
【5年度入居分高齢者住宅（シルバーピア）入居者募集】申込書配布期間は11月1日㈫～10日㈭です。詳しくは、決まり次第区HP等でお知らせします。
▷問合せ　住宅課 TEL （5246）1213

第1310号　5広報

教育長が決まりました

　9月20日に開催された令和4年
第3回区議会定例会の本会議で、
佐藤徳久氏の教育長選任につい
て同意がなされ、10月1日付で就
任しました。
▷教育長（敬称略）
　佐

さ
藤
とう

徳
のり

久
ひさ

（新任）

自転車による事故が増えています！〜自転車は安全に利用しましょう〜
●第39回駅前放置自転車クリーンキャンペー

ン　～自転車の　代わりに置こう　思いやり～
　鉄道事業者・警察署など関係機関の協力
で、広く放置自転車問題を訴え、放置自転
車防止への理解・安全な自転車利用の啓発
を図るとともに、放置自転車の撤去・移送
を行います。放置自転車のない安全で住み
やすい街になるよう、ご理解・ご協力をお
願いします。
▷期間　10月22日㈯～31日㈪
▷問合せ　交通対策課自転車対策担当　

TEL（5246）1305
●自転車安全利用講習会
▷日時　①12月1日㈭午後7時　②4日㈰
午前10時30分　③4日㈰午後1時　④
8日㈭午後7時　⑤11日㈰午前10時30
分　⑥11日㈰午後1時

▷場所　区役所10階会議室
▷対象　区内在住の15歳以上の方（中学
生を除く）

▷定員　各60人（抽選）
▷申込方法　往復はがきに希望日時（①～

⑥）・住所・氏名・生年月日・電話番号、
自転車置場希望の有無（無しの場合、自
転車置場の優遇はありません）を書い
て下記問合せ先へ（電子申請可）
※複数日程申込み、記入不備無効
※受講者は、来年度自転車置場の優遇枠へ
の申込みが可能となります

▷申込締切日　10月31日㈪（必着）
▷問合せ　〒110−8615　
　台東区役所交通対策課交通対策担当
　 TEL（5246）1288

市民後見人を目指す方への説
明会

▷日時　11月10日㈭午後3時～4時30分
▷対象　区内在住か在勤の方で市民後見
人としての活動に熱意があり、活動が
可能な方

▷申込締切日　11月7日㈪
▷場所・申込み・問合せ　台東区社会福祉
協議会 TEL（5828）7507

もの忘れ予防に！あたまの健康
チェック®を受けてみませんか

▷日時　11月28日㈪午後
▷場所　区役所10階会議室
▷対象　区内在住の65歳以上75歳未満
の方

▷定員　10人（抽選）
▷申込方法　往復はがきに住所・氏名・年
齢・電話番号・実施日時を書いて下記
問合せ先へ

▷申込締切日　11月11日㈮（必着）
▷問合せ　介護予防・地域支援課
　 TEL（5246）1225

特別養護老人ホームの入所申
込を受け付けています
（4年度第3回分）
▷対象　在宅生活を続けることが困難であ
り、原則要介護3以上と認定された方（入
院治療の必要な方、特別養護老人ホーム
に入所中の方は除く）
※要介護1・2で申込む場合には、申込
書の「特例入所要件に該当することの
申請書（要介護1・2の方用）」を記入

▷対象施設　
区立特別養護老人ホーム

施設名 住所
浅草 浅草4−26−2
谷中 谷中2−17−20
三ノ輪 三ノ輪1−27−11
蔵前 蔵前2−11−7
台東 台東1−25−5
千束 千束3−28−13

民間特別養護老人ホーム
施設名 住所

浅草ほうらい 清川2−14−7
フレスコ浅草 浅草5−33−7
橋場すみれ園 橋場1−1−10

区外協力特別養護老人ホーム
施設名 住所
白楽荘 多摩市
みずほ園 西多摩郡瑞穂町
良友園 西多摩郡瑞穂町

ひのでホーム 西多摩郡日の出町
新清快園 西多摩郡日の出町

第2カントリービラ青梅 青梅市
青梅愛弘園 青梅市
成蹊園 青梅市
福楽園 あきる野市
和敬園 あきる野市

▷必要な物　介護保険証、過去3か月分の

サービス利用票およびサービス利用票
別表等

▷入所のご案内・申込書配布・申込場所
　地域包括支援センター、介護予防・地域
支援課（区役所2階⑤番）（郵送不可）
※申込書は区HPからもダウンロード可
▷申込締切日　10月31日㈪
※申込みについてご家族やケアマネジャー
と相談してください。

▷問合せ　介護予防・地域支援課
　 TEL（5246）1224　

住宅住宅
まちづくりまちづくり

台東区マンション管理計画認
定制度が11月から始まります
　マンションの管理計画が一定の基準を満
たす場合に、適切な管理計画を持つマンシ
ョンとして区が認定を行います。認定を取
得することで、マンションの市場評価の向
上、管理の適正化の推進等の効果が見込ま
れます。詳しくは、右記二
次元コードをご覧ください。
▷問合せ　住宅課
　 TEL（5246）9028

民間賃貸住宅をお探しの方に
向けた入居相談窓口

▷日時　月～金曜日午前8時30分～午後
5時

▷対象　区内在住の高齢者、障害者、ひ
とり親世帯の方
※電話でも相談可、予約優先。
▷場所・問合せ　住宅課（区役所5階⑩番）
　 TEL（5246）1468

お知らせお知らせ

経営安定化借換特別資金を受
け付けています

▷対象　次の全てに該当する法人または個
人事業者　①法人は区内に営業の本拠
かつ本店登記を、個人は区内に主たる
売上のある事業所を有し、同一事業を
同一場所で1年以上営み、今後も区内で
営業を続ける　②申込みする日までに
納付すべき法人税（所得税）、事業税お
よび住民税を完納している　③東京信
用保証協会の定める保証対象業種を営
む中小企業者であり、許認可を必要と
する業種については許認可を受けてい
る　④3年4月～4年3月に新型コロナウ
イルス感染症対策借換特別資金の融資
を受けている

▷融資金額　融資実行となった新型コロ
ナウイルス感染症対策借換特別資金の

融資残高と新規運転資金（上限500万
円）の合算金額以内　

▷資金使途　運転資金　
▷貸付期間　10年以内（うち据置期間は
24か月以内）　

▷貸付金利　1.8%以内（当初5年間は区
補助1.8%以内、本人負担0%、6年目
以降は区補助1.5%以内、本人負担
0.3%）　

▷信用保証　原則、東京信用保証協会の
信用保証が必要（信用保証料は、区が
原則、全額補助）
※本制度の利用にあたっては、借入希望
金融機関との事前相談が必須です。
※必要書類や要件等詳しくは、下記へお問
合せいただくか、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

「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」の受付期間が5年
3月31日㈮まで延長されました

「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（下記二次元
コード）をご覧ください。
▷問合せ　産業振興課
　 TEL（5829）4128

第2回長期総合計画一部修正
有識者意見聴取会傍聴者募集

▷日時　11月8日㈫午後3時～5時、11
月14日㈪午後3時～5時

▷場所　区役所4階庁議室
▷定員　5人（先着順）
▷申込方法　住所・氏名・電話番号を電
話で下記問合せ先へ

▷申込締切日　10月31日㈪
▷問合せ　企画課 TEL（5246）1012

令和4年度第2回区政サポー
ターアンケート調査の結果が
まとまりました

▷テーマ　「観光振興について」「区の職員
について」

▷閲覧場所　区役所3階⑦番区政情報コー
ナー、図書館のほか、区HP「区民の声」
に掲載

▷問合せ　広報課 TEL（5246）1023

10月17日㈪～23日㈰は行政
相談週間です
　道路・社会福祉・医療保険などの行政
全般についての苦情や要望は、行政相談
をご利用ください。

・定例行政相談　
▷日時　第2木曜日午後1時～4時（予約
優先）

▷対象　区内在住か在勤（学）の方
▷場所・問合せ　くらしの相談課区民相談
室（区役所1階） TEL（5246）1025

・行政相談委員
　安井高明氏、深井喜代子氏、清水充子氏、
針谷修氏
※下記窓口でも相談を受付けています。
・浅草行政なんでも相談所（台東区生涯
学習センター、第2・4金曜日、祝日を
除く）

・東京行政評価事務所「行政苦情110番」
　 TEL 0570（090）110

赤い羽根共同募金運動にご協
力ください
　寄せられた募金は、地域福祉事業など
に役立てられます。
▷期間　10月31日㈪まで
▷受付場所　区役所3階③番区民課、区民
事務所・同分室、地区センター

▷問合せ　区民課 TEL（5246）1122

台東区障害者作品展「森の中
の展覧会」展示作品募集
　5年3月8日㈬～12日㈰に上野の森美術
館で開催される台東区障害者作品展「森
の中の展覧会」の展示作品を募集します。
▷応募資格　区内在住か在勤（学）また
は区内障害者施設・団体等を利用する
障害のある個人・グループ

▷応募点数　個人・グループ各2点まで
▷応募方法　応募用紙（下記二次元コー
ドよりダウンロード可）を下記問合せ
先へ郵送するか電子申請

▷申込締切日　5年1月5日㈭（必着）
※詳しくは、区HP（下記二次元コード）
をご覧ください。　

▷問合せ
　〒110−8615　台東区
役所文化振興課
　 TEL（5246）1153

「スターの手型」パンフレット
に広告を掲載しませんか

▷パンフレット配布場所　浅草公会堂、観
光課（区役所9階③番）

▷配布部数　2,000部
▷規格　縦7×横8cm
▷募集口数　7枠（抽選）　
▷掲載料　1枠	5,000円
▷申込締切日　12月2日㈮
▷申込み・問合せ　観光課
　 TEL（5246）1447


