広報

図書館資料の宅配サービス、
マルチメディアデイジーの貸
出を行っています
●図書館資料を宅配します

住民税非課税世帯向け臨時特
別 給 付 金 の 手 続 きはお 早 め
に！
●3年度住民税非課税世帯向け

図書館に行くことが難しい方に、本や

8月17日㈬から、確認書が未提出の世

CDなどを自宅へ送ります。

帯へ勧奨通知を発送します。

▷対象 区内在住で、①か②に該当する方

▷提出期限 10月31日㈪（消印有効）

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有して
いた等の要件により、順位が入れ替わ
ります。

▷問合せ 税務課

※請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金
を受けることができなくなりますので、

障害1～2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼ

意ください。

ご注意ください。

被保険者証をお持ちで、要介護5である
▷利用できる資料（貸出点数） 図書・雑誌
（7冊まで）
、CD（2点まで）
、DVD・ビ
デオ（1点まで）
▷貸出期間 30日（配送および返送の日
数含む）
▷登録方法 下記問合せ先に郵送かファク
スまたは直接必要書類を提出
▷必要書類 利用申込書、身体障害者手帳

ます。確認書に記載の提出期限までにご提
出ください。
なお、3年12月11日以降に転入された

い生活雑貨・日用品などを募集します。入

ます）
。お急ぎの方は、4年度の非課税証

賞者は、賞金と東京インターナショナルギ

明書を持参することで、申請することがで

フトショーに出展する権利等が得られます。

きます。

詳しくは、区HPまたは東京TASK HP（下

所有者、管理者または使用者は下記へお

▷問合せ 台東区住民税非課税世帯等臨時

記二次元コード）をご覧ください。

問合せください。戸番票を無償で送付し

▷応募資格 TASK4区（台東・荒川・足立・

ますので、自身で貼付してください。

TEL 0120−000−573

るデジタルの図書です。視聴するにはパソ
コンが必要です。

戦没者等のご遺族の皆さんへ
～第11回特別弔慰金の請求期
間は５年3月31日㈮までです～
▷対象 戦没者等の死

▷対象 区立図書館の利用カードをお持ち
の方
※一部の図書の貸出には、別途利用登録が
必要になります。

て、
「恩給法による

▷申込締切日

方（戦没者等の妻や父母等）がいない

▷問合せ 中央図書館

ドからダウンロード可）に製品（試作
持参か郵送

▷貸出および予約点数 他の本や雑誌とあ

下記へお問合せください。

日㈪に開発した生活雑貨・日用品等
▷応募方法 応募用紙（下記二次元コー

和2年4月1日におい

等援護法による遺族年金」等を受ける

※詳しくは、図書館HPをご覧になるか、

かつ応募製品の主たる製作者
▷応募対象製品 3年11月～4年10月31

品可）の写真を添えて、

公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

葛飾）の事業者（企業もしくは個人）で、

亡当時の遺族で、令

▷貸出期間 2週間
わせて貸出15点、予約10点まで

東京TASKものづくりアワード
2022応募製品募集

認書を送付します（確認には時間がかかり

特別給付金コールセンター

れた、音声と一緒に文字や画像が表示され

TEL （5246）1172

10月31日㈪（必着）
▷問合せ 産業振興課 （区役所9階⑤番）
TEL （5246）1143

FAX （5246）5914

戸番票が破損・汚損等している建物の

※表札等により、表示されている場合は、
戸番票が貼付されているものと同様の
取り扱いです。
▷対象 区内建物の所有者または管理者、
使用者
▷問合せ 建築課 TEL （5246）1332

住まいの安心建替え支援制度
（安心助成）
建築基準法の規定よりも耐火性能を向
上させた住宅を建てる場合に助成します。
▷対象地域 準防火地域（根岸三・四・

場合、次の順番による先順位の遺族1人

五丁目、三ノ輪二丁目、池之端、上野
公園、上野桜木、谷中一・四・六・七

族等援護法による弔慰金の受給権を取

丁目）
▷対象住宅 耐火性能要件等を満たす自

得した方

己用住宅
▷助成金額 120万円または240万円（耐

３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母
④兄弟姉妹

霧ヶ峰学園から
～年末年始の利用の抽選申込みを受付けます～

火性能の仕様により異なる）
※一定の条件を満たす場合は耐震化推進
▲昨年度優秀賞「花活布」
㈱節句田（台東区）

特別職報酬等審議会の
委員募集
台東区議会議員の報酬や区長等の給料
の金額について、審議する附属機関です。
▷対象 区内在住で、
満20歳以上の方（公
務員は除く）
▷定員 若干名

▷対象 区内在住か在勤（学）の2人以上のグループ
※18歳未満のグループが利用する場合は引率者が必要
▷受付内容 12月利用分（5年1月3日宿泊分まで）
※12月29日～5年1月3日の期間は、3泊4日まで予約可
▷利用の流れ 下表のとおり
日程

内容

9月1日㈭～7日㈬

申込み（抽選）
※申込時に、利用代表者の住所（在勤の場合は勤務先名・
所在地）
・氏名・電話番号・利用人数・利用日・利用泊数・
希望部屋タイプ・部屋数が必要。部屋の指定は不可。

9月11日㈰～17日㈯

法律により、建物には住居表示を表示
することが義務付けられています。

１．2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺

２．戦没者等の子

TEL （5246）5911

住居表示の戸番票をお渡しし
ます

暮らしを豊かに、より便利にする新し

合はコピーで可）
活字による読書が苦手な方のために作ら

▷問合せ 福祉課

世帯は、給付対象であることを確認後、確

または介護保険被保険者証（郵送の場
●マルチメディアデイジー図書

住宅
まちづくり

名国債

受け取ることができませんので、ご注

支給手続きに必要な確認書を発送してい

TEL （5246）1114

▷支給内容 額面25万円、5年償還の記

等級に該当する（下肢・体幹・移動機能

疫・肝臓機能障害1～3級） ②介護保険

ご注意ください。引き落しの確認は、預

※戦没者等の死亡時まで引続き1年以上の

※期限内に提出がない場合は、給付金を

●4年度住民税非課税世帯向け

口座振替（自動払込）の方は、残高に
貯金通帳の記帳によりお願いします。

生計関係を有していた方に限ります。

5

または区HPをご覧ください。

４．1～3以外の戦没者等の三親等内の親族

①身体障害者手帳をお持ちの方で、次の

うこう・直腸・小腸機能障害1・3級、免

第1306号

申込者に抽選結果を電話で連絡

9月18日㈰～利用日の 申込み（先着順）
前日
※抽選後に空室がある場合

▷任期 任命日から2年間
▷申込方法 区政に関する意見（800字
程度）
・住所・氏名・生年月日・性別・

※着手後の申込不可
※詳しくは、下記問合せ先
で配布のパンフレットか
区HPをご覧ください。
▷問合せ 地域整備第三課
（区役所5階⑦番） TEL（5246)1365

不燃化特区（谷中二・三・五
丁目地区）の建替え支援
老朽建築物除却や建替えに対し、費用
の一部助成や専門家派遣を行います。

先へ郵送か持参

▷対象老朽建築物 個人か中小企業が所

※選考の上、結果を通知します。
※提出書類は返却しません。個人情報は、
委員の選任以外には一切使用しません。
▷申込締切日 8月25日㈭(必着)
▷問合せ 〒110−8615 台東区役所
総務課（区役所４階⑦番）
TEL （5246）1052

利用開始日

霧ヶ峰学園で利用申請書・利用者名簿（利用者全員の氏名・
住所・年齢・性別）を提出

利用終了日

霧ヶ峰学園で利用料金を支払い

お近くの金融機関・コンビニエンスス

▷申込み・問合せ 少年自然の家霧ヶ峰学園
TEL 0266（52）0257
▷問合せ 学務課学事係 TEL （5246）1422

前まで）

職業・電話番号を書いて、下記問合せ

住民税（特別区民税・都民税）
第2期 の 納 期 限 は8月31日 ㈬
です

※利用取消料等、詳しくは霧ヶ峰学園にお問合せください。

加算として50万円加算
▷申込方法 事前申込み（工事着手1か月

トア（バーコードが印字されているもの
に限る）または区役所、区民事務所・同
分室で納めてください。また、スマート
フォン決済アプリによる納付もできます

有する築15年超えの木造住宅等
※建替え後の建物は耐火建築物等または
準耐火建築物等
▷助成金額 老朽建築物除却助成は上限
150万円、建替え助成は上限150万円
（併用可）
▷申込方法 事前申込み（工事着手1か月
前まで）
※着手後の申込不可
▷専門家派遣 建替え等の事前相談を受
けるため、専門家を個別権利者に派遣
※詳しくは、下記問合せ先で配布のパン
フレットか区HPをご覧ください。
▷問合せ 地域整備第三課
(区役所5階⑦番）
TEL （5246）1365

ので、詳しくは納税通知書同封のチラシ

迷子の犬や猫、鳥などの動物を見かけたり、保護したときは、最寄りの警察署や保健所にご連絡ください。犬、猫はマイクロチップを、鳥は足環を装着しましょ
う。皆さんのご協力をお願いします。〈問合せ 台東保健所生活衛生課 TEL （3847）9437〉

