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  【4月1日現在】
※住民基本台帳による

お知らせお知らせ

5月は赤十字会員増強運動月
間です
　5月は、赤十字会員と活動資金の募集運
動が実施されています。寄せられた募金は
災害救護事業、講習普及事業、国際活動、
赤十字ボランティアの育成・支援、看護師
等の育成、献血などの血液事業、社会福祉
事業などさまざまな人道的事業に使われて
います。
▷申込場所　区民事務所・同分室、地区セ
ンターか下記問合せ先へ

▷問合せ　区民課（区役所3階③番）
　 TEL（5246）1122

5月は自転車月間です

　区内の昨年の交通事故発生件数は、一
昨年より74件増加し、581件でした。そ
のうち、自転車が関係する事故は295件�

と、全体の5割を超えています。事故にあ
わないよう、交通ルールを守り、安全に
走行しましょう。
　本区では自転車保険等への加入および
自転車の点検・整備が義務付けられてい
ます。自転車を点検・整備した際に傷害
保険や賠償責任保険等が付いてくる「TS
マーク」の取得費用について、助成を行っ
ていますので、活用をご検討ください。

▷問合せ　交通対策課
　 TEL（5246）1288

浅草芸能大賞
区民審査委員募集

▷任期　6月1日～6年3月31日（2年間）
▷対象　4月1日現在、18歳以上で区内在
住の方

▷定員　50人程度（抽選）
▷申込方法　はがきまたはファクスに住
所・氏

ふりがな

名・年齢・性別・電話番号を書
いて下記問合せ先へ
※6月に決定者にのみ通知
▷申込締切日　5月25日㈬（必着）
▷問合せ　〒110－0004　
　下谷1－2－11　台東区芸術文化財団
　 TEL（5828）7591
　 FAX（5828）7594

中小企業グループ地域力向上
支援
　区内に事業所（事務所・店舗等）を有
する中小企業者等3者以上が連携し、新し
い経済活動の創出や、地域の賑わいを生
み出す取り組みをする場合に、経費の一
部を補助します。
※補助を受けるためには、採択審査(面接)
で補助対象として採択される必要があ
ります。

▷補助限度額　100万円（補助率2分の1
以内）

▷対象経費　開発費、広告宣伝費、委託

費等
▷申請期間　5月31日㈫まで
▷問合せ　産業振興課
　 TEL（5829）4124

1114軽自動車税種別割の納期限は
5月31日㈫です
　軽自動車税種別割は、4月1日現在、軽
自動車やバイクなどを所有している方に
課税されます。納税通知書を発送しまし
たので、5月31日㈫までにお近くの郵便
局金融機関、コンビニエンスストア（通
知書裏面記載）、区役所、区民事務所・同
分室の窓口で納めていただくか、または
スマートフォンを利用したキャッシュレ
ス決済で納めてください。キャッシュレ
ス決済は、外出の必要がなくご自宅で簡
単・便利に納付できます。詳しくは、納
税通知書同封のチラシをご覧ください。
　障害のある方には、軽自動車税種別割
の免除制度があります。納期限までに申
請してください。免除制度の該当基準な
ど詳しくは、下記へお問合せください。
▷問合せ　税務課 TEL（5246）1101

基本的な感染対策の徹底をお願いします 発熱等の症状がある場合の相談窓口
●東京都 発熱相談センター（24時間）
　 TEL 03-5320-4592、03-6258-5780
　 FAX 03-5388-1396 （耳や言葉の不自由な方向け）
●東京都 発熱相談センター 医療機関案内専用ダイヤル（24時間）
　 TEL 03-6630-3710
●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 （耳や言葉の不自由な方向け）

マスク着用の徹底 手洗いの徹底 換気の徹底 ソーシャルディスタンス

新型コロナウイルスワクチン　3回目接種をまだ受けていない方は、ぜひご検討ください！

4・5年度のスポーツ推進委員を
紹介します

　区民の皆さんにスポーツの楽しさを伝えるため、区の非
常勤職員として委嘱しています。スポーツ行事への協力や
各種スポーツ教室、イベント等の企画・運営、助言などを
通じ、コーディネーターとして活動しています。4・5年度
の委員は下表のとおりです。

▷問合せ　スポーツ振興課 TEL（5246）5853

4・5年度の青少年委員を紹介します
　区では、学校と家庭・地域社会をつなぎ、青少年を育むため、区の非常勤職員として青少年委員を委嘱し
ています。
　青少年委員は、青少年向け事業での活動をはじめ、青少年団体の育成や青少年の相談相手として活躍して
います。4・5年度の委員は下表のとおりです。

▷問合せ　子育て・若者支援課 TEL（5246）1341

� （敬称略）

氏　　　名
井口健司 池尾清美 大浦美鈴 小笠原雅枝
岡島一枝 岡野眞弓 鍛治三和子 金子正典
金田浩一 川田駿 小島誠 小林千春
菅野宏潔 高木肇 髙𣘺利之 財部憲治
竹内秀樹 田中さくみ 仲豊子 中野佐智
中村直美 西出小百合 根本昇 野崎貴裕
橋本貴次 𡈽方みゆき 細田優 丸山春海
宮本邦裕 山田成昭 横堀信幸

氏名 選出区分

1
ブ
ロ
ッ
ク

関川憲一 東泉小学校
佐野嘉治 金曽木小学校
中澤ゆう子 大正小学校
後藤明子 柏葉中学校
庄司智哉 入谷地区
遠藤典男 金杉地区

2
ブ
ロ
ッ
ク

陶恵 根岸小学校
平﨑昇一 忍岡小学校
森加奈子 谷中小学校
西郁朗 上野中学校
星野晴紀 忍岡中学校
谷中田國弘 谷中地区

氏名 選出区分

３
ブ
ロ
ッ
ク

田畑金悟 平成小学校
永井重孝 黒門小学校
井原恵子 御徒町台東中学校
中川晴人 竹町地区
宗像良延 東上野地区
塙大輔 上野地区

４
ブ
ロ
ッ
ク

小川多恵子 東浅草小学校
深野将和 富士小学校
松本龍顯 千束小学校
石原喬子 石浜小学校
柴田昌彦　 桜橋中学校
増田有希人 馬道地区
米津忠則 清川地区

氏名 選出区分

５
ブ
ロ
ッ
ク

根津篤 上野小学校
直井宏之 浅草小学校
小河原左知子 松葉小学校
岡田一央 田原小学校
田中耕太朗 金竜小学校
竹内彩 駒形中学校
渡邉真美 雷門地区

６
ブ
ロ
ッ
ク

徳坂小夜 台東育英小学校
代田貴信 蔵前小学校
髙橋和子 浅草中学校
江川悦子 浅草寿地区
生駒秀二 浅草橋地区

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
右記二次元コードより▶︎

　ワクチン接種後は、時間の経過に伴い、徐々に効果が低下していくことが示唆されています。3回目接種を行わなかった場合と比べて、感染予防
効果や重症化予防効果等を高める効果があります。初回（1・2回目）接種を完了した方でまだ3回目接種を受けていない方は、ぜひご検討ください。
▷接種券発送時期　2回目接種から5か月経過後  ▷対象　2回目接種済みの12歳以上の方
▷予約方法　接種日時点の年齢や接種を受ける場所により、予約方法が異なります。
●病院・集団接種会場の予約

電話予約インターネット予約
（18歳以上の方のみ）

●診療所の予約
　各診療所に直接お問合せく
ださい。接種可能な診療所は
区ＨＰでご確認ください。

●1・2回目接種について
　台東病院、永寿総合病院、浅草病院、浅草寺病院、
台東一丁目区民館、診療所で引き続き実施しています。
まだ、ワクチン接種を行っていない方は、お早めにご
予約ください。

●小児接種（5～11歳）について
　台東病院、永寿総合病院、浅草寺病院のほか、上野区民館・
寿区民館、一部の区内診療所で小児接種を実施しています。
区HPや厚労省HPに、小児接種に関する情報を掲載しています。
ご家族で接種について検討する際にご活用ください。 ▲区HP ▲厚労省HP

※小・中学校については、PTAから選出

（敬称略）




