
4　令和4（2022）年11月20日 広報

【毎月30日は、たいとう食ハピDay】冷蔵庫を整理して、奥の方に残っていた食品は、悪くならないうちに食べてしまいましょう。冷蔵庫がきれいになれば、無駄
な買い物も減り、料理をするときもスムーズになってハッピー！　▷問合せ　清掃リサイクル課 TEL（5246）1018

子育て・教育子育て・教育

子育て心理相談（予約制）

　「自分に、子育てに自信がもてない」な
どの相談に、専門カウンセラーが応じます。
▷日程　①12月20日㈫　②23日㈮
▷時間　午前9時30分～11時
　（1人30分程度）
▷対象　区内在住で就学前の子供を育てて

いる方
▷場所・申込み・問合せ
　①台東保健所保健サービス課
　 TEL （3847）9497　
　②浅草保健相談センター
　 TEL （3844）8172　

お知らせお知らせ

歳末たすけあい運動にご協力
ください

　お寄せいただいた募金は、高齢者・障害
者・子供に関わる事業への助成、ボランテ
ィアの育成支援などに活用させていただき
ます。
▷受付期間　12月1日㈭～28日㈬
▷受付場所　区民事務所・同分室、地区セ

ンター、台東区社会福祉協議会
▷協力　台東区町会連合会・同女性部、区

内各町会、台東区民生委員・児童委員
協議会

▷問合せ　台東区社会福祉協議会　
　 TEL （5828）7545

防災用品のあっせんを行って
います

▷あっせん用品　家具転倒防止器具、消火
器、非常食、防災頭巾など避難用品、水
害対策用品、簡易トイレ　等

▷申込方法　はがきかファクスで直接あっ
せん先（東京都葛飾福祉工場）へ申込み

▷配送・支払方法　自宅へ配送・代金は品
物の受取時に支払い

※詳しくは、区役所10階①番危機・災害

対策課、区民事務所・同分室、地区セン
ターで配布するパンフレットか区HPを
ご覧ください。

▷問合せ　危機・災害対策課　
　 TEL （5246）1092

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

あなたの犬の登録・狂犬病予
防注射はお済みですか

　犬の飼い主には、犬の登録と、毎年4～
6月に狂犬病予防注射を受けることが法律
で定められています。今年度は新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、特例で12
月末までに接種することとされています。
　登録や狂犬病予防注射をしないで犬を飼
うと20万円以下の罰金が科せられます。
登録および今年の狂犬病予防注射が済んで
いない方は、至急手続きをしてください。
　狂犬病予防注射を受けると、毎年、注射
済票が交付されます。注射済票は、注射後
に接種証明書を保健所に持参し、交付を受

けてください。なお登
録が済んだ犬について
は、区内動物病院（下
記二次元コード）で、
注射と一緒に注射済票
の交付ができます。詳しく
は、区HPをご覧ください。
▷費用　注射済票の交付手

数料550円
▷問合せ　台東保健所生活衛生課愛護動物

管理担当 TEL （3847）9437

保険・年金保険・年金

国民健康保険料は確定申告等
の社会保険料控除の対象です

　4年1月1日～12月31日に納めた国民健
康保険料は、4年分の確定申告等の際に、
社会保険料控除として全額を所得から控除
することができます。納付済みの領収証書
や預貯金通帳等で確認の上、申告書に記入
してください（申告時に領収証書の添付不
要）。
　口座振替で納めている世帯には、12月
23日㈮頃に、1年間の支払額を記載した

「国民健康保険料収納額確認票」を送付し
ます。納付額が不明な方には、無料で発行
します（郵送・電子申請の場合、郵送代は
自己負担）。詳しくは、下記へお問合せく
ださい。
※収納額確認票は、世帯主名での発行です。

世帯員ごとの内訳が必要な場合、日数
がかかります。

※キャッシュレス決済での納付の場合、領
収書は発行されませんので、利用明細
等でご確認ください。

▷発行場所　区役所2階⑪番国民健康保険
課保険料係、区民事務所・同分室

※地区センターを除く
▷必要な物　本人確認できる物（運転免許

証、マイナンバーカード等）
※別世帯の方が申請される場合は委任状も

必要です。
※この時期は窓口が大変混みあうため、で

きる限り、ご自身で算出をお願いします。
▷問合せ　国民健康保険課
　 TEL （5246）1256

年末調整等で保険料納付額を
申告される方へ

　4年中に納めた介護保険料・後期高齢者
医療保険料の納付済額のお知らせを5年1月
下旬に発送しますが、年末調整等で事前に
必要な方は、下記問合せ先へご連絡ください。
▷問合せ　介護保険料は介護保険課
　 TEL （5246）1246
　後期高齢者医療保険料は国民健康保険課

後期高齢者保険係
　 TEL （5246）1491　

環境環境
リサイクルリサイクル

台東環境マネジメントシステム
（T-EMS）の令和2年度実績報
告をします

　区の環境マネジメントシステム（T-EMS）
では、「地球温暖化対策の推進に関する法
律」に基づき、温室効果ガス排出量の削減
に取り組んでいます。
　区の全ての事業において環境配慮に取
り組み、環境保全や脱炭素社会の実現を
目指しています。
　詳しくは、区HP（右記二
次元コード）をご覧ください。
▷問合せ　環境課
　 TEL （5246）1284

福祉福祉
（高齢・障害等）（高齢・障害等）

難病患者福祉手当をご存じで
すか

　難病医療費助成制度（国および都疾病）
の対象で、65歳未満の方は、難病患者福
祉手当を申請できます。また、小児慢性特
定疾病医療費助成制度の対象者で、手当の
対象疾病にり患している方も申請できま
す。対象の疾病は区HPで確認できます。
手当の受給には、所得制限等の支給要件が
ありますので、詳しくは下記へお問合せく
ださい。
▷問合せ　障害福祉課
　 TEL （5246）1201

申込み・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

●1～3か月児の育児相談
日時 場所

12月20日㈫午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター
12月21日㈬午後1時30分～3時10分 台東保健所
●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）

日時 場所
12月1日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
12月6日㈫午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター谷中分室
12月9日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
12月14日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
12月20日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター
12月21日㈬午前9時30分～11時10分 台東保健所
●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）

日時 場所
12月20日㈫午前9時30分～11時10分 台東保健所
12月23日㈮午前9時30分～11時 浅草保健相談センター

新型コロナウイルス感染対策のため、個別相談のみ実施しております。母子手帳を
お持ちください。また体調不良の際は、ご利用を控えてください。詳しくは、区
HPをご確認ください。

　3年度の国民健康保険財政（図1）は、2年度と比べると、歳入全体では1.4億円の
減少、歳出全体では3.6億円の増加となっています。
　また、1人あたりの保険料納付額と国民健康保険が負担した1人当たりの医療給付
費は図2のとおりです。皆さんが病院等で支払う医療費の残りを医療給付費として、
国民健康保険で支払っています。医療給付費の支出が増えると、皆さんの保険料もそ
れに比例して増えることになります。定期的に健診を受けるなど、1人ひとりが健康
に関心を持つことで、医療費を減らすことができます。皆さんのご協力をお願いします。
　また、保険料の収納率は昨年度に比べやや増加しています。これからも納期限まで
の納付をお願いします。
問合せ 国民健康保険課 TEL （5246）1251

図1　国民健康保険の財政概要（3年度） 図2　1人あたりの保険料と国保が負担
　　　した給付費および収納率の推移
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お気軽にご相談ください！
お気軽にご相談ください！


