のある人は特別な存在ではなく、障害
の早期発見と適切な支援、周囲の皆さんの正しい
理解があれば、個性を伸ばし、自分の特性と付き
合いながら生活していくことができます。

　発達障害は、特性によって主に以下の3つに分類さ
れます。それぞれの特性が重なり合うことも多く、人
によっても、特性の現れ方はさまざまです。
●社会性の障害
　言葉の発達が遅れたり、集団の活動に入れなかっ
たりします。
　知的な能力に遅れがなくても、相手の表情から気持
ちを察することや、場に合った行動や会話が苦手なタ
イプもあります。興味の対象に対して高い能力を発揮
できることもあります。

●注意力の障害
　注意や衝動をコントロールすることや、じっとし

ていることが苦手です。落ちつ
きなく動き回る、人の話を最後
まで聞けないなど、集団生活へ
の適応が難しいことがあります。
●学習能力の障害
　例えば、耳で聞く（聴覚）、
目で見る（視覚）などの情報処
理や、細かな手先のコントロー
ルが苦手なため、文字を読む・
書く・聞く・計算するなどの学
習がうまくいかないことがあり
ます。

　同じ発達障害でも個性や発達の状況、年齢、環境
などにより、行動の特徴が異なります。
●例えば、幼児期には
・言葉を覚えておしゃべりはするが、会話は苦手

発達障害とは

発達障害の特徴

発達障害の種類 身近な相談窓口

発達障害を知っていますか 問合せ 松が谷福祉会館 TEL  （3842）2673

※保育園・幼稚園・こども園・児童館でも育児・子供の
成長・発達の相談を受け付けています。必要に応じて
専門機関と連携して対応します。

発達に心配のある方へ
詳しくは、右記二次元コードから
ご覧ください。

・車や電車などの大好きなおもちゃではよく遊ぶが、
他の物には興味を持ちにくい

・公園で元気よく動き回るが、順番が守れず、落ち
着いていられない

・ひとり遊びはできるが、皆と一緒に遊ばず、体操も
嫌がる
●例えば、学童期には
・家ではおとなしいが、学校で授業中に騒いでしまう
・何回注意されても、同じ間違いを繰り返す
・その場の雰囲気が理解できず、不相応な言動をする
・やりたいことを制止されたとき、度々かんしゃくを

起こす
●例えば、成人期には
・指示された意図が分からず、人間関係がうまくいか

ない
・仕事や家事の段取りが苦手
・急な変更が苦手

子供の発達・療育についての相談 松が谷福祉会館（こども療育） TEL（3842）2673

健診や育児・健康・発達に関する相談、医師・専　
門家への相談

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

子供の教育上のさまざまな悩みに関する相談 教育支援館（教育相談） TEL（5246）5855

発達に心配のある子供の就園・就学の相談 学務課特別支援学級担当 TEL（5246）1416

育児の不安や悩みなど子育て全般の相談
日本堤子ども家庭支援センター TEL（5824）2571
台東子ども家庭支援センター TEL（3834）4497
寿子ども家庭支援センター TEL（3841）4631

障害福祉サービスについて 障害福祉課総合相談担当 TEL（5246）1202

成人期の発達障害に関する相談 台東保健所保健予防課 TEL（3847）9405



【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。
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催しものなど催しものなど

「若年層の性暴力被害予防月間」
パネル展
時 4月1日㈮～21日㈭　場生涯学習セン
ター1階アトリウム　問男女平等推進プラ
ザ（生涯学習センター４階）
TEL（5246）5816

台東にぎわい観光情報展

浅草・台東区に関わ
る観光情報を発信す
るパネル展です。区
の伝統工芸や三社祭
を紹介します。

時 4月4日㈪～29日㈷
場・問浅草文化観光センター7階展示スペ
ース TEL（3842）5566

第34回桜橋花まつりの中止につ
いて

第34回桜橋花まつりは新型コロナウイル
ス感染症の状況を鑑み、中止となりました。
問桜橋花まつり実行委員会（北部区民事
務所清川分室）
TEL（3876）3566

5年台東区はたちの集い実行委
員募集

5年1月9日㈷に開催するはたちの集いの企
画・司会進行・運営等を行う実行委員を募
集します。成人の日の思い出に、実行委員
になってみませんか。　対区内在住の平

成14年4月2日～15年4月1日生まれの方
企画内容 記念品の選定、実行委員会企画
内容検討、式典運営等　会議日程 月1～2
回程度（4月下旬開始予定）※水曜日また
は木曜日の夜間を中心に会議を行います。
申電話または区HPから申込み
締 3月28日㈪
問子育て・若者支援課青少
年担当
TEL（5246）1341

あさがお講習会

●あさがおを知ろう・育てよう（大輪種子
プレゼント）
時 5月22日㈰午前10時　講山村聡氏　
●変化朝顔を育ててみよう
時 5月22日㈰午後1時30分　講山村聡氏
費 500円
●大輪朝顔を咲かせてみよう
時（全2回） 5月14日㈯、6月19日㈰午前

10時　講鎌田浩靖氏　費 500円
●入谷朝顔を仕立ててみよう
時（全2回） 5月14日㈯、6月19日㈰午後

1時30分　講半谷善之氏　費 500円　
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

場区役所10階会議室　対区内在住か在勤
（学）の方　定各20人（抽選）　申はがき
（1人1枚）に記入例 1～ 5を書いて下記
問合せ先へ（電子申請可）　締 4月25日㈪

（必着）　問〒110－8615　台東区役所
環境課 TEL（5246）1323

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

催し名 日時 対象（保護者同伴） 定員 申込開始日 場所・申込み・問合せ

コンサートリーディ
ング

4月14日㈭
①午前10時30分　②11時

区内在住の①6か月ま
での子供　②7～12か
月の子供

各6組
(先着順)

3月28日
㈪

日本堤子ども家庭支援セン
ター「にこにこひろば」
TEL（5824）2535

ピーカブー・リトミ
ック

4月26日㈫
①午前10時30分～11時15分
②11時30分～午後０時15分

区内在住の①9か月～1
歳5か月の子供　②1歳
6か月～3歳の子供

各8組
（先着順)

3月28日
㈪

台東子ども家庭支援セン
ター「わくわくひろば」
TEL（3834）4577

ヨガでゆったり
リラックスタイム

4月26日㈫
午後2時15分～3時

区内在住の6か月まで
の子供

7組
(先着順)

3月28日
㈪

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」
TEL（3841）4631

みんなで作ろう
こいのぼり

4月19日㈫
午前11時15分～11時45分

区内在住の0～3歳の子
供

5組
(先着順)

3月28日
㈪

日本堤子ども家庭支援セン
ター谷中分室「ぽかぽかひ
ろば」 TEL（3824）5532

子ども家庭支援センターの催し

●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。
●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。

申込みの記入例

（表1）狂犬病予防集合注射会場（公園会場）
日程 時間 場所

4月11日㈪

午後1時30分～3時
雨天中止

 （振替なし）

防災広場「根岸の里」
（根岸3－12）

4月12日㈫ 柳北公園
（浅草橋5－1－35）

4月13日㈬ 富士公園
（浅草4－47－2）

4月14日㈭ 防災広場「初音の森」
（谷中5－5）

4月15日㈮ 石浜公園
（清川1－14－21）

4月16日㈯ 台東保健所
（東上野4－22－8）

（表2）協定動物病院
名称（所在地）電話番号 診療時間・休診日

入谷動物病院
(下谷2－24－1)
TEL（3876）1217

月・火・水・金・土曜日午前9時
～正午・午後4時～7時、日曜日・
祝日午前9時～正午（木曜日休診）

佐野動物病院 予約制
（浅草4－40－7）
TEL（3876）9696

月曜日午前10時～午後1時・3時
～6時、火・水・木・土・日曜日・
祝日午前10時～午後1時・3時
30分～7時（金曜日休診）

シンシアペットクリニック 予約制
（花川戸2－3－11）
TEL（3847）6083

月・火・木・金・土曜日午前10
時～午後1時・3時～6時（水・
日曜日･祝日休診）

すずきペットクリニック
（三筋1－9－4）
TEL（3865）1988

月・火・水・金・土曜日午前9時
～正午、午後4時～7時、木曜日
午前9時～正午（日曜日･祝日休診）

相愛動物病院
（雷門1－15－11）
TEL（3845）0011

月・火・木・金・土・日曜日・
祝日午前9時～午後1時、3時～7
時（水曜日休診）

トリトン動物病院
（寿2－8－4）
TEL（3844）9007

月曜日午前9時～11時30分、火・
水・金・土・日曜日・祝日午前9
時～11時30分、午後3時～6時
30分（木曜日休診）

まつもと動物病院 予約制
（竜泉3－23－7）
TEL（5603）2950

月・火・木・金曜日午前9時～午
後0時30分、4時30分～7時、水・
土曜日午前9時～午後0時30分

（日曜日・祝日休診）

犬の狂犬病予防集合注射が始まります ―動物病院でも注射ができます―
　犬の飼い主には、狂犬病予防法により犬の登録と狂
犬病予防注射を受けさせること、鑑札・注射済票を犬
に装着することが義務付けられています。4月中は、
公園会場（表1）と同一料金で協定動物病院（表2）
でも注射できます。犬の体調に不安がある場合は、で
きるだけ動物病院で注射してください。登録済みの犬
には、問診票はがきを郵送します。署名をして公園会
場へお持ちください。まだ登録が済んでいない犬は、
公園でも動物病院でも登録と注射ができます。
●公園会場での注意事項　①しっかりと犬を抑えられ
る方が連れてきてください。　②車での来場はご遠慮
ください。　③犬の体調に不安がある場合や海外へ犬
を連れて行く予定のある場合は、公園では注射できま
せん。動物病院で注射してください。　④協定動物病
院では５月以降も注射できますが、料金は各病院の通
常料金となります。※動物病院では登録済みの犬は、
はがきがないと注射できません。また、注射を伴わな
い注射済票の交付や、鑑札のみの発行はできません。
・犬の体質や体調により、まれに注射による副反応を

示すことがあります。注射後の犬の様子をよく観
察し、異常があれば獣医師に申し出てください。

・当日午前5時の気象庁発表の天気予報（ TEL 03－
177）で、東京地方の午後の降水確率が40％以上
の場合、中止となります（振替は実施しません）。

費 3,750円（注射料金3,200円・注射済票550円）、
新規登録犬は6,750円※おつりのないようにご用意
ください。※妊娠・病気等で注射できない場合は、
動物病院が発行する「診断書」を保健所に提出して
ください。
問台東保健所生活衛生課
TEL（3847）9437

障害者を対象とした教室・サークル
申記入例 1（サークル名）・ 3 4 を電話かファクスで右記問合せ先へ　問松が谷福祉会館 TEL（3842）2672　 FAX（3842）2674
サークル名 絵画教室 体操教室 さをり織教室 ブロックおりがみサークル 音楽教室 自主リハサークル

日時
5月～5年3月の
第1・3木曜日

午後1時30分～3時30分

5月～5年3月の
第2・4火曜日

午前10時～11時30分

5月～5年3月の
水曜日（月2回程度）

午前9時30分～11時30分

4月～5年3月の
第1・3水曜日
午後1時～3時

5月～5年3月の
第3または第4土曜日

午前10時～正午

4月～5年3月の
土曜日（不定期）
午後1時～3時30分

場所 松が谷福祉会館5階 松が谷福祉会館6階 松が谷福祉会館5階 松が谷福祉会館3階
対象 区内在住で身体障害者手帳か愛の手帳（4度程度）をお持ちの方 区内在住で身体障害者手帳をお持ちの方
費用 実費（画材等材料費） 無料 実費（糸等材料費） 実費（おりがみ等材料費） 無料
定員 ３人 ３人 ４人 ２人 ４人 ２人
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リサイクル

●フリーマーケット出店者募集　時 ①4月
17日㈰　②24日㈰①②午前9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）
TEL （3412）6857　②里彩くるカエル
倶楽部（午前10時～午後7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　洋ダンス、ジュニアシート、
ダイニングテーブル ほか
ゆずってください　CDラジカセ
※上記の情報は3月9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

生誕150年記念特別展
「一葉の真筆」
時 3月19日㈯～5月
8日㈰
入館料 一般300円、
小中高生100円
場・問 一葉記念館
TEL（3873）0004

こどもとしょかんまつり2022

●映画「ヒックとドラゴン」　時 4月23日
㈯午前10時、午後2時（開場は30分前）
場 生涯学習センターミレニアムホール
対 中学生以下の子供と保護者　定 各120
人※3月26日㈯から中央図書館こどもと
しょしつで整理券を配布します（家族単位
・先着順）。

●この本だいすき！　大好きな本をテーマ
にした絵を募集します。　時 4月23日㈯
～5月18日㈬　場 中央図書館こどもとし
ょしつ　対 幼児～高校生（親子で参加も
可）　申 中央図書館こどもとしょしつで参
加票を受け取り、作品（画用紙四つ切38
×54センチメートル以内・希望者に配布）
と一緒に提出　 募集期間 3月19日㈯～4
月20日㈬
●すきな本の木　好きな本の紹介カードを
展示します。　時 4月23日㈯～5月18日
㈬　場 中央図書館こどもとしょしつ
対 幼児～中学生　申 中央図書館こどもと
しょしつで配布する本の紹介カードに必要
事項を記入し、回収箱へ提出※紹介カード
配布期間は3月19日㈯～4月24日㈰
●本の福袋　中身がわからないよう、本を
包んで貸し出します。　時 4月23日㈯・
24日㈰※なくなり次第終了　場 中央図書
館こどもとしょしつ　対 幼児～小学生　
●スペシャルおはなし会（事前申込制）
時・内 4月24日㈰①絵本とわらべうた（0
～3歳向け）午前11時　②みんなちがって、
みんないい！ (小学生向け）午後1時30分
③音楽と楽しむおはなし会（3歳以上向け）
午後3時　場 生涯学習センター　申 電話
で下記問合せ先へ　 受付開始日 4月12日
㈫

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
問 中央図書館
TEL （5246）5911

講座・相談会など講座・相談会など

オンラインでふれあい介護予防
教室（事前にZoomの使い方講
座あり）

時 4月28日㈭、5月30日㈪、6月27日㈪
7月28日㈭、8月29日㈪、9月29日㈭、10
月27日㈭午後2時～3時　対 区内在住のお
おむね60歳以上の方　定 20人（抽選）　
内 ころばぬ先の健康体操　申 下記二次元
コードまたは区HPから申込み※Zoomの
使い方講座希望の方は下記
問合せ先へ　締 4月12日㈫
問 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1295　　

成年後見制度無料相談会
（事前予約）

右記の場所にて、オンラインで司法書士に
相談していただきます。　時 4月23日㈯

午前9時30分～午後4時30分（1組45分
程度）　対 区内在住か在勤（学）の方
定 5組（先着順）　締 4月14日㈭
場・申・問 台東区社会福祉協議会
TEL （5828）7507

女性医師による女性のための健
康相談「婦人科」(予約制)

時 4月21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

脳トレ健康体操教室

時（全10回） 5～7月の①月曜日　②水曜
日①②午前11時～正午
場 ①三筋老人福祉館　②入谷区民館
対 区内在住のおおむね65歳以上の方

定 10人（抽選）　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提
出か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 4月15日㈮（必着）　持 本人確認できる
物（老人福祉施設使用登録証、国民健康保
険証等）、84円切手
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
〈4月〉

2日 　投扇興のつどい
8日 　花まつり（浅草寺ほか）　　　
17日 　早慶レガッタ（隅田川新大橋～桜

橋間）
上旬～５月中旬 　春のぼたんまつり（上

野東照宮ぼたん苑）　　
23・24日 　泣き相撲（浅草寺暫像前）

こんこん靴市（玉姫稲荷神社）

時 日時・期間　場 場所・会場　対 対象　定 定員　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 問合せ凡例

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」
3～4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

3月22日㈫まで 山口県長門市
3月24日㈭～29日㈫ 千束通商店街

3月31日㈭～4月19日㈫ オーストリア政府観光局

ふるさと交流ショップ 台東とは

♯たいとう愛公式インスタグラム情報発信中！
区内のグルメ・ショッピング情報とともに、お店で行っている感染予防の取り組みもご覧になれます

区内事業者の皆さん

問合せ 観光課
TEL （5246）1151

区民の皆さん
こんな時だからこそ、地元のお店を応援しましょ
う。皆さんからの「いいね」や「応援メッセージ」
が地域の力になります。まだ知らないすてきな
お店と出会えるかもしれません。

Follow me!!

新型コロナウイルスに立ち向かい挑戦する区内事業
者の皆さんを、たいとう愛公式インスタグラムで無
料紹介（リポスト）します。
参加方法

右記二次元コードから公式アカウントをフォロー
し、「＃たいとう愛」と「＃新しい日常取組宣言」
をつけて、感染予防の取り組みを投稿

▲過去のショップの様子（オーストリア政府観光局）▲



【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・スマートフォンは、頭に〈03〉をつけておかけください。
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催しものなど催しものなど
●「女性の為

ため

の心理学研修」説明会
▷日時　4月16日㈯午後1時～3時
▷場所　生涯学習センター306会議室
▷対象　20～60歳の女性
▷内容　傾聴を学び、子育てや介護、対人

関係に関する理解を深める
※教材費のみ必要です。
※研修終了後に、当団体認定の傾聴カウン

セラーの資格が取れます。
▷申込み・問合せ　NPO法人APL・パラ

カウンセリング研究所　柳沢
　 TEL（3876）1530
●健康マージャン無料体験会
▷日時　3月29日㈫
　入門は午前10時～正午
　中級は午後1時～3時　
▷場所　生涯学習センター　
▷内容　認知症予防に最適の健康マージャ

ン講座　
▷申込み・問合せ　峰村
　 TEL 070（6519）4181

会員募集会員募集
●根岸ラビッツ
▷日時　毎週水曜日午後5時～7時・土曜

日午後3時～5時（変動あり）
▷場所　根岸小学校体育館
▷会費　無料体験・スポーツ保険有
▷問合せ　監督・庄

しょう

司
じ

　 TEL 090（8727）0338
●和太鼓サークル「よっとこ組」
▷日時　月1・2回 日曜日・祝日
　午後1時～5時　
▷場所　生涯学習センターほか　
▷会費　1回1,000円　
▷問合せ　金子
　 TEL 090（2625）8992

官公署だより官公署だより
●消費税及

およ

び地方消費税の申告と納税はお
済みですか
　３年分の個人事業者の方の消費税及び地
方消費税の申告・納税は、3月31日㈭ま
でです。元年分の課税売上高が１千万円を
超えている場合、３年分は課税事業者とな
り、申告が必要です。
・申告書を作成するときは
　国税庁HP の「確定申告書等作成コーナ
ー」を利用すると、税額などが自動計算さ
れ、申告書の作成ができます。作成した申
告書はマイナンバーカード等を利用して、
e-Taxでご自宅から送信できます。また、
印刷して郵送等で提出することもできます。
▷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

・便利なキャッシュレス納付（振替納税）
をご利用ください
　ご利用には、事前にオンラインまたは書
面で振替依頼書を提出する必要があります。
▷提出期限　３月31日㈭
　指定の預貯金口座から振替日に自動的に
納税が行われます。大変便利で確実な納付
方法ですので、ぜひご利用ください。
▷引き落とし日　４月26日㈫
　他の納付方法については、国税庁HPを
ご確認ください。
▷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　４月16日㈯・30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

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　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

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。

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
4月3～9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40回�浅草JAZZコンテスト�ボーカル
部門（40分）� B
4月10～30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
4月10～16日
●第40回�浅草JAZZコンテスト�バンド部
門（40分）� B
4月17～23日
●令和3年度�東京藝術大学卒業・修了作
品�台東区長賞・台東区長奨励賞�受賞者紹
介（6分）� B

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。

●(仮)使い捨てプラスチックの削減（6分）
� 午前9時26分
●旧作品�青少年委員協議会�小学生対象事
業�親子ふしぎ発見塾（14分）�午前9時32分
●旧作品�見たい知りたい文化財�幕末・明
治を駆けた天才絵師�画鬼�河鍋暁斎（14
分）� 午前9時46分
4月24～30日
●旧作品�歴史と文化と下町と�魅力ある台
東区で働きませんか？ほか（40分）� B

台東区の時間 下町 You・Iチャンネル　 ch11

○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

台東区公式LINEで情報を発信しています！

希望する情報のメッセージを受信できます

※全てのメッセージを受信する場合も、必ず受信設定をお願いします。

情報を選択し
「設定」を
タップして完了

注意事項を
ご確認いただき
「許可する」を
タップ

メニューから
「受信設定」を
タップ

区の取り組みやイベント等の区政情報を発信しています。
台東区公式LINEのメッセージを受信するためには、登録が
必要です。右記登録コードを読み取り、ご登録ください。

の ひ ろ ば民区

YouTube台東区公式チャンネルにて離乳食＆幼児食動画を配信中！

▲離乳食初期編 ▲離乳食中・後期編
※離乳食・幼児食については下記問合せ先へご相談ください。

▲幼児食編

台東保健所保健サービス課 （3847） 9440TEL問合せ


