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【家庭の省エネヒント】パソコンは、起動時とシャットダウン時に大きな電力を消費します。約90分以上使用しない時はシャットダウン、90分以内に再起動する場合はスリー
プと使い分けましょう。また、スクリーンセーバーは消費電力削減にはつながりません。（出典:東京都「家庭の省エネハンドブック」）▷問合せ　環境課 TEL （5246）1281

子育て・教育子育て・教育

4年度石浜橋場こども園保育士
（会計年度任用職員）募集
▷受験資格　保育士資格をお持ちの方
※受験日当日に地方公務員法第16条各号

のいずれかに該当する方は受験できま
せん。
▷任用期間　採用決定の翌月1日～5年3

月31日
▷勤務日時　月20日（土曜日含む）午前

7時15分～午後7時30分の6時間（実
働6時間、休憩時間60分）
▷週休日　4週間ごとの期間につき8日の

週休日（日曜日を含む）を設けるもの
とし、勤務表によって定める。
▷給与　月額206,415円（地域手当相当

額を含む）
※通勤手当（月額上限あり）、期末手当（た

だし、6か月以上勤務する場合）あり
※健康保険・厚生年金・雇用保険加入あり
▷申込方法　履歴書（写真貼付）、作文（題

名「保育についてあなたの考え方を述べ
てください」・400字程度）、保育士証の
写しを下記問合せ先へ郵送または持参
▷選考方法　書類選考のうえ、面接試験
▷問合せ　〒110−8615　台東区役所学

務課（区役所6階②番）
　 TEL（5246）1414

ご存じですか？児童扶養手当

　次のいずれかの状態にある、18歳にな
った最初の3月31日まで（中度以上の障
害がある場合は20歳未満）の児童を養育
している保護者（事実婚状態の方、施設
入所者等は除く）に支給します。　①父
母が離婚　②父または母が死亡　③父ま
たは母に重度の障害がある　④父または
母から1年以上遺棄されている　⑤父また
は母が1年以上拘禁されている　⑥父また

は母が裁判所からDV保護命令を受けた　
⑦婚姻によらないで生まれた子 など
●児童扶養手当所得制限額（3年分所得）

申請者本人の所得 配偶者所得
扶養義務者所得扶養人数 全部支給 一部支給

0人 57万円未満 200万円未満 244万円未満
1人 95万円未満 238万円未満 282万円未満
2人 133万円未満 276万円未満 320万円未満

3人目以降
1人につき 38万円加算

※社会保険料控除相当額（8万円）を加算済
▷必要な物
①申請者（保護者）と児童の戸籍謄本（申

請事由の記載のある物および現在の物）
②申請者名義の預貯金口座が分かる物
③次のうち、いずれかの書類
・個人番号カード（写真のあるマイナン

バーカード）
・通知カード（写真のない番号が記載さ

れたカード）および本人確認ができる
もの(運転免許証等）の2種類

※民生委員の証明書などが必要になる場
合があります。必要な物について詳し
くは、下記へお問合せください。
▷支給額（月額）　全部支給43,070円、

一部支給10,160円～43,060円（申請
月の翌月分から支給）
▷申込み・問合せ　子育て・若者支援課（区

役所6階⑥番）
　 TEL（5246）1232

休日･年末一時保育を実施して
います
▷実施日時　①日曜日、祝日（1月1～3

日は休園）　②12月29～31日
▷時間　午前7時15分～午後6時15分（給

食なし）
▷場所　東上野保育園
▷対象　区内在住の、4月1日現在満1歳

～未就学児
▷定員　50人（1・2歳児は6人）
▷要件　実施日に保護者全員が仕事等の

ため、子供を保育できず、子供は健康
で集団保育が可能なこと

▷保育料　①全日2,000円（半日1,000
円）　②全日3,000円（半日1,500円）

※当日キャンセルは、保育料がかかります。
▷必要な物　母子健康手帳、保護者全員

分の保育できない証明書（休日・年末
勤務証明書）、印鑑、医療証、保険証　
▷申込方法　各申込期間に、下記問合せ

先へ
※区立保育園（東上野乳児保育園･ことぶ

きこども園・たいとうこども園を除く）
に在園している児童は、その保育園で
申込可
▷申込期間　①利用月の前月1～25日ま

で　②11月1日㈫～12月15日㈭
※申込締切日に区役所・園が休みの場合

は前日の開庁（園）日まで
▷問合せ　児童保育課（区役所6階⑧番）
　 TEL（5246）1234

Zoomであつまれ！ふたご
ちゃん・みつごちゃん！
▷日時　11月17日㈭午後2時～3時
▷定員　5組（先着順）
▷対象　区内在住の多胎児（就学前まで）

の親子または多胎児を妊娠している方
とそのパートナー
▷申込方法　区HP（下記二次元コード）

より申込み
▷申込期間　10月11日㈫～11月10日㈭
▷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

入学準備金の受給申請につい
て
▷対象　5年4月に小学校に入学する子供

の保護者で、次の全てに該当する方　
①令和3年中の世帯全員の合計所得が、教

育委員会で定める認定基準額未満　
②区立または国公立小学校、義務教育学

校に進学予定
③申請時に区内在住で、新入学までに他

区市町村へ転出予定がない
④生活保護受給中でない
※生活保護受給中の方は、入学準備金が

生活保護費より支給されます。
※認定基準額は、家族構成や世帯員の年

齢によって変わります。
▷必要な物　印鑑、通帳のコピー
▷申込方法　申請書（下記問合せ先で配布、

区HPからダウンロード可）を下記問合
せ先へ郵送か持参
▷申込締切日　5年2月3日㈮（必着）
▷問合せ　学務課（区役所6階②番）
　 TEL（5246）1412

環境環境
リサイクルリサイクル

フードドライブの常設窓口を
設置しました

　下記問合せ先へ家庭で眠っている食品を
お持ちください。お持ちいただいた食品は
支援団体などを通じて、食の支援が必要な
方にお渡しします。詳しく
は、区HPをご確認ください。
▷問合せ　清掃リサイクル

課（区役所6階⑤番）
　 TEL（5246）1018

10月は食品ロス削減月間です

　食品ロスとは、まだ食べられるのに捨
てられてしまう食品のことです。日本で
は、年間522万トンも食べられる食品が
捨てられています。食品ロスは少しの工
夫で減らすことができます。食品ロス削
減のため、自分たちに何ができるか考え
てみましょう。
▷家庭での工夫　①野菜の皮を切りすぎな

いようにしましょう　②食べ物を残さ
ないようにしましょう　③食品を買い
すぎないようにしましょう
▷問合せ　清掃リサイクル課
　 TEL（5246）1018

認定こども園一覧

区分 園名 受付期間
短時間保育児 0～5歳の長時間保育児

区
立

石浜橋場こども園（橋場1−35−1） TEL（3876) 0049
11月8日㈫・

9日㈬

11月29日㈫まで
※受付・問合せは

児童保育課
TEL（5246) 1234

※石浜橋場こども園は
1歳児からの募集と

なります

ことぶきこども園（寿1−10−9） TEL（3841) 4719

たいとうこども園（下谷3−1−12） TEL（3876) 3401

私
立

はぐはぐキッズこども園東上野（東上野2−13−12）
TEL（6884) 8803

直接園に
お問合せ
ください忍岡こども園（池之端2−1−22） TEL（5809) 0394

●区立こども園　対象区内在住で、平成29年4月2日～令和2年4月1日
生まれの子供　保育内容幼児教育　 募集案内配布開始日 10月24日㈪
募集案内配布・受付場所 各こども園・学務課（区役所6階②番）
必要な物（短時間保育用）区立幼稚園・こども園（短時間保育）入園申込書、
確認票（短時間保育用）、健康状況申告書
●私立こども園　短時間保育児の申込みは園にお問合せください。
※区立・私立こども園の長時間保育児の募集（0～5歳児）については、
児童保育課（区役所6階⑧番）で配布する「保育利用のご案内」をご確
認ください。 問合せ学務課 TEL（5246）1414

対象5年4月1日現在で生後57日以上6歳未満の子供※申込
方法等詳しくは、下記二次元コードをご覧いただくか、下記
問合せ先で配布予定の「保育利用のご案内」をご覧ください。
申込締切日 11月29日㈫※郵送は11月15日㈫（必着）まで※日
曜開庁日11月13日㈰も受付可　※区外在住の方の申込締切
日は下記へお問合せください。 窓口予約実施期間 10月12日
㈬～11月4日㈮　保育料保護者の住民税等をもとに決定※
入園の申込後、職員が自宅・職場等を訪問し、保育状況や
勤務状況等をお聞きすることがあります。 出生前受付 5年2
月3日㈮までに出産予定の子供を対象に4月入園の出生前申
込みができます。※11月29日㈫までに出生前申込みをして
ください。 入園の可否 5年2月上旬に通知※入園に関して、
子供の発達等がご心配な保護者の方は、事前に下記へご相
談ください。※こども園の3～5歳児は幼児教育と保育園保
育を提供します。※こども園（短時間）の募
集案内は10月24日㈪に配布予定です。
問合せ児童保育課（区役所6階⑧番）
TEL（5246）1234

●区立幼稚園　対象区内在住の平成29年4月2日～令和2
年4月1日生まれの子供※申込時にきょうだいがその園の
3・4歳児に在園中の場合は、優先的に入園可※募集人数
を超える場合は抽選　 募集案内配布開始日 10月24日㈪　
受付日11月8日㈫・9日㈬　募集案内配布・受付場所各幼稚園、
学務課（区役所6階②番）※受付時間は下記問合せ先へ　
給食・預かり保育 給食は全園、預かり保育は右表の太字の

園で月～金曜日、その他の園で週2日程度実施※詳しくは、
募集案内等をご覧いただくか下記問合せ先へ　
問合せ各幼稚園または学務課 TEL（5246）1412
●私立幼稚園　 願書配布・受付開始日 10月頃から各幼稚園
で配布・受付※詳しくは、各幼稚園に直接お問合せください。
※私立幼稚園に入園した区内在住の子供の保護者に対し、
各種補助金を交付しています。なお、幼稚園によっては対
象外となる補助金もあります。 問合せ庶務課
TEL（5246）1236

区立幼稚園一覧
園名 ・ 所在地 電話番号

根岸幼稚園 （根岸3−9−7） （3873） 0159
竹町幼稚園 （台東4−21−9） （3831） 2910
大正幼稚園 （入谷2−23−8） （3876） 5584
清島幼稚園 （東上野6−16−8）（3842） 5358
富士幼稚園 （浅草4−48−18） （3874） 2460
千束幼稚園 （浅草4−24−15） （3872） 3067
金竜幼稚園 （千束1−9−21） （3871） 9896
田原幼稚園 （雷門1−5−17） （3842） 6477
台桜幼稚園 （谷中2−9−4） （3827） 6559
育英幼稚園 （浅草橋5−1−35）
※仮園舎 （5年12月まで） （3866） 6686

私立幼稚園一覧
園名 ・ 所在地 電話番号

寛永寺幼稚園 （上野桜木1−14−11）（3828） 7288
浅草寺幼稚園 （浅草2−3−1） （3844） 3555
台東初音幼稚園 （谷中5−2−4）（3822） 2431
谷中幼稚園 （谷中3−17−1） （3822） 2771
徳風幼稚園 （西浅草1−5−5） （3844） 8012
仰願寺幼稚園 （清川1−4−3） （3873） 6248
蔵前幼稚園 （蔵前2−11−10） （3851） 0040

こども園（短時間保育児）募集

5年度園児募集5年度園児募集 保育園・緊急保育室・こども園（長時間）・
地域型保育事業の申込みを受け付けます

幼稚園児募集


