
【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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お知らせお知らせ

令和4年第2回台東区議会定例
会が始まります

　本会議や委員会は、YouTubeで生中
継します（下記二次元コード）。
　ぜひ、ご視聴ください。
▷日程　6月3日㈮～28日㈫
※会議予定等、詳しくは区

議会HPをご覧ください。
▷問合せ　区議会事務局
　 TEL （5246）1473

ストップ！ヘイトスピーチ

　特定の民族や国籍の人々を排斥する不
当な差別的言動は許されるものではあり
ません。
　区では、区有施設の利用者に対する啓
発を行っています。利用者の皆さんのご
協力をお願いします。
　私たち一人ひとりが不当な差別的言動
の解消の必要性に対する理解を深め、差
別のない社会を築いていきましょう。　
▷問合せ　人権・多様性推進課　
　 TEL （5246）1116

1114マンションの防災資器材購入
費用の一部を補助します

　集合住宅の管理組合等が自主的に防災
資器材を購入する際に、費用の一部を補助
します。
※必ず購入前に申請してください。
▷対象　次の全てに該当する区内の集合

住宅の管理組合等　
①管理組合が町会に加入している　
②総戸数が10戸以上
③新耐震基準を満たしている　

④台東区マンション管理組合登録制度に登
録している

⑤過去に本事業の補助金を受けていない
▷対象資器材　スタンドパイプ、リヤカー、

スコップ、ハンマー、のこぎり、ジャッキ、
救急セット、担架、AED、毛布、トラン
シーバー、投光器、発電機、テント、ブ
ルーシート、災害時用トイレ　ほか

※食料品・飲料水は対象外
▷助成額　費用の2分の1（上限10万円
〈総戸数10戸以上50戸未満〉 または20
万円〈総戸数50戸以上〉）

▷申請期間　5年1月31日㈫まで
※申請方法等、詳しくは区HPをご覧にな

るか、下記へお問合せください。
▷問合せ　危機・災害対策課
　 TEL （5246）1092

6月15日㈬から各区民館等で
モバイルWi-Fiルーターの
貸し出しを始めます

　オンライン会議や動画等を活用した会
議、講座等で利用できます。
▷対象　会議室等の利用者　
※会議室等利用時間以外の利用不可。
※貸し出し台数には限りがあります。
▷対象施設　各区民館および区民館分館、

台東区民会館、生涯学習センター、環
境ふれあい館、社会教育センター、各
社会教育館、産業研修センター

※問合せ先等詳しくは、区HPをご覧くだ
さい。

▷問合せ　各施設または情報政策課
　 TEL （5246）9022

「経営サポート相談」をご利用
ください

　中小企業診断士に予約なしで相談でき
ます。
▷相談日時　月～金曜日午前10時～午後

4時（窓口・電話相談）
　第2・4土曜日午前10時～午後4時（電

話相談のみ）
※電話相談の受付は午後3時まで
※年末年始・祝日を除く
▷窓口・電話相談　台東区中小企業振興

センター（小島2－9－18）
　 TEL （5829）8078
▷問合せ　台東区産業振興事業団
　 TEL （5829）4125

インターネットショップの開設
支援

　区内中小企業が販路開拓を図るため、イ
ンターネットショップを初めて開設する場
合の経費の一部を助成します。
▷対象　次の全てに該当する区内の中小企

業（一部対象外があります）
①区内に本店(法人)、事業所(個人事業主)

がある
②区内に営業の本拠を有する
③事業団が主催するインターネットショッ

プに関するセミナーを受講もしくは、イ
ンターネットショップ開設に向けて中
小企業診断士の経営相談を受ける

▷対象経費　インターネットショップ開設
の初期経費

※詳しくは、事業団HPでご確認ください。
▷助成限度額　10万円(助成率は対象経費

の2分の1以内)
▷受付期間　5年3月15日㈬まで　
※予算満了時点で終了となります。
▷問合せ　台東区産業振興事業団
　 TEL （5829）4124

台東区文化・スポーツ特別賞を贈りました
　この賞は、文化・スポーツ活動等にお
いて顕著な業績を有し、今後、区の文化
およびスポーツの向上および発展に寄与
する活動が期待できる方に対して贈るも
のです。
●受賞者　金井大旺さん（ミズノブラン

ドアンバサダー）
　（「東京2020オリンピック競技大会陸

上競技110ｍハードル」出場）
▷問合せ　総務課
　 TEL （5246）1052

台東区文化・スポーツ奨励賞を贈りました
　この賞は、優れた文化・スポーツ活動等により、広く台東区の文化およびスポー
ツの振興に寄与し、将来の活躍が期待される方に対して贈るものです。
●受賞者
　落合知也さん（「東京2020オリンピック競技大会3x3バスケットボール」出場）
▷問合せ　総務課 TEL （5246）1052

▷問合せ　スポーツ振興課 TEL （5246）5853

4・5年度の明るい選挙推進委員が決まりました
明るい選挙推進委員の活動をご存じですか

　「明るい選挙」とは、有権者が主権者と
しての自覚を持って、進んで投票に参加し、
選挙が公正に行われ、有権者の意思が正し
く反映される選挙のことで、これを進める
ための運動を「明るい選挙推進運動」とい
います。
　明るい選挙推進委員は、都と台東区の明
るい選挙推進協議会から委嘱された79人
で、明るい選挙推進協議会や選挙管理委員
会の事業をボランティアでサポートしてい
ます。
　区内11地区から選出された推進委員お
よび重点的に啓発活動を行う単一町会をモ
デル地区（今期は東上野地区東上野車坂町
会）とした推進委員で構成されています。
　今後も身近な地域での活動やイベントに

参加し、明るい選挙の推進を積極的に行っ
ていきます。
●年間を通じて下記のような活動を行って

います
・選挙時の期日前投票所の投票管理者
・選挙期日の周知や啓発物品の配布等
・平常時の寄附禁止街頭キャンペーンや各

課イベントへの参加、地域イベントでの
啓発等

▷問合せ　選挙管理委員会事務局　
　 TEL （5246）1461

▷任期　4年4月1日から2年間※敬称略

竹町

濱名時彦
大木隆男
新井八重子
岡田茂

東上野

杉山新一
山下隆利
小此木優次
石井弘芳

上野

岩村勝義
桂木均
小野寺邦子
冨坂和弥
鴨下理恵
佐久間豊

入谷

杉本政弘
市川淳子
依田越夫
筒井秀行
逆井謙
大原定雄
大濱典子
飯島昌明

金杉

佐藤弘子
神野榮子
小田豊
内藤真由美
皆川達彦
沙魚川秀朔
木村良一

谷中

佐藤明人
青田時子
金子伸一
大導寺和江
小林豊孝
箕浦和夫

浅草橋

大澤仲子
大西娃子
染谷英雄
森岡そのえ
小幡俊一
久保田和宏

浅草寿

山田達
柴山久雄
山上隆昭
藤野光司
大久保清治
小川晃弘
中野浩
小島博心
藤田哲郎

雷門

吉嶋守敏
森下喜一
高橋信一
築地周代
野本康江
小澤克子
小川治範

馬道

山本和子
西川哲生
戸川明代
井桁凰雄
今井輝雄
滝澤雅敏
滝澤壽滿子
舟生明子

清川

市川世津子
池田元美
飯田栄一
野中カツヨ
加藤洋一
中久喜薫
磯貝明美
髙野真弓
大森啓次

モデル
( 東上野車坂

町会）

松﨑夕喜子
杉原幸子
長岡淑美
山下美恵
杉本美紀

モデル地区とは、
1つの町会を指定
し、 重 点 的 に 啓
発活動を行ってい
ただくものです。

 みんなで投票。みんなで参加。
あなたの一票大切に

B01

　パートナーとの関係で悩んでいませんか？
　相手が「こわい」、関係が「つらい」「おかしい」と感じることがあれば、ひとり
で悩まず、お電話ください。
　専門相談員がお話をうかがいます。
●たいとうパープルほっとダイヤル（DV相談専門ダイヤル）
　 TEL 0120（288）322（月～土曜日午前9時～午後5時）
※第1・3・5月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始を除く
▷問合せ　男女平等推進プラザ　
　 TEL （5246）5816

ＤＶ（配偶者や恋人などからの暴力）の
相談はこちらへ

「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、特殊詐欺対策
に有効です。
▷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㈹




